
  「子どもの未来についてご一緒に考える集い」  
～三井物産カエルプロジェクトと財団法人 ANBEC 子ども問題の語り場～ 

 

子どもの教育ほか子どもの未来について「一緒に考える集い」を、11 月 11 日（日）栃木県小山市ならびに 

11 月 12 日（月）茨城県常総市にて開催します。子どもたちの勉強のこと、学校教育、進路のこと、帰国後のこ

と、将来の仕事のこと、健康のことなど、子どもたちの為に今私たちは何ができるか、何をすべきか一緒に話しませ

んか。今回は、ブラジルから教育や心理学専門家を招いて教育や進学についての意見交換と相談を中心に開催します。 

 小山市会場では、同時に健康相談や大人向け簡易健康診断ならびにブラジル総領事館と小山市役所からの相談窓口

また日本での進学や職育相談も予定します。移民の子ども達が大きな未来を拓くためには、正しい親の考え方と、大

人や地域社会の協力が不可欠です。まずは、ブラジル人の親と社会が私達Volunteer ならびに地域行政・社会と子ど

も達のために一緒に考え活動する場を、相談会などを通じて築きませんか。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

 

１．「栃木県小山市会場開催要領」 

 １）日時：2012 年 11月 11日（日） 13：30（13：00開場）～1９：00 

２）会場：公益社団法人小山市シルバー人材センター会議室 小山市東城南 5-15-8（TEL）0285-28-4130 

 ３）プログラム（全プログラムへの受付は 13:15 で締め切ります） 

分類と相談者 内容 13:30～15:30 15:45～17:00 ～18:00 ～19:00 

A カエルプロジェクト 

Dra.Nakagawa ほか 

懇談会（ﾌﾞﾗｼﾞﾙおよび日本での学校問題） ○ - - - 

特別教育心理個別面談（6 人限定、要予約） - ○ ○ ○ 

B 教育相談 

専門家/経験者 

不登校・不就学, 高校・大学進学相談 - ○ ○ - 

公立校・在日ブﾌﾞﾗｼﾞﾙ人学校,虹の教室相談 - ○ ○  

小山市教育委員会参加と相談対応     

C 健康管理/専門家 個別相談と簡易検査（血圧、糖尿、ｼｬｰｶﾞｽ病） - ○ ○  

D ブラジル領事館出張相談会（在留カードほか相談） - ○ ○  

E 職育相談(*1)/専門家 16～2２歳職育について意見交換と相談 - ○ ○  

Note(*1):就職相談ではない。青少年の未来を拓く自分に適した独立的職業への関心を高める討議。 

２．「茨城県常総市会場開催要領」 

１）日時：2012 年 11月 1２日（月） 15：30～20：30 

２）会場：水海道公民館 常総市水海道栄町 2680 番地 1  （TEL）0297-22-3490 

３）プログラム（全プログラムへの受付開始は 15:15 から 18：１５です） 

内容 15:30～17:30 17：00～

18:30 

18:30～20:30 

A カエルプロジェクト 

Dra.Nakagawa ほか 

懇談会（ﾌﾞﾗｼﾞﾙおよび日本での学校問題） - - ○ 

特別個別面談 (4 人限定)、要予約） ○ - -- 

B 教育相談 

専門家/経験者 

不登校・不就学相談 、高校・大学進学相談 ○ ○ - 

在日ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人学校、公立学校、虹の教室相談 ○ ̶ - 

E 職育相談(*1)同上 16～2２歳の職育について意見交換と相談  ○ - 

 

 

 



３．三井物産㈱主催/NPO ABIC 協力の国内カエルプロジェクトセミナー概要（詳細別紙参照） 

 親の都合によるブラジル帰国後、子ども達の多くは様々な問題に直面しています。例えば、情報不足による日本出国前の手続き

不備やブラジル側の受入れ体制未整備により一部児童生徒が入学できないケース、仮に学校に入れてもポルトガル語の習得が十分

でないため苦労しているとの話も聞きます。この状況を勘案し、ブラジルに帰国した子どもたちの実情・事前準備等を在日ブラジ

ル人保護者に理解してもらうことを目的として、カエルプロジェクトの中川郷子博士を日本に招聘し在日ブラジル人集住地区を中

心に各地でセミナーを 09年より毎年開催しています。教育の問題はブラジルに帰国した子どもだけでなく日本国内においても同

様で、教育・心理の問題についての特別個別相談も実施します。 

 

