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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 2 6 日

（火）、恒例

の「進級進学

おめでとうバ

スハイク」を

行いました。

今年の行き先

は「葛西臨海

公園水族館」

と「おもしろ消しゴム工場」です。 

 小学生18名、中学生12名、保護

者6名、スタッフ9名、総勢45名の

バスいっぱいの参加でした。水族館

では自由に魚を見てから海に面した

休憩所でお弁当をほおばりました。

中学生たちは観覧車にも乗りまし

た。 

2019年 7月19日 発行 

270-0034      

千葉県松戸市新松戸７－517 

TEL 047-345-2051 

会報 Vol.20 

ESCO 

Email : gaikokukodomo@msn.com 

URL : http://gaikokukodomo.wordpress.com 

 消しゴム工場

では製造過程を

見学した後、パ

ズル型の消しゴ

ムを組み立て、

何百種類と置い

てある売店で買

い 物 を し ま し

た。（神山） 

 

 

  

    進級・進学おめでとう！ 
今後の予定 

夏休み教室 
7/23(火) 

 ～27日(金)   

2学期の授業  

   火曜教室 9/ 3～12/17 

     木曜教室 9/ 5～12/19 

         土曜教室 9/ 7～12/21 

文化ホール教室 9/ 7～12/21 

講演会 

「母語も大切に」 

9/29(日) 

日曜教室 10/6～2020. 

       2/23   
 

 

「先輩と話そう会」 

       中1から高3まで大集合 

 6月22日（土）3時30分から5時30分まで「先

輩と話そう会」を開催し、61名もの参加がありま

した。内訳は卒業生17名、在校生19名、父母1

名、スタッフ22名、見学者2名でした。卒業生は

一人ひとり高校生活の楽しさを話してくれました。

その後、ギター演奏とビンゴを楽しみ、最後はお

しゃべりで大いに盛り上がりました。 

 この日、在校生たちは日ごろの勉強会では見せた

ことのない顔を見せてくれました。いつもは一時間

も過ぎればそわそわ気もそぞろになるのに、外国人

の子ども同士がすぐに仲間になって、夢中で話して

います。それぞれの学校では少数派である彼らが何

の違和感もなくまとまってゆく姿を見て、まさに、

共存のための社会環境を作っていくことの重要さを

認識させられました。 

  それにしても、会を卒業して3年経った高校3年生まで

もが駆けつけてくれたところに、ここで一緒に学んだ時

間が彼らの中に強い絆を作ったのだと感じた次第です。

（飯野） 



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

 火曜教室には最近新しい子どもが増えてきています。以

前から長く通っている子どもたちの中には、そうした新し

い仲間に興味津々な子もいます。 

 偶然にも最近入った1年生の誕生日が以前から通ってい

る3年生の誕生日と同じだったのですが、3年生はまだ数

回あっただけなのに、そのことを覚えていました。そう

いった雰囲気ですので、お互い物怖じせず交流しており、

なかなか賑やかな教室になっています。（平野） 

 

 

 

 

 

 

 赤組819点、白組759点、僕は白組でまけた。で

も、おうえんしょうをとりました。うれしかった。 

 中国はうんどうかいはありません。まだわからな

いけれどたのしかったです。（原文ママ） 

る、いつも見直しが必要だよ」とアドバイス。さて

さて本番でやってくれるか。 

 英語は、習ったはずの単語でもでたらめな発

音、声を出しながら繰り返し読みの練習、本人は

笑いながら「疲れたー」と最後に一言。（森田） 

 ・・・木曜教室・・・                         ○「君はやればできる」     

 私は現在中国から来日した中学

2年生男子を教えています。数学

は学校のテスト結果、出来なかっ

た多項式問題を20問。不正解の

見直しを命令、「そうだ」と声を

だし、消しゴム屑の山を出しなが

らすべて正解。「君はやればでき
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☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 教室だより ☆ ☆ ☆   

・・・火曜教室・・・      ○ものおじせずに友だちづくり      

  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 中高生     ６名（中国、フィリピン、 

                 ロシア） 

 ７名 

 先週、うんどう会をしました。お母

さんがきました。お父さんはしごとで

きませんでした。きてほしかったで

す。 

 中国からきたソーランぶし、「ドッ

コイショ、ドッコイショ、ソーラン、

ソーラン。」とやった。 

 ときょうそうは一番うしろでビリ

だった。くやしかった。 

「運動会」 

     小学校3年  Y. S. 中国 

（2019年６月現在/ 生徒総数42名 スタッフ総数40名） 



 常盤平の教室で外国人の小学生に日本語を教えるようになっ

て一年弱。教員経験があるわけでなく、先輩の先生たちの教え

方を見ながら、手探りでやってきた。子供たちが日本語を覚え

ていくスピードは早く、数か月で最低限の意志の疎通ができる

程度には話せるようになる。しかし助詞を抜かしていたり、言

い回しが違っている時は、その都度直すようにしている。大人

なら通じればいいと見逃すこともできるが、子供はこれから日

本の高校や大学に行くかもしれないと思うと、正しい日本語を

教えなければと思う。子供たちの成長していく姿を

見ることがこのボランティアを続けるエネルギーに

なっている。（石井（輝）） 

 ・・・土曜教室 ・・・        ○外国人の子供たちに日本語を教えて 

・・・文化ホール教室・・・    ○まずはオープニングレッスンで   
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 4月から文化ホール教室では、オー

