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ボランティアの活動報告

イチオシ &ボランティアの声

いいね！多文化共生センター東京のできごと

多様なことは楽しいこと！

「虹の架け橋教室」
後継事業経費が概算要求に

　盛り込まれる！



私たちは、国籍や言語、文化の違いをお互いに尊重する社会を目指しています。
外国にルーツを持つ子どもたちの教育、とくに高校進学に力を注いでいます。
私たちが思い描く多文化共生社会とは、国籍や言語、文化、民族などの異なる人々が、互いの違いを認め、対等

な関係を築こうとしながら共に生きていく社会です。外国にルーツをもつ人々が、不当な社会的不利益をこうむ

ることなく、また、それぞれのアイデンティティを否定されることなく、社会に参加することを通じて実現される、

豊かで活力ある社会です。多文化共生社会を実現するためには、以下の 3 つの視点が必要だと考えます。

基本的人権の尊重
「ことば」「制度」「こころ」の壁に

起因する社会的不公平によって、

誰もが等しく持つ権利が損なわれ

る不公平を是正する

少数者への力づけ（エンパワメント）
自分の文化や言語を享受できる環境づ

くりや安心して自分を出せる居場所づ

くりにより、少数者自らが自分自身を

支えていく

社会へのアプローチ
「日本人」・日本社会が少数者の置かれて

いる状況を理解するとともに、多文化共

生社会の意味や大切さ、（大変さ・楽しさ）

を理解し、多数者である「日本人」も変

わり、少数者とともに生きていく。

教育実態調査、多言語高校進学ガイダンス、「たぶんかフリースクール」の実践など、外国にルーツを持つ子どもた

ちの日本語・教科・高校進学支援を通して、外国にルーツを持つ子どもたちを正規の学校へつなげます。

私たちのビジョン

私たちのミッション

外国にルーツを持つ子どもたちの教育を受ける機会の拡大に努めます。

「たぶんかフリースクール」での日本語・教科・キャリアデザイン教育、行事・イベントなどを通して、外国にルー

ツを持つ子ども達が日本の社会で各々の個性や能力を発揮できるようサポートします。

外国にルーツを持つ子どもたちがそれぞれの持つ個性や能力を発揮し、
日本社会で活躍できるような教育の実現に取り組みます。

講演やワークショップ、イベント、広報活動、教育実態調査、ボランティア機会の提供により、多文化共生の理念

を広く社会に広げます。

国籍、言語、文化の違いを認めてお互いを尊重する教育の実現に取り組みます。

私たちの取り組み

外国にルーツを持つ子どもたちが毎日通え、日本語や
教科を勉強できる学びの場を提供しています。
: たぶんかフリースクール
主に学齢超過生徒や母国で中学を卒業した生徒を対象に、高

校受検を目指した学習をサポート。荒川区内の中学校に通う

来日後間もない生徒への日本語指導。

外国にルーツを持つ親子へ、多言語で教育に関する情
報を提供しています
: 教育相談
: 多言語による高校進学ガイダンス

ボランティアとして多くの方に関わっていただく機会
を提供するとともに、子ども一人ひとりへきめ細かい
サポートを行っています。
: 子どもプロジェクト（学習支援）
毎週土曜日、中高生を対象に日本語や教科をボランティアが

一対一でサポート

: 親子日本語クラス
毎週土曜日、小学生以下の子どもへは日本語や学校の勉強、　

親へは生活に必要な日本語を一対一でサポート

多くの皆さんに知っていただくための
働きかけをしています
: 外国にルーツを持つ子どもへの教育実態調査
: 研修会・セミナー・ワークショップ等への講師派遣、
 人材育成、自主セミナー
: メールマガジン、ブログ、
 ニュースレター「みんぐる」の発行

@tabunka_tokyo

facebook.com/tabunkatokyo

http://tabunka.or.jp/
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　８月２９日文科省は、来年度概算要求に「虹の架け橋教室」の後継関連事業経費として１億２千万円を盛り込

んだことを発表しました。今年度の総額 4 億円の実績からすると、大幅な減額ですが、予算要求の理由として在

籍する子どもの国籍の多様化、過年齢の子どもへの対応等があげられています。学齢超過の子どもたちにとって、

唯一の公的支援となっていた「虹の架け橋教室」事業の継続の必要性が認められたこと、継続の可能性が大きい

ことは成果であると言えます。

　しかし、今年度なみの教育事業を子どもたちに提供するためには、新たな財源を探すことも必要となり、受託

団体にとっては、厳しい状況が生じています。

　１０月現在の「たぶんかフリースクール」の生徒数は、荒川校４０名、新宿校２８名の計６８名です。昨年度

に比較すると既に１０名超となりました。両校とも教室が足りません。講師室を仕切り教室を作っている荒川校、

学習机がいっぱいでドアが開けにくい新宿校など学習環境はよいとはいえませんが、勉強できる場所を求めてき

た子どもたちは高校進学をめざして頑張っています。子どもたちは、東京都以外に、埼玉県、千葉県からも通学

して来ています。

　学びの場を求めている外国にルーツのある子どもたちは、今後も増えることが予想されます。

学びの場を保障するためにも財源の確保、場所の確保が必要です。多文化共生センター東京へご支援いただいて

いるみな様、今後もさらなるお力添えをいただきますようにお願いいたします。（事務局　枦木）

文部科学省が、２９日に発表した来年度概算要求に、日本語が得意でな

い外国人の子どもらの学習を支援する「虹の架け橋教室」事業の関連経

費約１億２０００万円が、盛り込まれた。

２００８年のリーマン・ショックで日系ブラジル人など在日外国人の失業が相次いだことを受け、２００９

年度に始まった事業だが、今年度で終了する予定だった。新規事業として継続の可能性が出てきた。教室は、

NPO 法人などが全国１０都県で計約 30 ヶ所、国費で運営している。

金銭的な問題で学校にいけない子どもなどが対象。０９～１３年度に延べ 7500 人以上が学び、約 3400

人が就学・進学した。文科省の小林克麿・国際協力室長補佐は「来日する外国人の子どもは、国籍や年齢

が多様化している。学校と家庭を繋ぐ役割として、教室を継続する必要があると判断した」と話す。

　虹の架け橋教室後継事業経費が概算要求に盛り込まれる！　
～外国にルーツのある子どもたちの就学支援事業「虹の架け橋教室」事業終了以降～

学びの場を求める子どもたち　－ 増え続ける生徒数 －

毎日新聞記事から
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　ステージには「たぶんかフリースクール」の生徒をはじめ、

