
 

  

方、答え方などをアドバイスし、本番に備え

ました。 

 一般で受験する生徒には、数学や英語の過

去問をチェックしました。努力が実って、全

員が地域の公立高校に合格する事ができまし

た。合格おめでとう！ 

〈２４年度の生徒たちの進路〉 

千葉県立松戸国際高校 国際教養科  ５名 

千葉県立松戸南高校 普通科 午後部 ２名 

              夜間部 １名 

千葉県立市川工業高校 機械電気科  ２名 
   （定時制） 

柏市立柏高校 普通科        ３名 

 

 

授業開始 

 火曜教室 

  16：00～17：30 

 木曜教室 

    17:00～19:00 

 土曜教室 

    11:00～12:30 

     13:30～15:00 

 文化ホール教室 

  15:00～17:00 
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フリーマーケット 

 （新松戸中央公園） 

4/21 

総会 5/12 

Let’s体験マッチング会 

（市民活動 

      ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ） 

７月 

夏休みにほんご教室 ７月
下旬 

  
  
  

活動予定 

認定ＮＰＯ法人 外国人の子どものための勉強会 

 今年度、外国人の子どものための勉強会で

は、中学3年生と既卒生総勢13名が高校受験

に挑みました。 

 例年、外国人生徒は外国人枠での受験を希

望します。これは日本での教育を受けた期間

が3年未満の生徒に適用され、受験科目は作

文と面接です。当会の生徒たちはその準備の

ために夏休み後から、出身国のこと、学校生

活のこと、将来の夢など様々な課題で作文の

練習を始めました。 

 日本語が未熟な生徒も多かったので、ス

タッフはその生徒が何を伝えたいのか聞き出

し、日本語での表現を支援しました。週１，

2回の勉強会の中で、生徒たちは原稿用紙の

マス目とにらめっこし、書いては消し、書い

ては消しの繰り返しで作文を仕上げました。 

 ２学期後半からは志望校を絞り、冬休みの

勉強会では、想定される課題の作文を決めら

れた文字数で何本か書きました。文章を書く

こと、覚えることは日本語上達に大変役立っ

たと思います。 

 また面接に備えて、スタッフが試験官役に

なり、練習をしました。戸の開け方、座り
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 キリン福祉財団の助成を受け、昨年５月か

ら今年２月まで行ってきた「外国人の子ども

支援を考える講座」全８回の講座が終了しま

した。 

 1月20日（日）の第7回講座には立命館大

学の清田淳子先生、高校入試の熱気がまだ冷

めやらない2月17日（日）の第8回講座に

は、柏市立柏高校の須田秀伸校長先生に講演

して頂きました。 

 清田淳子先生は生徒が母語で獲得した知識

を活用して、日本語での認知力を高めるため

に、母語を介在さ

せて指導する事が

大切だと話されま

した。今回の講座

では国語の予習に

焦点を合わせ、母

語で内容を理解さ

ハイライト 

 合格おめでとう！ 

 「外国人の子ども支援を

考える講座」終了 

  各教室だより 

 「数学プロジェクト」 

  近隣NPO・企業との

マッチング 

 NPO・市民活動見本市 

 認定NPOになってから 

「外国人の子ども支援を考える講座」すべて終了！ 

 合格 おめでとう !! 

せてから、日本語の学習に進む方法と効果を紹

介されました。ワークショップでは「平家物

語」の那須与一の段の指導について学びまし

た。 

 柏市立柏高校は、市

立ならではの独自性を

生かした、明るくのび

やかな校風の学校で、

県下４番目の外国人枠

入試実施校に名乗りを

あげました。当初は手

探り状態だったものの、今では日本語取出し授

業、定期的な補習などのほか、各種行事で外国

人生徒の活躍する場を作るなど支援も定着して

います。文化祭、修学旅行が楽しかったとの声

も聞かれ、今後支援を充実させていくそうで

す。また、私たちが一番知りたい入試枠のお話

も聞くことができ、たいへん参考になりまし

た。 

270-0034      

千葉県松戸市新松戸

７－517 

TEL 047-345-2051 
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 母語を介在させて理解を深める 
 第7回「母語と日本語、双方の力をつける」 

