
の練習は大事だよ」「教科の試験を受ける子

は早めに勉強開始」「面接の練習、何回も

やったね」など、具体的な

アドバイスをしていまし

た。 

 懐かしさとスタート感に

満ちた春の同窓会、スタッ

フたちもおおいに楽しみま

した。 

  

 

 

Let’s体験 

    事前打合せ会 

7/21 

 

夏休みにほんご教室 
        
 

7/23 

24,26 

27,30 

授業開始 (2学期) 

 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 

 
9/3 
 
9/5 
 
9/7 
 

 
9/7 

外で遊ぼう会 

（21世紀の森と広場） 

秋 

 予定 

フリートーキングの会 10/20 

フリーマーケット 

 （新松戸中央公園） 

 
10/27 

  
  

活動予定 

認定ＮＰＯ法人 外国人の子どものための勉強会 

 6月8日（土）14時～16時まで文化ホー

ル教室で、当会OBの高校生たちと交流を深

め る 「 先 輩 と 話 す

会」を行いました。 

 会場には制服姿の

先 輩 、 ち ょ っ と お

しゃれをした先輩な

ど12名と、当会の

中学生8名、スタッ

フ10名が集まり、

お菓子と飲み物を前

にテーブルを囲みま

した。 

 まず、高校生一人ひとりの近況報告があ

り、「英語の授業は早いよ」「部活で毎日忙

しいけど、友だちがたくさんできた」「もう

すぐ文化祭なので見に来て下さい」など、先

輩たちは、高校での新たな体験を元気いっぱ

い話しました。 

 中学生たちは久しぶりに会う先輩たちをま

ぶしげに見ながら、今、一人ひとり頑張って

いる事を話したり、紙に描いたりしました。

そして中3生が先輩に、どんな受験勉強をし

たらいいかを尋ねると、高校生たちは「作文
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 平成25年 5月11日（土）午前9時～

12時まで、松戸市稔台市民センターにお

いて平成25年度の総会が開かれました。 

 会場は常盤平駅前教室が恒例でしたが、

今回時間の関係もあり、同センターに変更

されました。そして正会員39名の内、21

名の出席、12名からの委任状提出で、総

会が成立しました。 

 開会宣言に先

立ち、新しく正

会員として入会

された野口正喜

氏による「新入

会員として感じ

た“外国人の子

どものための勉

強会”」の報告

がありました。

ハイライト 

 「先輩と話す会」 

 平成25年度総会終了 

  各教室だより 

 特集：堂垂先生に聞く 

  [国際フェスタCHIBA]

に初めて参加 

 夏休みにほんご教室 

 [ちばのWA]で寄附集め 

 

  新たな出発に向けて   ━平成25年度総会無事終了━ 

 先輩、お久しぶり！ ━先輩と話す会━ 

当会の活動歴や、社会的意義などを映像や

数値を使って再認識し、会員一人ひとりが

活動を見つめ直すきっかけとなりました。 

 その後、海老名理事長が開会宣言をし、

それぞれの担当者から平成24年度の事業活

動、会計報告などが報告され、平成24年度

決算報告、平成25年度予算案、事業計画は

滞りなく承認されました。今年度の新しい

事業計画なども紹介され、 新たな出発に向

けて、充実した総会となりました。 

 終了後、全員車座になってティータイムに

入り、和やかな雰囲気の中で自己紹介などを

して終了しました。 

来年度の総会は、平成26年4月20日（日）に

開催予定です。 

270-0034      

千葉県松戸市新松戸

７－517 

TEL 047-345-2051 
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 教科書に出てくる漢字は覚えてほしいので、繰り返し練習