地域からもたくさんのグループに参加していただきました。

「たぶんかフリースクール」新宿校のグループはタイにルー

ツを持つ 3 人の子どもたちがタイの歌の弾き語りを披露しま

した。タイの歌はあまり聞いたことがない人が多かったと思

いますが、皆、子どもたちの歌声に聞き入っていました。荒

川校のグループは中国とフィリピンの子どもたちの混合チー

ムでした。まだ来日間もない子も多かったためお互い言葉が

通じずコミュニケーションをとるのも難しかったのですが、なんとかいっしょにみんなで歌いきることが

できました。卒業生たちも３組、それぞれの進路先で磨きをかけた演奏を披露してくれました。また、「た

ぶんかフリースクール」生の保護者でプロの歌手である Roschelle さんが素晴らしい歌声を披露してくだ

さいました。歌の前には、息子さんや「たぶんかフリースクール」への想いを伝えられ、子どもたちはもち

ろんのこと、保護者の方が持つパワーや想いを多くの人に届ける場を作ることも必要だなと感じました。 

　 「たぶんかフリースクール」の子どもたち以外にも、隅田川をはさんだ対岸にある荒川商業高等学校ダン

ス部のダンスパフォーマンスや荒川区在住 95 歳のマジシャン「目出鯛寛」さんのステージマジック、地

域で活躍するプロミュージシャン集団ピンパポンワゴンさんなど荒川区や西尾久周辺にゆかりのある方々の

出演もあり、ステージを盛り上げてくださいました。（事務局　柴山）

　「たぶんか★ユースフェスタ 2014」が、昨年にひきつづき UBS グループの「Building Bridges for

Children 多様化する子どもたちの架け橋プロジェクト」の一環として９月２３日（火・祝日）にあらか

わ遊園遊歩道で行われました。（共催：多文化共生センター東京、東京ボランティア・市民活動センター　

特別協賛：UBS　協力：荒川ボランティアセンター　後援：荒川区、荒川区国際交流協会）

　ここ３年は子どもたちの歌やダンスといったステージ中心の「たぶんか★ユースフェスタ」でしたが、

今年は「たぶんかフリースクール」で学ぶ子ども達や多文化共生センター東京のことをより多くの人たち

に知ってもらいたい、地域に開かれたイベントにしたいという想いから、屋内のステージを飛び出し荒川

校の近くのあらかわ遊園遊歩道に場所を移しました。歌やダンスの「パフォーマンス」に加え、世界のお

いしい「屋台料理」、「たぶんかフリースクール」の子ども達による「たぶんかフリースクール」や自分の

国を紹介した「展示」、おいしいパンや岩手県釜石市の復興支援のための釜石食品の「販売」、石のアクリ

ルアート「体験」などさまざまな企画出店がありました。当日は晴天にめぐまれ、どのお店も地域の方や

あらかわ遊園の来場者で溢れ、大盛況でした。多くの方に楽しみながら「多文化」を体感していただけた

のではないかと感じました。「たぶんかフリースクール」の子どもたちもそれぞれ皆役割をもって参加し

楽しい 1 日になりました。今回のフェスタは、本当にたくさんの方々の協力や参加で実現できました。

出店やステージにご参加いただいたグループ以外にも、地域のボランティアグループや高校生ボランティ

アなど多くの方々が、荒川区のゆるきゃら「あら坊・あらみぃ」の着ぐるみを着てフェスタを盛り上げた

り、来場者の誘導のお手伝いをしたりしてくださいました。フェスタのために準備からご尽力いただき、

また当日お力添えをしてくださった皆様にこの場をお借りして心より感謝いたします。

本当にありがとうございました。（事務局　柴山）

多様なことは楽しいこと！

ステージ
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　屋台チームはフリースクール生、卒業生、保護者、土曜日の親子日本語クラス、そして世界の子ども

