
 

 外国人生徒の高校受験は、来日3年以内なら「外国人

枠」（作文と面接のみ）で受験できますが、その条件に

当てはまらない生徒や敢えて5教科で受験する外国人受

験生のために、当会では3教科を指導することにしまし

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

 当会では、これまで2年間にわたり11月から日曜教

室を開き、外国人受験生に向けて英語と数学の教科指

導を行ってきましたが、3年目の今年、松戸市市民活

動支援事業の一つに選ばれ、補助を受けることができ

ました。そこで事前研修会3回と学習会を全30回（3

教科24回＋冬休み教室6回）企画しました。 
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 国語  ━━ わかりやすく丁寧に ━━ 

（生徒 19人 ／ 会員スタッフ 6人・大学生 3人） 

 毎回、日本語の基礎力をつけるオリジ

ナルプリントを用意し、生徒2、3人に1

人の割合で指導者をつけています。熱心

な指導を受け、短文が書けるようになっ

た生徒も多く、9月25日（日）付の朝日

新聞でその様子が紹介されました。 

 

 

 数学  ━━ ほぼマンツーマンで丁寧に ━━ 

（生徒19人 ／ 会員スタッフ 6人・大学生 3人） 

 初回、基礎力を確か

めるために、27単元の

テストをしました。そ

れにより分かった生徒

各々の苦手な分野を集

中的に教えています。

そのため指導はほぼマンツーマンでじっくりと取り組

んでいます。 

事前に国語（日本語）、英語、数学の研修実施 

助成事業「高校進学のための学力アップ教室」稼働 

 英語  ━━ 8回分すべてプリント準備 ━━ 

（生徒19人 ／ 会員スタッフ 6人・大学生 4人） 

 英語では重要な項目を押さえるために、系統立て

たプリントを全8回分用意しました。問題をやり、答

え合わせをし、間違いを徹

底的に直しています。英語

力をつけたい生徒が多く、

みな真剣です。 
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 そこでスタッフのスキルアップのためにまず、講

師として多文化共生センター東京の先生に依頼し、

各教科の事前研修会を開きました。 

 5月14日（土）

の国語（日本語）

研修では、日本語

の教科書、単語

カード、生徒の書

いた作文を材料

に、具体的な指導

法を学びました。また6月12日（日）の英語研修で

は、テンポのいい授業で生徒を集中させる方法、漢

字圏の生徒の指導法などを学びました。そして、7月

10日（日）の数学研修では、中国語・英語に訳され

た数学学習用語集の活用などを学びました。 

   ─地域の外国人受験生も対象に支援─ 

各教科とも密度の濃い授業を展開 
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 また、開始時期を9月と早め、さらに、受講生を

当会の生徒に限らず広く地域の外国人受験生も受け

入れ、また教える側もアシスタントとして地域の大

学生にも呼びかけました。こうして今まで以上に充

実した日曜教室が始まり、現在では19名の生徒が

学んでいます。 



先輩‼ 高校生活の話、聞かせてください！ 

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

 9月から、中国から来たばかりの男の子が入りました。

この子は日本語が全くわかりません。そこで少し前に来日

した3年生の中国の男の子が通訳してくれて、みなで仲良

く勉強しています。この3年生の子も通訳できることで自

信がついてきているようで、とてもいい雰囲気です。 

 一方、小さな子どもたちはたまにゲーム

で息抜きしています。小さな

子どもたちには遊びも大切だ

と思い、見守っています。 

 

も、ちょっぴり

大人っぽくなっ

た卒業生と会え

て感激していま

した。 

験する生徒もいます。スタッフは生徒のニーズに応じて、

国語や数学、英語をやっています。 

 個々に勉強するだけでなく、受験生には30分ほどの

時間を設けて、英語と数学の問題を一斉に解いて、みん

なの前で答えを発表してもらうことも6月からやってい

ます。ほかの人がどうやっているかなと、緊張したり、

お互いに刺激し合ったりして、切磋琢磨しています。 

・・・木曜教室・・・        英語と数学の問題を一斉に解く      

 9月1日、2学期の教室再開。中学生たちはみな、日焼けし

て元気そうです。たったひと月ばかり会ってなかっただけなの

に、ひとまわり大きくなった気

がします。 

 来日3年以内の生徒は、日本

語による作文と面接試験で受験

できますが、この教室には日本

人の生徒と同じく、5教科で受
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☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