４．財団法人日伯経済文化協会（ANBEC）と NPO 国際社会貢献センター（ABIC）の活動概要と語り場 

外務省所管の財団 ANBEC は 1949 年以来、日伯交流推進に寄与すると同時に、在日ブラジル人社会の支援を通じた草の根交

流にも力を注いできました。特に子どもの問題については、移民の子弟が日本で大きな未来を切り拓くための支援活動のモデル構

築を目指して、栃木県および茨城県を中心に様々な活動を行っています。その取り組み課題として、下記４つの課題掲げ具体策を

講じています。これらの活動を深化するうえで、私達日本人社会からだけでは限界があり、ブラジル人社会からも自らの問題とし

て、子どもの未来開発に向けての課題解決を私達と手を携えてご一緒にすることを提唱しています。 

このため、栃木茨城在住のブラジル人社会と我々およびブラジル領事館や地域行政が同じ場で話し合える機会（語り場）を、こ

の度、三井カエルプロジェクトと連携して開催することになりました。今後も頻度を増やし定期的に開催を予定しています。 

主な対応課題 具体策 

１）教育の問題 ①不就学の子どもへの支援、②公立校での不登校生徒への支援、 

③日本語学習支援、④母語学習支援、⑤ブラジル人学校課外授業支援、 

⑥高校進学支援、⑦大学進学支援、⑧文部省受託虹の架け橋教室運営（ABIC） 

⑨ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人学校生徒への奨学金（ABIC/三井）⑩ブラジル帰国時の学校教育支援（三井） 

２）職業選択が狭い問題 職育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、日本での職業選択情報提供、職育体験授業提供、若年層職業的支援 

３)定期的健康管理の問題 ブラジル人学校生徒に対する健康診断の実施、県による公的支援の提唱と実現 

4)日本社会との交流の問題 地域行事への参加支援、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人学校と公立学校との交流支援、東京見物や職業体験型 

テーマパークキッザニア招待またブラジル大使館訪問イベントなどを実施 

５．小山市ならびに常総市「三井物産カエルプロジェクトと財団法人 ANBEC 子ども問題の語り場」の運営 

   主催：三井物産株式会社、財団法人日伯経済文化協会（ANBEC）本部住所：〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 6-29-1 

   協力：在京ブラジル総領事館、NPO国際社会貢献センター（ABIC） 

 

６．申込み：財団法人日伯経済文化協会（ANBEC）宛てに下記必要事項を記入してメールあるいは FAXにて 

 メール：info.anbec@gmail .com  Fax:03-03-5707-8519  締め切り：11 月 6 日（火）まで 

（Bilingual 問い合わせ）電話：中嶋ひろ 080-4089-1647 or 千葉明子 080-5084-6632 

（日 本 語 問い合わせ） 電話：森 和重 090-3965-8211 or 栗田政彦 090-6032-7686 

 

７．申込み必要事項： 

 ①参加者氏名(同行者人数)：      

 ②電話番号             ③参加の会場名：□小山市 あるいは □常総市   を明記 

 ④Email or Fax:                              ⑤在住都市名 

 ⑥三井カエルプロジェクトでの特別個別相談希望の有無（一人一人子供の教育と心理問題をポ語で相談） 

     □希望する         □希望しない 

 ⑦参加を希望するセッション名（Aから Eを記入のこと。複数可能）：□ 

 

参加無料！ 



三井物産カエルプロジェクト	 

「子どもの将来を考える」懇談会２０１２	 
	 

ブラジルに生まれ日本に来た子、日本で育ちブラジルに帰る子は、みなそれぞれ環境の変

化に悩み苦しんでいる｡日本語・ポルトガル語が分からず悩む子ども、異なる生活習慣に戸

惑う子どもは、全く逆の立場ながら、同じ苦しみを味わっている。	 

環境に順応するためには、親の親身なケア一番大事。	 

	 

