
 

 

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10月から、中3生と既卒生

を対象に高校受験に向けての国語、

英語、数学の日曜教室を開催してい

ます。毎年、来日3年以内の受験生

のほとんどは前期で外国人枠を利用

し、作文と面接で受験します。一

方、3年以上の生徒、また後期試験

を受ける生徒は日本人と同じように

教科で受験しなければなりません。 

 今年は通常の教室生以外の外部か

らの参加も

多く、総勢

18名（11

月現在）に

上ります。

スタッフは

会員の中か
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ら国語クラス10名、英語6名、数

学7名が支援しています。 

 生徒の中には、問題に使われて

いる日本語がわからないという初

歩の生徒もいますが、マンツーマ

ンで対応しています。受験まで間

がないので生徒も真剣、スタッフ

も真剣。でも休み時間になると友

達同士、お国言葉のおしゃべりを

楽しみ、励まし合っている熱い教

室です。（神山） 

 

     がんばれ受験生！ 
今後の予定 

冬休みにほんご

教室 

12/25(火) 

   26(水) 

   27(木) 

   28(金) 

 1/ 4(金) 

  5(土) 

3学期の授業  

   火曜教室 1/ 8～3/19 

     木曜教室 1/10～3/14 

         土曜教室 1/12～3/16 

文化ホール教室 1/12～3/16 

日曜教室 10/7～2/24 

スタッフ交流会  1/26(土) 

春のバスハイク  3/26(火) 

先輩に再会、「高校の部活って楽しそう」 

 9月15日（土）3時30分から

5時30分まで、ゆうまつどで

「先輩と話そう会」を開きまし

た。この会は昨年までは6月に

開いてきましたが、今回は高校

選択を考えるこの時期の開催となりました。 

 企画と呼びかけは夏休み中から行いましたが、卒業生への

連絡は苦労しました。それでも高1、高2の卒業生１３名が参

加し、在校生19名、スタッフなど18名、総計50名が参加し

ました。 

 プログラムは初めに、高校生からの報告です。部活で新し

い仲間ができたこと、文化祭の規模の大きいこと、勉強も頑

張っていることなど充実した高校生活

を話してくれました。中学生はそうし

た先輩を頼もしそうに見つめていまし

た。（神山） 

  

★パネルシアターと 

     ともにおやこ会★ 

 12月1日（土）商工会議所4階ホールでおやこ

会を開催しました。参加者は小学生9人、中高既

卒生5人とその家族を

はじめ、まつど地域活

躍塾のボランティア3

人も参加し、総勢47

人でした。 

 初めに恒例の教室紹

介です。小学生のクラ

スは家族と一緒に前に

並び、恥ずかしそう

に、またうれしそうに日本語で自己紹介しまし

た。  

 その後劇団ぱねるんるんによるパネルシアター

が始まりました。「赤ずき

んちゃん」、日本昔話、ク

リスマスソングなどを楽し

みました。 

 最後は小学生による可愛

らしい輪唱が披露され、あ

たたかい会となりました。



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

 火曜教室の始まりは、月日・曜日・天気

の確認から始まります。ここは日本語を外

国語としている子どもばかりなので、間違

えてもみんな温かく、笑う人もいないの

で、子どもたちは、臆することなく、自由

に手を挙げて、発言します。 

 こういう環境は、学校で緊張して過ごし

ている子どもたちにとって、居心地のいい

ものなのだろうと思います。そして、1時間

15分各自の勉強に取り組んだ後は、仲良く

ゲームでもっとリラックス。 

 そして1日の締めくくりは、日本語に重点

をおいたクイズやなぞなぞです。語彙を増や

したり、発音を確かめたり、みんなで同じ問

題に取り組むことも子供達にとって大切な時

間だと考えています。（荒井） 

後から夜まで全部1時間から2時間ぐらい並び

ます。3，4時間並ぶのもあります。 

 午後にはとても暑くなったので、私1人でだ

いたい3，4杯くらいのコーラを飲みました。 

 家に帰る前、大空船で遊びました。でも2人

で3時間立つとつかれるから、父と交代して立

ちました。（原文ママ） 

 ・・・木曜教室・・・          ○2時限に分けて各生徒の課題に取り組み     

 5時から7時の2時間授業を、1時間目（5時から6

時）、休憩（10分）、2時限目（6時10分から7時）と分

け、中学1年は日本語と数学、中学3年は日本語と数学／

作文、高校1，2年は数学、既卒生は日本語と作文を中心

に学習を進めています。高校受験する生徒は、三者面談、

学校説明会を経てほぼ志望校を決め、自分の目標に向かっ

て努力しているところです。（倉持） 
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かけはし ・・・ News Letter     

