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2019 年！温かいご支援ありがとうございました！
2019 年も、残すところ 2 週間ほどとなり、また、新しい年が始まります。
今年も、多文化共生センター東京では、多文化、多言語の多様な子どもたちが学び交流してきました。
荒川校は、隅田川近くの廃校になった小学校から移転をして 2 年目、また、杉並校も移転後の 3 年目が過ぎよう
としています。
2019 年は、4 月より改正入管法が施行され、あらたな外国人材の受け入れが始まりました。在留外国人数は、
2019 年 6 月末 282 万 9416 人（法務省統計）で、前年に比べ 9 万 8323 人増となっています。日本社会は、確
実に多様なルーツを持つ人たちが、共に暮らす社会へと変化しています。
しかし、受け入れても、その後の体制は不十分なままです。子どもたちの未来にとって大切な教育の課題は、放置
されてきました。多文化共生センター東京へ寄せられる教育相談の中身は、フリースクールがスタートした 15 年前
とあまり変わっていません。
「子どもに日本語を勉強させたいです。よい指導を受けられる区はどこですか」
「学校に入る前に、日本語ができるようになって来てくださいと言われました。どうしたらいいですか。ここで勉
強できますか」
「高校に入りたいが勉強する場所がないです。遠くても通いたいです。」等々です。
日々成長する子どもたちを待たせることは、できません。
多文化共生センター東京は、発足以来 20 年目を迎え、子どもたちを繋ぐ応援の輪は広がり、卒業生の訪ねてくる
元気な姿に励まされます。子どもたちが活躍できる未来に向けて、新しい年は、より具体的な改善が実施されるよう、
団体一同進んでいきたいと思います。 （代表理事

枦木

典子）

数字で見る、外国にルーツを持つ学齢期の児童生徒と日本語指導
― 東京都の現状 ―
2019 年 9 月に、平成 30 年度「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」の結果が、文部科学
省から発表されました。これは、日本語指導が必要な児童生徒の教育を充実させていくために、公立の小・中・高
等学校等における日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等について調査を行うもので、1991 年から開始され、
2012 年からは 2 年ごとに調査が実施されています。
今号では、この調査結果や他の資料をもとに、東京都で公立小中学校に通う、外国にルーツを持つ学齢期の児童
生徒の数の推移と、彼ら彼女らが受けられる日本語指導の状況の一端についてまとめました。

< 都内の公立学校に在籍する児童生徒数の推移について >
グラフ①

都内の公立小中学校に在籍する、外国人児童生徒数

小学生
中学生

5,015 人（2012 年）→ 9,793 人（2018 年）… 2 倍

2,632 人（2012 年）→ 3,421 人（2018 年）… 1.3 倍

※ 帰国児童生徒…小学生 1,765 人、中学生 330 人（2017 年）
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①のうち、日本語指導が必要な外国籍の児童生徒

小学生

2012
小学生

959 人（2012 年）→ 1,857 年（2018 年）… 1.9 倍

公立学校統計調査報告書【学校調査編】より作成 )

グラフ ②

692 人（2012 年）→ 1,027 人（2018 年）… 1.5 倍

※ 日本籍の児童生徒…小学生 687 人、中学生 205 人（2018 年）

⇒ 小学校に編入する児童が 2 倍近く増加するの伴って、
日本語指導が必要な小学生も同じ割合で増加しています。
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2012

2014

2016

2018

小学生

959

1282

1564

1857

中学生

692

650

814

1027

( 平成 24・26・28・30 年度「日本語指導が必要な児童生徒の受入
状況等に関する調査」より作成 )

＜日本語学級について＞
日本語学級は、日本語能力が不十分な帰国生徒や在日外国人生徒等を対象に、日本語や生活習慣の習得を目的とした授業を行う
ために小中学校に設置される学級で、全ての学年の児童生徒で組織されます。日本語学級での授業は多くの小中学校で週に１～ 2 回、
１回あたり 2 時間で、通級期間は原則 2 年間と定められています。
都内では 2018 年の時点で、小学校は 14 区市町村で 21 校に、中学校 ( 昼間 ) は 10 区市町村で 12 校、中学校 ( 夜間 ) では
5 区市で 5 校に日本語学級が置かれています。（出典：平成 30 年度 東京都公立学校一覧）
グラフ ③