と手をつなぐ学生の会（CCS）日暮里教室の総勢 5 店舗が出店しました。親子日本語クラスは中国の

お母さんたちを中心に水餃子を販売。当日まで何度も試作を重ね、当日はおいしい水餃子ができました。

その他にも多文化卒業生がスズカステラ等のおしゃれなスイーツを、多文化の保護者が本格的なネパー

ル料理を、そして、CCS がココナッツと白玉を使ったフィリピンのスイーツ「ギナタン」を作り、様々

な国のおいしい料理が会場に揃いました。

　たぶんかフリースクールの生徒たちも

中華料理「羊肉串」に挑戦。生徒たちに

屋台の相談をしたら、中国出身の生徒が

みな口々に叫んだのがこの「羊肉串」。

香辛料たっぷりの羊肉を串焼きにしたこ

の料理をぜひみんなに食べてほしいとの

声。しかし食べたことはあっても焼いた

ことがある生徒はおらず、上手に焼ける

か不安なところもありましたが、保護者

の方にサポートをもらいながら、中国出

身の生徒が中心になって準備をしてきました。

　そして、当日は調理からお客さんの呼び込みまで汗だくになりながら一生懸命働く生徒たちの姿があ

りました。フリースクールの生徒も、そしていつの間にか遊びに来た卒業生も屋台に加わって、みんな

で屋台を盛り立てていました。その熱気が伝わったのか、たくさんのお客さんがそれぞれの屋台に並び、

お昼すぎにはみんな完売でした。各店舗自慢の一品を売る生徒や卒業生、保護者、ボランティアさんと

お客さんの満足そうな笑顔が印象的でした。（事務局　千田）

　フェスタの会場のいちばん手前は、展示のブースでした。

　荒川校の生徒たちは「多文化共生センター東京」と、会場の隣の駅の小台にある、「たぶんかフリースク

ール荒川校」を紹介する展示を作りました。自分たちの教室の写真を撮ったりフリースクールの歴史を

紹介するだけでなく、クラスメイトへのインタビューも載っているとても充実した内容の力作！

　新宿校の生徒は自分たちの出身の国のことを紹介する展示を作りました。中国は「切り絵」と「少林

拳」について。フィリピンは「お祭りと食べ物」、ネパールは「自然と寺院」、タイは「タイのお化けに

ついて」、アメリカは「スポーツについて」をそれぞれ紹介してくれました。自分の書きたい内容を辞書

や翻訳アプリを駆使し先生方にも助けてもらい

ながら日本語の文章にして、難しい漢字もがん

ばって書きました。当日の会場では、来場して

くれたお客さんの名前をタイ語とネパール語と

ウルドゥー語で書いて名札をプレゼント。荒川

遊園に遊びに来た子どもたちもたくさん訪れて

くれ、知らない文字で書かれた自分の名前を不

思議そうに見つめる子に、お母さんが「世界に

はたくさんの言葉があるのよ」と話している場

面もありました。ふだんフリースクール以外で

日本語を話す機会の少ない生徒たちにとってもいい経験になったようで、

みんな「楽しかった」と笑顔になっていました。（事務局　中野）

屋台

展示
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　私は、17 歳からプロの歌手としてアジアの国々

をまわっていましたが、日本で安定した暮らしを息

子とするために来日しました。日本で息子が学校に

通うこと、日本語を勉強していくことは大変だと感

じていましたが、この国でがんばろうと思っていま

した。なぜなら、私は仕事で訪れたアジアの国々の

中で、日本は子どもにとってもっとも安全な国だと

考えていたからです。日本はアジアでもっとも発展

した国ですから、息子の教育には一番適する国です。

お金があれば、子どもをディズニーランドなど楽し

い場所に連れて行けることもよい点です。それに、

日本は文化的に豊かな国ですから、神社やお寺、文

化遺産などにもふれることができます。

　しかし、日本に来て大変なこともたくさんありま

した。私はプロのシンガーですので、夜、働かなけ

ればなりません。でも、息子は当時まだ小学生でし

たので、私に夜に一緒に家にいて欲しい、一人で家

で過ごすのは嫌だといいました。そこで私は息子の

ために昼の仕事を２年間しました。それはとても大

変なものでした。コンビニのケーキを作る工場や自

動車のメーターの工場で働きました。メーターの工

場は、メーターの塗装ラインに配属になり、コンベ

ヤーに部品をのせる仕事をしました。ペンキのにお

いがとてもきつくて本当に大変でした。

　その後、私の息子は小学校でいじめにあい大変な

ストレスを抱えてしまいました。フィリピンにいる

ときは学級委員長をつとめ、とても自信にあふれて

いました。しかし日本にきたら、何もわからない、

日本語もわからない、いじめにあうという経験をし

たのです。それに、フィリピンでは大勢の家族にか

こまれて暮らしていましたが、ここ日本では私しか

いない、しかも夜はひとりです。病院に息子を連れ

て行ったのですが、彼はストレスがたまっていると

診断されました。私は息子をフィリピンに帰国させる

ことにしました。

　でも、１年後私は彼を日本に再び呼び戻しました。

フィリピンは彼にとってここちよい場所でしたが、日

本で私と一緒にがんばっていくことでもっと強い自立

した人間になれると思ったからです。

　日本語教室でであったボランティアの方から、「た

ぶんかフリースクール」のチラシはもらっていたので

すが、そのときはどんなところか理解していませんで

した。でも、息子が再来日した際、区役所で「たぶん

かフリースクール」を紹介され、チラシに書いてあっ

た学校と同じだと気づいたのです。そのとき、彼が勉

強するにはここがいいにちがいないと思いました。最

初はクラスメートにフィリピンの子がいなくて中国の

子ばかりで不安でした。でも息子は中国の子とすぐ仲

良くなりました。「たぶんかフリースクール」の授業

の様子を少しみたのですが、息子が他の生徒と接して

いる姿をみて安心しました。彼はすっかり自信を取り

戻したようです。「たぶんかフリースクール」で中国

の子から習った中国語を教えてくれたりもします。先

生達はとても優しくて楽しい授業をしています、クラ

スが少人数なので子どもひとりひとりをよくみてくれ

ているのだと思いました。

　９月２３日の「たぶんか★ユースフェスタ」で生徒や

先生のまえで歌いました。いつもは夜のお酒の場のス

テージですから、雰囲気が違ってとても恥ずかしかった

のですが、「たぶんかフリースクール」にThank you

を伝えるために歌えたことはよかったなと思ってい

ます。

　いま息子は公立中学校に通っています。先生達はや

さしく友達もできたようです。息子は今、格闘技に興

味をもっています。いつか、ボクシングや柔術などの

格闘技を習わせたいなと思っています。

Roshelle Garcia さん
　「たぶんか★ユースフェスタ 2014」のステージですばらしい歌のパフォー

　マンスをしてくださった Roshelle Garcia さんにお話しをうかがいました。
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  いつも応援してくださっている為華技術日本株式会社社員ボランティアの