しています。また算数ではかけ算九九が必須なので、声を出

して間違わずに言えるようにしています。 毎回、授業が一

段落するとカルタをします。子どもたちはこの時とばかり大

声で盛り上がります。 

・・・土曜教室 《午前クラス》・・・    カルタでみんな盛り上がり              

 ・・・土曜教室 《午後クラス》・・・   百人一首や新聞を活用して     

場  所 常盤平駅前教室  

時  間 11：00～12：30 

生  徒 小学生７名 

  （中国4、パキスタン1、フィリピン2）    

スタッフ ５名 

場  所  常盤平駅前教室  

時  間  13：30～15：00  

生  徒  小学生4名 

      （中国3、フィリピン1）   

スタッフ   4名 

・・・火曜教室・・・       教科書がスラスラ読めるように練習！        
 生徒たちは日本語の能

力に差はありますが、例

えば一年生の場合、学校

の教科書をある程度スラ

スラ読めるようにしよう

と文字の勉強を繰り返し

続けています。 

また算数の足し算や引き算の練習のほか、文章問題の意味

をくみ取れるよう、学習しています。 

 教材は学校でやっている百人一首をおさら

いしたり、新聞を使って「今週のニュース」

を振り返ったり、いろいろです。生徒が好奇

心を持ちそうな内容を

工夫しています。帰り

がけ、生徒たちが掃除

を手伝ってくれること

もあります。 

・・・木曜教室・・・        中3生受験準備スタート！         
 中学1年生、2年生、高校生

は学校の授業で分からないとこ

ろを補っています。 

 中学3年生は高校受験の準備

をしなければなりません。外国

人枠で作文中心に受験する子、

5教科で受験する子などそれぞ

れの事情を考えて早めに準備するように進めています。 
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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 9名 （中国8、フィリピン1） 

