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

 6月24日（土）午後3時30分から5

時30分まで、ゆうまつどホールで

「先輩と話そう会」を開催しました。

これは毎年、当会を卒業して高校に入

学した先輩を招待し、在校生と交流す

る企画です。 

 今年は、先輩13名（高校1年生10

名、2年生2名、大学生1名）、当会中

学生9名、スタッフ19名が集まり、賑

やかに開会しました。 

 司会者の「中学校

と高校の違うところ

はなに？」という質

問に「落第があるこ

と」と答えてくれた

M君は、中間試験の

化学で赤点をとったので、「落第する

ぞ」と先生におどかされたことを告

白。期末試験にむかって闘志をもやし

ているそうです。 

 希望の部活に入部したS君は、当会

の先輩が部長だったので意気投合した

というエピソードを教えてくれまし

た。出身国を超えた巡り合いがあった

んですね。 

 休憩をはさんで、ハイライトはケー

キタイム。担当のスタッフの提案で、
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点のケーキ屋

さんを調べて

駅ビルで買っ

てきてくれま

した。 

 三部制の都立一橋高校に進学した

T君は、働きながら学校に通ってい

る勤労青年で、手土産（おせんべい

でした）をもってきてくれました。

ごちそうさま！ 

 ラマダンなので夜の7時までなに

も食べられないMさんは、高校2年

生。久しぶりに先生たちとおしゃべ

りを楽しんでいました。 

 中学生は、修学旅行で3年生が2

人欠席で残念でしたが、高校生にな

るイメージがちょっとつかめたかも

しれませんね。 

 来年もみんながたくさん集まって

くれるといいなぁ。待ってます！

（高橋） 

  

 高校生活、楽しそうだね 
   ──「先輩と話そう会」── 

今後の予定 

夏休みにほんご教室 7/22(土) 

  23(日) 

  25(火) 

  26(水) 

  27(木) 

2学期    土曜教室 9/2～12/16 

   文化ホール教室 9/2～12/16 

      火曜教室 9/5～12/19 

      木曜教室 9/7～12/21 

学力アップ教室 

       (全16回) 

 

10/1(日) 

 ～ 

2018/1/28 

フリーマーケット 

 於:新松戸中央公園 

 

10/ 未定 

おやこ会 12/2(土) 

        お詫びと訂正 

 第13号において下記のとおりに誤りがありまし

た。お詫び申し上げ、訂正いたします。 

1面 千葉県立流山北高校 2名→ 3名 

2面 木曜教室15:00～17:00→ 17:00～19:00 

4面 佟 芙萱（ふしゃん）→ （ふしゅあん） 

 



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

 4月から、子どもたちにその日の日付天気など

を聞いて、挨拶をしてから個々の授業に入るよ

うにしています。また帰りも15分前には授業を

やめて、みんなで一緒に、カルタや折り紙など

で、遊ぶ時間も作るようにしました。 

 今まで、個々に動いていた時より規律もでき

て、子どもたちも授業により集中できるように

なったと思います。 

 来日したばかりの子もほかの子に助けら

れ少しずつですが、言葉も出て来ているよ

うです。去年から来ている子たちの日本語

は、格段に進歩していて、スタッフも頑張

り甲斐を感じています。（荒井） 

どギリギリ決める事が出来たのでよかったです。結

果は5対4で優勝する事が出来ました。中央大会では

準決勝までいって3対1でまけました。次の大会では

優勝出来るようにがんばります。（原文ママ） 

い い 」 「 英 語 も わ か る

よ」「木曜は部活が休み

だから来れる」などと言

いながら、学習に取り組

んでいます。 

 生徒の様子を見ながら日本語や教科の学習のサポートを

していきたいと思います。（倉持） 

・・・木曜教室・・・       ６月ごろから生徒急増      

 ４月、木曜教室は学習者がいませんでした。スタッフは誰か

来てほしいなと思っていましたら、５月の中旬に１人入りまし

た。 

 ６月になって新たに４人が入り、中学１年２人、中学２年３

人の計５人になり、やっと今年度が始まりました。それぞれ出

身は中国、フィリピン、ネパールです。 

 「日本語と漢字をやりたい」「数学はわかるからやらなくて
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☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

