
 さらに「冬休みにほんご教室」では

スタッフが試験官となって面接の練習

を繰り返しました。初

めはうつむき加減で答

えていた生徒も、徐々

に前を向いて大きな声

で答えられるようにな

りました。 

 こうして迎えた本

番、素晴らしい結果を

得ることができ ま し

た。 

合格おめでとう！ 

県立松戸国際高校      ３ 

柏市立柏高校        ２ 

県立成田国際高校      １ 

県立流山おおたかの森高校  １ 

県立関宿高校        １ 

松戸市立松戸高校      １ 

私立東京学館船橋高校    １ 

私立千葉英和高校      １ 

 

  
  
授業開始 (1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 

     15:30～17:30 
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本音で語ろう！外国

人子ども事情 
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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  

 秋の「進路ガイダンス」が終わると、当会

の中３生、既卒生も一気に受験モードに入り

ました。 

 ほとんどの受験生は前期

試験の外国人特別選抜を受

験します。これは日本での

教育を受けた年数が３年未

満の生徒を対象に日本語の

習得がどの程度身に付いて

いるかを判定するためのも

ので、試験科目は作文と面

接です。当会では試験準備

のため、様々なテーマで作文の練習を課し、

生徒たちも徐々に思いを日本語で書けるよう

になりました。 

 一方、在日期間が長い生徒や後期試験で再

挑戦する生徒は日本人と同じように５教科

（私立高校は3教科）で受験しなければなり

ません。これは外国人の生徒にとってかなり

ハードルが高いものです。当会では今年度か

ら11月に英語と数学を強化する日曜教室を

開室し、多くの生徒が参加しました。 
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 3月31日（火）今年度最後のイベント

であるバスハイクを行いました。待って

いましたとばかり、からりと晴れあがっ

たお花見日和のこの日、小学生9名、中

高生13名、スタッフ14名の総勢36名

は一路スカイツリーへと向かいました。 

 とてつもなく高いスカイツリーの下、

まぶしそうに見上げた

小学生から口々に「う

わー」「すごーい」と

大歓声が上がりまし

た。塔内の商店街「東

京ソラマチ」をぶらつ

き、31階の展望室へ

行き、眼下に広がる東

京の街をおそるおそる

眺めました。 

ハイライト 

 合格おめでとう！ 

 スカイツリーと浅草に遊ぶ 

 各教室だより 

 支援者の医師・堂垂先生から

子どもたちにエール 

 今年度のプロジェクト始動 

 活動見本市で肉まん完売 

 みらいフェスタでクイズ好評 

 夏休みにほんご教室予告 

 

 

 スカイツリーと浅草に遊ぶ   

          合格おめでとう!! 

 この日は桜が満開との予報の日で

す。お昼を食べた墨田公園は桜色、

ゆっくりと散歩しながら、浅草の仲見

世に行きました。子どもたちは雑踏の

中、キーホルダーやおもちゃを選び、

浅草寺ではおみくじを引いたり、神妙

な顔でお賽銭を投げたり、大騒ぎでし

た。 

 最後は花屋敷でのお楽しみタイムで

す。スリリングな乗り物やお化け屋敷

が気に入ったようです。春の1日をパ

ワフルに満喫し

た子どもたち、

張り切って新し

い学年へジャン

プです。 

270-0034      

千葉県松戸市新松戸

７－517 

TEL 047-345-2051 
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 3学期になってから生徒が急に増え、またスタッフも増

えたので活気にあふれています。日本に来て間もない生徒

には「あいうえお」からやりますが、学校の授業の理解を

深めるために算数、社会の教科書を復習することもありま

す。またことば

遊びやなぞなぞ

を仲間同士で楽しみ、日本語がとてもなめらかに出てく

るようになりました。 

・・・土曜教室 《午前クラス》・・・    活気ある教室に             

 ・・・土曜教室 《午後クラス》・・・    卒業文集の作文完成       

場  所 常盤平駅前教室  

時  間 11：00～12：30 

生  徒 小学生 9名 

    （中国7、パキスタン1、フィリピン1）  

スタッフ 7名 

場  所  常盤平駅前教室  

時  間  13：30～15：00  

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・・・          新しい生徒を迎えて        

 3学期から、コロンビアか

ら来日した小学3年生の女の

子が通室するようになりまし

た。まだ日本語がほとんど分

からないので、スタッフが

「あいうえお」から教えてい

ます。真面目に毎回学習して いるので、みんなで応援しています。 

 日本語は話せるけれど、読めない、書けないという

ことがよくあります。そこで日本語

での読み方中心に勉強しました。ま

た6年生は卒業文集にのせる作文を

書くために、スタッフの助けを借り

て大奮闘し、完成させました。 

 

・・・木曜教室・・・        受験準備のラストスパート         

 受験生は作文と面接で受ける生徒、5

教科で受ける生徒、合わせて5名でし

た。1月2月は全員文化ホール教室にも通

い、作文に磨きをかけ、数学・英語も過

去問を繰り返し勉強し、気合を入れて受

験を乗り切りました。 

 中1、中2、高校生は学校の宿題を中心に進めました。 

      

Page 2 かけはし ・・・ News Letter     

場  所 常盤平駅前教室   

時  間 午後 ４：００～５：３０ 

生  徒 小学生  7名 

     （中国6、コロンビア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 6名 
        （中国３、フィリピン2、インド1） 
      既卒生 1名（中国） 
      高校生 1名（フィリピン） 
スタッフ  4名 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   