張燕さんからお話しをうかがいました。

  

  私は来日 11 年目の中国出身の張燕です。

  私は、中学生から高校生まで、クラスでいろいろな活動をしていました。思

春期の時期は人生の最初の山場だと私は思います。この時期に勉強に対して興

味を失ったり、あるいは良くない友達の輪に入ったりする可能性が一番高いと

                                             思うからです。敏感なこの時期に言葉も通じない海外で何でも一から学んでい

                                             くしかない状況に置かれた子どもたちは、いろいろな面で大変だと思います。

　モチベーションを高くしてコツコツやっていく方法しかないのですが、膨大な勉強内容を目の前にして多くの

子供達は気が遠くなっている気がしました。最初に活動に参加したときは勉強を教えればいいと思いましたが、

活動を重ねるに連れて、より大切なのは彼らのメンタル面でのお手伝いだと感じました。しかし、教育のスペシャ

リストではない我々はどのような方法で子供達と向き合っていったらいいかわからないときがよくあります。

  私は人生のターニングポイントが良い出会いにあるいうことに共感しています。実際に私自身にそのような経

験があったからです。それは、何か先生にすごく重要なことをしてもらったというのではなく、ただ小さなきっ

かけでしたが、私の心に響いた出会いでした。勉強を教えるのは本物の先生のほうがうまいに決まっています。

ボランティアはできる限りメンタル面で生徒達をサポートしていくことが大事だと、子どもたちとの時間でつく

づく思いました。自分ができることは何かまだわかりませんが、このようなことを頭の隅においてこれから活動

をしていきたいと思います。

   張  燕 さん

　

  本書は、ユニークな視点で日本語を論じる「そうだったんだ！日本語」シリーズの

うちの一冊。著者は中国人の妻を持つ日本語研究者。日本語と中国語、あるいは日本

人と中国人のコミュニケーションを比べながら、それぞれの現象がともに自然なもの

として見えてくる見方—二つの言語を公平に見ることができる見方—を考える（「まえ

がき」より）という内容。

　題名の「相席で黙っていられるか」というのは、レストランで相席になった時に相

手に話しかけないで座っているか、ということ。著者は黙っていることに抵抗はないが、

奥さんは「同じ場所にいる」と思った人とは話をしようとする。その背景にはどんな

感覚があるのか。または著者は「息子と娘どっちがかわいい」という奥さんからの質問には違和感があるが、

奥さんにしたら「これ誰の？」「う～ん、誰のかなぁ」という日本人の同じ質問文で返す発話が不思議、など。

日常生活での奥さんとの会話や行動でなぜ？と思ったことをよく観察し特徴をとらえ、それを「比べて考えて」

いく。例が身近なことであるためにわかりやすく、自分も経験したようなことなどが書かれていて、とても興

味深く読み進めることができた。なにより、文化の違いを感じる機会が多い環境にいて違うことがあたりまえ

になっているがために、「なぜ違うのか」ということをあまり考えなくなっている自分に気づき、著者の視点を

新鮮に感じた。

　コミュニケーションのことだけではなく、著者の専門である文法・意味の問題を、日本語と中国語、韓国語

や日本語の方言も加えて比べながら考える章も、とても読みやすく書かれている。

　異なる文化を公平に見て共感に結び付けるために「比べて考える」。違うなぁ、と感じた先のもう一歩のヒン

トをくれる一冊だった。（中野）

『　相席で黙っていられるか　日中言語行動比較論　』　

　　　　　　　　　　　　井上　優　著

岩波書店刊 1600円（税別）
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＜たぶんかフリースクール（荒川校）＞

　

　

　　

        

　

　　　　

あらかわこう

　　　　　　　　　　　　　　                       