スタッフ     ６名 

場  所  常盤平駅前教室   

時  間  午後 5：00～7：00 

生  徒  中学生 4名 
 （インドネシア2、パキスタン1、フィリピン1） 
      既卒生 1名（フィリピン） 
      高校生 1名（フィリピン） 

スタッフ  ４名 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   



 「この地域は一人暮らしの高齢者が多く、孤独死予防で有名

です。医療者として何かできることはないのか…」 

 そこで平成１９年(２００７年）に立ち上げたのが「一人暮ら

しあんしん電話」というパソコンでの体調確認の仕組みです。

患者さんからは「見守られているという安心感が一番うれし

い」と感謝されています。 

 一方で常盤平は高齢者とともに外国人も多い地区です。「高

齢者と外国人が増えていく、ここは日本の将来の縮図です。」 

 先生はそうした考えを持っているからこそ、私たちの活動を

支援してくれるのだと思います。 

 「日本で暮らす外国人の子どもも、いずれは日本を背負って

いくんだ。その子たちが日本と世界の架け橋になって、未来の

日本を作っていく。あなたたちはそれを支えているんです。」 

 私たちの活動も、少しは「人々のために」役立つと信じてい

ます。 

 先生の熱い支援に感謝して、今後もコツコツと活動を続けて

いきたいと思いました。 

 当会では週5回の教室のうち、4回は常盤平駅前の「あい訪問

介護センター・緑星会」の2階会議室を借りて行っています。堂

垂伸治先生が私たちの活動にスペースを提供して下さってから丸

7年がたちます。先生の温かい思いをお聞きしました。 

 先生に当会への協力の動機を伺うと、開口一番に「人々の為に

何かしたいと思ったからだよ」とおっしゃいました。その思いの

原点は学生時代に遡ります。 

 先生は昭和23年（1948年）富山県に生まれ、高校から東京

の両国高校へ進学、現役で東京大学理科Ⅰ類に入学し、工学部に

進学しました。「ここまでは順調だったんです」。 

 折しも東大在学中、全国各地の大学で70年安保反対の学生運

動が高まり、デモやバリケード封鎖が盛んに行われました。その

シンボル的存在だった東大で、先生は全共闘の一員として闘争に

参加しました。しかし昭和44年（1969年）1月、東大の安田講

堂に機動隊が突入し、これを機に学生運動は衰退していったので

す。 

「気がついたら、あんなに権力と戦っていた学生が、白衣を翻し

て東大病院で働いている。何だろうと思ったね。僕はずっと世の

ため、人のために働きたいと思った。」 

 そこで、「もう一度受験し、医者になろう。」と決心したそう

です。神奈川県にある自動車工場で働いていましたが、受験の

４ヶ月前に退職、失業保険を資金として貰いながら猛勉強しまし

た。そして共通１次試験を突破、千葉大医学部に合格し、また学

生に戻りました。３１歳のことでした。 

 ６年後先生は、千葉大医学部の大学病院で、確固たる思いを

持って医療の道を歩み出しました。 

 先生の思いは「人々のために」働くこと。総合病院で地域の

人々の健康を支える医療を担った後、平成１１年（１９９９年）

常盤平で現在の診療所を開業したのです。 

  特集 ： 堂垂先生に聞く  

 このクラスでは初めの30分間

「十五少年漂流記」を読み進めて

います。毎回、担当者と生徒と

で、朗読しているので日本語の流

れと物語の面白さが分かってきた

のではないかと思います。中3生

は夏休みから作文や教科の受験勉

強に入ります。  
一斉授業で日本語力up! 

個別指導で教科学習の勉

強に取り組んでいます！ 
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     ☆ 日本と世界の架け橋になる子どもを支えて欲しい☆ 

・・・文化ホール教室・・・      『十五少年漂流記』で、読む楽しさを 
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 3：00～5：00 

生 徒  中学生 9名 

        （中国8、パキスタン1） 

スタッフ 10名 

学生運動で気付いた医療者への道 

地域医療、高齢者支援に尽力 



「国際フェスタＣＨＩＢＡ」に初めて参加 

 

 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!! 

編集後記： 新年度を迎え、様々な国から来た子ども

たちの学習がスタートしました。子どもたちはすぐに

慣れて友達をつくり、知識を吸収します。そのエネル

ギーには驚くばかりです。今回、特集でお話を伺った

堂垂先生もおっしゃるように、私たちもその子たちの

ために、少しでも力になれれば幸いです。(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。 

❉ 「ちばのWA」で寄附集め ❉ 
 昨年、当会は認定NPOとなり、広く寄附を集めることができるよう

になりました。またそれを活用し、当会の活動を多くの人に知っても

らい、活動を充実させるべく「ちばのWA地域づくり基金」事業指定助

成プログラム第1期に申請し採択されました。 

 これは、市民の力で地域社会を支えるための、新たな資金の流れを

作ることを目指して設立された公益法人で、寄附をしたい市民や企業

とそれを活動に役立てたい地域団体を結び付ける役目をしています。 

 当会は5月よりその採択メンバーになり、「ちばのWA」のホーム

ページに紹介されています。またそれを見た方からすでに寄附の申し

出があったようです。 

今年も5日間にわたって、暑さを吹き飛ばし、宿題に取り組

みます。 

             小学生                       中学生 

会場：常盤平市民センター            国際交流友好ルーム 

     (第1会議室)          (松戸市文化ホール) 

日時：7月23日（火）15:30～17:30      15:00～17:00 

   7月24日（水）  9:00～11:00                〃 

   7月26日（金）         〃                            〃 

   7月27日（土）15:30～17:30                〃 

   7月30日（火）  9:00～11:00                 〃 

参加費：500円（5日間） 

 夏休みにほんご教室 

       ～宿題をみんなでやろう！～ 

 5月19日（日）神田外語大（千葉市）において、千葉県国

際交流センター主催の「国際フェスタCHIBA」が開かれ、今

年初めて参加しました。割り当てられたブース内で各団体が

様々な方法でアピールするのですが、当会は生徒のお母さん

が手作りしたフィリピンのお菓

子『ビーコ』と、パキスタンの

豆サラダ『ロビア チャネ カ

ラレ』を販売し、食を通じて身

近な外国に関心を持ってもらう

ことにしました。 

 地域での国際化が高まるとと

もに、こうしたイベントは増え

ると思います。これからも積極的に参加することで、当会の

活動をPRしていきたいと思います。 