グラフ③ 都内の公立小中学校に設置されている
日本語学級に通級・在籍する児童生徒数
小学生

中学生 ( 昼間 )
( 夜間 )

372 人 (2012 年 )

→

636 人 (2018 年 )

179 人 (2012 年 )

→

141 人 (2018 年 )

173 人 (2012 年 )

→

327 人 (2018 年 )

… 6 年間で、小学生は 1.7 倍、

中学生 ( 昼間 ＋ 夜間 ) は 1.3 倍 増加
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352

363

444

468

( 平成 29・30 年度

⇒ 仮に、日本語学級に通級・在籍している児童生徒の

日本語指導を必要とする児童生徒へのサポートの仕方は各

全員を、日本語指導を必要とする外国籍の児童生徒
として計算した場合、2018 年度は、日本語指導を必

区市町村で異なっており、日本語学級を設置するほかに、以
下のような形でも行われています。

要とする外国籍の小学生の 34％が、また中学生では

〇 日本語教室の設置・・・放課後等、週 1 ～ 2 回程度

昼間と夜間を合わせて 46％の生徒が、学校で日本語

→ 通える期間が短い (…最長 6 か月間の場合が多い )

指導を受けられたことになります。

〇 日本語指導員の派遣・・・放課後等、週 1 ～ 2 回程度

（※ ③の人数を②の人数で割って算出）

→ 派遣される期間が短い (…最長 6 か月間の場合が多い )

＜荒川区「ハートフル日本語適応指導事業」について＞

◎ 2018 年度は、
①②で延べ 25 人の児童生徒がハートフル

多文化共生センター東京は、「ハートフル日本語適応指導事業」
という名称で、2008 年から荒川区との協働事業として区内の公
立小中学校に在籍する児童生徒の日本語指導を行っています。
①

②

通室による初期日本語指導・・・週 4 日、2 ヶ月間

初期日本語指導後の補充指導・・・週 3 日、3 ヶ月間
→ ①を修了した中学生のほか、初期指導を終えた
小学校高学年の児童が対象、日本語指導に加え、
教科の学習支援を行うこともあります。( 放課後 )

ハートフル

での指導を受講しました。( 出身：中国、フィリピン、ネパール )
◎

2019 年度は 11 月の時点で、延べ 20 人の児童生徒が
受講しました。( 出身：中国、ネパール、モンゴル )

⇒

→ 区内の中学校に通う、来日して間もない生徒が対象、
午前中に学校外の教室へ通室し、午後は在籍校へ通学

公立学校統計調査報告書【学校調査編】より作成 )

ハートフルでの指導は最長で 5 ヶ月間のため、終了後の
学習に対する不安を口にする生徒や家族が多くいます。

＜おわりに＞
今号で検証した資料からは、学校で日本語指導のサポートを受けられる児
童生徒が着実に増えていること、しかし、それ以上のペースで公立の小中学
校に子どもたちが編入している現状が明らかになりました。
サポート期間の短さ等、課題も多くみられますが、子どもたちが安心して
日本語を学べる環境を整えられるように、今後も活動していきます。（信田）

近況報告 ( 9 月〜 11 月 )

夏休みが終わり、「通室による指導」「補充による指導」
合わせて 6 名の生徒がハートフル初期日本語指導を終了し
ました。 「終了」といっても個人の進度に合わせて学習
が進むので到達度はさまざまです。
今回、「補充による指導」を終了する生徒達には 5 カ月
間のハートフルでの勉強を振り返る手紙を書いてもらいま
した。生徒たちは、「友達ができた」「前より日本語が上手
になった」と成長を実感する一方で、「学校の勉強は大変
です」とまだまだ自分の日本語が充分ではないこともわ
かっています。私たち講師にとってもやっと「最近、こち
らが話すことをよく聞き取れるようになった！耳が慣れて
きたんだなあ」と喜び始めた頃に終了ということもありま
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す。ある生徒は「ハートフルが終わったら、私たちはどう
やって勉強したらいいの？」と心配していました。このよ
うに引き続き学びの場を求めて土曜日ボランティアに参加
する子どもは少なくありません。
11 月から「補充による指導」が始まった中国出身の男
の子の口癖は、
「日本語むずかしい」
「ハングリー」
「ねむい」
…。朝から学校で授業を受けた後でまだ勉強するのですか
ら、無理もないのかもしれません。それでも休まずに週３
日きちんと通ってきます。生徒たちの頑張りに応えられる
ようこれからも一人一人に寄り添うことを大切にしていき
たいです。( 宮崎 )

