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

 昨年に引き続き、高校受験

を控えた中学3年生、既卒生の

ための日曜教室を開催してい

ます。県内には、来日3年以内

なら前期試験を作文と面接で

受験できる特別枠のある公立

高校が13校あります。外国人

受験生の多くはそれを利用し

ますが、不合格になれば後期

試験で日本人の生徒と同じく5

教科で受験しなければなりま

せん。 

 また基礎学力は高校入学後、授業

についていくためにも欠かせませ

ん。そこで当会では日曜教室で国

語、英語、数学の3教科を集中的に支

援しています。中でも数学に苦手意

識を持つ生徒が多いので、今年は数

学を2時間ずつ8回、国語・英語を1

時間半ずつ8回、計16回のプログラ

ムを組みました。 

 現在中3生、既卒生合わせて16人
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が在籍しています。1人か2人の

生徒に1人のスタッフがつくよう

にしているので、丁寧に教えても

らうことが出来ます。10月に2週

続けて台風に見舞われた日曜日に

も出席し、黙々と問題に取り組ん

でいる生徒の姿が印象的でした。 

 今秋も高校受験のための日曜教室開始！ 
       ──国語・英語・数学を強化── 

今後の予定 

おやこ会 12/2(土) 

冬休み 

   にほんご教室 

 

12/23(土) 

   24(日) 

   26(火) 

   27(水) 

   28(木) 

 1/ 4(木) 

3学期 授業開始  

   火曜教室 1/ 9～3/20 

     木曜教室 1/11～3/22 

         土曜教室 1/13～3/17 

文化ホール教室 1/13～3/17 

進学・進級祝い

バスハイク 

3/27(火) 

 10月15日（日）、松戸の市民会館で恒例の「日本

語を母語としない親と子どものための進路ガイダンス 

2017 in CHIBA」が開かれました。 

 今年も県内の教育行政の担当者、外国人特別枠を持

つ高校、定時制高校など16校の教員が出席し、入試

の最新情報を説明しました。 

 また、インタビューの時間には、当会を巣立って

いった高校生、大学生7人が体験談を披露しました。

参加者は過去最高の143名だったそうです。(神山) 

進路ガイダンスに当会卒業生も参加 



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

 授業の始まりで日時、曜日、

天気を挙手した子が大きな声

で発言できるようになってき

たので、これから、毎回かん

たんななぞなぞをやって、少

しずつでも子どもたちの語彙

を増やしていけたらいいなと

考えています。 

 教室に来るのが、楽しいことが一番！その

楽しい環境で子どもたちが、日本語、学力が

向上していくようにスタッフ一丸で頑張って

いきたいと思います。（荒井） 

 

だったから、コッキーにしました。 

 らっきーもコッキーも大すきです。（原文ママ） 

と思いますが、休まずに来る中学生を見るとスタッフ

も「よく来たな！よしやろう！」と応援したい気持ち

になります。

（倉持） 

・・・木曜教室・・・       ○少人数でとってもアットホーム      

 木曜教室は人数が少なく中学生が9人、スタッフが7人で

す。中学2、3年生は主に日本語（国語）と数学を学んでい

ます。学校で習っていて分からないところや、少し前の学年

の不得意なところなどの補習をやっています。3年生は入試

に向けてそろそろ作文を始めます。 

 マンツーマンのプライベートレッスンで皆真剣そのもの！

でも雰囲気はとってもアットホームです。学校が終わってか

ら帰宅して、また教室へ来るのは、疲れていて大変だろうな
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☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

