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おおさかこども多文化センター  活動報告（1） 
 
第1回 外国にルーツをもつ子どもの教育支援学習会（2017年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金事業） 

   『外国にルーツをもつ子どもの“書く力”を育てる学習支援』 
 
 

７月９日（日）、国労大阪会館にて、年少者の日本語教育がご専門の立命館大学教授・清田淳子さんを講師にお迎えし標

記学習会を開催しました。 

外国にルーツをもつ子どもの読み書きの力は、日々の教科学習に深く関わるだけでな

く、将来の進路選択や社会参加を支える力となります。しかし、言語の四技能の中でも最

も難しい「書く」ことへのサポートは、支援者にとっても、特にその方法に悩むことが多く、

当日は関心の高さを反映して、会場を埋め尽くす 51 名もの参加がありました。 

対話を重ねて子どもの言葉を引き出し、それを支援者が書き留めていくことで、断片的

な語を文章に発展させていく。また、さまざまな教科において、子どもに「自分で考えたこ

と、わかったことがある、だから書いてみよう！」という気持ちにさせる、など清田先生は現場での豊富な学習支援事例を

もとに、子どもたちの「書く力」をどのように育てるかのさまざまなヒントをご提示くださいました。そして講演が終わってから

も参加者から次々に、各自の支援ケースに関する相談が寄せられ、熱心な質疑応答が続きました。先生はそれらの一つ

ひとつに、子どもと支援者双方に対しての温かい視点を持ちながらお答えくださったのが、とても印象的でした。 

参加者のお一人で、ピアにほんごでは教育サポーターとして活動されている加藤浩子さんが感想をご寄稿くださいまし

たので、以下にご紹介します。                                                    （A.N）           

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

清田先生の講義を聞いて―――                      （大阪府立高校中国語・日本語講師   加藤浩子） 

どの言語を学習するにあたっても「書く」ということは一番難しいということを、私たち教師はわかっていながらも、子ども

たちの「書く力」を「話す力」と「聞く力」とで対比してしまい、焦りがちになっているように思われます。 

 「書く力」は「話す力」「聞く力」とは異なり、日本に住んでいてもなかなか自然には身につけにくく、先生が冒頭でおっしゃ

っていたように年数と比例して伸びていく力ではないということを認識しました。 

 先生は、今回、ご自身が経験された子どもたちとのコミュニケーションの

取り方や、具体的な授業展開例について説明をされました。また 「読む

力」が「書く力」の原動力になっているということや、第一言語の確立が日

本語を習得する上で大きな役割を担っているということの分析結果、実際

それに関する体験談もお話しくださいました。私にとっていろいろなことを

再認識させられた、非常に良い勉強の機会となりました。 

 また今回、同時に様々な現場で日本語教育に携わっておられる方々の

お話も伺うことができ、改めて小中高の日本語教育や指導の情報共有・

意見交換の必要性と、各生徒個々の日本語教育上の情報共有の必要性を感じました。生徒の生い立ちや第一言語の習得

状況、日本語の習得状況などについて、もっと進学した各学校間で引継ぎがされれば、生徒のニーズや授業の注意点など

も迅速に把握され、少しでも早くその生徒に即した日本語教育対応がなされるのではないかと思います。また、地域によっ

て子どもたちを取り巻く環境は様々ですが、他府県で起こっていることがいつか自分の身近でも起こるかもしれないことを

常に念頭に置き、日本語教育界の全ての先生方との交流の必要性も感じました。 

「書く」ということは多くの人が敬遠しがちで、その重要性は大人になってからでないとなかなか分かりません。その上

「書く力」は生徒の「読む力」や言語知識が必要になるので、一言語教師の努力だけではその能力を伸ばすのは実際、難し

いように思われます。しかし、希望はあります。子育てや教師の仕事をしながら私が日々感じること、それは万国共通だと

思いますが、子どもたちの全ての原動力は「興味」にあるということです。彼ら、彼女らの「興味」は私たちにとって最大の味

方であると理解し、それを刺激できるよう、楽しい授業展開を考えながら、生徒たちに「書く事」の重要性を常に伝えていき

たいと感じました。貴重なお話を本当にありがとうございました。 
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おおさかこども多文化センター  活動報告（２） 

 

『「やさしい日本語」によるコミュニケーション 〜 学校教育の現場から〜 』 
 

                                             大阪大学未来共生イノベーター博士課程プログラム 

                                                      王一瓊・金世貞・陳思源・林貴哉・山口真美 

 

