
 その結果すぐに希

望の高校に合格でき

た生徒、後期試験ま

で頑張った生徒、そ

の道のりは様々でし

たが、13名全員、高

校 に 入 学 で き ま し

た。 

 

合格おめでとう！ 

 
 

千葉県立 

  松戸国際高校     2名 

  松戸南高校 午前部  3名 

  松戸南高校 夜間部  1名 

  市川工業高校 定時制 1名 

  東葛飾高校 定時制  1名 

柏市立 柏高校      1名 

茨城県立 牛久高校    1名 

私立 千葉商科大学付属高校 1名 

   関東第一高校     1名    

   叡明高校       1名 

  

 

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  

 外国人の子どもに

とっての高校受験は

高いハードルです。 

 当会では永年、受

験 生 の ほ と ん ど が

「外国人枠」を使っ

ていましたので、作

文指導に力を入れて

きました。しかし今

回は、様相が少々違

いました。「外国人

枠」を使わずに一般受験をする生徒、私立

を受ける生徒、他県の外国人枠を使う生徒

など、教科の勉強が必要な生徒が増えまし

た。 

 高校入学後は、日本の中学校で習う範囲

の知識がないと授業についていくことが困

難になります。そこで今回も11月から中

3生を対象に英語と数学の基礎力をつける

日曜教室を開催しました。 

 また、受験生対象の冬休みにほんご教室

では、面接の練習を繰り返し、本番に備え

ました。生徒たちは日を追って真剣な眼に

なり、風邪をひいても休まず、お互いに励

まし合って入試に臨みました。 
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 ３月29日（火）、カラリ

と晴れた春の日、「バスハ

イク」を行いました。これ

は生徒たちの進級、進学を

祝って昨年から始めたもの

で、小学生も中学生も一緒

に遠出をします。 

 今年の目的地は都内の人

気スポット、お台場です。

まずパナソニックの近未来

的な博物館を見学し、その

後、数人ずつに分かれて観

ハイライト 

 合格おめでとう!! 

 お祝いバスハイク、お台場へ 

 各教室だより 

 助成事業「外国人の子どもの

進路」開催 

 ヒップホップでおやこ会 

 「漢字300改訂版」完成 

 国際文化祭に出店 

 「みらいフェスタ」に参加 

 

 

    お祝いバスハイク、お台場へ   

 合格 おめでとう!! 

覧車に乗り、生徒たちは

大喜びでした。そしてガ

ンダムを見上げ、フジテ

レビものぞきました。 

 当日の参加者は小学生

13名、中学生15名、保

護者3名、幼児1名、ス

タッフ13名の計45名で

した。学校の遠足とは違

い、母国語で友達と話し

たり、様々なことを見た

り聞いたりできた楽しい1

日となりました。  

270-0034      

千葉県松戸市新松戸

７－517 

TEL 047-345-2051 
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   ─努力は確実に実った！─ 
高校進学学力アップ 

教室 講座 (数学) 
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新松戸祭り参加 7 /16 
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夏休みにほんご教室 7 / 22 

 24,26 

 27,29 

学力アップ日曜教室 
 

 

       

16.9月
～17.2
月の日
曜日 

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 

 文化ホール教室 

     15:30～17:30 
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 中国にルーツを持つ子どもが、勉強以外では子ども同士、中

国語で思いっきり話ができ、楽しみな時間になっているようで

す。秋の日本語ボランティア会主催スピーチ大会では当クラス

の子どもたちも参加し、文章を覚え、立派に発表できました。

また学校の宿題も忘れずにやっていくように指導しました。 

・・・土曜教室 《午前クラス》・・・    スピーチ大会に出場            

   

 ・・・土曜教室 《午後クラス》・・・   卒業に向けての作文に取り組む       

場  所 常盤平駅前教室  

時  間 11：00～12：30 

生  徒 小学生 6名（フィリピン2、中国4）  

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 5名 

    （フィリピン2、エルサルバドル1、 

        中国1、オーストラリア1）   

スタッフ   4名 

・・・火曜教室・・・          悩みを聞いて寄り添って        

 日本語のレベル、ニーズに合わせて、

日常生活や学習に必要な日本語が獲得で

きるように支援しました。また学校で遅

れている学習のサポートを心がけまし

た。遊んだり、悩みを聞いてあげたりしながら、より集中し て取り組めるように働きかけました。 

 

 秋以降スタッフの異動があり、少ないスタッ

フで学習記録をもとに学習を進めました。児童

の大半が6年生だったので3学期は卒業に向けて

の作文にも取り組みました。漢字圏以外の児童

は漢字の習得に苦労していました。また、塾や

友達との約束で休みがちの児童もいました。 

は数学、英語なども指導しました。 

・・・木曜教室・・・        受験生急増       

 2学期後半から高校受験を目

的にした生徒が入ってきまし

た。来日間もない生徒もいたの

で、急いで基本的な日本語の指

導をしました。「外国人枠」で

受験する生徒に対しては、受験

科目である作文に集中的に取り

組み、面接練習も行いました。

5教科で受験する生徒に対して

      

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  2名（中国2） 

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 7名 
（中国2,フィリピン3,ロシア1,ネパール1） 
      高校生 3名 
                     （フィリピン2、インド1） 
スタッフ  8名 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

