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 9月29日（日）、松戸商工会議

所で、講演会＆ワークショップ『母

語も大切に～外国にルーツを持つ親

子のために～』を開催しました。 

講師には上智大学短期大学部教授宮

崎幸江先生をお呼びし、母語の意義

について学びまし

た。参加者88名の

うち外国ルーツの人

が49人、母語も17

言語に及びました。 

 先生は参加者に呼

びかけ皆を引き付け

ていくので、会場はとても盛り上が

りました。「母語を教えられるのは

親だけです。親子の絆となるだけで

なく、小さい時に母語をしっかり発

達させることは長い目でみて子ども
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の日本語の発達と勉強にも大切で

す。」との話に参考になったと意

見が寄せられました。 

 後半は当会卒業生3人が自らの

苦労や体験を発表してくれまし

た。この日午前中は宮崎先生によ

るスタッフのためのDLA研修会

もあり有意義な一日となりまし

た。（中尾） 

    講演会『母語も大切に』、大盛況 
今後の予定 

冬休み教室 12/24(火) 

 ～27日(金) 

1/4(土), 

      5(日)  

3学期の授業  

   火曜教室 1/ 7～3/24 

     木曜教室 1/ 9～3/19 

         土曜教室 1/11～3/21 

文化ホール教室 1/11～3/21 

スタッフ交流会 1/25(土) 

みらいフェスタ 3/28(土)    
 

バスハイク  
3/26(木) 

 

初めての“小学生のおやこ会” 

            大盛会！ 

 12月7日（土）午前9時半から11時半まで常盤

平市民センターで「おやこ会」を開催し、参加者

は、小学生15人、父母8人、兄弟2人、スタッフ

13人、ゲスト3人の総勢41人でした。 

 今回初めて小学生だけを対象とし、火曜教室は

「おおきなかぶ」の劇、土曜教室は「こぎつねまち

へいく」と「したきりすずめ」の紙芝居をやりまし

た。十分な練習時間が取れなかったにもかかわら

ず、子どもた

ちはそれぞれ

の役になり

きって頑張り

ました。 

 また、松戸

奇術会の小暮

英夫さんによるマジックショー、作文発表、お楽しみ抽

選会、おやつタイ

ムなどもあり楽し

いひとときを過ご

しました。  

（田窪） 

 

 NHKで当会の中3、紹介 
 11月19日（火）の朝の「おはよう日本」、およ

び12月5日（木）の夕方の「首都圏ネットワーク」

で、「増える外国人の子ども 高校受験の壁」が紹

介されました。その事例として当会の中学3年生でネ

パール出身のS・S君が取り上げられました。中学校

や当会で一生懸命勉強する姿や、学校で友だちと賑

やかに遊ぶ様子などが紹介されました。放送後は外

国人の子どもを支援したいとの申し出も多数受けま

した。 



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

 どの国の子どもたちも

皆、歌が大好きだ。火曜教

室では授業の終わりに、

12月7日の「おやこ会」に

向けて「あわてんぼうのサ

ンタクロース」の歌を練習

している。日本に来たばか

りでまだ字も読めない子

も、長く在住している子どもたちと一緒に楽しそうに

歌っている。本番では火曜日、土曜日のそれぞれのク

ラスの出し物やマジックもある。きっと子供たちの顔

が輝くことだろう。その笑顔こそがスタッフへのご褒

美である。（伊藤） 

 

 

子」をほおばったりして、短い

時間を過ごしている。 

 そろそろ中3生徒は、受験体

制に入る。志望校によって、作

文や面接の練習が始まる。来春

には皆そろって、合格の喜びを

わかちあいたい。（三石） 

 ・・・木曜教室・・・                         ○時には心づくしの「お菓子」も     

 半年間の休みの後、スタッフとして教室に戻った

ら、新しい生徒が増え、さらに彼らの出身の国もバ

ラエティに富んでいるのに気が付いた。さらに秋に

は、新規入会の生徒が増えるのだが、スタッフの数

や教室のスペースの制約から、「待機生徒」が出る

のは、申し訳ないことだ。 

 休憩時間にはそれぞれにコンピューターゲーム

に興じたり、スタッフからの心づくしの「お菓
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・・・火曜教室・・・      ○歌が大好き     