ト
ン
ベ
イ
秋はフリースクールのイベントの季節です。たぶんかフリースクールでは、団体を支援し
ていただいている企業の社員ボランティアの皆さんのご協力のもと、学校行事を行いました。
たぶんかウォークラリーをサポートしていだだいた UBS グループの社員ボランティアの
皆さん、東京ボランティア・市民活動センターの皆さん、遠足をサポートしていただいたセー
ルスフォース・ドットコムの社員ボランティアの皆さん、どうもありがとうございました！

9 月 28 日（土）☀ たぶんかウォークラリー
朝からお天気に恵まれた中、生徒たちは UBS グ
ループの社員ボランティアの皆さんと一緒に、地図
を手にクイズや日本語を使ったミッションに挑戦し
ながら、荒川のまちあるきをしました。
ウォークラリーのポイントのひとつでは、日本語
を勉強している生徒たちのために社員さんたちが準
備してくれたオリジナルの「かるた」に挑戦しまし
た。3 分間にどれだけ札をとれるか競う中で、楽し
みながら勉強の成果を確認できました。

すこし暑いくらいのよいお天気でした！
コースには素戔雄 ( すさのお ) 神社や諏訪神社

チーム毎に
「今日楽しかったことベスト３」を
発表しました。

などもありました。古い立派な建物も印象的だっ
たようで、神社の様子や絵馬の図柄を絵に描い
て報告してくれた生徒もいました。ほかにも、
提灯を作る職人さんにインタビューをしたり、
ヌメ皮のブレスレット作りを体験したり、駄菓
子屋さんで買い物をしたり…。様々な経験を通
じて、もっと日本語の勉強がんばろうというエ
ネルギーにつながってくれたと思います！
※UBS グループ（UBS 証券株式会社、
UBS 銀行東京支店、
UBS アセット・マネジメント株式会社、
UBS ジャパン・アドバイザーズ株式会社）
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10 月 26 日（土）☀ 遠足
前日の大雨から一変した青空のもと、株式会社
セールスフォース・ドットコムの社員ボランティア

「イルカをさわりました。
うれしかったです。
」

の皆さんと一緒に江ノ島・鎌倉へ遠足に行きました。
最初に訪れたのは、新江ノ島水族館。たくさんの
魚たち、いろいろな種類のクラゲに見とれてしまい
ます。水族館の次にどこに行くかはチームそれぞれ。
江ノ島に渡ったチームは、展望台に上って景色を眺
めたり、銭洗いを体験したりしました。江ノ電に乗っ
て移動して、鎌倉の大仏を見て中に入ったチームや
長谷寺に行ったチームもありました。
チームでの社員さんとの交流の中で、そして、入
場券や切符を買ったり、お昼ごはんの注文をしたり、
教室とは違った場面でたくさん日本語を使って、勉
強の成果を発揮できました。

「いろいろなさかなをみました。
さかなのしゃしんをとりました。」

夕方には全員で鎌倉駅近くのホールに集まって、
今日行った場所や感想を発表しました。ステージに上

「えのしまへいきました。」

がって話をするのは緊張してしまうけれど、みんなの
言葉と表情から、とても充実した一日だったことがよ
く伝わってきました！

「展望台の景色はきれいでした。
」
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たぶんかフリースクール荒川校
荒川校は９月から新しい生徒を迎え、現
在は生徒数２７名で３クラス体制になりま
した。中国１７名、フィリピン５名、ネパー
ル２名、ミャンマー、韓国、タイにそれぞ
れ１名ずつルーツを持つ生徒が在籍してい
ます。
９月からスタートしたクラスは、現在
１０名ですが、その他に途中退出した３名
の生徒がいました。１名は家族の仕事の関
係で兵庫県へ転居することになりました。
生活に慣れてきたところで、日本国内でも
移動するという状況でしたが、その地域の
ボランテイア団体や地域の方々とつながり
を持ち、置かれた環境の中で頑張って欲し
いと願っています。
その他の２名は８歳と１１歳の小学生で
した。小学生は学齢ですが、ＶＩＳＡ申請の
許可が出るまでの間、一時的に一緒にひら