　９月からの荒川区ハートフル日本語初期指導は中

学生６名が加わり、朝の通室指導８名、夕方の補充

指導１名になりました。

　夕方の指導では、学校で１日過ごして学習モード

にならない生徒もいます。日本の学校生活に不慣れ

で我慢することが多いせいか、その反動で補充授業

では落ち着いていられません。そういう時は授業を

中断して、最近の様子、好きなこと、国でのことな

どの話を聞くと、一生懸命に伝えようと話してくれ

ます。日本の生活での苦悩が特に多いこの時期の指

導は、こちらも余裕を持って、生徒に合わせた対応

を心掛けています。初期指導５か月は決して十分な

時間ではないかもしれませんが、指導初めは口数の

少なかった生徒が、いつの間にか色んな言葉を覚え

て生徒同士で話している姿に驚かされることもあり

ます。

 これから１０月、１１月と２か月の通室指導が終

了した生徒達は、その後３か月の補充指導に移って

いきます。（ハートフル　丹呉）

　荒川校の 4 月は生徒の人数が少なく、落ち着いた

静かな雰囲気でしたがなんとなく寂しさも感じまし

た。しかし夏期講習が始まる頃になると生徒がどん

どん増えてきました。生徒の年齢層も様々で、かわ

いらしい声が響いたり、野太い大声が聞こえてきた

り、クスクス笑う声が聞こえて来たりしました。時

には「静かに」とか「宿題はやってこなかったの？」

と叱る声も聞こえてきました。気がつくと生徒の数

は４０人に近づいていました。そのような中で、「た

ぶんか★ユースフェスタ」への参加準備が始まりま

した。ステージ・展示・販売（羊肉・ジュース）・

看板作りと担当を決めて活動をしていきました。何

しろ人数は多いし、日本語も学習を始めてから日が

浅い生徒が多いし、どうなるのか心配しながら見て

いました。

　そして、迎えた当日、展示も看板もよくできてい

たし、　ステージの演奏は練習の甲斐があり見事な

アンサンブルでした。販売担当はおおきな声でお客

さんの呼び込みをしたり、「いらっしゃいませ」「百

円です」など発音しにくい言葉を上手に言えたりす

るようになっていました。重たい荷物を運んだり、

3階まであげたりする仕事も黙々とやっていました。

授業では見られない生徒の姿を見ていると、とても

うれしい気持ちになりました。普段「うるさい」だ

の「宿題やれ」だの口うるさく言っている自分を反

省するような気持ちに、“その時は”なりました。

また、「静かに」「携帯だめよ」なんていいながら、

荒川校の日々が過ぎていきます。（荒川校　小谷）

あらかわこう　　　　  がつ　　せいと　　　にんずう　  すく                   お　　　つ　　

＜ハートフル＞

しず　　　　  ふんいき                                                          さび　　　　　　かん

　　 か   きこうしゅう　  はじ　　　　ころ　　　　　　　　 せいと

ふ　　　　　　　　　　　　　　　せいと　　 ねんれいそう　　さまざま

 　　　　　　こえ　　ひび　　　　　　　　  のぶと　　  おおごえ　　き

　　　　　　　　 わら       こえ　　 き   　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　 とき

しず　　　　　　　　　　　 しゅくだい

  しか　　こえ　　 き　                                                き　　　　　　　　　せいと        かず        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さん  か じゅんび      はじ

                   てんじ　　  はんばい     ひつじにく　　　　　　　

 かんばんづく　　　　たんとう       き　　　　  かつどう                                                      なに　　　　にん

 　　　　にんずう　　おお　　　　　　 に  ほん ご        がくしゅう　はじ　　　　　　　　 ひ        

  あさ　　せい と       おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんぱい 　　　　　　　　 み　

  

                          むか           とうじつ　　 てんじ        かんばん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　えんそう　 れんしゅう      か　い　　　　　　　みごと

  　　　　　　 よ         こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひゃく　　　　

 えん　　　　　　　　　　はつおん　　　　　　　　 ことば        じょうず　　 い

                                                                          おも　　　　  にもつ       はこ

かい　　　　　　　　　　　　　　　　 しごと        もくもく

じゅぎょう　　　　み　　　　　　　　　せいと　　すがた　　み　

 　　　　　　　　 き　も　　　　　　　　　　　　　　　　　ふだん

 　　　 しゅくだい 　                         くち　　　　　　　　 い 　　　　　　　　  じ  ぶん      はん

  せい　　　　　　　　　　 き   も                         　　　とき

  　　　　　　  しず                     けいたい

  あらかわこう　　 ひ　 び 　　  す     　　　　　　　　　　　　　  あらかわこう　 　こ  たに                

 

がつ　　　　　　あらかわ  く                                 に ほん  ご しょ  き   し どう     ちゅう

  がく せい　　めい　　くわ　　　　　　あさ　　つうしつ し  どう      めい      ゆうがた　　ほじゅう　

   し  どう　　めい

   　　　　　　 せい と                              　 にほん      がっこうせいかつ　　  ふ   な

  が  まん                              おお　　　　　　　　　　　　　　はんどう　　ほじゅうじゅぎょう

 　　 お         つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とき     じゅぎょう

 ちゅうだん　　　　　 さいきん　　 ようす         す　　　　　　　　　　  くに

  はなし　  き 　　　　　　いっしょうけんめい　 つた                        はな        

 どう　　　　　　　　　　　　  よ  ゆう　　 も 　　　　　　 せい と         あ                    たいおう

  こころが　　　　　　　　　　　　  しょき   し  どう            げつ　　けっ　　　  じゅうぶん    

   じ かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し どう はじ　　　   くちかず　

すく                        せい と 　　　　　　　　　　  ま              いろ             ことば       おぼ

せい  と どう し　　  はな                       すがた　おどろ

                                       がつ                  がつ　　　　　　げつ　　つうしつ し  どう 　しゅう

りょう　　　　せいと たち                          ご　           げつ　　ほじゅう し どう 　  うつ

  　　　　　　　　　　　　たんご

 　　　　　  にん      ちか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なか                      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はんばいたんとう　　　　　　　　　  こえ  　　　きゃく

   　　ゆうがた　　 し  どう 　　　　　 がっ こう  　　　にち  す                   がくしゅう　

  　　　　 に  ほん      せいかつ　　　　 く  のう      とく      おお　　　　　　 じ   き         し       



7

 

　10 月 5 日に東洋大学白山キャンパスで秋の高校

進学ガイダンスがおこなわれました。

　翌日は台風が直撃という悪天候のなか、中国、ネ

パール、パキスタン、フィリピン、タイ出身の子ど

もたちや保護者の皆さん 72 名の参加がありました。

  多文化共生センター東京もその一員である「日本語

を母語としない親子のための多言語高校進学ガイダ

ンス実行委員会」は、教育の情報が手に入らない外

国にルーツを持つ親子に対して、日本の高校・進路・

進学・教育制度全般について理解を深めてもらうこ

とを目的とし、2001 年度より東京都内で「日本語

を母語としない親子のための高校進学ガイダンス」

を実施してきました。現在、多文化共生センター東

京ではそのうちの夏と秋の一回ずつを担当していま

す。

  ガイダンスでは高校や受験制度についての説明を行

い、それを各言語の通訳が参加者に逐次通訳をして

います。母語で高校進学についての話を聞ける機会

は多くはないため、みなさんとても熱心に耳を傾け

ていらっしゃいました。 

　後半は先輩高校生による体験談発表を行いました。

それぞれの支援教室で勉強した中国とネパール出身

の高校生たちが、自分が高校受験をした時の状況や

感想、後輩達へのメッセージを話しくれました。参

加した受験生たちは、先輩が「高校は楽しいです」

としっかりした日本語で話すのを真剣な表情で聞い

ていました。

　最後は個別相談の時間です。参加者たちはそれま

で不安に思っていたことや疑問などを通訳を通じて

質問することができます。受験シーズンを目前にし

て「どういう高校へ行ったらいいか」など、具体的

な相談が寄せられていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局　中野）

＜多言語高校進学ガイダンス＞

                 

