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今年も中学3年生を対象に、目前に迫っ

た高校受験のために教室を開きました。

平成29年12月23日（土） 24日（日）

26日（火） 27日（水） 28日（木）、

平成30年1月4日（木）の合計6日間、

毎回2時間です。 

 公立高校の前期試験の受験科目を考慮

し、作文と面接で受験する「外国人枠」

のグループと、5教科で受験する「一般

受験」のグループと分かれて実施しまし
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た。参加した生徒は14名（一部既卒

生を含む）、スタッフ9名。このほか

に、昨年に続き、専修大学松戸高等

学校生徒と引率の教師がボランティ

アとして、毎回3，4人参加し

ました。生徒と年齢の近い、

高校生の指導は大変刺激が

あって、好評でした。引率の

先生も、面接の指導を支援し

ました。 

 試験間近の「冬休みにほんご教室」、白熱！ 

       ──国語・英語・数学を強化── 

今後の予定 

みらいフェスタ

参加 

 

 3/24(土) 

進学・進級祝い

バスハイク 

  

 3/26(月) 

新学期 授業開始  

   火曜教室 4/10～7/17 

     木曜教室 4/ 5～7/19 

         土曜教室 4/ 7～7/14 

文化ホール教室 4/ 7～7/14 

春のフリーマー

ケット 

 

 4/22(日) 

総会  5/13(日) 

  

千葉県立松戸国際高校     3名 

柏市立柏高校         3名 

千葉県立流山北高校      3名 

千葉県立流山おおたかの森高校 1名 

千葉県立沼南高校       1名 

千葉県立松戸南高校  午前部 1名             

    〃      午後部 2名 

千葉県立市川工業高校 定時制 1名 

千葉県立流山南高校      1名 

合格おめでとう！ 

当会スタッフのほか現役高校生も支援 

 「外国人枠」の生徒は、受験に必要な作文と面接の訓練

をしました。参加生徒は10名（パキスタン、中国、フィ

リピン、ネパールの出身で、来日後3年以内）、内容は

400～600字の作文と、20問以上を想定した面接の応答

と模擬面接です。生徒たちは与えられたテーマで初めて使

う原稿用紙に、まだ慣れない日本語を駆使して一生懸命書

きました。書き上げた作文は、発表の時間を設け披露して

もらい、大いに切磋琢磨してもらいました。 

 「一般枠」の受験生は、数学と英語を中心に、入試の過

去問とそれぞれの苦手な問題に取り組みました。参加した

生徒は4名（中国、ネパール、フィリピン、エジプト）、

対応したスタッフは、4名

と高校生ボランティア3名

でした。（三石） 

作文の錬磨、過去問への挑戦でパワーアップ 



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

 新しい年になり、子どもたちに好評の授業初めの

なぞなぞに加え、簡単な１年生の漢字の復習プリン

トをみんなでやることにしました。個々に違う課題

に取り込むことも大切ですが、同じ課題をやること

もお互い刺激になり、学習意欲のアップにつながる

気がします。  

 授業終わりのゲームタイムに日本地図のパズルを

取り入れたり、遊びからいろい

ろな知識を取り入れてほしいと

願っています。 

 来日して半年ほどの子も少し

ずつ発話出来るようになり、ス

タッフの喜びとなっています。

（荒井） 

にいっています。ぼくのいもうとのちょきんばこには

990円がはいっています。土曜日にあたらしいおもちゃ

をかおうと思っています。（原文ママ） 

は過去の出題テーマをもとに自分の考えが表現できる

ように、数学は過去毎回出題されている計算問題６題

を完答できるように努力してきました。まだ結果は分

かりませんが全員合格！を願っているところです。落

ち着いた環境の中で生徒とスタッフのペアが変わるこ

となくマンツーマンの形で進められたのが大変よかっ

たと思います。（倉持） 

 ・・・木曜教室・・・          ○落ち着いた環境の中でマンツーマン      

 ３学期の学習の様子をお知らせします。２年生は日本語

（会話、文法、AngKANJIなど）と数学（授業内容を中心

に）を学習して

きました。３年

生は入試に向け

て主に作文と数

学に取り組んで

きました。作文
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かけはし ・・・ News Letter     

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

 皆さんはどうして日本に来ましたか。自分の意志で

来た人と親の都合で嫌々ながら来た人では大きな違い

があります。 

 でも共通点は現実に日本で生活をしなくてはいけな

・・・火曜教室・・・        ○漢字学習をみんなで        

  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 6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 7名（中国、フィリピン、ネパール、   

