
本教育公務員弘済会助成のイベントを

2回企画していることが説明されまし

た。これは外国人生徒と地域の小中高

の生徒、大学生が触れ合う

事業です。  

 その他として役員改選

の件、組織及び担当者の

件、シンボルマーク・ロ

ゴマーク決定の件に関し

ての説明もあり、審議を

進め、すべて可決されま

した。 

 総 会 終 了 後 、 会 員 同

士、交流の時を持ちました。普段は

曜日ごとに活動していて会員同士が

交流するときは少ないので、交流を

深め、活発に活動するきっかけとな

りました。 
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活動予定 

認定ＮＰＯ法人  

外国人の子どものための勉強会 
Educational Support for Children from Overseas  

 4月20日（日）午後1時30分よりゆうま

つど研修室にて平成25年度総会を行いまし

た。 

 平成25年度事業報告及び

収支決算の件では、定例勉強

会、集中勉強会のほか特別の

事業としてサービスグラント

による「マーケティング基礎

調査」、ホームページのリ

ニューアルなどの説明があり

ました。基礎調査では自分た

ちの活動を客観的に見ること

ができ、今後は指導方法の検

討、保護者とのコミュニケー

ション、生徒情報の集約などが必要であるこ

とがわかりました。 

 平成26年度の事業計画及び収支予算の件

では、通年事業に加えて松戸市市民活動助成

事業によるイベントを3回、公益財団法人日
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 総会でシンボルマーク・ロゴマーク決

定の発表があり、それに引き続き英語表

記、略称も決まりました。 

 英語表記については会員の皆様からご

提案を頂き、次の2点に絞られました。
1.The classroom for kids from overseas 

2. Educational Support for Children 
from Overseas 

 事務局（昨年度）で投票の結果、2．

の表記に決まりました。 

 略称についても会員の皆様からご提案

ハイライト 

 総会の報告 

 英語表記と略称決定 

  各教室だより 

  交流事業、着々と！ 

  進路情報交換会  

  ご寄附、ありがとう 

  「みらいフェスタ」に参加 

 夏休みにほんご教室 

 

  英語表記および略称 ESCO(エスコ)決定！   

 ━ 平成25年度総会開催 ━ 

いただき、次の4点に絞られました。 

 1．ESCO(エスコ) 

 2.  GaKoBen(がこべん) 

 3. 外国子ども勉強会 

 4．かけはし 

 やはり事務局内での投票の結果、

1．の略称に決まりました。 

 それをデザインしたものが下記で

す。今後、封筒などに使用する予定で

す。 

 アイディアをお寄せくださった皆様

ありがとうございました。 

270-0034      

千葉県松戸市新松戸

７－517 

TEL 047-345-2051 

会報 Vol.7 

25年度は多彩な事業を実施、26年度も新規事業を企画 

ESCO 

Educational Support for Children from Overseas ESCO 



 主に小学校低学年のクラスです。日本語はある程度話せ

ますが、学校の宿題は一人では難しいらしく、よくこのク

ラスにに持ってきてやります。4年生の男の子は来日して

4年たち、日本語はだいぶ身に付いているので、日本地図

や算数のプリントで教科の勉強も自分からやるようになり

ました。スタッフ

はそれをそっと手

助けしています。

ほかの生徒たちも少しずつ勉強が楽しくなっているよう

です。 

・・・土曜教室 《午前クラス》・・・    日本地図や算数のプリントも             

 ・・・土曜教室 《午後クラス》・・・   良きライバルと学ぶ！       

場  所 常盤平駅前教室  

時  間 11：00～12：30 

生  徒 小学生 4名（中国3、パキスタン1）  

スタッフ 4名 

場  所  常盤平駅前教室  

時  間  午後1：30～3：00  

生  徒  小学生 3名 

      （中国2、フィリピン1）   

スタッフ   3名 

・・・火曜教室・・・          生徒が急増！        

 新学期当初は生徒2名でスター

トしました。なかなか定時には

そろいませんでしたが、仲間に

会うことが楽しいらしく、遅れ

ても通ってきていました。 

 最近では、昨年の夏休み教室

を体験した生徒が、今年も参加したいとこのクラスに来るよ

うになり生徒が急増しました。日本語の基礎や学校での学

習のわからないところを少しずつ勉強していますが、生徒

にとってホッとできる居場所となるよう心掛けています。 

ですが、おしゃべりが大好きです。今は生徒が少ないの

で「もっと来ればいいな」と話しています。 

 中国から来た6年生の男の子たちは「か

んじだいすき」をテキストに勉強を進め、

また学校の授業で始まった歴史にも興味を

持ち始めているので、スタッフが歴史の話

をすることもあります。休憩時間には中国

語が飛び交い、仲はいいけれど良きライバ

ルでもあります。 

フィリピンから来た5年生の女の子は、来日して約1年

ラスは中学生らしく、静かに熱心に学んでいます。 

・・・木曜教室・・・      静かに熱心に！         

 受験生が2人いるので、外国人枠入試に

必須の作文の基礎を原稿用紙の使い方から

学び始めています。さらに通常の授業で理

解しにくいという数学も勉強しています。 

 1年生の生徒は来日したばかりなので、

五十音の読み方書き方から始めています。 

 高校生は学校での勉強を少しずつ補っています。ここのク
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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  8名（中国8） 

スタッフ      4名 

場  所  常盤平駅前教室   

時  間  午後 5：00～7：00 

生  徒  中学生 3名 
               （フィリピン2、パキスタン1） 
      高校生 1名（フィリピン） 
スタッフ  4名 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   