　新宿校では現在25名の生徒が勉強しています。そ

のうち23名が受験生で、来年度の高校入学試験のた

めにがんばっています。月曜日から金曜日まで毎日4

時間の授業の後も、残って自習する生徒の数が増えて

きました。宿題や、漢字練習、自分で買った参考書や

問題集など、それぞれの生徒が自分で課題を見つけて

勉強しているので、今なにを不安に思っているのかを

知る糸口にもなります。

　また、多くの高校で10月頃より始まる学校説明会

や授業公開に生徒たちは積極的に参加しています。

「高校の授業って難しそう。」「校庭が広くて、思い

っきりサッカーが出来そう。」「女子高生と話してみ

たいなぁ。」皆それぞれ、来年の4月からの高校生活

に、胸を膨らませています。一方、不安な気持ちもあ

ることと思います。そんな時、勇気づけられるのが

『先輩の力』です。

　卒業生達はふらっと遊びに来ては近況報告を聞か

せてくれるだけでなく、後輩の相談にものってくれ

ます。9月のユースフェスタでは卒業生も歌や演奏

のパフォーマンスをしたり、一緒に裏方を手伝って

くれました。高校進学ガイダンスでは、現役高校生

として、マイクを持って高校入学試験の体験談や、

高校生活を語ってくれました。憧れの先輩からの

「高校は楽しいよ。」の一言に勝るものはなく、受

験への道しるべとなり励みになります。そんな時、

卒業生と現役生の縁をつなぐ場としての、たぶんか

フリースクールの重要性にあらためて気付かされま

す。（新宿校　井上）

　た げん ご  こうこうしんがく

＜たぶんかフリースクール新宿校＞
しんじゅくこう

しんじゅくこう　　　げんざい　　　めい　　せい　と　　べんきょう

                 　　　　　　　　 めい　   じゅけんせい　　　　らいねん ど　　　こうこうにゅうがくしけん

              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げつよう び　　　　　きんよう び　　　　　まいにち　

         じ かん　　じゅぎょう　 あと　　　　のこ　　　　 じ　しゅう　　　　せい と　　　かず　　 ふ　

　　　　　もんだいしゅう　　　　　　　　　　　　　　　せい と　　　じ ぶん　　　か だい　　 み　　　　　　　　　　　

　　　べんきょう　　　　　　　　　　　　　いま　　 　　　　 ふ あん　　おも

          し　　　いとぐち

                 　　　　　　おお　　　　こうこう　　　　　がつごろ　　　　はじ　　　　がっこうせつめいかい

            じゅぎょうこうかい　　せい  と　　　　　　　せっきょくてき　 　さん か

         こうこう　　じゅぎょう　　　　むずか　　　　　　　　　　　 こうてい　　ひろ　　　　　　おも

           　　　　　　　　　　　　　　　 で き　　　　　　　　　　　じょ し こうせい　 はな

                             　　　　　　みな　　　　　　　　　　らいねん　　　 がつ　　　　　 こうこうせいかつ               

                               　　　　おも　　　　　　　　　　　　　　とき　　 ゆうき

                 　　せんぱい　　ちから

 そつぎょうせいたち　　　　　　　    　あそ　　　　 き　　　　　きんきょうほうこく　 き 

                      

            　　　　　　　      がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そつぎょうせい 　　うた　　　えんそう

                 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　いっしょ　　うらかた　 　て つだ

                　　　　　　　　　　　　 こうこうしんがく　　　　　　　　　　　　　　　　げんえきこうこうせい

                こうこうせいかつ　　かた　　　　　　　　　　　　　　　　あこが　　　　せんぱい　

                 　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　こうこうにゅうがくしけん　　たいけんだん

              　　こうこう　　 たの　　　　　　　　　　　　ひとこと　　 　まさ                                          じゅ　　　　　　　

けん　　　　みち　　　　　　　　　　　　はげ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき

そつぎょうせい　げんえきせい　　　えん　　　　　　　　 ば　　　　　　　　  　　

               　　　　　　　　　　　　　　　 じゅうようせい　　　　　　　　　　　　き  づ

                            　　　　　　　　　　しゅくだい　　　 かん じ　れんしゅう　　じ ぶん　　 か　　　　  さんこうしょ

                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうはい　 そうだん

                 　　　　   がつ    いつか      とうようだいがくはくさん                                    あき      こうこう          

                 

                 　  よくじつ      たいふう     ちょくげき                 あくてんこう                      ちゅうごく

               　　　　　　　　　　                                                                              しゅっしん      こ

            　　　　　　　　　　 ほ   ご  しゃ     みな                        めい     さん  か　

                 　  た  ぶん かきょうせい                      とうきょう               いち いん                        に   ほん ご

                       ぼ   ご                          おや こ                           た  げん ご  こうこうしんがく

              　　　　 じっこう  い  いんかい               きょういく    じょうほう     て        はい                  がい 

                こく                                も        おや こ       たい                   に  ほん       こうこう      しん ろ　　　　　　　　　

                しんがく      きょういくせいどぜんぱん                          り かい      ふか

                  　　　  もくてき                                      ねん ど             とうきょうとない              に  ほん ご

                       ぼ   ご                         おや  こ                          こうこうしんがく

                       じっし                                            げんざい       た  ぶん かきょうせい                      とう