━━ 先輩と話そう会 ━━ 

牛乳パックでログハウス       
━━小学生クラス━━ 

 連日、10人以上の子供達が参加し、毎日にぎや

かに楽しく、そして充実した5日間となりました。勉強

だけではなく、29日には、工作もしました。 

 24日の休憩時間に、工作に必要な小枝を拾いにみん

・・・火曜教室・・・          皆で力を合わせて、いい雰囲気        

  教室名    時間    場所    生徒数（内訳） スタッフ 

 火曜教室 16:00～17:30  常盤平駅前教室 小学生 5名（中国）  3名 

 木曜教室 15:00～17:00  常盤平駅前教室 中学生 6名（フィリピン、中国、ロシア）  7名 

 6月18日（土）、市民会館201号室において恒例の「先

輩と話そう会」を行いました。当会を卒業し、各々の高校へ

進学したピカピカの1年生、すでに高校生活に慣れた2年

生、合わせて15名を招待しました。 

 当会で勉強中の14名の中学生は、

制服に身を包んだ先輩たちを見る

と、一瞬驚き、まぶしそうに見つめ

ていました。 

 初めに、当会でスタッフとして生徒の受験勉強を支え、そ

の後アメリカに留学してきた吉田さんが体験を報告してくれ

ました。次に、高校に進学した先輩たちが、部活で新しい友

達ができたこと、授業の進度が速くて驚いたこと、アルバイ

トを見つけたことなど、楽しそうに話してくれました。 

 生徒も卒業生も賑やかに再会の時を楽しみ、またスタッフ



 中学生教室は期間中、4日目までが宿題、5日目が

理科実験という学習内容でした。生徒21人が

参加し、会員スタッフが15人、高校生ボランティア

6人が支援しました。 

 宿題は数学や英語のプリント、税金についての作

 7月22日（金）から7月29日（金）までの5日間、小学生の教室も中学生の教室も「夏休みにほんご教室」を行い

ました。この教室には「宿題をやる、日本語の勉強をする、自由研究をする」という3本柱があります。 

 また特徴的なのは「レッツ体験」というプログラムで、中学生、高校生のボランティアが入ること。子どもたちは

少し年上のお兄さん、お姉さんから楽しく学びました。 

 常盤平教室には本棚があり、各

学年に沿った教材や読みやすい本

などたくさんあります。担当者は

生徒の日本語力に合わせ、教材を

作ったり手作りで工夫したりして

進めています。１～6年の子供達とスタッフで

20人を超えますが、上級生が真面目に勉強して

いるので、低学年も静かに学習する習慣がつい

てきているようです。カルタ取りでは学年関係

なく勝負して、負けたら悔しさをバネに新たに

字を覚えていきます。 

 ・・・土曜教室 ・・・             上級生の「まじめ」が下級生に伝搬      

・・・文化ホール教室・・・     新入生を迎えて       

文で、スタッフや高校生ボランティアの手助けにより、

期間中に仕上げる生徒もいました。 

 最後の日は、県立東葛飾高校の2人の先生の指導によ

り、「スライムにどんなものを混ぜると溶けてしまう

か」の実験をしました。スライムにトイレ

洗剤、キンカン、重曹などを混ぜていまし

た。先生のやり方を見ながら学習するの

で、日本語が多少不自由でも理解でき、実

験の後、レポートを仕上げていました。 
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なで市民センターの隣にある公園に行きました。29日は、

