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事務所の移転
◆ 事務所・たぶんかフリースクール荒川本校の移転先が決まりました。
　9月から下記の新住所で活動します。

先

 

新しい場所からあらたな繋がりを！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　枦木　典子
　2006 年以来、荒川区のご協力により外国にルーツを持つ子どもたちの学びの場として、廃校に
なった施設等をお借りしてきました。しかし、現在お借りしている旧教育センターの場所は、地
域の防災公園計画により取り壊しとなります。区内でお借りできる適当な施設が、全くないとの
ことで、8月末に民間の建物へ移転します。
　荒川区から公的施設が借りられた 15 年間で、「たぶんかフリースクール荒川校」で学んだ学齢
を超えて来日した外国にルーツを持つ子どもたちは、延べで約 600 名に上り、高校へと進学し、
社会人として活躍を始めています。また、土曜日のボランテイアによる活動日には、小中学生、
大人の方たちを含めるとコロナ禍以前は、延べ 1000 名を超える学び場、居場所として、大切な役
割を担ってきました。　
　9月からは、新しい場所での活動が始まります！社会全体がコロナ禍で深刻な影響を受ける中、
団体としても教育支援のあらたなニーズに向けて、活動の輪を広げていきたいと思います。引き
続き、温かいご支援をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
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★新住所
〒116-0002 東京都荒川区荒川３丁目７４−６

メゾン荒川Ⅱ２０１号室

移転先

現在の事務所

町屋駅方面

三河島駅方面

セブン-イレブン
荒川店

荒川三丁目

新三河島駅
方面

 ・地下鉄千代田線 町屋駅から徒歩 10 分 
・京成 新三河島駅から徒歩 5 分 
・JR 三河島駅から徒歩 5 分 

 

 
2 階のこの部屋に
移転します！

荒川三丁目

新三河島駅
方面
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の様文京ガイ画画ダ画画ン画画ス

・多文化共生センター東京　HP　　　　　　　　　
　https://tabunka.or.jp/　
・多言語高校進学ガイダンス in Tokyo　HP　　
　http://www.tokyoguidance.com

昨年度、コロナ感染症のため実施できなかった「日本語を母語としない親子のための多言語高
校進学ガイダンス文京」を 7月 4日 ( 日 ) に、文京区水道橋の全水道会館で行いました。

参加数（組） 13組  
(生徒 11 人 保護者等 16人) 

ルーツのある国 中国、フィリピン、 
ネパール、モンゴル 

◆ 定員をはるかに超えた問い合わせ数

　コロナ感染防止のため事前予約制で中学 3
年生を対象に個別の相談形式で実施しました。
定員の 16 組に対して 2倍を超える 35 組の問
い合わせが 13 区の中学生からありました。
　定員を超えてしまい、予約ができなかった
希望者には、Webでの資料の閲覧を促したり、
他の会場の予約を勧めたりしました。
◆ ガイダンス情報の入手先

　終了後のアンケートでは、参加した 92％の
相談者が学校の先生から、情報を案内されて
いました。また、中学校からの直接の申し込み
が、35 件中 8件もありました。これは、一昨年
から東京都教育委員会から各区市町村教育委員
会に多言語高校進学ガイダンスの案内の周知を
していただいていることによります。行政との連携が、情報を取得しにくい外国にルーツを持つ
子どもたちにとって、大きな役割を果たしています。今後も、連携の取り組みをさまざまな場で
実施していくことが必要です。

子

◎ 最新のガイダンススケジュールや高校入試に関する情報は、当センターやガイダンスのHP で
　見ることができますので、こちらもぜひご活用ください。

◆ これからのスケジュール

〇 八王子ガイダンス 　【 日時：10 月 3日 】
    問い合わせ：八王子国際協会　
　Tel / Fax : 042-642-7091　Mail : 802_kk@jcom.zaq.ne.jp

〇 品川ガイダンス　【 10 月の予定 】
〇 新宿ガイダンス 　【 10 月 30 日の予定 】

自治体名 組数 自治体名 組数
荒川区 5 北区 2
江東区 5 世田谷区 2
墨田区 5 豊島区 2
江戸川区 4 品川区 1
練馬区 3 台東区 1
足立区 2 文京区 1
板橋区 2

