
損金に算入できる金額が拡大されます。          

3．相続人が認定NPO法人に寄付した場

合、寄付した相続財産は相続税非課税にな

り ま す 。 そ し て

4．認定NPO法人

自身が法人税上の

収益事業を行った

場合、「みなし寄

付金」による減税

措置を利用する事

ができます。 

 つまり、当会に寄付をしていただき易く

なるということです。当会では今後も地域

の外国人の子どもたちを、サポートしてい

くつもりです。今回の認定を活用し、活動

の輪を広げ、深めていこうと思います。 

 

 

冬休みにほんご教室 

外国人の受験生対象 

（国際交流友好ﾙｰﾑ） 

  15：00～17：00 

12/23 

 ～ 

12/28 

キリン子育て講座 

第7回 

「母語と日本語、双方

の力をつける」 ： 

  清田 淳子氏 
（立命館大学 教授） 

  14：00～16：00    

女性ｾﾝﾀｰゆうまつど 

1/20 

キリン子育て講座 

第8回 

「外国人高校生の現

状」 ： 須田 秀伸氏      
(市立柏高等学校 校長） 

  14：00～16：00 

2/17 

第10回  

NPO・市民活動見本市 
 （市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ） 

  10：00～15：00 

3/9 

  
    
  

活動予定 

認定ＮＰＯ法人 外国人の子どものための勉強会 

 外国人の子どものための勉強会では、か

ねてから認定NPO法人への申請をしてい

ました。11月13日認証調査が完了して、

11月30日認定が下りました。 

 認定NPO法人とは、NPO法人のうち

「一定の条件を満たしている」と千葉県知

事が認めた法人で、「より客観的な基準に

おいて、高い公益性を持っている」と判定

された法人です。認定NPO法人は一般の

NPO法人より社会的信用度が高まるだけ

でなく、高い税制優遇の適用を受けること

ができます。 

 具 体 的 に は 次 の よ う な こ と で す 。   

1．個人が認定NPO法人に寄付した場合、

確定申告時に寄付金控除が受けられます。  

2．法人が認定NPO法人に寄付した場合、
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 今春から続けている8回連続の「外国人の

子ども支援を考える講座」を、秋季は3回行

いました。その第4回目の講座をKEN日本語

学院副学院長の軍司聖子先生を迎え9月23日

（日）に開催しました。参

加者は当会の会員を含めて

33名でした。 

 前半50分の講義では外国

人が間違えやすい日本語の

表現について、生活の場面

から具体的にお話し下さい

ました。また後半のワーク

ショップでは5，6人ずつの

グループに分かれ、絵カードを使っての指導

法を学び合いました。導入や展開方法を発表

し合い、先生のアドバイスを受けながら効果

的なカードの使い方を学習しました。   

ハイライト 

 「認定NPO法人」に認

定！ 

  第4回「外国人の子ども

支援を考える講座」 

  各教室だより 

 「焼そばを作って食べよ

う会」実施！ 

  楽しかったよ！「おや

こ会」 

外国人の子ども支援を考える講座 

  第4回「成人と子どもへの日本語指導の違い」 
               …カードを使って具体的な指導法を学ぶ… 

認定ＮＰＯ法人として認定！ 

            活動の輪 広がる 

 終了後の参加者へのアンケート及び反省会

では概ね好評な意見がほとんどでしたが、一

方でワークショップのやり方や講義内容への

注文などもありました。 

 こうした反省をその後の講座

にも生かし、現在第6回東京学

芸大学教授・齊藤ひろみ先生の

講座「外国人児童生徒教育の

キーワード」までが終了しまし

た。後残り2回の講座を準備中

です。是非ご参加ください。 

また第5回目は三河島にある

「たぶんかフリースクール」へ日本語指導の

現場を見学に行きました。参加された方はい

ろいろなやり方を実際に見て、とても参考に

なったと好評でした。 

270-0034      

千葉県松戸市新松戸

７－517 

TEL 047-345-2051 
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・・・火曜教室・・・     新しい生徒もすぐ友だちに！        
 中国から来たばかりの小学6年生の女の子と小学2年生の