１９９６年からサンパウロ州政府と一緒に、帰国して苦悩する子どもたちのケア活動「カ

エルプロジェクト」進めている Dra,	 Kyoko	 Nakagawa をお迎えし、帰国児童をケアした経

験をベースに日本に住む子どもたちとその保護者が抱える悩みを一緒に語り合い、子ども

たちの未来につながる教育について考えましょう。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

今回は保護者の方々、バイリンガルの支援員、ブラジル人学校の関係者などを	 

対象に、顔の見える距離での懇談会をポルトガル語で進めていきます。	 

	 

＊保護者個別相談（１人 60 分 max.）を希望する場合には、申込が必要です。	 

	 

	 

「カエルプロジェクト」とは？	 

	 

サンパウロ州教育省とサンパウロ市 NPO 法人「教育文化連帯学会（ISEC＝Instituto	 de	 

	 Solidariedade	 Educacional	 e	 Cultural	 ）」が実施している活動。	 

（ブラジル三井物産基金の支援あり）	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 中川博士を中心に、専門家（心理学医、遊戯・教育心理専門家等）、	 

教 師 （ ポ ル ト ガ ル 語 教 師 、 日 本 語 教 師 、 各 種 教 科 学 習 教 師 ）、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

その他必要に応じて専門家若干名でサポートチームを運営しています。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 同チームをサンパウロ州内の対象となる子供が多く集中する地区・学校に派遣、	 

家庭及び学校と協力して個人単位ないしグル‐プ単位でケア活動をしています。	 

	 

	 

活動の内容は	 

（1）心理面のケア（遊戯、読書、作文、カウンセリング等）	 

（2）学習面のケア（補習授業、強化講習等）	 

（3）環境面のケア（父母、学校指導部・教員へのオリエンテーション等）などです。	 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

主催：三井物産株式会社、財団法人日伯経済文化協会（ＡＮＢＥＣ）	 

協力：在京ブラジル総領事館、NPO 国際社会貢献センタ‐（ＡＢＩＣ）	 

	 

お申し込みは、別紙「子供の未来についてご一緒に考える集い」記載の申込先へ、	 

FAX もしくはメールにて必要事項を記入してお送り下さい。	 

締め切りは１１月６日（火）までです。	 

  

 

 

心理科医サンパウロ・カトリック大学	 

(ＰＵＣ―ＳＰ)修士号・博士号。	 

「カエルプロジェクト」コーディネーター。	 

数年前から日本から帰国した児童の就学指導・カウン

セリングを行う「カエルプロジェクト」を主宰。	 

日本におけるブラジル人児童および青少年に関す

る著作多数。	 

  

 

 
マッケンジィ大学心理学士。	 

サンパウロカトリック大学臨床心理学部大学

医院生。	 

2007 年 1 年間	 JICA カウンセリング研修で群

馬県東部児童相談所勤務。	 

ISEC カエルプロジェクトの心理学士として

Dr 中川と一緒に活躍中。	 

[スケジュール]	 

	 
■栃木県小山会場̶１１月１１日（日）	 

	 	 13:30～15:30	 懇談会	 

	 	 15:45～19:00	 個別相談会（予約制）	 

	 会場：公益社団法人小山市シルバー人材センター会議室	 

	 	 	 （〒323-0829	 栃木県小山市東城南 5-15-8）	 

	 

	 

■茨城県常総会場̶１１月１２日（月）	 

	 	 15:30~17:30	 	 個別相談会（予約制）	 

	 	 	 	 18:30~20:30	 	 懇談会	 

	 	 会場：水海道公民会	 

	 	 	 	 	 （〒303-0024	 茨城県常総市水海道栄町 2680-1）	 

	 

	 

連絡先：財団法人日伯経済文化協会（ＡＮＢＥＣ）	 

Tel.ポルトガル語／日本語	 080-4089-1647（中嶋ひろ）	 

	 080-5084-6632（千葉明子）	 

Fax:	 03-5707-8519	 	 メール：info.anbec@gmail.com	 

お申し込みが	 

必要です！	 

参加無料！	 