              きょう                                         なつ      あき       いっかい                 たんとう

                 　　　　　  　　　　　　　　　 こうこう      じゅけんせい ど                                せつめい    おこな

                                        　   かく げん ご        つうやく     さん  か  しゃ      ちく じ  つうやく

                

                　　おお                                                                                   ねっしん      みみ     かたむ

                 

                 こうはん      せんぱいこうこうせい                 たいけんだんはっぴょう   おこな

                      　　　　　　　　しえんきょうしつ     べんきょう       ちゅうごく                            しゅっしん

                       こうこうせい                         じ  ぶん      こうこうじゅけん                 とき    じょうきょう

                かんそう      こうはいたち                                               はな                                          さん

                  か              じゅけんせい                         せんぱい　　　  こうこう      たの

                                                           に  ほん ご        はな                   しんけん ひょうじょう     き

                 　　　　　

                       さい ご          こ べつそうだん       じ  かん                  さん か  しゃ

                        ふ  あん      おも                                           ぎ  もん                  つう やく　  つう

                 

                                               　　こうこう       い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐたいてき

              　　　　そうだん　　よ　　

               じむきょく      　なかの

                しんがく

 

                                              　　　　　　  ぼ   ご       こうこうしんがく                             はなし     き               き  かい　

むね　　ふく　　　　　　　　　　　　　　　　 いっぽう　　 ふ あん　　 き も

                   しつもん                                                             じゅけん                             もくぜん

　　　　しんじゅくこう　  いのうえ
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　このところ土曜日の親子日本語教室が賑やかになっ

ています。小学生に加え、子どもの付き添いで来たお

母さん方、地域のご年配の方々などが参加し、対応に

てんてこ舞いするほどです。日本に来たばかりの子は、

「あいうえお」から、お母さん方は日常の生活用語、

ご年配の方々は漢字の書き取りなど、みなさんボラン

ティアと楽しく勉強しています。

　9 月に入り、新たな生徒さんたちも教室の雰囲気に

慣れてきた頃、「たぶんか★ユースフェスタ」への参

加の企画が持ち上がり、親子日本語教室として屋台を

出すことになりました。何を作ろうかと相談した結果、

中国のお母さん方を中心に水餃子を作ることになりま

した。屋台を出すのは今回が初めてでしたので、果た

してお客さんに提供できるものが作れるのか、調理の

人数は確保できるのかと不安でしたが、みなで協力し

て準備を進め、何とか開催日に間に合わすことができ

ました。フェスタ当日は、十数人で朝から野菜の千切

りに取り掛かり、餡を作って皮に包み、大きな鍋に湯

を沸かし、大忙しでスタートの 11 時を迎えました。

販売には多文化の生徒や卒業生も駆けつけ、大きな売

り声を張り上げて呼び込みをやってくれました。その

甲斐あってか、子どもたちが作った「手作り餃子の店」

の看板の前には行列ができ、1000 個用意した餃子

は、お昼過ぎには全て売り切れてしまいました。最後

の一つが売れた時には誰からともなく拍手がわいて、

思わず笑顔になりました。（趙）

               　
こ

　新年度が始まったかと思えば、今年の６月から子ど

もプロジェクトを始めて、早くも数ヶ月が経ちます。

活動に参加するまでは、外国にルーツを持つ子どもた

ちがどのような環境のなかで過ごしているのか知りま

せんでした。この活動を通して、子どもたちのコミュ

ニケーションも含めて学校の授業も全て日本語でつい

ていかなくてはならない日常生活の不安やストレス、

さらに高校に進学するのも大変な現状を知り、力にな

りたいと強く思いました。

　夏休みの終わりには、子どもたちが先生方へのお礼

もかねて、みんなで参加できるゲームや演奏などを、

自主的に催してくれました。少しうまくいかない場面

もありましたが、「自分達で何かやりたい」という前

向きな気持ちが伝わってきました。その姿勢がこれか

らの成長につながるのだと思います。

　夏から秋にかけては受験を控えた中学生の子たちも

より多く勉強をしにきてくれるようになりました。子

どもたちの理解する早さにいつも驚かされています。

理解できた時に見せる子どもたちの嬉しそうな表情が

すきです。

　そんな素敵な子どもたちと出会えることが嬉しく、

自分にとっても刺激の多い二時間となっています。子

どもたちが楽しそうにしている姿をみてこちらも自然

と笑顔になり、懸命に頑張っている姿に少しでも役に

立ちたいなあという想いが募ります。

　子どもプロジェクトは、子どもたちにとっても、私

たちボランティアにとっても、素敵な出会いの場であ

り一緒に成長し合える場です。ここが子どもたちにと

って学びの場であるとともに、ほっと安心のできる居

場所にもしていきたいなと思います。（小亀）
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多文化共生センター東京の事務局スタッフが多文化共生センター東京の毎日を Facebook に投稿しています。