がな、カタカナなどを学んでいました。
小学生の生徒が板書をする時、背が届かず、
椅子に乗って一生懸命文字を書く姿は、
とても微笑ましかったです。
８歳から１８歳までが同じクラスでした
が、それぞれがよくできたところは拍手を
して褒め合ったり、小学生に対して優しく
話しかける姿など、年齢や国籍は関係がな
く、互いに学び合って成長しているのだと
感じられました。
今年も残りわずかとなりました。ウォー
クラリーや鎌倉遠足などの楽しい行事も終
わり、１２月は模擬試験を受け、１２月末
には保護者面談をして、受検校を決める時
期になってきました。それぞれの進路とあ
たたかい春を楽しみに、一緒に冬を乗り越
えられるように、これからも応援していき
たいと思っています。（加藤）

たぶんかフリースクール杉並校
明るい

光が・・・

杉並校はドアを閉めると 教室が暗くな
る。ずっと暗かった日本語２の教室・・・
その教室に、１０月、待ちに待った生徒た
ちがやって来た。日本語２の教室が明るく
なった。生徒数は 3 人 出身国もちがう。
日本語の習得程度もまちまち。50 音は
すらすらでき日本語が少しわかる生徒もい
るし、母国で卒業式を終えたばかりの生徒
もいる。声を出すことなら一緒にできるは
ず。だからそこを大切にしたいと思った。
「声
を出して」と授業をはじめた。大きな声を
しっかりだしてくれた。練習帳の 10 課の
暗唱も全員が上手にでき担任の先生に聞い
ていただいた。「どこへいきますか」「なに
をたべますか」などの質問に「練馬へ行った」
「渋谷へ行った」などなどの答えが返ってく
るようになった。ゆっくり進む生徒を待っ
ていることもできた。そして 11 月には生
徒数は 6 人になった。
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ある昼休み 教室をのぞくと、みんなで
かくれんぼをしていた。お互いに何か言い
合って笑っている。たのしそうで見ている
方もうれしくなった。
「私の国・町・中学校」という題で作文を
書き、発表会をした。大きな声でレポート
を読み、精一杯頑張った。
学ぶ内容がだんだん難しくなってきた。
寒くなってくる。休まないで、夢に向かっ
てがんばってほしいと願う日々です。( 小谷 )

