
 

 このグループは生徒15名（中国9名、フィリピン5

名、ベトナム1名）に対し、スタッフ28名（当会ス

タッフ12名、高校生ボランティア16名）が指導に当た

りました。 

 内容は600字～800字の作文と面接練習です。生徒

と年齢の近い高校生ス

タッフが対話しながら

やってくれた作文支援

は効果的でした。 

 

 

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 

 今年も中学3年生を対象に、目前に迫った高校受験の

ための教室を開きました。今年度は受験科目を考慮し、

外国人枠グループと、一般受験グループに分け、会場も

分けて行いました。また各グループに専修大学松戸高等

学校の生徒がボランティアとして参加しました。 
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 日 本 語 を 教 え る こ と

は、とても難しかったで

すが、学ぶことも多く、

日本語について考える良

い 機 会 に な り ま し た 。

（専修大学松戸高校1年 

鎌田 真凛） 

 

 個性的な生徒がたくさんいて楽しく教えられただけ

でなく、相手の出身国の文化についても学ぶことがで

きとても良い経験ができました。（専修大学松戸高校

1年 伊藤 凛花） 

一般受験組は英語・数学中心 

「冬休みにほんご教室」・2グループで懇切指導 
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 このグループは生徒7名（中国3名、フィリピン2

名、ロシア1名インドネシア1名）にスタッフ14名

（当会スタッフ11名、高校生ボランティア3名）が

対応しました。 

 英語は過去問と英語面接練習、数学は各々苦手な

問題に挑戦しました。私立高校を目指す生徒は、高

校生ボランティアの体験談をしっかり聞いていまし

た。（海老名） 

  ─平成28年12月24日～28日、平成29年1月4日（全6日間）─ 

 外国人枠は作文中心 

Email : gaikokukodomo@msn.com 

URL : http://gaikokukodomo.wordpress.com 

  

 

高校生が教えてみたら 

  合格おめでとう!!! 



国際文化祭、クイズで盛況 

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

 現在、スタッフ1人に生徒2人で、勉強しています。ス

タッフは大変ですが、生徒同士でお互い刺激を受けなが

ら、良い方向にいっているように思います。 

 低学年の子が多いので、最後の15分は、カルタやトラ

ンプ、折り紙などの遊びも取り入れたり、節分の行事も楽

しんだりして、何よりも

子どもたちが、進んで来

たくなる教室作りを工夫

しています。（荒井） 

 

ており、当コーナーに

も多くの子どもたちが

スタンプをもらいに来

ました。 

 今年もチラシや会報

を用意したところ、活動に関心を持ってくれる人もい

て、効果的な行事となりました。（神山） 

了後の退室まで、日本語による答え

方、マナーまで細かく、スタッフが

指導している。生徒たちはメモを見

ないで、答えられるようになるま

で、真剣に取り組んでいる。 

受験生全員が、無事、合格の知らせ

をとどけてくれるようスタッフは、

強く祈るばかりです。（三石） 

・・・木曜教室・・・              
 2月の教室は、例年通り、受験

生たちの熱気であふれている。

半年前には少し余裕があったス

ペースは、全員出席日には譲り

合っての着席となる。 

 入試では、面接が誰にも課さ

れているため、そこかしこで、1

対1の面接練習が行われている。入室から、面接、そして終
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☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

