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 新型コロナウイルス感染拡大という未曽

有の状況の中、入試が終わりました。合格

者は、最初に私立高校に2名、続いて千葉

県立・市立前期選抜で8名、後

期選抜で4名、2次募集で2名、

東京都立2次募集で1名でした。 

 前期で合格できた生徒は幸い

でした。後期、2次募集と何度

も受けることになった生徒は休

校になった中学の担任から電話で指示を受
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けながら挑戦していきました。いつ

もより大変であったと思われます。 

 一方、志望校に合格出来ず、帰国

を決めた生徒が1名出ました。 

 受験生全員、本当

に よ く 頑 張 り ま し

た。それぞれの進学

先で、大きく成長す

ることを祈っていま

す。（海老名） 

    卒業、おめでとう！ 
 今後の予定 

 

卒業生からのおたより 

 この1年間で本当にありがとうございました。この

1年間で、たくさんの、日本語、数学、英語、いろい

ろ勉強をしました。本当に大変でした。でも合格しま

した。高校に入学できてとても良かったです。 

 一番思い出すのは、日曜教室のことです。私は先生

に大きな声で注意されました。その時は英語の時間で

したが、私は数学をやっていたのです。英語は苦手で

したが、そんなには苦労しないと思っていました。私

は、なぜ先生が英語をやらせるのかわかりませんでし

た。私は教室を出て行ってしまいました。 

 今では自分の考えにすごく後悔しています。先生に

悪かったし、受験には英語も大切です。私は後期試験

で志望校に入ることができました。私は高校ではバス

ケットボール部に入りたいと思います。バスケは私の

人生の目標です。先輩たちに負けないように一生懸命練習

して、大会に出たいと思います。（Z.Iくん／中国） 

 ★面接に自信が持てました 
 私が初めて勉強会に入ったのは小学校6年生の時で

す。その後、中学生になって、松戸の勉強会に入りまし

た。私の性格のせいで中学校の一、二年生は仲良い友達

ができなかったです。三年生の時、性格が少し明るく

なって、日本人の友達ができました。 

 受験前の面接の練習は少し難しかったです。日本語に

対しての自信がなくて、声が小さかったです。でも先生

たちが応援してくれたり、自分で心の中で何回も「でき

るから、大丈夫」と言って、少しずつ自信を増やすこと

ができました。 

 高校では、ダンス同好会、または美術部に入りたいと

思っています。（E.Yさん／中国） 

★思い出の日曜教室 

・私立北豊島高校     ‥  1名     

・私立柏日体高校     ‥  1名    ・千葉県立浦安南高校      ‥  1名 

・松戸市立松戸高校    ‥  1名    ・千葉県立松戸南高校（午前部） ‥  1名 

・柏市立柏高校      ‥  3名    ・東京都立葛飾商業高校（定時制）‥  1名 

・千葉県立松戸国際高校  ‥  2名    ・あずさ第一高等学校      ‥  1名 

・千葉県立京葉工業高校  ‥  1名    ・多文化フリースクール東京   ‥  1名 

・千葉県立沼南高校    ‥  3名    ・多文化フリースクールちば   ‥  1名 

・千葉県立我孫子東高校  ‥  2名    ・帰国             ‥  1名 

卒業生の進路 

1学期の
授業 

6月以降 

日本語ボ
ランティ
ア養成講
座 

6月以降 

 新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め、現在、教室活

動を休止していま

す。詳細は決まり

次第お知らせしま

す。 



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

 毎回元気よく教室に入ってくるTさん。

文字はとても上手に書きます。漢字が沢

山増えてきて勉強もむずかしくなってき

ています。毎回音読をさせて読めない漢

字のチェックをしています。短い時間の

中で楽しくおしゃべりをしながら、わか

らないところの手助けができればいいな

と思っています。4月からは6年生。新１

年生のお世話をするんだとはりきっています。会

終了前15分はカルタ、言葉のゲームをしながらみ

んなで一緒に楽しんでいます。（磯谷） 

  

   ・・・木曜教室・・・                          ○ほぼマンツーマンで     

 木曜教室では様々な国から来た生徒が学んでおり、また、

来日した時期もそれぞれ異なっているため、ほぼマンツーマ

ンの授業です。指導科目は、主に日本語、その他 数学、英

語です。 

 現在は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い教室はク

ローズ中です。中学3年生に進級した生徒が多いので、早

く教室を再開して、受験に向けて生徒達が目標に向かって

頑張れるような態勢を整えたいと願う毎日です。（小野） 
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・・・火曜教室・・・      ○音読で読めない漢字をチェック    

  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   5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     8名（中国、フィリピン、 

     スリランカ、ロシア、パキスタン） 

 8名 

 