第3回 12月6日（土）13:30～15:30 

    新松戸市民センターホール      
 松戸市には約11,500人の外国人が暮らし、そのうち小

中学校には約300人の子どもが在籍しています。その子

供たちの多くは日本語で会話はできるが学校の授業は理

解しにくい、日本人の友達を作りにくいなどの困難を抱

えています。それを解消するように、今年度新しい事業

を立ち上げました。 

 5月10日（土）稔台市民センターで松戸市市民助成事

業第1回「外国人の子どもと日本人の子どもが触れ合う集

い」を開催しました。参加者

は小学生20名、家族10名、見

学者2名、主催者スタッフ12

名の総勢44名です。進行は市

民社会パートナーズの庄嶋孝

広さんにお願いし、子どもた

ちは様々なゲームを通して体

験型交流を楽しむことが出来

ました。 

次回の予定は次の通りです。 

第2回 9月6日（土）13:30～15:30 

    常盤平市民センター第1会議室 

  交流事業、着々と     

てきているので、毎週活気の

ある教室となっています。  

 5月に入って船橋の中3女

子3名をはじめ、新しい仲間

が増えました。また新しい

スタッフも加わり、ほぼマ

ンツーマンで熱心に学んで

います。 

 中1、中2生は学校の授業

に沿って勉強し、中3生は入

試の作文に向けて、漢字と文章表現の練習をしています。 

 今年は高1の卒業生もまたこの教室で勉強したいと通っ
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「触れ合う集い」（市民活動助成）スタート 

・・・文化ホール教室・・・      マンツーマンで熱心に！ 
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 10名 

         （中国7、フィリピン2、パキスタン1） 

     既卒生 1名（中国1） 

               高校生 5名（中国4、タイ1） 

スタッフ 13名 

中3指導に向けて進路情報交換会開催 

 6月26日（木）ゆうまつど多目的室に中学生スタッフが集まり、今年度の中3生の入試に向けて進路情報を交換し合いまし

た。昨今は外国人枠を持つ高校が増え、また入試内容も高度化するなど、これまでの経験則では対応できない場面が増えてき

たからです。 

 昨年度は外国人特別枠を持つ高校が10校に増えました。また特別枠はなくても入りやすく外国人に配慮のある高校もあり

ます。当会ではまず、生徒や保護者と進路についてよく話し合い、生徒に適した高校を選び、早めに準備することを確認しあ

いました。 

 そして受験生、スタッフにとって情報源となる進路ガイダンス（房総日本語ネットワーク主催）が10月12日(日)に予定さ

れているので、中3生および保護者にはぜひ参加するよう勧めています。 

 また、9月以降は受験を目的に当会に入会する中3生が増えることと思いますので、その対応について、皆がわかりやすい

マニュアルを作ることにしました。 

 6月7日（土）雨で延期していた公益財団法人日本教育

公務員弘済会の助成による

「大(留)学生と小・中学生

の集い─世界にはいろいろ

な国があるねー」を7月5

日（土）21世紀の森と広

場で行いました。当日は

「森の子ども館」のイベン

トと合流して実施。七夕の短冊づくり、仲良くなるため

のゲーム、世界の遊び、ドッジボールなどに興じまし

た。総勢61名の交流となりました。 

次回の予定 

第2回 11月24日(月/祝) 13:30～15:30  

「世界にはいろいろな国があるね」 

      （弘済会助成）もスタート 



「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    入会金 なし 

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） 入会金 なし 

 

           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 
Educational Support for Children from Overseas 

 電 話 ０４７（３４５）２０５１ 

 FAX ０４７（３４５）２０５１ 

 Email:    

gaikokukodomo@msn.com 

 URL: 

http://

gaikokukodomo.wordpress.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：地域の子どもたちとの交流事業の際に、

小学校や子供会などに働きかけましたが、最近の小

中学生は習い事や部活で忙しく、参加者を集めるの

に苦労しました。そうした子どもたちに、外国に繋

がる子どもが身近にいることを知ってもらい、互い

に友達の輪を広げてほしいと思います。(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。 

 
 3月29日(土)松戸駅西口デッキで開催されたNPO法人まつど

NPO協議会主催の「松戸市制70周年記念イベントみらいフェス

タ2014」に参加しました。この企画は

未来を担う子どもたちが元気に育つ街づ

くり等のために活動している団体による

ものです。当日は晴天で通行人も多く、

当会の世界の国旗や言葉などのクイズに

も多くの方が答えてくれました。 

 また、ブラジル出身の卒業生がサンバを披露して、道行く人々

に外国の文化を味わってもらうことが出来ました。 

               小学生          中学生 

期日：7月23日(水)、25日(金)、27日(日)、28日(月)      

   30日(水) の5日間                 

時間：9：30～11：30       15：00～17：00 

場所：常盤平市民センター   文化ホール国際友好ルーム 

        第1会議室     28日、ゆうまつど研修室                         

         23日、別館第3会議室 

参加費：500円 

申込み：7月22日まで 

  2014年 夏休みにほんご教室 

 当会は、外国に繋がりをもつ子どもたちをサポートするた

めに様々な活動をしております。この活動に賛同してくださ

る多くの方々から、ご寄附を頂きました。心よりお礼申し上

げます。  

 2014年（平成26年）4月～6月に、ご寄附くださった

方々（五十音順・敬称略） 

 荒岡祐二 飯田芳史 梅田敏郎 桐生孫治 税理士法人桜  

頼パートナーズ会計 高橋公 高松潤 田窪いつ子 豊岡正

弘 中村敏彦 長谷部邦子 三石善吉 ほか17名（ちばの

WA経由の寄附と直接寄附を含む）の方々です。 

ありがとうございました！  

「みらいフェスタ」にクイズとサンバで参加！ 

 ご寄附、ありがとうございました！ 

ESCO 