  みんなで熱く、手づくりおやこ会               

 １２月３日（土）の１時３０分から３時３０分まで、ゆうまつどのホールでおやこ

会を行いました。当日は小中学生３６名、その家族１５名、当会スタッフ１６名の総

勢６７名がゆうまつどのホールに集まりました。 

 今回は子ども達の「手づくりおやこ会」になりました。工夫を凝らし、練習を重ね

た成果を見せてくれました。教室紹介の後、小学生は「アブラハムの子」「３６５日

の紙飛行機」を元気よく歌いました。「作文発表」「なぞなぞ」にみんな耳を傾けました。 

・・・火曜教室・・・          カルタ、トランプ、折り紙も        

  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 8名（中国、インドネシア、エジプト）  5名 

 木曜教室 15:00～17:00  常盤平駅前教室 中学生 8名（フィリピン、 中国、 ロシア、

インドネシア） 

 8名 

 10月29日（土）、当会は松戸市民会館で行われた「松戸

市国際文化祭」に参加しました。これは国際交流の活動をし

ている団体が、イベント、活動紹介の展示、各国料理の模擬

店などを行うもので、年一回開かれています。当会は今年も

３階のコーナーで、展示と各国のことば当てクイズを行い、

約１００人の親子が立ち寄りました。景品にはミニチュア国

旗をプレゼントしました。また全館でスタンプラリーも行っ



 今年度、土曜教室は午前だけのクラス運営だったので、教室

は人でいっぱいの感じでした。で

も机の配置を考え、椅子も軽くて

移動し易くなったので、もう落ち

着いて学習に取り組んでいます。 

 2学期は教室回数が全15日で

したが11人の子どもが13日以上の出席、3学期も賑やかに勉

強しています。重い絵辞典なども置いてあるのでわ

からない言葉は生徒が自分で調べたりできます。休

みに本を借りていく子もいます。 

 どの子も確実に読む力、書く力、そして話す力も

ついてきていると思います。節分には思いっきり豆

まきもして教室を豆だらけにしたけれど、楽しい思

い出になってくれると嬉しいです。（中尾） 

 ・・・土曜教室 ・・・       新しい椅子、机の配置で移動しやすく      

・・・文化ホール教室・・・   中３は面接練習に熱気、中１・２は楽しい授業       

プホップダンスのサプライズもありました。ビンゴは楽

しみにしていた時間です。お目当ての物がゲットできた

かな。 

 最後にみんなで「幸せなら手をたたこう」を歌い、和

やかな雰囲気の中で閉会しました。皆で一緒に作り上げ

る喜び、充実感。来年の「おやこ会」にも生かしたいで

すね。（長谷部） 
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 中学生はインドネシアの

伝統楽器アンクルンで「ふ

るさと」を演奏。「世界に

一つだけの花」を皆で歌い

ました。 

 また、参加者によるヒッ

    2016千葉教育大賞を受賞 

 高校受験まで、最後の仕上げに向けて毎回熱気のこもる授

業風景が展開されました。緊張の面持ちの面接練習も3回目

あたりから硬さが取れてきました。試験を目の

前にして、外国人特別枠（作文と面接）で受験

する12名の生徒も教科で受験する生徒も、面接

に向けての原稿を繰り返し覚えて、自分のもの

にしていきました。 

 一方、1・2年生のグループは、来日してから数か月

の生徒2名を含む8名のうち、毎回参加は4名に減り、

3名のスタッフで対応。休憩時間に、県

民カルタや陣取りゲームを取り入れ、お

互いの顔や名前を覚えることにも力を入

れました。毎回、漢字や読解のプリント

で勉強しました。（高橋） 

  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 14名（中国、フィリピン）  11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 19名、  既卒生 4名 （中国、

フィリピン、ロシア、ネパール、べトナム） 

 15名 

 千葉教育大賞は千葉日報社が主催し『将来を担う子ども達の（自立する力）をはぐくむ優れた教育活動を表彰し、

その功績を広く社会に周知することを目的』とする賞です。 

 千葉県内から２０の団体が応募し、一次審査を通過した１０団体の中から当会が大賞として選ばれました。１月３

１日の贈賞式には海老名理事長が出席し挨拶をしました。選考委員長の放送大学副学長宮本みち子氏は当会の受賞理

由を「外国人の子どもに関する問題は、これからますます大きくなっていくと感じています。この会は外国人の子ど

も達の多様なニーズを、きわめて的確に把握し、必要な手立てを一つずつ持っておられる。２０年の継続の中で、次

第にそういう形が整ってきたと思います。こういう活動が、各地に広がっていくことを期待します。」と述べまし

た。（中尾）         

 ・・・土曜教室 ・・・       新しい椅子、机の配置で移動しやすく      

 千葉教育大賞は千葉日報社が主催し「将来を担う子ども達の『自立する力』

をはぐくむ優れた教育活動を表彰し、その功績を広く社会に周知することを目

的」とする賞です。 

 千葉県内から２０の団体が応募し、一次審査を通過した１０団体の中から当

会が大賞として選ばれました。１月３１日の贈賞式には海老名理事長が出席し

挨拶をしました。選考委員長の放送大学副学長宮本みち子氏は当会の受賞理由を「外国人の子どもに関する問題は、

これからますます大きくなっていくと感じています。この会は外国人の子ども達の多様なニーズを、きわめて的確に

把握し、必要な手立てを一つずつ持っておられる。２０年の継続の中で、次第にそういう形が整ってきたと思いま

す。こういう活動が、各地に広がっていくことを期待します。」と述べました。（中尾）         



「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：「どこかで春が生まれてる」という童謡が好

き。どこの道にも誰の家にも春はそっとやってくる。当

会の生徒たちも、それぞれの春に包まれて、大きく羽ば

たきます。進学、進級おめでとう！(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。 

『私の好きなこと』 

     佟
とう

 芙萱
ふしゃん

（河原塚小学校5年）中国 

 私の好きなことはスポーツで

す。そのスポーツの中でバスケー

トボールが一番好きです。試合を

しているときが、たのしくておも

しろい。シュードが入いたとき

は、とでもうれしいです。同じ

チームの選手が守っているあいだ

に、私がドリブルして、パスして

シュートする。得点が私のチーム

60であいてチームが20で勝った

ときは、とでもうれしいかった。 

 だから私はバスケードが一番好

きです。（原文ママ） 

 
『自己ＰＲ』 

 

   山崎
やまさき

 青
しょう

（野田市立野田東部中学校3年）中国 
 

 私は日本に来て一年以上経ちました。沢山の日本文

化に触れながら、日本文化にも慣れてきました。 

 日本の中学校に転入した一年間の時に、陸上競技部

 次の方々からご寄付をいただきました。ありがとうご

ざいました。（2016年11月～2017年2月） 

大嶋 光子 井上 信之 中村 敏子 吉谷 俊子 高松 潤

岩野田中同窓会 神谷 日出夫 神崎 星五子 藤戸 一七 

坂本 建彦 澤岡 道輝 中村 敏彦 野田 武子 堀 幸司

三ッ国 千恵子 加藤 ゆかり 小山田 美和子 林 ミツ子 

衣笠 泰弘 森田 雅子 多田 あい 河野 萬里 神谷 昭 

柏木 智恵子 西田 ふさ子 岡田 美江子 北山 理恵子 

岩田 勝義 池田 育子 松久 秀雄 末永 亮子 林 正信

大内 晧美 (一財)恒友・助け合い基金・代表 水野 友子

(順不同、敬称略) 

に入りました。大分三か月ぐら

いで陸上の大会に出て、砲丸投

げで第三位になりました。これ

からも部活動を頑張りたいで

す。 

 私の性格は明るく素直で、だれとでも仲良くなれま

す。人との約束は誠実で守れます。一度頑張りことを決

めたら途中で諦めずに、最後まで頑張ります。 

 私は自分がしたいことがあれば、最後まで一生懸命頑

張ってやります。（原文ママ） 

生徒が書いた作文です。私たちスタッフは生徒

と一緒に日本語らしい表現に直していきます。 