７月 17 日（月・祝）、外国にルーツをもつ子どもの教育支援学習会「『やさしい日本語』によるコミュニケーション～学校

教育の現場から～」をOKoTaCと大阪大学未来共生イノベーター博士課程プログラムの共催で開催しました。本プログラ

ムに在籍する大学院生５人（王一瓊・金世貞・陳思源・林貴哉・山口真美）は、「外国にルーツをもつ子ども」が抱える課題

という共通の問題意識を持っており、この半年間、OKoTaC にインターン生として受け入れていただき、活動してきました。

聖心女子大学日本語日本文学科の岩田一成先生を講師としてお招きし、大

阪大学中之島センターにて行われたこの学習会には、祝日にも関わらず 70

名近くの方々にお越しいただきました。参加者は大阪府下の学校教員をは

じめ、大学の研究者や学生、日本語ボランティアなど多岐に渡りました。 

学習会は２部構成で、講義とワークショップという形式で行われました。前

半は、日本語教師としても活躍されてきた岩田先生の講義で、在日外国人

の状況や日本語の特徴、学校独特の文化や言語運用などについて幅広くお

話いただきました。講義の中では、参考書籍やインターネットのサイト等の

明日からすぐに役立つ情報もご紹介いただきました。たとえば、「NEWS 

WEB EASY」（https://www3.nhk.or.jp/news/easy/）では、やさしい日本語で書

かれたニュースを見ることができます。さらに、「やさ日チェッカー文章診断

版」（http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi1/nsindan/）や「リーディングチ

ュウ太」（http://language.tiu.ac.jp/）というウェブサイトでは、自分の書いた文章の難易度とその理由を診断してくれます。 

また、後半のワークショップでは、「やさしい日本語」の観点から幼稚園からのお便りを分析したり、参加者自身の関わ

っている学校や団体での悩みを共有したりしました。現場のリアルな声であふれ、参加者同士で解決策を提案する場面

もあり、終了時間がきても話が尽きない様子でした。今回の学びを、所属する団体の会議や研修で広め、現場で生かし

ていきたいという声や、次回の学習会を期待する声も聞かれ、このテーマの重要性とニーズを再確認しました。多くの方

が有益な情報を得て、同じ志を持つ方と交流でき、実りの多い学習会になったのではないかと思っています。 

この学習会の企画・開催にあたっては、現場

の方々の思いを反映させた取り組みを行うため、

OKoTaC の方々からたくさんのアドバイスをいた

だきました。ご厚意により大阪の学校現場を見学

させていただいたり、現場で活躍されている先生

方のご意見をいただいたりもしてきました。普段

は大学院で研究を行っており、こうした地域社会

に根ざした団体と共に実践に取り組む機会が少

ない私たちにとっては、OKoTaC での活動のす

べてが新鮮で、勉強になることばかりでした。貴

重な時間を過ごさせていただき、感謝しております。この経験を糧に「多文化共生社会」をつくるために私たちもより一層

励んでいこうと思います。ありがとうございました。 

（大阪大学未来共生イノベーター博士課程プログラム やさしい日本語チーム） 
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～ 地 域 の子 ど も支 援教 室 か ら～ ㉖      

         

 市岡日本語教室（大阪市港区） 

 
         