男の子を迎えました。二人は姉弟ですが、女の子は背が高

く、顔も大人っぽいので、初めて会った人はお母さんかと間

違ったほどでした。 

 この二人を含めて、このク

ラスの生徒は６人になりまし

た 。 姉 弟 の先 輩 に あた る 喬

君、宗君、星野君たちは分か

らないことを通訳してくれた

り、ゲームで心を和ませてくれたり、活躍しています。 

 いい雰囲気で３学期へつながりそうです。 

学 習 し て い ま

す。また５教科

で受験する生徒

もいますので、

入試問題に馴れ

るように、過去

問に取り組んで

います。 

冬 休 み を 前 に 受 験

モードが高まってき

ています。 

 このクラスにも来日間もないパキスタンの兄弟姉妹が４人

参加しています。 

 ２学期に入り、今までの学年別グループ分けを目的別にグ

ループ分けに編成し、中１・中２のグループ、中３と既卒生

グループ、日本語初心者グループ、高校生グループに分かれ

て学習することになりました。 

 日本語初心者グループではひらがなカードや五十音表を

使って、初歩から学んでいますが、３ケ月で簡単な短文を

作り、自己紹介文も書けるようになりました。 

 中１・中２グループはワークブック『漢字300』を

使った日本語（国語）学習を中心に、学校の宿題、定期テ

ストの勉強などに取り組んでいます。 

中３と既卒生のグループは受験を控え、作文の練習中心に

・・・文化ホール教室・・・      熱気あふれる中1から高校生まで        

ンの男子

生徒も出

身地で身に付けた学力

を受験で発揮できるよ

う、過去問に取り組ん

でいます。 

・・・木曜教室・・・     秋から受験生が増え、熱心に学習         

 秋からこのクラスには、パキスタンから来日した家族の子

どもさんが４人入り、賑やかになりました。そのうちの二人

は来春受験を控えているので、担当者からひらがなと漢字か

ら習い始め、熱心に学習しています。 

 また、フィリピンから

来日して５教科で受験す

る中３女子も受験に向け

て本格的に勉強を始めて

います。既卒で中国から

来た女子生徒やフィリピ

「学習の場だけではなく、心の

居場所にもなるように！」きめ

細かく一人一人を支援します。 
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常盤平駅前教室 ： 午後 ４：００～５：３０ 

生徒  小学生６名 

    （1年 1名、2年 ３名、5年 1名、６年１名） 

スタッフ  3名 

常盤平駅前教室 ： 午後 5：00～7：00 

生徒   中学生９名 

（1年 1名 2年 1名、3年 3名、既卒 4名） 

スタッフ  6名 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

国際友好ルーム 

午後 3：30～5：30 

生徒   中・高校生 19名 

（中1 2名、中2 2名、中3 8名 

 既卒生 5名、高校1年生 2名） 

スタッフ 18名 



 次は焼きそば作り、子どもたちも

ヘラを持って手伝い、おいしい二品

が出来上がりました。 

 当日は曇り空だったので、アツア

ツの豚汁と焼きそばはとてもおいし

かったです。お腹いっぱいになった

後、子どもたちは公園の中でドッジ

ボールを楽しんでました。 

 

 10月14日（日）常盤平駅前教室の近くにある21世紀

の森と広場で、『焼きそばを作って食べよう会』を行いま

した。会の子どもたち13名と親が5名、スタッフ11名が

参加しました。 

 バーベキュー場の釜場に7，8人ずつ分かれて、まず薪

で火をおこすところから始めました。小学生が大喜びでう

ちわをあおぎ、とても楽しそうでした。鍋に湯気が立ち上

がって豚汁が出来上がりました。 

 国語（日本語）を敬遠しがちな小学生に、算数の文章題

（凡人社）を使って学習を進めました。 

 学力が近い生徒同士が一緒に学ぶようにし、

分かり易いアドバイスを工夫したところ、やる

気が出てきて、実力がグーンとアップしました。子どもたち

の勢いに感動し、また教材のすばらしさを実感しました。 

 最後には双六やカルタなど、楽しい遊びをやり、盛り上げ

て終わります。 

・・・土曜教室１・・・     やる気が出て、活発に！    《午前クラス》            

  秋たけなわ、豚汁と焼きそば、おいしかったね！  

 2学期から新しい教室になり、子どもたちには、きれいに

静かに使わなければならないことを教えました。 

 このクラスでは小学生4名がマンツーマンで、その子に合

わせた学習をしています。子ども新聞を読んだり、漢字のパ

ズル、学校の授業の復習をしたり、落ち着いた雰囲気で過ご

しています。 

 先日、勉強が終わりスタッフが掃除をしていたら、M君が

自主的に階段の掃除をしてくれました。みんなでお礼を言

い、気持ちよく帰ることができました。 

 ・・・土曜教室２・・・     自主的に掃除する生徒も    《午後クラス》 

堂垂先生 ありがとう!! 

