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

 3月26日（月）、恒例の「進級・

進学おめでとう バスハイク」を行

いました。今回は「横浜中華街散策

と、日清カップヌードルミュージア

ム」見学で、参加者は小学生14名、

中学生5名、家族10名、スタッフ12

名の総勢41名でした。 

 中華街では5つの班に分かれて、そ

れぞれがお土産をのぞいたり、肉ま

んを食べたりしました。暖かく晴れ

渡った空のもと、海を見ながら芝生

の上でお弁当も美味しかったです。 

 その後、地下鉄に乗ってカップ

ヌードルミュージアムへいきまし

た。綺麗なスタジオで「粉をこね～
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麺に伸ばし～油で揚げて～袋詰

め」と、チキンラーメンの出来上

がるまでを体験しました。 

 1年間の締めくくり、そして新

しいスタートへ向けての楽しい1

日となりました。（中尾） 

 中華街とラーメンづくりを満喫！ 

       ──進級・進学おめでとう バスハイク── 

今後の予定 

夏休みにほんご

教室 

7/24(火) 

  25(水) 

  26(木) 

  27(金) 

  28(土) 

新学期の授業  

   火曜教室 9/4～12/18 

     木曜教室 9/6～12/20 

         土曜教室 9/8～12/16 

文化ホール教室 9/8～12/16 

先輩と話そう会 9/15(土) 

日曜教室 10/7～2/25 

おやこ会 12/1(土) 

 3月17日、文化ホールにて進級・進学（卒業）のお祝

いに「お楽しみ会」を行いました。 

 まずは、趣味などを聞く質問が書かれたサイコロを振

りながら、全員が改めて自己紹介を行いました。その後

はお菓子やサンドウィッチを頬張りながら、子どもとス

タッフで」一緒にゲームをして楽しみました。 

 「お楽しみ会」は1年の区切りの行事として行って

いますが、終わりの後はまた始まりです。進学が決ま

り新しい場所で勉強を始めるこども、進級が決まり受

験に挑み始めるこどもなど、一人ひとりのこどもが次

のステージを歩み始めることになります。輝かしい未

来に向けてスタッフも一緒に歩みたいと思っていま

す。（鶴田） 

1年間よく頑張りました！ 
   中学生お楽しみ会 

 3月20日（3学期の最終日）に火曜教室では、30分間

勉強をしてから、お楽しみ会をやりました。みんなでス

トローマジックに挑戦。すぐには出来なくて何回も繰り

返し同じ色のストローを引っ張ってようやく成功した時

には「出来た～！」と笑顔がはじけました。 

 次にペットボトルのキャップを誰が一番高く積み上げ

られるかなど、いつもと違った遊

びを楽しみました。 

 最後に1年間よく頑張って勉強

したご褒美として一人ずつに修了

証を手渡しました。（田窪） 

  小学生お楽しみ会 

報告：当会の卒業生が前号発行後に合格を

決めましたので、追加報告いたします。 

千葉県立生浜高校   1名 



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

 新年度が始まり、はや2ヶ月、メンバーも変

わりました。日本語がしっかり定着して修了

した子どもが3人。その代わりに、来日間も

ない中国の女の子が2人加わり、子どもたち

は、全員女の子になりました。 

 スタッフも6月から新メンバーが入り、1対

1体制で落ち着いて勉強できています。去年

からの子どもたちと今年度から入った子どもたちも

国を越え、年齢を超えてだんだん仲良くなり、最初

のなぞなぞタイムも最後のゲームも生き生きととて

も楽しそうです。 

 この調子で日本語をしっかり習得していってほし

いです。（荒井） 

 

 生徒にとって学校での授業を理解するのは難題です

が、ここでの日本語学習や教科学習（主に数学、基礎

計算）が生徒の学ぶ意欲につながることを期待して、

スタッフ一同話し

合いをもとに協力

し て 進 め て い ま

す。（倉持） 

 ・・・木曜教室・・・          ○マンツーマンでプライベートレッスン      

 スタッフは主に日本語担当4名、数学担当2名の計6名。生徒

は中1が2名、中3が3名、既卒2名、高校生2名の計9名です。

高校生は3月まで当教室で学び高校合格したものの、日本語や

数学をもっと勉強したいということで受け入れました。 

 スタッフの共通理解は、出来る限りマンツーマンで指導し

たいということです。今のところスタッフ1名に付き生徒2

名、ある生徒は1時間は日本語、残り1時間は数学というよ

うに取り組んでいます。 
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☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

