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

 冬休みにほんご教室の時期になる

と中学3年生、既卒生は一気に受験

モードに入ります。多くの生徒は作

文と面接で受ける外国人枠を使うの

で、この時期に集中的に訓練しま

す。 

 中3担当スタッ

フが面接官にな

り、面接会場へ

の 入 り 方 、 姿

勢 、 応 答 の 内

容、日本語の使

い方など細かくチェックします。毎

年、この時期に専修大学松戸高等学

校の生徒のボランティアを迎えます

が、今年は先生も面接官として参加

してくださいました。 

 また今年から、松戸市立松戸高等
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学校にも外国

人枠ができ、

進路の選択肢

が広がったこ

ともあり、生

徒たちは積極

的にチャレンジしました。 

 一方、秋から始めた教科学習の

日曜教室も2月24日まで行いまし

た。最後の日は前期試験合格発表

後でしたが、17人中13人が出席

し、皆で中学での学習の総復習に

励みました。よく頑張りました。

（神山） 

 

    寒さを乗り越え、花が咲いた！ 
今後の予定 

みらいフェスタ 
3/23(土) 

    

進級進学おめで

とうバスハイク 3/26(火) 

１学期の授業  

   火曜教室 4/ 9～7/16 

     木曜教室 4/11～7/18 

         土曜教室 4/ 6～7/13 

文化ホール教室 4/ 6～7/13 

春のﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 4/21(日) 

総会 5/12(日) 

先輩と話そう会 6月下旬 

  

  小学生、専松で学ぶ 

 ２月9日（土）、専修大学付属松戸高等学校の福

祉活動教育の一環で、小学生教室の子どもたち12

名が1年1組36名による理科の手作り授業に招待さ

れました。 

 化学反応でボウルいっぱいの泡が発生する『象の

歯磨き粉』、生卵を何で包ん

だら衝撃に耐えるかをためす

『egg drop』など、小学生に

も興味がわく２つの実験を準

備してくれました。 

  後半は広い体育館で高

校生と小学生が一緒にド

ロケイで駆け回り、すっ

かり仲良しに。授業や交

流の準備も周到で私たち

スタッフは本当に眺めているだけでした。若い力は

素晴らしいと思った一日です。（中尾） 

 ◦高校生からの声◦ 
 今回はこのような機会をいただき、誠にありがとうござ

いました。私達１年１組は、今回の特別活動を「勉強を教

えるのではなく、勉強をするきっかけを作ってほしい」と

いう思いをこめて行いました。子ども達が実験に驚いた

り、ドロケイで高校生と笑いあっている姿を見て私達一同

も学ぶことが多かったように思います。高校生、子どもた

ち一人一人が成長できた活動だったと思います。（T. O.） 

県立松戸国際高等学校           ２名 

県立松戸高等学校             ２名 

県立船橋古和釜高等学校          １名 

県立流山北高等学校            ４名 

県立松戸南高等学校（午前部）       1名 

    〃    （夜間部）       １名 

松戸市立松戸高等学校           ５名 

柏市立柏高等学校             １名 

私立千葉英和高等学校           1名 



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

 2 月 か ら 若 い 男 性 ス

タッフが加わり、一年生

の男の子を担当していま

す。他のNPOで中学生に

数 学 を 教 え て い る そ う

で、ちょっと勝手が違う

ようですが、楽しそうに

勉強しています。 

 それぞれがレベルに合わせた勉強をやったあと、最

後の短い時間で全員が一つのことをやるようにしてい

ます。生卵とゆで卵の見分け方、手や木などの一文字

探し、文房具にはどんなものがあるか、「ドキドキ」

「わくわく」はどんな時に使うかなどを答えてもら

い、最後にはなぞなぞで締めくくりです。楽しかった

という気持ちのまま帰り、次の週も元気に来てくれる

よう心掛けています。（田窪） 

が落としたらわれませんでした。 

 さいごにおにごっこをして、お

ににならなくて、とてもたのし

かったです。（原文ママ） 

結果は悲喜交々だが、生徒とスタッフが一丸となった

入試への取組は双方にとって貴重な体験だ。（里田） 

 ・・・木曜教室・・・             ○入試本番を想定した新たな試みにチャレンジ     

 1，2月は中3生にとって入試への正念場。今年は新たな

試みをした。本番を想定し、中3生5人が一斉に、それぞ

れ自分で書いて覚えた作文を50分以内に書くというこ

と。全員が時間内に書き終えた。次はその作文を皆の前で

読むということ。全員がはっきりと読めた。 

 聞いていた1年生は「すごかった！」との感想。スタッ

フは「よくぞここまで成長した」と目がうるうる。入試の
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かけはし ・・・ News Letter     