総自治体数 13 総組数 35

エリア別　申し込み組数



　

たぶんかフリースクール荒川校
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　4月 7日から荒川校の新年度は始まりました。昨年度から通っている 4人に新規生徒
が加わり、2クラス編成で日本語、教科は英語と数学を勉強しています。4月には 1名
しかいなかった男子生徒も、今では 4名になりました。
　生徒達は学校が楽しいと言っています。3度目の緊急事態宣言下ではオンライン授業
も実施しましたが、すぐ対面授業に戻りました。皆学校に来たいんですね。学校は、感
染者を出さないよう細心の注意を払っています。
　春学期が早くも終わりました。仮名の読み書きから始めた生徒達からも、日本語が聞
こえてくるようになりました。音読が苦手で、指名される度に文句を言っていた生徒も、
先生に根負けしたのか、最近は渋々読むようになりました。わからなかったら、友達に
聞いたり、テキストのページを繰ったり、少し学習方法がわかってきたようです。前は
個だった生徒達が、勉強を通して互いに繋がり出しました。次は社会とですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【・講師 ・建木】

  杉並校は
夏期講習から
   スタート
   します！4月から7月

大盛況、 スポーツ大会！

　6月 25 日 ( 金 ) に、株式会社セールスフォース・ドットコム様のご支援により、台東リバーサ
イドスポーツセンターでスポーツ大会を開催しました。
　コロナ禍で、生徒たちは入学してから体を動かす機会がほとんどありませんでしたが、当日は
バドミントンをして、とても盛り上がりました。コートを５面もとれる広い体育館の中で、休憩
する間も惜しんで楽しんだ生徒たちの感想を紹介します。 

 
バドミントンをやったときは、

すばらしい時間をすごしました。

                                       (E さん )
 

 

皆バドミントンがすごく

上手でした！一緒にする

のが楽しかった！この日

はとても疲れましたが、

嬉しかったです！ (Kさん)
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荒川区　ハートフル日本語適応指導事業

東京都　高校支援事業　【都立南葛飾高校】

行政との協働事業

　今年度の通室（取り出し授業）は昨年度から継続の１人に、次々に新しい生徒が５人加わり
ました。初めは緊張感いっぱいでしたが、じきに休み時間には笑い声がはじけるようになり、
日本語力が伸びてくると、私たちとも少しずつ雑談ができるようになりました。子どもっぽかっ
た下級生が上級生に憧れ、三年生が真剣に学習に取り組む姿に感化されていくのもほほえまし
いものでした。まとめの発表「私の国／町」は、家で色々調べてくるなど積極的に取り組み、
日本語でしっかりと話すことができました。ほんの三か月前に「あいうえお」から始めたとは
思えない姿でした。
　補充（夕方の学習・三か月）は、継続の１人に昨年度通室を終えるなどした５人が加わって、
最大時は６人。日本語の習得状況が異なる中で、各人に合わせた学びを展開していくのはなか
なか難しいものがありました。運動会練習の疲労を引きずったり、羽目を外しそうになって怒
られたりもしましたが、それぞれが確実に力を伸ばして、
巣立っていきました。現在は通室を終えた５人が夏休み
も学習し続けています。
　これからも、限られた時間で力をつけられる学習を模
索しながら、生徒たちの支えになれるよう力を尽くして
いきたいと思います。　　　　　　　　　　【 ・講師・泉】

　南葛飾高校では今年度３１名の外国にルーツをもつ生徒を入学しました。１学期も分散登校
や行事の規模縮小など多くの制限はありましたが、無事に終業式を迎えることができました。
　今年の「在京生」の特徴は、とにかく元気で明るいこと。バスケや卓球など運動部に所属す
る生徒が多く、「大変だけど、楽しい！」「友達がたくさんできた」と話す笑顔が印象的です。
１年次から日本語能力試験に挑戦するなど、意欲的な生徒も多いです。既卒生や、滞日期間が
短い非漢字圏の生徒にとっては提出物や定期考査など、高校での学習に慣れるのが大変だった
と思いますが、在京生同士で助け合ったり、先生や日本語指導員に尋ねたり、時には翻訳アプ
リも駆使して課題に取り組む姿が見られました。コーディネーターとしては２年目の今年が正
念場です。在留資格や日本語教育など、校内だけでは解決が難しい課題に協力して取組み、な
んかつ生をサポートしていきたいと思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 ・多文化共生スクールコーディネーター・ 坂本】
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ボランティアボランティアの 研修