市岡日本語教室は特定非営利活動法人(NPO)市岡国際教育協会と大阪市コミュニティ協会港区支部が共催

する地域の外国人のための日本語教室です。1996 年に市岡高校の一部を借りて始めた教室ですが、その後、場

所を移し、現在は弁天町の港区民センターで開催しています。教室を始めて 22 年目、今では最も古くから活動し

ている地域の日本語教室のひとつになりました。 

そんな私たちの教室の特徴は、「ゆるい」ということです。来るものは

拒まず、去る人は追わずの方針で、そこがいいところでもあり、同時に

はがゆいところでもあります。意欲のない学習者を引き留めたり、何度

も声かけしたりということもあまりしませんので、子どもを参加させる方

は少しもの足りないかもしれませんし、またきちんとした「教育」をしたい

ボランティアにとっては、あまりに頼りない教室でしょう。 

しかし、逆にいい面もたくさんあるのです。みんなが気軽に参加できて、

いろいろなルーツを持つ人たちと交流できます。来たいときにだけ来ればいいのです。締め付けられたり、厳しい

宿題があったりしません。ボランティアにも学習者にもいろんなタイプの人がいるため、教室がひとつのカラーに

染まっていません。そのため自分の好みにあった学習ができ、交流ができるのです。 

学習は基本的にボランティアと学習者が１対１で勉強します。ペアリングがうまくいくと、そのペアでずっと学習

することになります。中には会話（おしゃべり）だけを楽しみたい人たちもいますし、日本語能力試験を目指して勉

強している人もいます。子どもたちの中には学校の宿題や学習帳を持ってきている人もいます。それぞれのペア

が自分たちで学習方法を決めていくのです。 

市岡日本語教室は週に１回、金曜日の夜に開催していますが、だい

たい 40～60 人くらいの外国人学習者が出席し、ボランティアは 60 人前

後が参加しています。毎週来る人も、たまにしか来ない人もいろいろで

すが、残念ながら、子どもを対象とした教室ではないので、大部分は大

人の人たちです。子どもは毎回２、３名の参加ですが、切れ目なく、やっ

てきます。勉強を教えるだけでなく、進学相談などもできるボランティアも

いますので、近くに子どもがいたら、安心して来れる教室だと勧めてくだ

さい。お待ちしています。   (市岡日本語教室  札葉正隆) 

         活動場所： 大阪市港区民センター２階 (〒552-0007 大阪市港区弁天２—１—５) 

         活 動 日： 毎週金曜日 夜７時～８時 30 分 

         問い合わせ先： TEL 080-3846-2581（札葉）   E-mail info@ichioka-nihongo.org 

         ホームページ： http://ichioka-nihongo.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABUNKA SHINGAKU JUKU (たぶんか進学塾) 

                                               第５期生 生徒募集 

TABUNKA SHINGAKU JUKU は外国にルーツをもつ子どものための学習塾です 

【場 所】大阪市西区新町１丁目 12-23 イサオビル４F 

     地下鉄四つ橋線「本町」駅 22・23 番出口 徒歩５分 

            「四ツ橋」駅２番出口 徒歩５分 

【お問い合わせ】 TEL: 06 -6390-8201、 090-8199-5908（坪内）両方とも日本語 

Email: osaka@tabunka.jp 

                  特定非営利活動法人 多文化共生センター大阪 
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Air Mail  ～さまざまな国の人々・文化・子どもたち… 

海外からのたよりをお届けします～ 

 