  充実した支援の実際を報告 
    第8回 「外国人高校生の現状」 



・・・火曜教室・・・        楽しい居場所に！        
 3学期になって学校生活に馴れてくると、日常会話はでき

るようになりますが、読む、書く力は十分ではありません。

そこで、国語を中心に学

校の教科書のおさらいを

しました。算数のかけ算

の九九も大切なので、く

り返し勉強しました。 

 また後半は少し飽きて

く る の で 、 ト ラ ン プ や

ゲームも取り入れ、大きな笑い声も聞こえてきます。始ま

りの時間に遅れても、後半には参加する生徒がいる所を見

ると、この教室が生徒たちにとって、楽しい居場所の役割

も果たしているのだと思います。 

 このクラスには受験生が13人在籍し、冬休みにほんご教

室には全員が気合を入れて参加し、６００字の作文や志願理

由書の書き方を勉強しました。作文はテーマを決めて書き、

それをスタッフが細かく添削し、生徒たちは覚えてしまうほ

ど、何度も書きました。 

 受験生は作文と面接で受験する者のほか、教科の試験を

受ける者もいます。そこで過去問に取り組んだり、特に数

学を集中的に勉強したりしました。ま

た、教室に面接のコーナーを作り、全

員が何度も練習できるようにしまし

た。 

 中１、中２は先輩たちの奮闘ぶりを

横目で見ながら、学校の宿題、数学な

ど勉強しました。 

・・・文化ホール教室・・・      過去問・面接 熱心に        

ねました。1月に入るとス

タッフが面接のポイントも

指導し、生徒とスタッフが

力 を 合 わ せ た 3 学 期 で し

た。 

・・・木曜教室・・・         作文練習 何回も         
 中学1年生と2年生は、

国語とともに、生徒の希

望に沿って数学をやって

います。小学生の分野の

復習から始めました。 

 中学3年生と既卒生は、

来日して間もない生徒も

いましたが、高校受験の準備をしなければなりません。外国

人枠、帰国生枠の受験科目には作文と面接があります。生徒

は当会の冬休みにほんご教室に参加し、何回も作文練習を重

一人ひとりの実力に応じて

ブラッシュ

アップ !! 
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場  所 常盤平駅前教室   

時  間 午後 ４：００～５：３０ 

生  徒 小学生     ３名（中国、フィリピン） 

     もうすぐ小学生  2名（中国） 

スタッフ         3名 

場  所  常盤平駅前教室   

時  間  午後 5：00～7：00 

生  徒  中学生と既卒生 7名 
     （インドネシア、パキスタン、フィリピン） 

スタッフ  5名 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

場所  松戸市文化ホール国際友好ルーム 

時間  毎土曜日 午後 3：30～5：30 

生徒  中学生・既卒生 18名 

  （中国、フィリピン、パキスタン、ペ

ルー、モンゴル） 

スタッフ 14名 



くよう、言葉や例題を選び、特に分数や少数

の計算の仕方など、どのように表現したら理

解できるか、配慮しながら進めています。 

 やり始めてみるといろいろ問題点が見つか

り、予定の1年でやり遂げることが出来ません。 

 そこで平成25年度も続行し、数学ワークを完成させます。 

 当会では、平成23年度、外国人生徒の高校入試に向けて漢字

ワークブックのプロジェクトを立ち上げ、24年春に『漢字

300』を発行しました。この事業には中央ろうきんの助成をいた

だきました。 

 また引き続き、24年度は数学ワークブック

のプロジェクトを立ち上げ、隔週月曜日に担

当者6人が集まり、教材の内容を検討してい

ます。外国人の子どもにわかり易く、力がつ 

 1月25日（金）午後1時から5時まで、松戸商工会議所におい

て、ACOBA主催の企業と市民とNPOのマッチングの会が催さ

れ、当会も参加しました。 

 これは「民が民を支える仕組み構築モデル事業」で近隣NPO

と企業の情報交換により、地域に役立つ事業を行い、地域を活性

化させようというものです。当日はNPO法人9団体（参加者12

名）、企業6社（参加者7名）、市民代表6名、県庁から2名、運

営委員3名が参加し、互いの活動を紹介、共に活動できるタネを 

 来日して数カ月の生徒には「漢字だいす

き」を使って、一人ひとりにわかり易い言葉