牛乳パックを切り、小枝をまわりに貼り付け、色をぬり、

時間ぎりぎりまで頑張って、それぞれすてきな「ログハウ

ス」を完成させました。出来上がった作品を嬉しそ

うに手にする子供たちの笑顔が印象的でした。 

 「夏休みにほんご教室」で学び合う 

 新年度は生徒20名・スタッフ20名でスタートし、例年に

ない盛況ぶりです。1年生は常盤平教室からこの文化ホール

教室に進級し、うれしそうです。新2年生は、部活があると

のことで欠席する生徒も数人いますが、学習の様子が落ち着

いてきました。 

 3年生は、外国人枠で受験するための作文に取り組んでい

ます。文章力を養うことために、1学期は「自分のことノー

ト」で自己紹介の短文を作り、2学期は「将来の夢」

のようなまとまった文章に挑戦しています。 

  教室名    時間    場所    生徒数（内訳） スタッフ 

土曜教室 11:00～12:30 常盤平駅前教室 小学生 15名（中国、フィリピン）  15名 

文化ホール教室 15:30～17:30 松戸市文化ホール

国際友好ルーム 

中学生 21名（フィリピン、中国、ロシア、

ネパール、エルサルバドル、エジプト） 

 23名 

スライムで自由研究    
━━中学生クラス━━ 

 7月22日（金）24日（日）26日（火）27日（水）29日（金）の5日間、小学生の教室も

中学生の教室も「夏休みにほんご教室」を行いました。この教室の特徴的なのは「レッツ体

験」（主催：松戸市民活動サポートセンター）というプログラムで、中学生、高校生のボラン

ティアが入ること。子どもたちは少し年上のお兄さん、お姉さんから楽しく学びました。 



「国際フェスタＣＨＩＢＡ」に初めて参加 

 

 

 

         会 員 募 集 

 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 

ボランティア会員： 

会の目的に賛同し、活動に参加して下さる学生 

年会費 なし  入会金 なし  交通費実費支給 
編集後記：今号から紙面を一新し、会員や生徒の声も紹

介して、会の活動をさらに広くお知らせすることに致し

ました。将来の夢に向かって精一杯頑張っている生徒た

ちを、これからも支援していきたいと思います。(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。 
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        寄 付 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 法人等寄附金特別控除」の

対象となり確定申告の際に優遇されます。 

土曜教室  方 正旭くん（小学6年生） 

 僕は、2015年4月ぐらいの時に、お父さんに勧め

られ初めてこの教室に来ました。あの時は、本当に心

が飛び出すようにドキドキしました。でも今は優しい

先生たちのおかげで、顔をあげて、正々堂々と日本人

たちと交流できま す。僕は正直この教

室に入ってよかった なと思います。元々

小学校でバカみたい に何も知らない僕で

した。あの時に、一 番好きだった授業は

体育だった。なぜな ら、国語とか、先生

が何を言ってんのか 知らなかった。でも

今、日本語先生の詳しい説明のおかげで、90％ぐらい

わかって来ました。僕はこの教室をいろんな人に知っ

て欲しい。この教室は、僕の人生を暗闇から助けてく

れた存在です。僕の人生に色を付けてくれた画家のよ

うだ。（原文ママ） 

文化ホール教室スタッフ  中村 美雪さん 

 これまで、フィリピン、中国、エジプト、ロシアから

来日した生徒たちを支援しました。また教材を用意して

も、難しくてできないこともありました。これからも試

行錯誤しながら、子どもたちに「来てよかったな」と思

えるような教室にしたいと思います。（談） 

文化ホール教室  郭 晶さん（中学2年生） 

 2015年2月、中国から来ました。今、この教室では

日本語、学校で出されたプリントなどをやっています。

わからないところは先生によく

聞いて勉強しています。リン

ゴ、イチゴ、スパゲティが大好

きで、アイドルグループはEXO

（エクソ）を応援しています。

(談)               中村さん(左)と郭晶さん(右) 

田窪 いつ子 寺崎 光枝 石井 孝子 大石 民子 

長谷部 邦子 小野 桂子 澤岡 道輝 鈴木 正俊 

松浦 佳余子 吉谷 俊子 松澤 秀行 浦田 早知 

小林 美代子 大湊 侑子 中村 俊子 杉山 道雄 

利根川 奝 松久 秀雄 (順不同、敬称略) 

  以下は当会の活動にご支援を賜りました方々です 

西本 格二 西本 弘忠 篠原 衣美 久保田 浩 長嶋 秋娥 

永妻 佐喜子 細谷 江波 高松 潤 三石 善吉 高橋 憲子 