 家で私と家族は中国語と日本語で話します。母は中

華料理を作るのが好きでいつもおいしい料理を作りま

す。父はテレビを見るのが好きで、時々有名な映画を

見ます。 ▶ 

・・・火曜教室・・・        挨拶や遊びの時間をつくり集中力アップ        

  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 9名（フィリピン、中国）  5名 

 木曜教室 17:00～19:00  常盤平駅前教室 中学生 5名（フィリピン、中国、ネパール）  8名 

 僕の好きなスポーツはサッ

カーです。サッカーでは毎朝練

習をしています。好きになった

理由はドリブルが出来るのと蹴

るのが好きだからです。小中学

校の大会で中部小学校は1位を

取って、そのまま決勝までいっ

て0対0で延長戦までいきまし

た。それで延長戦でも決着がつきませんでした。いよいよ

PK戦で僕の番が来ました。キーパーの頭にああたったけれ

今回は来日3年目の河原大貴君の作文と来日1，2年目の受験生3人組の作文下書きを

紹介します。（すべて原文ママ） 

「ぼくの好きなスポーツ」 

    河原 大貴（松戸市立中部小学校 5年）中国 

「私の言葉」 

 鈴木 絢也（松戸市立旭町中学校 3年）中国 



 私の一番得意な教科は英語です。英語の授業では凄く楽

しいです。英語の先生も易しいです。英語の授業で英語の

 今学期の常盤平教室は、１年生

が６人、高学年でも来日して間も

ない生徒が２人いて、日本語初級

レベルがたくさんです。 

 授業の始まりにスタッフが交

代で挨拶を呼びかけることにしています。「みなさんこんにち

は！今日は何月何日何曜日ですか？・・・それでは今日の勉強

始めましょう」などです。 

 かるた（スタッフが学習で使うのは別）やトラ

ンプなど友達と一緒にやるものは終業１５分前か

らならOKというルールを作ったので、皆守ってそ

れまでは比較的落ち着いて勉強に取り組んでいま

す。男性スタッフも今３人に増えとても良い環境

だと思います。（中尾） 

 ・・・土曜教室 ・・・      授業の初めに「何月何日何曜日？」      

・・・文化ホール教室・・・   １５分ずつ３教科を学ぶ      

歌が一番好きです。英語の授業はほかの授業より一番

楽しいと易しいでです。苦手な教科は社会です。社会

はよくわかりません。漢字が多く、とても難しいから

です。 
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▶ 私はたまに散歩します。なぜなら私は太いと思いま

す。毎週土曜日の午後、私は松戸へ行きます。時々土曜日

の夜に私は中国の友達にメールをしたりテレビを見たりし

ます。 

 文化ホール教室では１学期は基礎的な学力づくりを支援し

ようと、授業時間の前半を、漢字、国語、英語各15分ずつ

の教科学習に当てています。 

 漢字は当会のテキストで１字ずつ学習し、その漢字を使っ

た短文を生徒自身が板書して発表しています。始めは恥ずか

しがっていた生徒も積極的に前に出るようになりました。国

語は小学生の読解ドリルを使って、読み書きを学習していま

す。英語は文法とリスニングを隔週に行い、文法は学年ごと

に選択した問題を配布

し、理解と定着を図って

います。 

 後半は日本語中心に支

援しています。今学期は生徒の数を上回るスタッフが

おり、日によっては両側に先生という幸運な生徒もい

ます。今後も丁寧に生徒に対応していきたいと思いま

す。（神山） 

  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 1３名（フィリピン、ベトナム、中国）  12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  11名（フィリピン、ネパール、中国）  15名 

 私が中国に住んでいた時に、通っていた中学校はとても厳しい中学校でした。授業時間が長くて、宿題も多かった

です。 

 でも友達どうしはとても仲が良かったです。一緒に勉強したり、遊びに行ったりしました。 

「中国の中学校」     楊 基琪（柏市立逆井中学校）

「得意な科目、不得意な科目」 

 チェトリ スニタ（松戸市立小金南中学校 3年）ネパール 

チェトリ スニタ（後列右） 

鈴木 絢也（前列左端） 

楊 基琪（前列右端） 



「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：5月14日に総会を行いました。今回は新しい会員を5名迎え、懇親のときを持ちました。

当会にいろいろな方の力と時間を貸していただけることはうれしいことです。これからもさまざまな

側面から生徒たちを支援していこうと思います。(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。 

 3月25日（土）午前10時30分から午後3時30分

まで、松戸駅西口デッキで行われた「みらいフェスタ

２０１７」(主催：みらいフェスタ2017実行委員会/

まつど市民活動サポートセンター)に当会も参加しま

した。「世界にはいろいろな国があるね」をテーマ

に、クイズ「これはどこのくにの言葉？」、漢字クイ

ズ「羊の中に犬が1匹？」を来場者にやってもらい、

またビーズストラップ

（ベトナムの子どもの手

作り）を販売しました。 

 なお、お土産のミニ

チュア国旗は“日の丸”

が一番人気でした。 

    春の房総を満喫 
 ── 進級・進学おめでとう バスハイク ── 

をかきました。 

 生徒たちは、きっと新しい環境の中で頑張ってくれ

ることでしょう。 

 磯谷 恵子 石井 孝子 岩下 貴子 海老名 みさ子 大石 民子 小野 桂子 小原 邦雄 神崎 星五子 鈴木 千代子 西田 ふさ子 

篠原 衣美 野口 正喜 三石 治子 森田 雅子 丸山 愛 高松 潤 瀧川 浩彦 田窪 いつ子 早川 愛子 早坂 康子 長谷部 邦子   

中村 敏彦 永妻 誠治 久保 公子 医療法人社団緑星会 堂垂 伸治 アルカナ ジェリコ (順不同、敬称略) 

西口デッキでアプローチ 

 ── みらいフェスタ ── 

 当会では3年前から年度

末に、生徒の進級・進学を

祝ってバスを使っての小旅

行を実施しています。今年

は3月29日(火)、春風に送

られて生徒16名、家族5

名、スタッフ8名で千葉県

印旛郡栄町にある「房総のむら」にバスで出かけました。 

 この施設には、江戸時代の商家の町並みが再現されてい

て、見学やものづくりを体験できます。参加者は、2班に

分かれて、ろうそくづくりと饅頭づくりを楽しみました。

せいろを使って蒸しあげた饅頭は温かく、やわらかく、絶

品でした。 

 昼にお弁当をほおばった後、ハンカチ落とし、だるまさ

んが転んだなどで体を動かし、大人も子供もとてもいい汗

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。（2017年3月～6月） 