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

 私は火曜日の「外国人のための勉強会」に行きま

す。まず勉強会のみんながそろったら、あいさつをし

・・・火曜教室・・・      ○終わりの時間にみんなで勉強、みんなでなぞなぞ      

  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 中高既卒生  ９名（中国、ネパール、 

     フィリピン、ロシア、パキスタン） 

 ７名 

 2月9日、専修松戸高校でお楽しみ会がありました。高校

のお兄さんとお姉さんといっしょにいろんなことをしまし

た。 

 まずグループで実けんをしました。コップに液体を入れ

て、絵の具を入れてから、もう一度液体を入れると、あわ

がとつぜん出ました。わたしはびっくりしました。 

 次に卵をいろんなものにつつんで、十メートルぐらいの

高さから落として、われるかどうかをやりました。わたし

「おたのしみ会」 

     小学校3年  H. K. 中国 

「火曜日の勉強会」 

       小学校5年   M.    M.     フィリピン 

（2019年2月現在/ 生徒総数47名 スタッフ総数41名） 



   応援席 

 土曜教室では、11時から

12時半にかけて、小学生12

名（中国、ベトナム、ネパー

ル、フィリピン）とスタッフ

10名で和気あいあいと学習

に取り組んでいます。休み時

間になると共通言語である日

本語で｛最初はグー、じゃんけんぽい！」と、当たり前のよう

にじゃんけんをして、すっかり日本文化に溶け込ん

でいます。 

 この「かけはし」が出る頃には、小学六年生の3名

は卒業して、ピカピカの中学一年生になっているこ

とでしょう！頼もしくもあり、またちょっぴり寂し

く感じられるこの季節です。（小野） 

 ・・・土曜教室 ・・・       ○最初はグー、じゃんけんポイ！ 

・・・文化ホール教室・・・    ○２０分（ぶん）の１から２０分の２０に    
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ます。きょうの日にちと天気を先生が聞くので、手をあげ

てあたった人が答えます。それから宿題のわからない所を

先生に教えてもらいます。漢字や算数や家庭科の勉強をし

ています。家庭科ではJISマークの勉強をしました。学校で

テストがある時は、家でも勉強をしています。 

 外国人の勉強がおわったら、いろいろなゲームをした

り、本を読んだりします。わたしは、オセロが好きです。

やるあいては、先生です。と

きどき勝ちます。勉強のおわ

りには、さいごになぞなぞが

あります。私は、よくあたり

ます。（原文ママ） 

 私はこの会に入って3年たちま

すが、生徒に初めて接したとき基

礎学力のなさに愕然としました。

そして彼らの親たちの無責任さに

腹が立ちました。しかし生徒たち

がこの会に巡り合ったのは本当に

よかったと思います。 

 学校のクラスにおいては20から30分（ぶん）の1

という孤立した状況（外国人生徒の割合）が、ここ

では20分の20という存在になり、先生にも存分に

関わってもらえるからです。しかも日本語にあふれ

る環境にあります。毎回行っている漢字、英語、数

学のチェックも知識の不足の箇所、間違って理解し

ていたことの発見に役立つと思います。（湯川） 

  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  12名 

 （中国、ネパール、フィリピン、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 

中既卒生  20名（中国、フィリピン、 

         ネパール、タイ、インド） 

 18名 

 小野 廣子（木曜教室、土曜教室） 

 私は、去年の夏から常盤平教室

で、中学生と小学生の学習の支援

をしています。中学生のクラスで

は、中国から来た中学一年生に数

学をサポートしています。来日し

てまだ一年半ですが、日本語はめ

きめき上達し、中国人の両親と私達の間に入って通

訳も出来るようになりました。この活動に参加して

半年ですが、外国人の子供達を介して異文化に触

れ、その喜びを糧に支援を続けていけたらと思って

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：1月末の昼食時間にスタッフ交流会を開き、17名が参加しました。会場は八柱にある生

徒の保護者の店「紫福坊」でした。美味しい中華をコースで味わいながら、普段会えない者同士が

交流でき、活動を広げ、深めることが出来たと思います。(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。 

 昨年秋、8人のプロジェクトチームを作り、講演会

「母語も大切に」の開

催のために生活クラブ

のエッコロ福祉基金に

応募しました。 

 外国人の子どもたち

が日本語を習得する一

方で、本人のルーツにつながる母語を失っていくこと

の問題点を考えます。講師は多言語で育つ子どもの教

育を研究している先生にお願いする予定です。 

 この内容で審査を通過し、3月8日（金）、千葉市で

助成金の贈呈式がありました。会場には当会を含め地

域を支援する11団体が集まり、情報交換もしました。

今後は9月に開催予定の講演会に向けて活動を始めま

す。会員のみなさん、御協力をお願いいたします。

（中尾） 

★大切な仲間の訃報に接して★ ★生活クラブの 
   エッコロ福祉基金の助成決定★ 

 ２月13日（水）、会員の高松潤さんが急逝されまし

た。高松さんは10年前から当会に入り、文化ホール教

室で中学生を担当してきました。高松さんは歴史をやさ

しい日本語で面白く教えてくれる先生として、人気があ

りました。また、当会の認定NPOの資格取得に大変尽

力し、理事として、事務局長として大活躍でした。一緒

に参加した行事も数え切れないほどです。 

 心よりご冥福をお祈りいたします。（神山）   

 ご寄付ありがとうございました。（2018年12月～2019年２月） 

瀧川 浩彦 金本 光弘 久保田 浩 伊藤 浦子 高松 實 （敬称略、順不同） 

 2月2日（土）、土曜教室では授業

の後に「豆まき」をしました。生徒

の中で2人が鬼の面をかぶり、他の

生徒たちが「鬼は外、福は内」とか

け声をかけながら豆をまきました。

鬼もそうでない子も大喜びでした。でも、終わった後、

床に散乱した豆拾いがとても大変でした。（小野） 

★「鬼はぁ外、福はぁ外」★ 

 贈呈式にて 後列左端が当会会員 