 私は中国の上海から来ました。上海は中国の東にあ

ります。上海は日本より暑いです。夏は38度ぐらいに

なります。上海のおいしい食べ物は「紅焼肉」です。

材料は豚肉とビールと特別なしょうゆと砂糖です。味

は甘いです。 

 上海の学校は9月に始まる。夏休みは7月から8月ま

です。上海の小学校は5年間で、私は英語と数学が好

きでした。中学校は4年間で、科学と物理はよくわか

りました。 

・・・火曜教室・・・        ○落ち着いて勉強に励む        

  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）  5名 

 木曜教室 17:00～19:00  常盤平駅前教室 中学生等   9名（中国、ネパール）  6名 

 五月十三日やりました。すごい、ちょうあつい日でし

た。わたしは、つなひきをやりました。ダンスをやりまし

た。ダンスの名前はドドド ドラエモン

です。じょうずに、おどれました。はし

るのは、四ばんでした。おねえさんのダ

ンスがちょうきれいでした。ハタが き

れいでした。あつかったので、うんどう

会はいやでした。（原文ママ） 

「うんどう会」 

    佐々木 まなみ 

     （松戸市立松飛台小学校2年） 中国 

「上海のこと」 

     陳 鳴阳（チン ミンヨン） 

      （明生情報ビジネス専門学校） 中国 

（2018年7月10日現在） 



   応援席 

 「今日は何月何日？勉強は何のためにやるの？クイズに答え

て・・・」5分から10分くらい子どもたちに話しかけ、学習がス

タートします。後半15分は好きなトランプやかるた等で楽し

みます。 

 人数が多いと、担当以外の子どもの名前も覚えられず1年が

過ぎてしまったりします。今年は、子ども、スタッフ、皆が名

前を覚え、呼び合える教室作りを目指すため、学習状況や子ど

もの問題を、スタッフ同士が常に話題にし、共有しあっていけ

たらいいなと思っています。（橋田） 

 ・・・土曜教室 ・・・       ○名前を呼び合える教室づくりを 

・・・文化ホール教室・・・   ○新しい仲間を迎え、元気いっぱい     

お詫び：16号2面の王 弘旭さんの出身校は下記の名

称でした。 

朝日日本語学院 → 朝日国際日本語学院 

お詫びして訂正いたします。 
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 中国の紹介したい行事は春節で

す。春節は毎年変わります。2週

間から3週間まです。親族が集

まって、広い机で春巻きや餃子な

どを食べます。「年年有魚」とい

う料理も食べます。来年幸せにな

るようにという意味です。私は春

節が好きです。（原文ママ） 

 4月、ときわ平教室から参加した1年生3名は、新規の2

名と一緒に元気よく学習を始めました。2年

生になった8名は5月に２名退会したものの

ミャンマーから1名新しいお友達（男子）を

迎えました。 

 高校生1名を含む既卒の3名のグループに

は、6月から来日したばかりなのに日本語が

上手な中国籍の男子が参加しました。3年生6名

を加え、生徒数は22名に

なり、教室の中は、今活

気にあふれています。 

（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 12名 

（中国、フィリピン、ネパール、 ベトナム） 

 10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、パキスタン、

ミャンマー、バングラディシュ、タイ） 

 16名 

 今回から、生徒を支援しているスタッフも順次紹介

していきます。 

 荒井 さゆ子（火曜教室） 

 私は4年くらい前に会員になり、小学生のクラス

を担当しています。今年はフィリピンから来た小学

4年生の女の子を支援しています。日本語がまだお

ぼつかないので、休暇でフィ

リピンに帰るとすぐ日本語を

忘れてしまいます。でも戻る

とまたすぐに思い出してくれ

るので、行きつ戻りつしなが

ら上達するのが楽しみです。 



「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：最近、当会に入会したいという生徒が増え、しかも出身国が多岐にわたっています。

この地域でも多文化共生が進んでいるのですね。私たちはそうした生徒を丁寧に見ていきたいの

ですが、スタッフの人数が十分ではありません。お力を貸していただけると幸いです。(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。 

 4月22日（日）好天というよりも夏日に近い1日、総

勢17名で参加しました。毎回、海老名さんのご家族の搬

入搬出のご協力もあり、また、皆さまからの販売提供品

もたくさんいただきました。 

 普段交流の少ないスタッフ間の交流もでき更に柴田さ

んの友だちからの差し入れ（中国風もつの煮込み、漬

物）もいただき、疲れたけど、有意義な一日でした。ご

参加ありがとうございました。 

 後日談 ◎こんなに日焼けしちゃったよ・・・何とか

して⁉  ◎青空の下、こういう行事、楽しくて、私、

好きよ!!（橋田） 

 ★「みらいフェスタ」★ 

       200人もの親子が参加 

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。 

 ★春のフリーマーケット★ 
      よく売れ、よくしゃべり、盛況！ 

 3月24日（土）(10:30～15:30)開催

された「みらいフェスタ」に参加しまし

た。松戸駅西口デッキに出展し、200名

 ご寄付ありがとうございました。（2018年3月～6月） 

  ★事務局設置を総会で承認 

 5月13日（日）10時から12時まで市民会館で平成30年度

会員総会を開きました。会員総数42名のうち37名（委任状

14名を含む）が出席し、総会は成立しました。審議に入り、

昨年度の活動報告及び決算報告、今年度の活動予定、予算な

ど、すべて原案通り可決しました。 

 その結果、新たに事務局の設置が承認され、これまで理事長

が行っていた多岐にわたる仕事の一部を事務局が行うことにな

りました。 

 総会終了後の懇親会では、食事をしながら各教室の様子や、

教え方の工夫などをざっくばらんに話し合うことが出来まし

た。 

林 正信 森田 雅子 加藤 ゆかり 柏木 智恵子 細谷 昭夫 細谷 江浪 長谷部 邦子 篠原 衣美 磯谷 恵子 

高松 潤 高橋 憲子 田窪 いつ子 鈴木 千代子 石井 孝子 三石 治子 西田 ふさ子 原田 敬子 早川 愛子 

緑星会 堂垂 伸治 小原 邦雄 八木 健次 大石 民子（敬称略、順不同） 

以上の親子がゲームに挑戦してくれました。皆、真剣

に取り組んでいました。ピカチュウのスタンプ、国旗

のプレゼントも好評でした。もっと多くの当会の生徒

の参加があるといいですね。（長谷部） 