先生と話す機会を持てたことは、生徒たちにとって大

変貴重な体験になったと思います。   
 3月19日（木）5時30分から7時まで、常盤平教室で

「どうたれ先生と話そう会」を行いました。堂垂伸治先

生はどうたれ内科診療所を開業している医師で、2006

年9月から私たちの活動に賛同してくださり、教室を提供

して下さっています。 

 先生は普段診療に忙しく、なかなか私たちがお会いす

ることができないのですが、この度、進学・進級が決

まってホッとしている中学生たちと話す機会を持ってく

ださいました。 

 先生はパワーポイントを

使って、富山での少年時代や

東京での大学時代、進路変更

をして医師になり、現在は診

療だけでなく、地域の人々の

ためにあんしん電話を普及さ

せたことなどを話して下さい

ました。生徒たちからは「どのくらい勉強しましたか」

「自分の国を豊かにするには？」などの質問も出て賑や

かな会になりました。そして先生は「君たちはこれから

のグローバル社会の中で、とても大切な存在なんだよ。

頑張って夢に向かって進んで！

そして母語も忘れないで！」と

励ましてくださいました。 

 学校生活ではなかなか触れ合

うことのできない地域の大人、

しかも教室の支援者である堂垂

・・・日曜教室・・・         入試を前に真剣に        

   

 この教室は秋から受験生が多く入会し、冬休みにほんご

教室にも参加、作文練習、模

擬面接を繰り返しました。 

 熱気あふれる雰囲気の中で

中1、中2の生徒もその影響を

受け、頑張って勉強に向かう

ことが出来ました。 
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  支援者の医師・堂垂先生から子どもたちにエール 

・・・文化ホール教室・・・      皆で受験に立ち向かう 
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 18名 

      （中国14、フィリピン3、インド1） 

     既卒生 6名（中国） 

     高校生 3名（中国） 

スタッフ 17名 

 27年度松戸市市民活動助成事業に「外国人の子ども支

援を考える事業」で応募していたところ採択されました。

そこで会員の中から講座プロジェクト運営担当を募り、企

画を進めています。 

 講座は２回を予定し、第１回目は次のように決定いたし

ました。 

タイトル： 「本音で語ろう！外国人の子ども事情」 

日 時： 6月14日（日） 午後1時30分から3時30分 

場 所： 稔台市民センター第1ホール 

参加費： 無料 

内 容： ・お話  

      外国から来た子どもたちから教わったこと  

     ・パネルディスカッション  

      子どもたちはに来てどんな不安や不便を感じ 

      ているのでしょうか。又どんな情報を必要と 

      しているのでしょうか。パネリストの方と一 

      緒に考えましょう。 

     ・お楽しみミニコンサート 

      ペルーとミャンマーの音楽と踊り 

  今年度のプロジェクト始動 

 9月2日から3月1日までの期間限定で行った日曜教室は

年明けから盛況です。英語と数学の担当

者が過去問から選んでくれた問題をプリ

ントし、時間内に解きます。一般入試、

または後期試験に備えて、日ごとに目つ

きが真剣になっていきました。 

場 所  松戸市民会館 

日 時  毎日曜日 午後3：30～5：30 

生 徒  受験生のみ 7～8名（各回）      

スタッフ 8～9名（各回） 



「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：26年度、小学生は会の行事によく参加

し、心も体も大きく成長しました。中学生は日本語

も教科の勉強もグンと進みました。特に受験生は今

年度始めた日曜教室にスタッフも驚くほど熱心に通

いました。27年度も皆さんを応援します。(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28日（土）松戸駅西口デッキでは「みらいフェスタ２０

１５」が開かれ、当会も参加しました。 

 これはまつどNPO協議会が主催し、地域の子どもたちのため

に活動している団体によるイベントで、当会は2回目の参加で

す。今回は「世界のあいさつクイズ」と「漢字ゲーム」を用意

しました。 

 この日はうららかな春の日

だったので、多くの親子連れ

が訪れ、子どもたちは各ブー

スを回り、スタンプを集めて

いました。当会ではクイズや

ゲームに参加した子どもたち

にスタンプを押し、万国旗と

飴をプレゼントしました。 

 今年も例年通り、夏休みの宿題を中心にグループ学習を

します。 

期 日：7月22日、24日、27日、29日、31日の5日間                 

時 間：①  ９：３０～１１：３０ 

    ② １５：００～１７：００ 

場 所：① 常盤平市民センター（小学生） 

    ② 文化ホール国際友好ルーム（中学生）              

   2015年 夏休みにほんご教室 

   みらいフェスタでクイズ好評!! 

ESCO 

NPO・市民活動見本市で肉まん完売 

 3月7日（土）今年度も市民活動サポートセンターで行わ

れた「NPO・市民活動見本市」に参加し、肉まん販売と活

動展示を行いました。 

 肉まんは当会を支援してくださる宋如芳さんの手作り

で、本場の味が評判です。今年も昼までに200個を完売し

ました。 

活動展示の コーナーでは、写

真、リーフ

レット、会報

などにより活

動を紹介したところ、足を

止めてじっと見たり、熱心

に質問したりする人が幾人

かいました。活動紹介の場

として役立ったと思います。 