プニングレッスンと名づけた20分間

の一斉授業を実施しています。生徒た

ちが個別の勉強時間に入る前のウォー

ミングアップと位置づけています。学

習内容は、日本語の読む・書く・話す

をメインにしています。 

 生徒の日本語の能力にはかなり

の差がありますが、程度の差こそ

あれ、自分の気持ちを文章や声に

出して表現するのが苦手な子がほ

とんどです。少しずつでも生徒た

ちの能力を高めていければとがん

ばっています。（田原） 

当会の活動、NHKのニュースで紹介される 

  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   ９名（中国、ベトナム）    ８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   21名（中国、フィリピン、タイ、 

      バングラディッシュ、ネパール） 

 19名 

 6月21日（金）、日本に住む外国人の日本語習得を後押しする

「日本語教育推進法」が参議院本会議で可決されました。 

 それに関連したニュースとして21日（金）午後9時のNHKニュー

スウォッチ9で、火曜教室の様子、海老名理事長のコメントが放送

されました。また反響が大きいという事でNHKは7月1日（月）午

後5時のシブ5時でも新たな編集で放送しました。 

 今後、日本にくる外国人は増え、外国人の子供たちも確実に増え

るでしょう。この法律は、子どもたちの日本語学習の進展に大いに

役立つはずです。私たちスタッフも、小さな力を重ねて、子どもた

ちへの支援を続けていきたいと思いました。（神山）   

 応援席 

      吉道 正夫（文化ホール教室） 

 中学1年生4人を4人のスタッフで担当して

います。小学生から教室に来ている2人は日

本語を十分に話せますが、教科の面では課題

があります。中学からの参加した生徒はまだ

話し方が遅く、最近来日した生徒は全く日本

語が話せません。中学生は高校受験が視野に

入ります。教室で作成した算数・数学ワーク

ブックや「ang KANJI 80～」を使って、理

解度を確認しています。できるだけ授業に追

いつけるよう支援したいと思います。 



全体会〈どうなる、どうする移民政策〉6/2 

         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：この春、来日して1週間くらいの中学3年生が当会に入会しました。初めはうつむいて声

も小さかったのですが、徐々に母国語で話せる友達をつくり、「先輩と話そう会」では笑顔で話の

輪に入っていました。子どもの能力、たくましさに勇気づけられます。(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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 在日でありながら別々のルーツを持つ外国人夫婦の子育

ての報告では、家庭の母語教育に鬼母と言われながらも引

かずに貫いた努力が語られました。この分科会を準備した

グループのいる神奈川県では、すでにいろいろな言語の

『母語教室』が活動していて、教室の確保など手助けしな

がらも、実質教えることを担っているのは親が多いそうで

す。言葉だけでなく民族を継承するには1番だと思いまし

た。（中尾） 

分科会〈母語教育と外国人の生活〉6/1 

        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21日（日）新松戸中央公園で行われた恒例

のフリマに今回も参加しました。総勢14名の当会

のスタッフが参加し、晴天の下多くのお客様を迎え

ました。 

 このフリマで久しぶりに顔を合わせたスタッ

フもいて、お喋りをしながら楽しい時を過ごし

ました。また教室の子どもたちも何人か来てく

れ、フリマを楽しんでいたようです。次回は

10月、秋のフリマの予定です。（橋田） 
 ご寄付ありがとうございました。（2019年3月～7月） 

 講演はまず2018年に改正された入管法の制度解説に始ま

り、移住連からの政策提言と続き、そして最後に複数名による

ディスカッションが行われました。印象に残っていることは、

ディスカッションにおいて、「多民族・多文化共生社会」の実

現に向けて議論される中で、ある登壇者が「どれだけ気持ちに

寄り添えるか」という「情的理解」がとても

大事だと発言したことです。人と人との関係

は、国籍や民族を超えて、互いに相手の立場

に立ち、心と心を通わせることが大切だと感

じました。（鶴田） 

瀧川 浩彦 森田 雅子 小泉 一成 木村 信子 松川 光夫 柏木 智恵子 西田 ふさ子 加藤 ゆかり 小山田 美和子 

島津 和代 湯目 勇造 磯谷 恵子 三石 治子 原田 敬子 岡田 美江子 田窪 いつ子 長谷部 邦子 三ッ國 千恵子    

八木 健次 石井 孝子 小野 廣子 廣田 泰夫 米山 衣江 高松 美栄子 神谷 昭 匿名希望 （敬称略、順不同） 

★春のフリマ大盛況★ 

『移住者と連携する全国フォーラム東京2019』 

講演会「母語も大切に」準備進む 
 当会では9月29日（日）午後1時30分か

ら午後4時30分まで、松戸商工会議所にて

講演とワークショップ「母語も大切に」を

行います。これに先立ち、会員が関連の講

座を受けてきました。 