 僕の一番得意な教科は、体育と英語です。一番に

がてな教科は、理科と国語です。ネパールでは、理

科の教科書は英語で書いてあったのでとってもよく

分かりました。でも日本では、全部日本語で書いて

あるのでよく分かりません。国語は、日本語と漢字

がよくわからないところがあるのでどても難しいで

・・・火曜教室・・・        ○なぞなぞで楽しく勉強        

  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、フィリピン）  6名 

 木曜教室 17:00～19:00  常盤平駅前教室 中学生 9名（中国、フィリピン、ネパール、   

パキスタン） 

 7名 

 わたしのすきなどうぶつは、犬です。それ

は、わたしが生まれて二番目に見たのは、犬だ

からです。その犬の名前は、ラッキーです。

ラッキーは、白のマルチーズです。 

 わたしが、5歳の時にラッキーがかわいかったから、二ひ

き目をお父さんがかってくれました。その犬の名前は、

コッキーです。そのコッキーの名前をつけたわけは、ポッ

キーにしたかったけど、コッキーの体は、黒と白とぎん色

「わたしのすきなどうぶつ」 

    周 璟軒（しゅう けいけん） 

     （松戸市立馬橋小学校2年） 中国 「得意な科目、不得意な科目」 

   サポコタ アンキット 

    （松戸市立牧野原中学校 2年） ネパール 

（2017年10月31日現在） 



    万が一の時に備えて、避難訓練 

 これまで、生徒とスタッフ合わ

せて30人が6個の長つくえに向

かって勉強している様は壮観⁉と

いうよりは、騒々しく、落ち着け

ない感じでした。 

 そこで、一考、今まで学校の

授業のように並べていた机を壁に向かって並べてみました。子

どもたちは、壁の方に向き勉強することになり、集中力がアッ

プしたようです。発想を変えると効果てきめん⁉ 

 子どもたちは中国、ベトナム、フィリピン出身と

様々です。来日したばかりで、早く日本語をわかる

ようになりたい子、もう日本語はいっぱい分かるけ

れど、ここに来ると友だちはいるし、楽しいからい

つまでも来たいという子、様々ですが、ゲームタイ

ム（後半15分間）では、入り混じってワイワイ、ガ

ヤガヤと楽しんでいます。（橋田） 

 ・・・土曜教室 ・・・       ○机を壁向きにして、集中力アップ     

・・・文化ホール教室・・・   ○学び合う力はすごい      

 常設4教室のうち、火曜・木曜・土曜の3教室は、常盤平の

2階建て建物の2階、文化ホール教室は松戸の20階建てのビ

ルの4階で授業をしています。地震、火災などの災害に備え
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す。僕の夢は、漢字をもっと覚えて体育の先生になること

です。（原文ママ） 

 一学期は、前半の授業は全員で国語、英語、数学を、後半

は日本語を中心に学んでいました。二学期は1、2年はその

ままの形で、中３、既卒生のみ作文練習、教科学習に切り替

えました。 

 秋を迎え、例年通り生徒が続々と増えています。そこでマ

ンツーマンというわけにはいきませんが、生徒は切磋琢磨し

てお互いに学び合っています。時折教室に響く笑い声を聞い

ていると当教室が生徒たちの学習の場、居場所として定着し

たことを実感します。 

 また今学期は大学生のボランティアの方、地域の方

の支援も受けていま

す。生徒にとって様々

な人と関わることは、

成長の糧となることと

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 16名（中国、フィリピン、ベトナム、）  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  22名（中国、フィリピン、ネパール、

エジプト、パキスタン、） 

 16名 

お詫びと訂正 

 第14号に下記の誤りがありました。お詫び申し
上げ、訂正いたします。 

 「ぼくの好きなスポーツ」 

    河原大貴 中国 → フィリピン 

て、昨年から順次、避難訓練を行っ

ています。 

 まず昨年12月、小学生の土曜教室が行いました。生

徒たちに地震発生を知らせると同時に、机の下にもぐ

らせ、その後、近くの公園に誘導し、点呼しました。

子どもたちの帰宅時には保護者向けの「災害時のお知

らせ」を配布しました。 

 次に今年3月に小学生の火曜教室、10月には中学生

の木曜教室、11月には文化ホール教室でも同じように

行いました。万が一の時に皆があわてずに行動できる

よう、適宜訓練を行うつもりです。（神山） 



「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：今年は雨の多い秋です。さらに10月に入って台風が２つも来て、当会が毎回参加している

フリーマーケットが中止になってしまいました。でも、また春に向けて準備します。受験生も、今、

頑張って、いい春が来ますように。応援しています。(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。 

 10月14日（土）、松戸市国際交流協会主催の「第

22回松戸市国際文化祭」に参加しました。 

 雨天のため、全体の来客はいつもより少なめでした

が、当会ブースを訪ね、漢字クイズ「羊の中に犬が一

匹」と、世界のあいさつ（国旗プレゼント）に約80

名がトライしてくれました。 

 国旗は世界196か国を2か国ずつプリント。同じも

の2本とない手作り品

で、大好評でした。

またベトナムの子ど

も手作りビーズスト

ラップもよく売れま

した。（海老名） 

高所作業車試乗にワクワク、ドキドキ 

お願い：当会では資金調達のため年2回フリーマーケットに参

加しています。未使用の日用品、リサイクルできる衣料品など

を募集致します。なお、お送りくださる際は、送料ご負担の

上、よろしくお願い申し上げます。 

西本 格二 西本 弘忠 松澤 秀行 小山田 美和子 藤戸 一七 松浦 佳余子 瀧川 浩彦 吉谷 俊子 志村 はるみ 岡田 美江子 

木原 芳子 大内 皓美 仁木 茂 小野 桂子 片口 寿子 河野 萬里 増田 美江子 林 ミツ子 松久 秀雄 (順不同、敬称略) 

★今年も盛況、国際文化祭★ 

 8月1日（火）国土交通省関東

技術事務所が主催する「夏休み

子供体験教室」が開催され、当

会の子ども達やスタッフと父兄

10人が参加しました。普段触れ

ることがないミニショベルカー

や災害の時に活躍する照明車を

操作したりしました。高所作業車に試乗した子ども達は、

「怖かったけど、楽しかった！」と大喜び。 

 他にスタンプラリー、ダヴィンチ橋作り、セメント工

作、折り紙、バリアフリー体験など盛りだくさんでした。 

 いろいろな体験が出来て、自由研究の作品として持ち帰

ることもできるので、来年はもっと多くの小学生が参加し

てほしいと思いました。（田窪） 

ご寄付ありがとうございました。（2017年7月～10月） 