メキシコ便り㉞ 「オアハカのゲラゲッツァ（後 篇 ）」 

                （おおさかこども多文化センター会員・金野広美） 
 
ぐっすり眠った次の日、デルフィーナたちと別れ、私はゲラゲッツァが開かれるオアハカセントロに移動しま

した。ここにはホテルで働くベトという友人がいるので彼のホテルに直行。そして同じく友人のエリもやってきて

１年半ぶりの再会に話がはずみました。ゲラゲッツァは年によって開催日が違うのですが、今年は７月 20 日と

27 日の月曜日に２回づつステージがあり、この期間中は他のインディヘナの村でも小規模な民族舞踊の祭

典が開催されます。華やかなパレードが通りを練り歩き、フェリア・デ・メスカル（ここの名産のお酒メスカルの

お祭り）が開かれ、広場では市がたち、メキシコ各地をはじめ海外からも多くの人がやってきてとてもにぎやか

になります。私もベトたちと街を歩き回り、広場では踊りの輪に加わりながら夜遅くまで飲んで、食べて、踊っ

て楽しく過ごしました。 

次の日の朝、ゲラゲッツァ会場があるフォルティンの丘に行きまし

た。１万２千人が入る会場は満員で１時間前に着いたにもかかわら

ず、席を確保するのに苦労しました。一人でうろうろしていると年配

のメキシコ人の男性が「ここが空いているよ」と教えてくれ、その男性

の隣に座りました。会場ではすでに楽団が演奏を始めていたので観

客は盛り上がり、踊っている人もいました。今年は 12 の地域からそ

れぞれの村に伝わっている踊りが披露されました。サン・パブロ・マ

クイルティアンギスの「エル・トリート・セラーノ」という踊りは、女性が牛に扮し、男性を打ち負かすというユーモ

ラスな踊りで、男性が舞台から落とされるたびに大きな歓声がわき、マッチョの国でのせめてもの抵抗の踊り

のようで、なかなかおもしろかったです。また、ビージャ・デ・サーチラからはダンサ・デ・ラ・プルマという大きな

直径 1.5 メートルはある丸くて平たい羽飾りをつけて踊る踊りがありました。これはスペインによるアステカ帝

国征服の様子を表したもので、ピョンピョン跳びながら踊るものですが、あとでこの羽飾りを持たせてもらいま

した。あまりの重さにバランスをとるだけでも大変なのに、これで踊るのだからすごいなあと感心してしまいま

した。黒地に色とりどりの花模様をあしらった素晴らしい刺繍の衣装が目をひく、シウダ・イステペックの踊り

の音楽は、にぎやかなマリアッチで演奏するワルツで、優美な中に輝く太陽のような明るさのある興味深い踊

りでした。このほかにも収穫の喜びを表現したものや、男女の恋のかけひきを表したものなど、それぞれにカ

ラフルな民族衣装と相まってとても美しく楽しいものでした。そして、各踊りの最後にはパンや果物、帽子など、

各村で採れたり、作られたものが舞台から客席に投げられ、観客は立ち上がって掴み取るのに一生懸命でし

た。私は何もゲットできなかったのですが、隣の男性が、獲得したパンをひとつくれました。ほのかに甘くて素

朴な味わいのあるおいしいパンでした。この男性は毎年ゲラゲッツァを見に来るそうで、「インディヘナの伝統

舞踊も民族衣装もメキシコの宝で、メキシコ人の誇りだ」と熱っぽく語りました。しかし私は彼の言葉を聞いた

時、思わず反感を覚えてしまいました。それは、メキシコ人が彼らの伝統芸能や美しい手工芸品をメキシコの

誇りだというのなら、なぜインディヘナに対する根深い差別を放置しているのかと聞

きたくなったのです。ゲラゲッツァの日だけインディヘナはメキシコばかりでなく、世

界からやってきた観光客の注目を一身に浴びて踊ることができます。しかし、次の

日からはまた、過酷な日常が待っているのです。彼らがきらびやかに、そして晴れ

晴れとした表情で踊れば踊るほど、私はとても悲しくなってきました。そして舞台が

終わった時、私一人が祭りの余韻の中、トボトボと歩いていました。 
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大きな舞台で「笠の舞」を披露しました 

かっこいい獅子舞を披露する高学年は 

低学年の子どもたちのあこがれです 

特別寄稿  『継承ベトナム語を学ぶ子どもたちに寄り添って』（3） 

近藤美佳（ベトナム語講師・通訳・翻訳）  

 

継承ベトナム語を教えていると、たくさんの「いやだ」、「できない」に出合いますが、このような発言をする子

どもたちと向き合っていくうちに、ただのわがままとは言い難い子どもたちなりの「理由」が見えてきました。 

ベトナム語が家族との絆の言葉である反面、家族との関係が深いからこそ素直に学習に取り組めない、強

い抵抗を感じてしまう、そんな子どもがいます。そして、家族を含めた周りすべての過度な期待やそこからの失

望を受け、自信とやる気をなくしてしまっている子どももいます。また、とても上手に話せるのに、それが誰かの

役にも立ち得る「すごい」力なのだと気づかないまま、「外

国人だとばれてしまうから」と力を隠している子どももいま

す。このように、能力的に「話せない」のではなく、さまざま

なもやもやした気持ちが障害となり「話せない」、「話さな

い」場合が多いようなのです。 

「いやだ」、「できない」という、このような発言が、単なる

わがままや能力の低さ、自信のなさと捉えられてしまうの

は非常に惜しいことだと思います。その裏には、自分自身

ですら気がついていない、ベトナムに対する特別な想い、

興味・関心、能力が隠れているかもしれないのですから。 
 
 

そこで、そういったもやもやのひとつひとつをほぐし、彼

らの本当の気持ち、興味・関心、能力を引き出すこと、そしてその引き出したものが第三者によって肯定、賞賛

されることが必要です。 

さらに、それが学校という場で実現すれば、外国にルーツを持つ子どもたちが言語能力や自己肯定感を高

められるだけでなく、日本の子どもたちが外国文化への興味・関心を深めたり、外国語学習への動機を高めた

りすることにも繋がります。これこそが、公立学校内での継承語学習の意義だと思います。同じクラスに、学年

に、学校に、外国から来た仲間がいるなんてラッキー！そう捉えられる教育現場が増えていくといいなと願って

います。 
 
 