・・・火曜教室・・・          悩みを聞いて寄り添って        



 平成24年に当会が作った「外国人の子どものため

の漢字300（高校入試編）」は、残部が少なくなり

ましたので、松戸市国際交流協会の助成を受け、改

訂版を作りました。約半年間の編集期間を経て、平

成28年3月に出版しました。特に中3生の漢字学習

に役立ちます。 

 １１月１５日（日）午後２時から４時まで、ゆうまつど

ホールで、平成２７年度松戸市市民活動助成事業「本音で語

ろう 外国人の子どもの進路」を開催し、56名の参加があ

りました。まず基調講演では、房総日本語ボランティアネッ

トワークおよび多文化フリースクールちばの白谷秀一氏が、

千葉県での外国人の子どもの高校入試、および受け入れ態勢

の問題点を指摘しました。 

 後半は実際に高校を卒業

して、大学生あるいは社会

人になり、自らの道を切り

開いている４人の青年たち

の話を聞きました。 

 会場からの質問も活発に

出て、地域でどんな支援が

必要かを探るきっかけにな

りました。 

・・・文化ホール教室・・・     １１月から２つに分割して充実        

 生徒急増のため、11月から

教室を2つに分け、中1・2は

文化ホール、中3は主に勤労会

館としました。1・2年は英語

の一斉授業から始め、個別学習

に移行しました。中3は受験勉

強に絞りました。「外国人枠」で受験する生徒には何度も作文指

導をし、一般受験する生徒には英語・数学を中心に指導し、ス

タッフの人数も増やしました。 
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助成事業「外国人の子どもの進路」開催！ 

場 所  ①松戸市文化ホール国際友好ルーム 

     ②勤労会館    

時 間  毎土曜日 午後 3：30～5：30 

生 徒  中学生 25名 

      （中国17、フィリピン3、ロシア1、 

                          ネパール1、エジプト2、 

                                     ウズベキスタン1） 

     既卒生 1名  （フィリピン1） 

スタッフ 24名 

されると、生徒たちはすぐにまねを

し、すぐに音楽に乗って体でリズム

を取り始めました。保護者やスタッ

フはそういうわけにいかず、遅れ遅

れでついていき、皆で汗を流しまし

た。 

 その後小学生、中学生、保護者の

グループに分かれ、ゲームや情報交換をしました。 

 「漢字300改訂版」完成！ 

  ヒップホップでおやこ会盛り上がる！ 

 …日曜教室…  過去問を懇切丁寧に 

 12月12日（土）午後１時から３時まで、ゆ

うまつどで恒例の「おやこ会」を開きました。

これは年に一度、保護者も交えて楽しく遊ぼ

う、また保護者とスタッフの交流の場を持とう

との目的で 行っており、この日は小学生と中

学生１５名、保護者とスタッフ27名、総計４２

名が参加しました。 

 今回はプログラムにヒップホップダンスを入れまし

た。インストラクターによって簡単な振り付けが紹介 

 11月から2月まで15回、英語と数学を隔週で行いまし

た。各リーダーが教材を準備して、スタッフは予習したう

えで指導に臨みました。英語は過去問を使い、文法、リス

ニングを行いました。数学は過去問を中心に、各生徒の

不得意な問題が解けるまで支援しました。参加者は延べ

人数で、英語36名、数学42名でした。 



「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 

 外国人の子ども支援を充実させるために、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「認定NPO 法人等寄付金特別控除」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：今号は昨年の秋以来、久しぶりの発行になりました。そのため、教室だよりは昨年度3学期の様子を

お伝えしています。今年度は、春から多くの中3生が在籍しています。また秋からは市の助成事業の学力アップ

教室も始めます。教室全体にやる気の感じられる、いいスタートを切りました。(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。 

 

 平成28年3月26日（土）、松戸駅西口デッキは春休み中の

子どもたちでいっぱいになりました。これは松戸市の市民活動

団体等が行う恒例のイベントで、当会も毎年参加しています。 

 当会の今年のブースはステージに近く、通行

人が大勢いるので、多くの人に立ち寄ってもら

うことができました。今回も世界各国の「あり

がとう」を当てるゲームと漢字クイズで参加し

ました。こうした行事に参加することにより、

他団体の企画にも触れ、大変参考になりました。 

 

                  

 

2016年 夏休みにほんご教室  国際文化祭に出店、 

   世界の「ありがとう」大人気 

ESCO 

 恒例の「みらいフェスタ」に参加 

 平成27年10月24日（土）、松戸市国際交流協会主催

の「第20回松戸市国際文化祭」に参加しました。会場と

なった松戸市民会館では、市内で国際交流活動を行ってい

る各種団体が展示、発表、ワークショップ、各国料理の模

擬店などを行いました。 

 当会では活動報告の展示をし、「世界の言葉で遊ぼ

う！」コーナーを設けました。このコーナーでは世界各国

の「ありがとう」を当てるゲームや、漢字クイズを用意、

約200人の親子が参加しました。これがきっかけで、勉

強会に通うようになった子どももいることは当会にとって

うれしいことです。 

期 日：7月22日(金)、24日(日)、26日(火)、27日(水)、   

            29日(金)の5日間   

時 間：①小学生  9:30～11:30  29日は3:30～5:30 

            ②中学生  3:30～5:30 

場 所：①小学生 常盤平市民センター 

    ②中学生 ゆうまつど、勤労会館 

《松戸市市民活動助成事業》 

外国人の子どもの高校進学のための学力アップ教室 
 
期日：2016年9月～2017年2月の日曜日   24回 
          （除 12/25、1/1） 
     国語(日本語)、数学、英語 

   2016年12/24～2017年1/4の冬休み中  6回 
     作文、面接練習、教科学習 

場所：ゆうまつど、勤労会館 

参加費： 3,000円（全30回分） 