たくさんの「いいね！」を頂いた記事をここでご紹介させていただきます。

のかたが「いいね！」を押してくれました。

7 月 15日

当センターでは、ギャップ財団より助成をいただき、たぶんかフリースクールでのキャリア

教育プログラムを行っています。その一環として、7 月 1 日に本校の生徒が、4 日には新

宿校の生徒が、都内の各 Gap、バナナ・リパブリック、Old Navy の店舗で職業体験活動

を行いました。

生徒たちはまず、ギャップジャパン本社で会社の歴史やブランドの説明などを受けた後、笑

顔で「こんにちは」の練習、それからおそろいの Gap Inc. の T シャツを着て店舗に向かい

ました。それぞれの店舗では、バックヤードで服をたたんだり、店頭に並んでいる服のサイ

ズがそろっているかをチェックしたりと、お店の仕事を体験しました。なかには店頭で「こ

んにちは」「ありがとうございました」とお客さんに直接声をかける仕事や、レジの仕事の

体験をした店舗もありました。実際の店舗で、そこで働くみなさんと一緒に緊張と笑顔の職

業体験をすることができ、生徒達はとても楽しんでいました。

8 月 15 日

  
物語文が読めるようになってきた、新宿校日本語１クラス。

今日のお話は「たまごから生まれた女の子」、長崎県に伝わる昔話です。

子どものいない夫婦が神様にお願いすると家の前にたまごがたくさん入った箱が置いてあり、

そこから 50 人の女の子が生まれて…というなかなかスケールの大きなお話なのです。

前半を読み終わって、これからお話しがどうなると思うかを聞いてみました。

 「50 人の女の子は大きくなります」

 「50 人の女の子は勉強をします」」

 「50 人の女の子はきれいな女の人になります」

･･･ほうほう、それから？

 「50 人の女の子は東京へ行って、“たまご 48”になります」

え？上京してアイドルデビュー !?

しかも 48 人（あとのふたりは？？）

冗談やひねりが大好きで、笑いのたえない日本語１です。

これからも Facebook に多文化共生センター東京の日常を投稿していきます。

皆様「いいね！」をよろしくお願いします。

４８人

のかたが「いいね！」を押してくれました。５９人

facebook.com/tabunkatokyo

多文化共生センター東京のできごと



２０14年度　会員募集！
多文化共生センター東京では、多文化共生社会を

私たちと共につくっていく会員を募集していま

す！会費はセンターの運営費の他、様々な事業の

ために使われます。会員の皆様へは、このみんぐ

るの他、メーリングリスト等を通して多文化共生

に関する情報を提供します。

■年会費 (4 月 - 翌 3 月 )　

正会員  5,000 円

賛助会員（個人）3,000 円 /1 口

　　　　 （団体）30,000 円 /1 口

※10 月 - 翌 3 月入会の場合は半額です。

■申し込み

下記いずれかの方法で会費をお振込み下さい。

①郵便局から：00110-8-407588

名義：多文化共生センター東京

（振込用紙に「入会希望」とご記入下さい。）

②銀行から：ゆうちょ銀行 019 店

当座 0407588

加入者名：トクヒ）タブンカキョウセイセンター

トウキョウ

※銀行振込の場合、お振込後にメールや電話で、名前・

住所・電話番号・メールアドレス・「入会希望」・「ニュー

スレターへのお名前掲載の可否」をお知らせ下さい。

ありがとうございます
皆様の会費・寄付は活動に大切に使わせて頂きます。

（順不同・敬称略　7/1 ～ 10/31 現在）

■正会員
【新規】 伊藤順子、宗野永枝、橋本樹幸

【継続】 加藤知子、若島礼子、角田仁、Jumaane Jeffries、

加藤玲奈、枦木典子、松尾沢子、木村光伸、久富陽子、

井上一恵、小綿剛、杉山一葉、

■賛助会費
【新規】 青柳實

【継続】 中野澄子、殿村浩江

■寄付
（たぶんか子ども基金）黒沢茂子、小林公己子、

増沢君江、杉田誠、立原樹毅、Roschelle Garcia、

株式会社 22 世紀研究所

（一般寄付）山本泰、たぶんかフリースクール講師一同、匿名

（教育指定寄付）華為技術日本株式会社、

セールスフォース・ドットコムファンデーション

みんぐる vol.46　2014年・11 月号(11月発行 )

編集：多文化共生センター東京広報チーム
　　　　 （柴山智帆、多田佳明、張学鑫、中野真紀子、枦木典子、平川詩子、馬籠幹子、湯川光太郎）

発行：特定非営利活動法人多文化共生センター東京
※「みんぐる」は英語“mingle”=「（2 つ以上のものが各要素が区別できる程度に）混ざる・一緒にする・交流する」から名づけました。

事務局・たぶんかフリースクール本校
(Tabunka free school, Main Campus)

〒116-0011 東京都荒川区西尾久 6-9-7（旧小台橋小学校３Ｆ）
6-9-7 Nishi-Ogu, Arakawa-ku Tokyo

ＴＥＬ／ＦＡＸ：03-6807-7937　Ｅ-mail：tokyo@tabunka.jp

Open：火曜日～金曜日 9：00 ～ 18：00 土曜日 11：00 ～ 19：00

Access：都電荒川線「小台」駅から徒歩７分

たぶんかフリースクール新宿校（Shinjuku School）
所在地：〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-14-101
1-7-14-101 Hyakunincyo, Shinjuku-ku Tokyo

ＴＥＬ／ＦＡＸ：03-5389-8825

Open：月曜日～金曜日 9：00 ～18：00

Access：ＪＲ山手線「新大久保駅」徒歩３分、

　　　    ＪＲ中央・総武線「大久保駅」徒歩２分

都営バス“東43”系統「荒川土手行」。 「西尾久３丁目」下車徒歩３分
都電荒川線「小台」駅から徒歩７分　ＪＲ宇都宮線・高崎線「尾久」駅から徒歩１５分
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多文化共生センター東京事務局
Multicultural Center Tokyo

（旧小台橋小学校）

＝編集後記＝

　夏を超え、いつのまにか両校あわせて60人を超えていたフリー

スクール。けれど出会いもあれば別れもあります。日本語の初期

指導を終えて中学に通い始めた子、引越しや帰国をした子。最後

の日には涙の場面も。短い期間でも母語が違っていても、一緒に

日本語を習いはじめたクラスメイトはもう仲間なんですね。勉強

を続けている生徒たちも4月には別々の高校に進学することにな

るでしょう。勉強がいちばんですが、思い出もたくさんつくって

くれるといいなと思います。（中野）

　

 
　

 

   

   

  

               

    

　  

      