常盤平駅前教室は、北口にあるどうたれ内科診療所の先

生が、私たちの活動に賛同して、場所を提供してくれて

います。きれいに使いますので、これからもよろしく！ 

Vol.2 第2号 
Page 3 

常盤平駅前教室：11：00～12：30 

生徒  6名   スタッフ  5名 

常盤平駅前教室 

13：30～15：00 

生徒     4名  

スタッフ   5名 

 ☆柏のお友達と遊ぼう！！☆ 

 8月10日（金）、松戸市の市民会館203、204号室で、小学生

向けアフタースクールの「柏ネクスファ・ジュニア」との交流会を

開きました。 

 参加者は、柏ネクスファの日本人小学生24名、当会のインドネ

シア、中国、フィリピン、アメリカの生徒12名で、グループに分

かれて、ゲーム、外国の遊びなどを楽しみました。 

 またコミュニケーションに英会話を使うこともあり、当会の小学

生はふだんの教室とは全く違った顔で活躍しました。 



冬休みを前にしての楽しい

ひと時となりました。 

  

 12月1日（土）毎年恒例のおやこ会を行いました。 

 会場には生徒同士のグループやお母さんやお父さんと一

緒の生徒たち、また高校生になった先輩たちなど約50名

が集まりました。 

 当日は雨が降り、いちだんと寒さが増してきた一日でした

が、アトラクションとして囲碁ゲームや変わりフルーツバス

ケットなどの遊びを楽しみ、最後はビンゴで盛り上がりまし

た。 

 ふだんはなかなか会え

ない、他の曜日の仲間と

コミュニケーションを

取ったり、異年齢の子ど

もたちとのふれあいや親

子で参加したゲーム等、

  生徒・家族・スタッフみんなで楽しく！     ・・・おやこ会・・・ 

 当会では一緒にボランティアとして子どもたちの支援をして下さる会

員を募集しています。資格は問いません。日本語教育に関心のある方、

子どもの好きな方、是非教室見学にいらして下さい。 

正会員 ：会の目的に賛同し、スタッフとして活動して下さる方 

     年会費 1,000円 

賛助会員：会の目的に賛同し、活動を支えて下さる団体・個人 

     年会費 団体  30,000円、 入会金 10,000円 

      〃  個人 一口 500円（二口以上） 

 

           寄附のお願い 

経済的理由で勉強会に参加できない子どもたちがいます。どうぞあなた

のご支援をお願いします。 

   寄付金：一口 1,000円（一口以上） 

寄付振込先：①郵便局 郵便振替口座：No. 00220-2-140682  

加入者名：NPO法人 外国人の子どものための勉強会        

払込取扱票をご利用いただきますと手数料がかかりません。 

      ②銀行 千葉銀行 南流山支店 普通口座：3193898 

口座名義：外国人の子どものための勉強会 代表 海老名みさ子 

当会への寄附は3,000円以上の場合税制上の優遇措置が適用されます。 

〒270-0034 

千葉県松戸市新松戸７－５１７ 

認定ＮＰＯ法人 

外国人の子どものための勉強会 

電話 ０４７（３４５）２０５１ 

FAX ０４７（３４５）２０５１ 

Email: 

gaikokukodomo@msn.com 

外国人も日本人も子どもたちは

未来の日本の力です!! 

只今 新しいホーム

ページを制作中！ 

編集後記：秋から冬にかけてのさわやかな時期、当会の子どもたちは楽しく学び、スタッフは精一杯サポートしま

した。また、たくさんの行事もあり、豊かな時を過ごしました。そして今、冬休みを前に、受験生は入試の準備に

懸命です。誰もが希望の高校に行けるよう、願ってやみません。（M.K） 

当会の理念：外国からやってきて地域の学校に入った子どもたちを

主な対象に、真の自立のための日本語・学習支援活動を行い、広く

公益に貢献することを目的とする。 

場所：市民会館 301号室 

時間：13：00～15：00 

費用：300円（お菓子代） 

…冬休みにほんご教室のご案内… 

  日時：12月 23日(日)、25日(火)、26日(水)、 

        27日(木)、28日(金) 

       15：00 ～ 17：00 

  会場：文化ホール国際友好ルーム 

  費用：1,000円（5日間） 

  内容：①作文と面接練習（外国人枠の受験生） 

     ②教科と作文と面接練習（一般受験生） 

 ～外国人中学3年生！高校入試一緒にがんばろう！～ 