私自身、彼らから見れば「外国人」である私が、彼らの「母

語」を教える立場に立って、一体何ができるのだろう、ここに

いていいのだろうか、と不安になることが多々あります。しか

し、ベトナムに魅せられ、ベトナム語を学習してきた日本人で

ある自分だからこそ、「あなたの国のことをこんなに好きな人

間がいるんだよ、素敵なベトナムのことを一緒に勉強しよう

よ」、というメッセージを伝えられる、そう信じて日々授業をして

います。 

子どもたちが次はどんな素敵な力を発揮してくれるのかな

と、毎日とても楽しみにしているのです。      （おわり） 
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おおさかこども多文化センター  活動報告（3） 
 

第2回 外国にルーツをもつ子どもの教育支援連続セミナー 

         『最近気になる国・地域からの子どもをめぐって ＜ムスリム編＞』 
 
 

ヒューライツ大阪と共催の標記セミナー（全３回）の第２回目＜ムスリム編＞を、７月 29 日（土）に開催しました。中東

や東南アジアからのイスラム教徒の子どもたちは、ここ大阪でも近年ますます増加傾向にあり、日本での教育や学校生

活における課題に直面する場面が増えてきています。 

セミナーではまず、とよなか国際協交流協会職員で、大学院で在日ムスリ

ムの教育課題を研究しておられる山根絵美さんから、イスラムの信仰やそ

の多様性、また学校生活で必要となる配慮などについてお話がありました。

その後、同じく豊中でボランティアとしてアラビア語などを教えておられるエ

ルモトニ・アシュラフさんに、ご自身の経験から感じた日本での子育ての難

しさや、学校側に対して望むことなどを聞かせていただきました。 

会場を一杯に埋めた 39 名の参加者の中には、実際に学校現場でムスリ

ムの子どもに関わったことがある教員や、子どもを日本の学校に通わせていたムスリム当事者の方などもおられ、熱心

な質疑応答に、このテーマへの関心の高さがうかがえました。参加者のお一人、宮﨑慶子さんがレポートを寄せてくだ

さいましたのでご紹介します。                                                   （A.N）             

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

セミナーに参加して―――                                 （府立成美高校教員   宮﨑慶子） 

山根さんによると、宗教的配慮の必要なムスリムの子どもが日本の学校に通う場合、注意すべきことは、言葉の問題

もあるでしょうが、最初にムスリムの家庭側が学校に要望を述べ、きちんと話しあうことが重要だということです。 

給食（食事）についても、どこまでハラールを重要と考えるか否かは家庭の考え方によりますし、私自身の経験でも一

言でムスリムといっても一括りにできないということを実感しています。しかし、学校側はムスリムなら食事で豚さえ除け

ばいいのだろう程度の認識しかないというのが現状で、これは考えものです。茨木市のように市で宗教食対応を行なっ

ている市もありますが、なかなか対応しきれていないのが現実です。学校でのお祈りや、宗教行事のための欠席、ラマ

ダンなどについても、直接話を聞いて各家庭個別に対応することが重要です。 

モロッコ出身のアシュラフさんはフランスと日本とで子育ての経験をお持ちですが、日本での生活の方が難しいとおっ

しゃっています。ヒジャブをつけているので、「違う人」と見られる心配が日本ではあり、お弁当を持参すること、男女共用

のトイレ、みんなと一緒の着替えや体重測定、ラマダンの最中の遠足など、風俗、習慣の違いにより生じる問題につい

てその都度、改善や要望の申し入れをされたそうです。また、一方でマスコミが作る悪いイメージ、「イスラム国」のせい

でムスリム全部が悪いかのような誤解があります。しかし、悪いのは、0．1％の人だけで、残り 99．9％の人は、平穏で

平和を好む人たちです。それにもかかわらずネガティブな面だけが強調され、空港でも細かく調べられたという不快な

経験についても述べられました。私はお話を聞きながら、男女とも一般的に肌を隠す傾向にあるため、女子のスカーフ

や体育時の服装、水着に関して、また日常のお祈り、ラマダン、宿泊研修（修学旅行）等の学校行事についても、学校は

柔軟に対応する姿勢が必要だと思いました。 

講演の後の質問・情報交換では、活発に意見が出されました。学校と話をする際、言葉の問題がありますが、子ども

を通訳とせず、やさしい日本語で保護者とコンタクトをとることが大事で、小学校 1 年生の保護者に持ち物の説明をする

のに、写真で示したのは有効だったとの報告がありました。ムスリムの女性は写真を撮られることをあまり

好まないので、撮影の際には、声をかけるなどの配慮が必要ではという意見も出ました。また、給食に関

しては、命に関わるアレルギー対応はできても、宗教対応はできないと言われたこともあったという話もあ

りましたが、3 人のお子さんをお持ちのムスリムご夫妻が、上のお子さん（24 歳）の時と、下のお子さん（14

歳）の時とでは大きく違い、この 10 年間で状況はだいぶ良くなったとお話しされていたのが印象的でした。 
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イベント情報 〜おおさかこども多文化センターの主催イベント〜 
 ☆ 『外国人家族のための 高校進学説明・相談会』  