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

 僕は休の日は、ふつう8時に起きます。顔を洗って

ごはんを食べたら、歯磨きをします。それから、服を

・・・火曜教室・・・        ○温かく居心地がいい場所       

  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 中高既卒生  10名（中国、ネパール、 

     フィリピン、ロシア、パキスタン） 

 6名 

 4月13日は5回目のディズニーランドに行った

日です。でも、今回は母がいませんでした。私と父と友だ

ちと3人で行きました。 

 だいたい8時半ぐらいにディズニーランドに入りました。

遊びに行った時、びっくりしました。人がいっぱいいるの

で、1時間くらい並びます。しょうかないから、ほかの遊び

に行きました。 

 朝だから、人がそんなに多くないかもしれないけと、午

「ディズニーランドの1日」 

       Y.  E.    中国 

「休日の過ごし方」 

          I.     K.         中国 

（2018年12月8日現在） 



   応援席 

 小学生の賑やかな教室で

す。毎回授業が始まっても母

国語でのおしゃべりがやまな

い仲良し二人組を、担当ス

タッフと話して席を離してみ

ました。 

 教室に入ってきて驚いた一人はプーとふくれて泣きながら帰

ろうとします。その時、ある先生が「そんなことで勉強しない

なら家に連絡しておきますから、はい！帰りなさ

い」ときつく言いました。その子はとまどっていま

したが、機嫌を直し勉強を始めました。 

 子どもにはつい甘い顔をしてしまいがちですが、

時には毅然とした対応も大事なのだと思った出来事

でした。（中尾） 

 ・・・土曜教室 ・・・       ○時には毅然として 

・・・文化ホール教室・・・   ○みんなの前で書いて読むのも勉強だ    
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着ます。9時半から柏駅のパレート柏の教科勉強があり、

11時半まで勉強します。勉強が終わったら、1回家に戻り

ます。昼ごはんを食べて、もし時間があったら、少しゲー

ムをやります、2時半に家を出ると、バスに乗って、柏駅に

着いたら、松戸への電車に乗ります、そして、外国人のた

めの勉強会に行きます、3時半から5時半まで、4時半のと

き、休けいがあります。勉強が終わっ

たら、柏駅に戻って、何か食べ物を食

べたら、塾の勉強に行きます。塾は駅

の隣にあります。7時半から9時10分

まで。家に帰ったらもう10時、ちょっ

と勉強したら寝ます。（原文ママ） 

 文化ホール教室では授業の冒頭30分間、漢字・英語・数

学の一斉授業をしています。漢字の日は当会で作った『外

国人の子どものための漢字300』から1語を選び、生徒に

その文字を使った短文をつくらせ、黒板に書かせていま

す。始めは恥ずかしがる生徒もいましたが、今では喜々と

して黒板に向かう生徒が増えました。 

 個別の授業では1年生は主に学校の授業に沿った学習、2

年生は来日したばかりの生徒が多いので、日本

語指導、3年生は作

文など受験勉強をし

ています。（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  12名 

（中国、フィリピン、ネパール、ベトナム） 

  ９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 

中既卒生  19名（中国、フィリピン、 

         ネパール、タイ、インド） 

 15名 

 高橋 憲子（文化ホール教室） 

 9年前から、文化ホール教室で

中学生を担当しています。特別枠

（来日3年以内）の、作文と面接で高校受験する生

徒さんへの作文指導の経験が長くなりました。「窮

すれば通ず」という言葉どおり、試行錯誤を続けな

がらも結果は楽しく、しかもやりがいがありまし

た。 

 最近は、作文のマニュアルにそいながら、会話を

てがかりに、学習者の個性をみつけて、その表現を

サポートするように努めています。 



「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：友人に「外国の生徒に教えている」というと、「英語が必要なの？」と聞かれます。生

徒の出身国は英語圏だけではないので、英語よりも日本語で丁寧に説明することが大切です。当会

では生徒が徐々に増えてきているので、スタッフを求めています。お仲間になりませんか。(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。 

 11月24日（土）

10時から15時半ま

で、21世紀の森と広

場で開催された「松戸

市国際文化祭＆モリヒ

ロフェスタ」に当会か

ら出店をしました。 

 恒例の「羊の中に犬が一匹」と「世界の国の挨拶」

のゲームを楽しんでもらいました。親子連れはもちろ

ん、年配の方が脳トレになると挑戦してくれたり、若

い頃アジアを放浪の旅したお父さんが各国の「ありが

とう」と「こんにちは」をスラスラ答えるなど、数多

くの出会いがあり、当会のPRとなりました。（田窪） 

 ★好天のフリマ★ 
      会員同士の交流も楽しく 

 ★松戸市国際文化祭★ 
             ゲームが大好評！ 

 10月28日（日）、秋晴れの空のもと、新松戸中央公

園でのフリーマーケットに参加しました。参加スタッフ

は総勢14名で、交代で会員からの献品を販売しまし

た。この賑やかなフリーマーケットの様子は翌日の朝日

新聞に大きく掲載されました。 

 会場では小学生、中学生クラスのスタッフが久しぶり

に会い、お喋りしながらの楽しい時を過ごしました。品

物を提供してくださった方々も多くありがとうございま

した。お疲れさま

でした。次は来春

4月後半の予定で

す。（橋田）   

 ご寄付ありがとうございました。（2018年7月～11月） 

中村 敏子 北山 理恵子 岡田 美江子 坂本 建彦 藤戸 一七 松澤 秀行 大内 晧美 瀧川 浩彦 浦田 早知 

三石 俊彦 西宮 香代子 神谷 日出夫 杉内 郁子 河野 萬里 松久 秀雄 小野 桂子 末永 亮子 衣笠 泰弘 

梅田 敏郎 西田 ふさ子 岩田 勝義 久保田 浩 林 ミツ子 吉谷 俊子 馬場 信彦 池田 育子 篠原 衣美  

鈴木 伸幸 仁木 茂（敬称略、順不同） 