卒業生の声 

（2020年3月現在/ 生徒総数41名 スタッフ総数43名） 

 応援席 

         今井 二郎（文化ホール教室） 

 担当した2人の生徒は、中国出身のSさんとバン

グラデシュの出身のNさんです。Sさんは「酸素」

は「氧」、「水素」「氢」と習ったと言います。特

に簡体漢字で表す化学元素には日本と異なる場合が

多く、注意が必要です。 

 Nさんも日常会話には不自由しませんが、作文で

は苦労しました。思考言語は英語であるので、それ

を日本語に変換するのが難しく、私は「先ず英語で

書いてそれを日本語に翻訳しなさい、辞書、翻訳機

を使ってでもいい」としました。自分が思っている

僕は２年生からこの会で勉強し、

中国から来た生徒と友達になりま

した。作文も数学も頑張りまし

た。高校ではサッカー部に入るの

が楽しみです。（S.S/ネパール） 

日本語が少しわかるように

なったことがうれしかった

です。試験科目の英語と数

学を丁寧に教えてもらい、

合格することが出来まし

た。（J.T/中国） 

３年生の秋から木曜教室と日曜教室

に通いました。難しい数学の問題も

熱心に教えてくださり、感謝してい

ます。また同じ国出身の友人に通訳

をしながら勉強したこともたのしい

思い出です（S.R/パキスタン） 

受験前に何度も作文を指導

してもらったことが役に立

ちました。（Z.S/中国） 



 昨年10月末から、カナダ出身のA君（新・小学3年生）の担

当をしています。以前の日本語学習と異なり、比較的早い段階

から絵日記を取り入れました。得意な絵からスタート。イメー

ジを膨らませながら、色鉛筆をフルに使って描きました。日本

文も一生懸命書きあげ、内容豊かな絵日記の完成です。教室で

はとても好評で、A君も満足そうでした。 

 3学期に入り、得意な算数、「かけ算九九」の表の書き込み

に教室で初挑戦。百点満点。「日本語読み」も完璧でした。

ゲームも大事な

日 本 語 学 習 で

す。緊張から解

放され、思う存

分楽しみます。

笑顔とともに自

然に発する日本

語が増えています。成長を楽しみにしています。

（細谷） 

 ・・・土曜教室 ・・・        ○絵日記で楽しく学習 

・・・文化ホール教室・・・    ○受験生、夢にチャレンジ   
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  ・・日曜教室・・ 

          ★じっくりわかるまで★ 

 今年度も受験生対象に10月から2月まで、国語、英

語、数学に絞った日曜教室を開きました。参加者は当会の

生徒のほか新たな参加者も含め21名が集まりました。 

 ネパール出身のS君と中国出身のT君と一

緒に勉強してきました。それぞれ作文組、

教科組と受験の形は違っても、2人とも頑張

りました。教室に来た時に比べて、日本語

は随分上達したと思います。 

 残念なことに、2人とも最初の試験で希望

を叶えることが出来ませんでした。しか

し、再度のチャレンジで無事合格しました。 

 2人とも来日して日が浅く、受験も大変だっ

たと思います。それぞれの学校で、大きく成長

して、未来にはばたく若者になってくれること

を願っています。（長谷部） 

 

  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   6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   22名（中国、フィリピン、タイ、 

        バングラデシュ、ネパール） 

 22名 

各教科は中学生ス

タッフのほか、小

学生スタッフも加

わり36名で担当

しました。生徒か

らは「苦手だった

数学がわかるよう

になった」「じっくりわかるまで教えてもらった」との声

が聞かれました。 

 また、冬休みには高校生ボランティアも参加し、作文

と、面接の訓練を行いました。短期間でしたが集中的に繰

り返すことが出来ました。（神山） 

ことを自由に書かせることが

大切だと考えるからです。 

 自分を不自由なく表現でき

る言葉（母国語など）を大切

にしながら、自己実現のため努力して欲しいと願って

います。 



 国際友好ルーム、広くきれいに 

         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：ものみな始まる4月なのに、新型コロナウィルスの影響で、学校は休校中です。生徒た

ちはどんな毎日を過ごしているだろう、友達と遊びたいだろうなぁと思い巡らします。とにかく今

は我慢の日々、早く生徒の笑顔にまた会えますように。(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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参加した子供たちも楽しかったと言っていました。 

 一つ大きく違うのは、企画側（担い手）、参加者（受

け手）の両者が「相利関

係」にあること。こうした

イベントは初めての体験で

あり、こんな進め方もある

んだなぁと再認識しまし

た。（梅田） 

        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。 

スタッフ同士が和気あいあい 

 2020年1月25日（土）5時半から7時半まで、松戸

駅近くの「カプリチョーザ松戸店」でスタッフの交流会

を開きました。普段、スタッフは教室ごとに活動してお

り、顔を合わせる機会はあまりないので、こうした機会

は貴重です。 

 当日は総勢18名が参加し、お料理をシェアしながら

和やかに歓談し、絆を深める機会となりました。  

（島津）   

 ご寄付ありがとうございました。（2020年1月～4月） 

 文化ホール教室の会場である国際友好ルームの改修が

おわりました。4月8日（水）、仮教室であった東口会館

から引っ越しも済ませました。新教室は45人用のA室と

30人用のB室があり、つなぐこともでき、とてもきれい

です。今は新型コロナの影響で使えませんが、オープンが楽し

みです。（神山） 

白石 彌登美 利根川 奝 杉内 郁子 衣笠 泰弘 吉谷 俊子 鈴木 正俊 大石 芳野 澤岡 道輝 小野 桂子  

神崎 星五子 河野 萬里 藤戸 一七 松澤 秀行 大内 皓美 細谷 昭夫 細谷 江浪 小原 邦雄 松久 秀雄  

柏木 智恵子 長嶋 秋娥 森田 雅子 医療法人社団 緑星会 堂垂 伸治  仁木 茂  左 美花      

（敬称略、順不同）  

都内での学習支援のイベントに参加 

 2月2日（日）、NPO法人キュリオシティ(Curiosity)

のイベント「学習支援会、宿題をもってきてね！」

に参加。当方の参加生徒6名（小3～中2）、引率

スタッフ2名で東京都文京シビックセンターに出か

けました。先方のスタッフは約10名（ほとんど高

校生、大人のスタッフ1名）。このイベントの企

画・実行は高校生のみ、大人は口出ししません。 

 この高校生の対応は、当方の夏休み・冬休み教室、日

曜教室をお手伝いしてくれる高校生とほぼ同じであり、