日本での在住期間が短いため、日本の教育事情をなかなか理解できない外国人家族のための進学説明会。日本の学校システム 

や高校の種類、入試制度や必要経費まで、詳しくお伝えします。受験生だけでなく中学１､２年生の保護者の方もおいでください。 

詳細は次号の『OKoTaC 通信』でお伝えします。 

   【日 時】  11 月 18 日（土） 14:00〜16:30 (受付13:30)   【場 所】  国労大阪会館 

  【対象者】日本語を母語としない家族、学校教員、地域の支援者 

  【内 容】大阪府の高校にはどのような学校があるのか、入学するにはどのようにすればいいのか？ 

府立高校・私立高校など、高校でかかる費用、日本の教育システムなどについて。 

      ※ 個別教育相談会もあります。   ※ 言語については事前に相談ください。 

 

 ☆ 2017 年度ヒューライツ大阪共催「外国にルーツをもつ子どもの教育支援・連続セミナー」第３回 
  『〜 最近気になる国・地域からの子どもをめぐって〜〈ベトナム編〉』 

   【講 師】  朴洋幸（パク ヤンヘン）さん（特定非営利活動法人トッカビ代表理事） 

         ヴー ティ トゥ タォ（Vu Thi Thu Thao）さん（八尾市立高美南小学校言語介助員） 

【日 時】  ９月２日（土） 午後２：００〜４：００ （受付１：３０～）   【場 所】  ヒューライツ大阪 セミナー室  

   【資料代】 500 円（会員は 300 円）  【定員】 30 名（先着順）  詳細はオコタックのホームページ・Facebook を参照 

  

２０１７年度多言語進路ガイダンス 
 

渡日の中学生が府立高校に進学 

する際に必要な情報・高校別説明 

など、有益な内容です。 

（１） 高校入試制度等の説明 

（２） 高校紹介 

（３） 先輩の体験談 

（４） 個別進路相談 

（５） その他 

 

この表の日時は予定です。 

参加する場合は、必ず下記の 

機関に問い合わせてください。 

在住地区教育委員会、あるいは 

大阪府教育委員会事務局 

  市町村教育室小中学校課  

    06-6941-0351 まで 

 

地 区 開 催 日 時  間 予 備 日 会  場 

豊 能 11 月４日（土） 13：00～ 11 月５日（日） とよなか国際交流センター 

三 島 11 月11 日（土） 13：30～   高槻市役所総合センター 

北河内 10 月29 日（日） 13：30～ 11月12日（日） 大東市立市民会館 

中河内 

10 月20 日（金） 16：30～   八尾市立青少年センター 

11 月 ６日(月) 19：00～   八尾市役所 

10 月21 日（土） 13：30～   布施リージョンセンター 

南河内 10 月15 日（日） 13：00～   富田林市消防本部 

泉  北 10 月22 日（日） 10：00～   堺市立三原台中学校 

泉  南 10 月15 日（日） 13：30～ 10月22日（日） 府立佐野高等学校 

大阪市 
７月20日（木）済 14：00～   大阪市立東高等学校 

10 月１日（日） 13：00～   大阪国際交流センター 

 

NPO 法人 おおさかこども多文化センター ( OKoTaC )  代表 濵名猛志 

 〒550－0005 大阪市西区西本町1-7-7 CE 西本町ビル 8 階 

  Tel / Fax 06-6586-9477  

  E-mail  osakakodomo@gmail.com     URL  http://okotac.org  

  郵便振替 【記号・番号】00940－1－272824 

   （他金融機関からは【店名】〇九九（ｾﾞﾛｷｭｳｷｭｳ） 

  【店番】099【預金種目】当座【口座番号】0272824） 

 口座名義『ＮＰＯ法人 おおさかこども多文化センター』 

  〔 ﾌﾘｶﾞﾅ：トクヒ〕オオサカコドモタブンカセンター 〕 

 