で指導しました。じっくりと進めるので、だ

んだんわかるようになり、生徒たちに笑顔が

見えるようになりました。長く通っている生

徒には学校で習っている国語、算数でわから

ないところなどを復習しています。 

 スタッフは、人手の足りない時入る、という人もいます。

４月から小学校に入学する子も、みんなと早く一緒に勉強し

た い と 通 い

始め、賑やかになりました。 

・・・土曜教室 １・・・     一人ひとり じっくりと！   《午前クラス》            

  数学プロジェクト、来年度も続行  

 来日して地元の学校へも通い、日本語が大分わかるように

なった生徒には、子ども新聞の切り抜きを使って勉強するこ

ともあります。日本の事情も少しわかるし、何より日本語の

勉強にもなります。 

 土曜日の午後なの

で、時間がたっぷり

あり、早めに来て遊

んで待つ生徒もいま

す。 

 ・・・土曜教室 ２・・・     子ども新聞も活用        《午後クラス》 

生徒・スタッフが一丸となり、

きれいな教室で 

気持ちよく勉強 
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場  所 常盤平駅前教室  

時  間 11：00～12：30 

生  徒 ７名（パキスタン、中国）    

スタッフ ６名（臨時を含めて） 

場  所  常盤平駅前教室  

時  間  13：30～15：00  

生  徒  4名 

   （フィリピン、インドネシア）   

スタッフ   4名 

       ☆ 企業・近隣ＮＰＯとのマッチングを模索 ☆ 
探しました。モノつくり、楽しく学ぶ経済の仕組み、演劇のワー

クショップなど、当会のイベントとタイアップ出来そうなものも

いくつかありました。 

 また、当会の活動に関心を寄せてく

れた企業もあり、今後の活動に役立つ

会合となりました。 



      ・・・第１０回ＮＰＯ・市民活動見本市・・・   

                                 世界の料理が好評でした！ 

 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 

 子どもたちのコミュニケーションの輪を広げるために、あなたの援助

が必要です。ご支援をよろしくお願いします。 

   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、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： 3学期は受験生にとっては試練の時です。13人の受験生は、本当に集中的によく勉強しました。こ

の「熱い」時期を通して友情も深まったようです。進学先はそれぞれ違いますが、これからも支え合ってほしい

と思います。小学生、中1、中2もよく頑張りました。桜の咲くころ、また元気な顔を見せてくださいね。(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。 

❉ 認定ＮＰＯになってから ❉ 

 前号でもお知らせしましたように、当会は昨年11月30日

に「認定NPO法人」となり、これに多くの方々から寄附を

いただきました。感謝申し上げます。 

 認定された11月30日以降の寄附は下記の通りです。 

 ・医療法人社団 緑星会 様    

 ・サンヨーホーム株式会社 様  

 ・その他 個人 8名様  

 これからもよろしくご支援下さいますよう、お願い申し上

げます。    

 

タッフの手作りで、台湾仕込みの本物の味わい。会場に中華セ

イロを持ちこみ、アツアツを提供しました。 

 ご協力いただいたお母さん方、ありがとうございました。 

 3月9日（土）市民活動サポートセンターにおいて、第10

回目の「NPO・市民活動見本市」が開かれ、私たちは今回

「国際」のコーナーで、生徒たちの学習風景や活動内容を展

示、世界の国との関わり合いを生徒のお母さんたちが作って

くれた食ベものを通じて紹介しました。 

 フィリピンのお菓子『ビーコ』は、もち米を使って、ココ

ナッツで味つけしたもので、トロピカルな香りが特徴。一方

パキスタンの代表的な料理『ロビア チャネ カラレ』は、

3種類の豆（ひよこ豆、小豆、レンズ豆）と野菜を茹でて香

辛料で味付けし、さら

に好みの辛さに調整し

て食べるサラダのよう

なもので、両方とも大

好評でした。 

 また、毎回好評の肉

まんは、皮も中身もス