バシネト・ガウラブさん
今は大学生でスポーツトレーナーを専攻

ていたとしても日本では「国語」という科

している。中学校までネパールで勉強して

目で高得点をとらなければ目指している学

いたので日本の大学にいくことになるとは

校に合格できない。他の科目に関しても日

想像もしていなかった。初めて日本にきた

本語で受験するのが原則である。外国人生

のが中学２年生のとき。両親が日本で働い

徒を受けいれる制度のある学校なら例外だ

ていたため学校が休みのとき遊びにきた。

が日本語力が必要であることには変わりな

父親は自分が生まれたときから日本在住。

い。僕はパソコンに関する勉強ができる学

母親も自分が小学４年生のときに日本にき

校に入学したかったため２月に行われる一

たので家族で一緒に暮らすことはなかった。

般入試で受験し（日本人の生徒と同じよう

家族と離れ、一人で寮生活を続けてきた。

に日本語で受け）新宿山吹高校に入学した。

面白いことに僕は例外ではない。親が海

その目標を実現させるにはものすごい努

外で働き、子供が学校の寮で暮らし勉強す

力だけでは不十分だった。そんな僕をささ

るのがネパールでよく見られる光景だ。家

えてくれたのは「多文化フリースクール」

族と一緒に暮らし、学校に通いたいという

だった。僕は多文化フリースクールに日本

思いが強かったがそれをかなえるためには

語の勉強からはじめ、自分にあった適切な

日本の学校に行くしか方法がなかった。日

学校を探すのを手伝っていただき、さらに

本の教育システムも知らなかったし、将来

高校入試対策までサポートしていただいた。

への不安もあった。それでも僕は日本に行

受験科目（国、数、英）から始め、面接の

く、そして家族と一緒に暮らす。そう決めた。 練習までやさしい先生たちが丁寧に教えて
小中高という教育制度が当たり前の日本

くれたことにとても感謝している。多文化

と違って、ネパールは１０年生（日本でい

フリースクールにいた時間は自分にとって

うと高校一年生）まで同じ学校で教育を受

とても貴重な経験だった。いろいろな国か

けるのが一般的である。日本と同じ教育制

ら集まった人と仲良くなれたし、日本語と

度を採用している国もあれば、そうでない

いう共通語を通してコミュニケーションを

国もある。外国で義務教育を受けた方はま

とることでお互いの日本語能力を高めるこ

ず日本の教育制度を理解するのが困難であ

とができた。そういう恵まれた環境にいる

る。さらに日本は外国人生徒を受け入れる

後輩たちはとてもラッキーだと思う。そし

学校も限られている。その状況のなかで日

て、今は卒業生という立場で後輩たちに自

本語の勉強を、いちからはじめる学生は次

分の経験を話し、さらに彼らが今後活躍で

に高校入試も合格しなければならない。こ

きるよういろいろ相談にのってあげるのが

ういう厳しい環境のなかで進学を目指すの

自分の役割だと思っている。なので、多文

は「普通」ではない。それだけでなく自分

化フリースクールの先生たちや後輩たちと

の実力にあった学校を見つけることも難し

良好な関係を築き、少しでも力になれたら

い。自国では成績がよくていい学校に通っ

なと思う。
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の
ア
ィ
ボランテ
日本語クラス
多文化共生センターのことを知ったのは
「やさしい日本語」（庵功雄著 2016

なくできる人とでも解説は難しい・・・
（困）」

岩波

それでも幾つかは解説できたので子供との

新書）でした。それでホームページを調べ

写真を撮るときの参考にはなったかなと思

て参加するようになりました。

います。

親子日本語クラスの対象者は主に未就学

別の人の教材に「私は甘いものには目が

児から小学生とその両親です。日本に来て

ない」とありました。「どうして目がない

からの時間がそれぞれ違うので（それだけ

の？」という質問が日本語初心者から出て

ではありませんが）日本語の習熟度がバラ

くるのは当然です。こういった慣用句はもっ

バラです。そして彼らは「言語としての「日

と日本語を習熟してから学習すべきで教材

本語」を学ぶのと同時に「日本語」を道具

の取り上げ方を検討すべきだと思います。

として用いながら「教科」を学ばなければ

自分の頭の中の何十年も開けたことのな

ならない」（同書）のです。

自分が小学生

の時よりも彼らの目の前には多くの困難が

い引き出しをガタガタいわせながら開けて
いくことで時間が過ぎていく気がします。

立ちふさがっています。
「びょういん（病院）」 もう少しスーっと開けられるようになりた
と「びよういん（美容室）」の違いなどは誰

いものです。(S.T)

しも間違うところで、自分も昔間違えたよ
なぁと思い出したりしています。
教材はセンターにあるものを使うか、本
人が持参している場合はそちらを使用しま
す。実は大人が持ち込む教材が問題となる
ことがあります。
「やさしい写真入門」という本を解説して
ほしいというリクエストがありました。一
読した私は「日本語でのやり取りが不自由
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ト