  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   8名（中国、フィリピン）  7名 

 木曜教室 17:00～19:00  常盤平駅前教室 中学生    11名（中国、フィリピン、 

     スリランカ、ロシア、パキスタン） 

 8名 

 ぼくは夏休みに中国の朝ように行きました。そこで光

明小学校の友達3人とぼくでけいたいのマインクラフト

とドッジボールをしてあそびました。楽しくて面白かっ

たです。 

 おなじ日にレストランの喜多多貴寀楼で、いっしょに

あそんだ友達といろいろなしゅるいのご飯を食べまし

た。魚が一番おいしかったです。オレンジジュースをの

みました。料理は全部おいしかったです。また友達とあ

そびたいです。（原文ママ） 

「夏休みの思い出」 

   小学校4年  K. R. 中国 

（2019年12月現在/ 生徒総数51名 スタッフ総数45名） 

 応援席 

   島津 和代（文化ホール教室） 

 私は文化ホール教室で、タイから来た中

2のN・Sさん、中国から来たK・S君を1

年の時から学習支援をしております。 

 2人とも、英語が得意でスピーキングとリスニングが優れ

ています。N・Sさんからは先日、英語のスピーチコンテス

トで準優勝との嬉しい一報もありました。K・S君は自分の

レベルより上の問題集に挑戦し、できた時は嬉しそうににっ

こりします。そして休憩時間には、ほかの国のお友だちとも

会話を楽しんでいます。今後は、英語への関心を日本語にも

向け語彙を増やせるよう共に歩んで行きたいと思います。 



 私は今年4月から「勉強会」に参加するようになり、半年が

過 ぎ ま し た 。 初 対 面

だった子供たちとは、

私なりに何とか打ち解

け る こ と が で き 、 学

校・家庭での生活・余

暇のことなど会話も弾

み、日本での生活を楽

しく過ごしていることが理解できました。 

 これまでは、子どもなりに戸惑いながらの日常生

活だったでしょう。しかし勉強会を通じて日本語を

知るよろこび、新しい発見・行動を学び、将来に向

かってこれからも共に充実した時間を過ごし、外国

の子供たちが日本という異文化の中で生活する大変

さを理解し、日本語の勉強がしやすくなるよう、力

を添えたいと考えています。（青木） 

 ・・・土曜教室 ・・・        ○勉強会に参加して 

・・・文化ホール教室・・・    ○今学期は「松戸東口会館」で   
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 「将来の夢」 

    中学校3年  Y.   H.  中国 

 私の将来の夢は有能な調理師になること

です。それにはきっかけがあります。私が

小学校3年生の時、母が風邪をひきまし

た。母はご飯を作れなくなりました。そこ

で私は母のために卵料理を作りました。母

はとても喜び、その時の母の笑顔は今も忘

れません。その時の私にとって、料理を作

ることは難しいことでしたが、料理で人が笑顔になること

を知りました。 

 調理師の資格が取れたら外国で働いてみたいと思ってい

ます。そのため私が高校に入ったら、一番勉強したい課目

は英語です。私は中国語を話しますが、中国語は世界で最

 文化ホール教室は、松戸文化ホールフロア改修工事のため9

月から来年3月まで松戸駅東口から徒歩数分の「松戸東口会

館」で開かれています。当教室では中学生22人がスタッフの

もと学習に励んでいて、日本語がまだ馴染んでいない生徒はス

タッフの丁寧で工夫された指導で、少しずつ向上しています。

また3年生は学校での授業を補うための学習、高校受験に向け

て作文指導などに取り組んでいます。来春には、この努力が実

ることを願っています。（今井） 

 

  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、ベトナム、カナダ）    ８名 

文化ホール教室 14:30～16:30 東口会館 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） 

 22名 

も使われている言葉です。英語をもっと勉強して、日本

語、中国語、英語の三つの言葉を自由に話せるようになり

たいです。 

 高校を卒業した後は、まず英語を学べる学校に入っ

て、英語の勉強を続けたいです。その後、調理師の資格

を取って外国で働いてみたいと思っています。 

 私の父は、日本で中華料理店を経営しています。私は

小さい時から調理師の父が働くのを見てきました。父

は、最初は調理師として働いてその後経営者になりまし

た。父は中国から来て、日本で成功しました。私は父のこ

とを尊敬しています。私は日本で生まれましたが、三つの

言葉を使って、アメリカで中華料理店を開きたいと思って

います。そして将来、父と母の生活を助けたいと思ってい

ます。（原文ママ） 



  万が一に備えて、避難訓練 

         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：この秋から半年間、文化ホール教室が工事で使えなくなりました。代替え教室を探して

いたところ、地元の商店街が施設を快く貸してくださいました。生徒たちの学び、そして私たちの

活動が多くの方々に支えられていることに感謝せずにはいられません。(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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よび面接の練習をします。 

 国語では毎回テーマを設定して、作文

に取り組んでいます。日本語のレベルは

まちまちですが、スタッフの適切な質問に答えているう

ちに、書くべき内容がまとまってきて、その生徒なりの

作文が書けるようになります。みんな来年2月に迫った

高校受験のために、真剣に取り組んでいます。（石井） 

        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。 

新教室トライアル、助成事業に決定 

 当会では松戸市の令和2年度市民活動助成制度ステッ

プアップ助成に応募し、10月20日（日）の審査会で採

択されました。交付される助成金は、増え続ける生徒た

ちのために、新松戸に新教室を開設するトライアル事業

に使います。 

 事業開始は来年4月からですので、正式には4月に先

生と中学生の募集を開始して、9月から教室を始める予

定です。 便利で通いやすい教室を目指しますので、先

生になれそうな人や近くに住む外国人中学生たちに新松

戸教室のことを知らせてください。（森田）   

 ご寄付ありがとうございました。（2019年８月～12月） 

 １１月３０日（土）、文化ホール教室（松戸東口会

館）では、地震発生を想定した避難訓練を実施しまし

た。学習の途中で、スタッフの「地震だ！」の声で、生

徒たちはテーブルの下にもぐり、身の安全を確保しまし

た。約１分後地震がおさまったとして、スタッフの指示

のもと教室の前庭に避難したのち、全員の点呼を採って

終了しました。地震被害が大

きい場合には、さらに安全な

場所へ避難し、保護者には迎

えに来ていただくお願い文書

も配布しました。（今井） 

西田 ふさ子 荒井 美津子 鷲見 冨士子 松久 秀雄 神谷 友輔 池田 育子 小野 廣子 篠原 準子 植山 敬子 

神谷 日出夫 鈴木 千代子 田窪 いつ子 （敬称略、順不同）  

日曜教室、始動。がんばれ！受験生 

 今年も10月から2月まで毎週日曜日に、高校受験対

策のための特別な教室が始まりました。生徒は当会の体

く勉強会に来ている生徒と、この教室に初めて来た生徒

がいます。隔週で英語・国語と数学を交互に学習し、冬

休み期間中6日間、外国人特別枠の受験で重要な作文お