パキスタン） 

 6名 

 ぼくの妹は5才です。名前はちょ

うあきらちゃんです。土曜日と日

曜日には、妹とゲームをしてあそ

びます。新しいゲームをすると妹

がないてしまいます。そうすると

おかさんが「もうゲームやらない

で」といいます。 

 ぼくの妹はまいにちようちえん

「ぼくの妹」 

    張 昊（ちょう そら） 

     （松戸市立六実第三小学校2年） 中国 

「高校入試を終えて」 

      王 弘旭（おう こうぎょく） 

        （朝日日本語学院卒）  中国 

（2018年２月28日現在） 



    日曜教室、今年も熱く 

 ３学期になって生徒・スタッフ

に数名の退会があり、あふれる

ほどだった人数もちょうど机に

座れる状況に落ち着いてきまし

た。 

 １～２学期は１時間半もたな

かった低学年も、後半ゲームに

入らず学習が続くことも多くなった気が

します。４月には一つ学年が上がる子ど

もたちに少しでも力を付けてあげたいと

勉強に頑張っています。今いる６年生は

2人卒業していきますが1年生が4人もい

るしまだまだ賑やかな教室がつづきそう

です。（中尾） 

 ・・・土曜教室 ・・・       ○学習を長く続けることが可能に  

・・・文化ホール教室・・・   ○聞き取る力が発達     
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いことです。私は日本で

より良い生活をするには

言葉の壁を乗り越えるこ

とが一番だと思います。

それには日常活動を通し

て積極的に人に会い、分

からないことはすぐに言

いて理解することを心が

けました。 

 「話す、聞く、読む、書く」の基本を繰り返し、練習

し、、失敗しても間違でもは恥ずかしいがらずに行動すれ

ば自ら高校入試の道は必ず開くと思います。（原文ママ） 

 冬の文化ホール教室はインフルエンザにかかる子供も少な

く、みんな元気な姿を見せてくれます。寒い国で育った子は

薄着で来ますが、「全然寒くなぁい」と言って笑顔です。 

 3年生は一所懸命に作文・面接と繰り返し練習をしていま

す。みんな目標を持っていて、とても頼もしいです。 

 1．2年生もコツコツ勉強しています。日本に長くいる子

供は英語・数学・理科・社会と勉強のの幅を拡げています。 

 日本に来たばかりの子供は話す事が出来なくても聞

き取りが出来るようになり、着

実に成長しています。スタッフ

も子供達の成長がとても励みに

なります。（早川） 

 

  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 11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  22名（中国、フィリピン、ネパール、

エジプト、パキスタン） 

 19名 

                                          

 今年度も高校入試のための、国語、英語、数学の

「日曜教室」を開催しました。この教室は松戸市国際

交流協会の助成を受け、2017年10月から2018年1

月まで全16回行いました。 

 参加生徒は中3生、既卒生合わせて17名、支援ス

タッフは各教科合わせて24名に上りました。国語と英

語の日、数学の日を交互に設定し、現役大学生から、

退職教員、企業退職者など様々な経歴を持つ者が支援

しました。徐々に生徒から「できた！」の声が聞こえ

ることが多くなり、熱気のある教室となりました。 

（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：平昌オリンピックで競技に挑戦するとき、選手の凛としたまなざしが印象的でした。

私たちの教室の中3生も美しい瞳で入試を受けました。みんなそれぞれの金メダルを手に入れま

した。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。 

 1月27日（土）、生徒の保護者の経営するネパール

料理店で新年会を行いました。参加者は20名、すべ

ての教室から参加がありました。

サモサ、モモ、タンドリーチキン

など珍しい料理に舌鼓を打ちなが

ら、普段会えないスタッフ同士が

大いに語り合い、交流の輪が広がりました。（神山） 

 ★みんなで楽しんだおやこ会★ 

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。 

  神谷 日出夫 堀 幸司  

  小林 美代子 (順不同、敬称略) 

★ネパール料理を満喫した新年会★ 
 12月2日（土）ゆうまつど

で恒例の「おやこ会」を開き

ました。まず4つの教室紹介

から始めました。小学生の教

室では、保護者も参加し、生

徒は嬉しそうに挨拶しまし

た。また中学生は少々照れながら自己紹介をしました。 

 続いて劇団「パネルンルン」

によるクイズや、「三匹の子

豚」朗読劇を楽しみました。小

学生は大喜びで、舞台の前に出

て行ったり、歓声を上げたりし

ていました。 

 この日の参加者はスタッフ、生徒、保護者合わせて80

名に上りました。来年はさらに中学生、保護者の参加を呼

びかけようと思います。（神山） 

 ご寄付ありがとうございました。 

                        （2017年11月～2018年２月） 