   安達 玲美 さん【インターン】

　中国で約十年間生活してきた私、ハーフの日本人として帰ってきて、すでに 5年が経ちま
した。帰ってきた理由を簡単に言いますと、高校進学と日本語勉強のためです。
　偶然たぶんかフリースクールを知り、半年間くらいそこで勉強したおかげで、日本でとて
も充実した時間を送ることができ、高校進学の目標も達成できたのでとても満足しています。
　この 5年を思い返してみると、語学の勉強は決して簡単ではありませんでした。それでも
都立高校の受験に成功し、日常会話や文章の読み書きも少しずつ上達しています。高校では
部活動や様々なボランティア活動に積極的に参加しました。

　今は大学の国際学部でグローバルビジネスを専攻し、
知識をさらに広げています。それと同時に、多文化共生
センター東京でのインターンという貴重な機会にも恵ま
れました。ここで日本語を勉強したい人達や困っている
外国人をたくさんサポートするのが私にとって大事な役
目だと思います。自分の経験を生かして周りの人々を幸
せにしたいです。

会
6 月 26 日 ( 土 ) に、オンラインでボランティアさんに向けた研修会を開催しました。

 「子どもへの日本語の教え方勉強会」 
　講師：宮﨑由梨さん 
　参加者：15 名 

　講師の宮崎さんは、荒川区ハートフル日本
語適応指導事業の担当として、区内の小中学
生に日本語の初期指導を行っています。
　土曜日のボランティア教室にも参加してい
ただいており、小中学生から学齢を超えた子
どもたち、大人など幅広い対象に日本語を教
えてきた経験から、今回は、外国にルーツを
持つ子どもたちに日本語を教える時に知って
おきたいことを話していただきました。

                     ◆ 終了後のアンケートから ・ ・ ・

・経験豊富な先生のお話とボランティアに参加さ 
　れている方のお話を聞けてよかった。
・子どもたちに触れ始めてまだわずかで、指導
　の背景の知識が浅いため、「これが知りたかっ
　た」という部分を教えてもらえた。
・子どもと大人で日本語の学び方が違うこと、日
　本語を母語とする人にとっての国語文法と母語
　でない人にとっての日本語文法との違いを知る
　ことができた。

◎ 終了後のオンライン懇親会も盛り上がり、 
     参加されている方が気軽に話せた充実した  
     時間となりました。

英語の授業のアシスタント

 

 
当日の資料の

　　スライド



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。

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 )

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

ゆうちょ銀行　〇一九店　　
名義：多文化共生センター東京多文化共生センター東京

ホームページよりお申込み

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。

00110-8-407588

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。

正会員
賛助会員

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

多文化共生センター東京

の活動全体へのご支援

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。
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事務局・たぶんかフリースクール荒川本校
Tabunka free school, Arakawa Main Campus
〒116-0002　東京都荒川区荒川 4-19-1　旧教育センター２階
2F 4-19-1 Arakawa, Arakawa-ku Tokyo

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

Open：火曜日～金曜日 9：00 ～ 18：00　土曜日 11：00 ～ 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  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：03-6915-0200

Open：火曜日～金曜日 9：00 ～18：00

Access：西武新宿線「井荻」駅北口から徒歩 15 分、「下井草」駅北口から徒歩 12 分

　　　　  西武池袋線「富士見台」駅南口から徒歩 18 分

　https://tabunka.or.jp/

　facebook.com/tabunkatokyo

　@tabunka_tokyo

地図は、下の QR コードをご利用ください。
多文化の HP の「連絡先・アクセス」に
つながります。

※ 8 月末まで