子どもプロジェク

ボランティア活動と聞くと、参加の敷

んでいたので、子ども達の母語で会話を

居が高いと感じる方もいらっしゃると思

する機会もあります。日本語にまだ不慣

います。私もその一人でした。多文化共

れな子ども達が、少しでも話しやすい環

生センターでは、定期的に「ボランティ

境を作り出せるよう心掛けています。

ア講座」を開催しています。事前に活動

もちろん、外国語以外にも得意科目や

内容や疑問について相談が出来るので、

皆さんがこれまで培ってきた経験を活か

安心して参加する事が出来ます。

す場面は多々あるはずです。大切な事は、

私の場合、実は子どもに対して苦手意

子ども達と共に、楽しみながら支援して

識がありました。はじめの頃は、勉強を

いく気持ちではないでしょうか。

教えるという気持ちが強く、私も子ども

その結果、今ではむしろ、子ども達か

達も緊張気味だったと思います。そこで、 ら沢山の事を教えてもらっているように
休憩時間に学校で流行っている事などに

さえ感じています。私の出来る事は微力

ついて聞いてみると、子ども達も楽しそ

ではありますが、今後も積極的に参加し

うに話してくれるようになりました。

ていきたいと考えています。(A.K)

また、私は学生時代に少し外国語を学

「みんなで べんきょう」あれこれ
親子日本語クラスでは、2 時半から「みんなで べんきょう」という時間を作って、ボランティアさん
と学習者さんで一緒に、季節の行事を体験したり、様々なゲームに挑戦したりしています。
今年の「みんなで べんきょう」は、こんなことをしました！

８月２４日
シャボン玉づくり！

１０月５日
５月に植えたさつまいもを
収穫して、
みんなで食べました！

６月１５日
ひらがなカードをならべて、
言葉を作るゲームに
チャレンジ！
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基本的人権の尊重

少数者への力づけ（エンパワメント）

「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

正会員
賛助会員

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。

多文化共生センター東京の趣旨に賛同し、団体運営にかかわってくださる方
■ 正会員 年会費 5,000 円（年次総会での議決権あり）
■ 賛助会員（個人）1 口 年会費 3,000 円 ( 複数口可 )
■ 賛助会員（団体）1 口 年会費 30,000 円 ( 複数口可 )

多文化共生センター東京の活動や、当団体で学ぶ子どもたちをサポートするさまざまなご支援方法があります。
多文化共生センター東京
の活動全体へのご支援

経済的な理由から「たぶんかフリー
スクール」の授業料を負担すること
が難しい家庭の子どもたちへの支援

毎月定額のご寄付を継続的にお寄せいただくご支援
（月額 1000 円、3000 円、5000 円、10000 円）

その他任意の金額も設定いただけます

※詳しくはホームページ、またはお気軽にお問い合わせください。

多文化共生センター東京
ホームページよりお申込み

みんぐる vol.64

00110-8-407588
名義：多文化共生センター東京
振込用紙に、銀行振込の場合はお振込後に
メールや電話で、
「入会希望」もしくは「寄付」
をご指定いただき、名前・住所・電話番号・
メールアドレス・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。

ゆうちょ銀行

〇一九店

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

2019年 12 月発行

編集：多文化共生センター東京広報チーム（今号の担当：湯川光太郎、信田将臣、枦木典子）
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。

千代田線
京成本線

Tabunka free school, Arakawa Main Campus

〒116 -0002 東京都荒川区荒川 4-19-1

町屋駅

旧教育センター２階

2F 4- 19 - 1 A rak aw a, Arakawa-ku Tokyo

ＴＥＬ／ＦＡＸ：03-6807-7937 Ｅ-mail：info@tabunka.or.jp
Open：火曜日～金曜日 9：0 0 ～ 18：00 土曜日 11：0 0 ～ 19：00
Access：千代田線・京成線町屋駅から徒歩 10 分、
都電荒川二丁目駅から徒歩 7 分、JR 三河島駅から徒歩 15 分

たぶんかフリースクール杉並校

都電荒川線

荒川二丁目駅

荒川区役所

Suginami School

所在地：〒167-0021 東京都杉並区井草 2 丁目 35-5
２-３５-５ Igusa, Suginami-ku Tokyo

ＴＥＬ／ＦＡＸ：0 3 - 6 9 1 5 - 0 2 0 0
Open：火曜日～金曜日 9：00 ～ 18：00
Access：西武新宿線「井荻」駅から徒歩 12 分

明治通り
京成本線

新三河島駅
常磐線

三河島駅

荒川三丁目
交差点

荒川自然公園

事務局・たぶんかフリースクール荒川本校

