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2003～2006 年の歩み 

中国帰国者定着促進センター 

◇は外部からの視察 見学等の受け入れ 

                  ◆は外部で行われた研修会等への協力  

  ２００３年  

１月 ◇日本弁護士連合会 来所、見学 

 ◇坂口厚生労働大臣他 来所、視察 

２月 第６９期生 退所    (入所は2002年10月) 

 第７０期生 入所※   ※この期は中国帰国者のみ 

３月 ◇千葉県中国帰国者自立研修センター職員 来所、見学 

 ◇内閣官房拉致被害者 家族支援室、関係自治体職員 来所、視察 

 ◇福岡県中国帰国者自立研修センター職員 来所、見学 

 ◇全国社会福祉協議会 来所、見学 

 ◆厚生労働省「平成14年度 適応促進対策研修会」協力 

５月 ◇大阪府立門真なみはや高校生徒 来所、交流会参加 

 ◇週刊『チャイニーズドラゴン』記者 来所、取材 

６月 第７０期生 退所 

 第７１期生 入所※   ※この期はサハリン帰国者のみ 

 ◆東京都教職員研修センター 指導講習会にて講演 

７月 第７２期生 入所※   

※SARS(新型肺炎)の影響で入所が遅れたためこの期は中国帰国者のみ 

 ◆神戸市総合教育センター 日本語指導講座にて講義 

８月 ◆東京都 豊島区教育委員会 日本語指導研修会にて講義 

 ◇福岡中国帰国者定着促進センター職員 来所、見学 

 ◇北海道中国帰国者自立研修センター職員 来所、見学 

 ◇中国政府 孤児問題担当官 来所、視察 

 ◇県立新潟女子短期大学教員 来所、取材 
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 ◆東京都 墨田区教育委員会 日本語指導研修会にて講義 

９月 ◇(NPO)日中友好経済交流協会 来所、見学 

 ◇日本サハリン同胞交流協会 サハリン一時帰国者 来所、見学 

 ◇中国政府 中国養父母担当官 来所、視察 

 ◇『月刊現代』記者 来所、取材 

10月 第７１期生 退所 

 第７３期生 入所 

 ◇厚生労働省 職業能力開発局能力開発課職員 来所、見学 

11月 ◇読売英字新聞部記者 来所、取材 

 ◇(NP0)IWC／IAC 国際市民の会 来所、見学 

 ◇日本サハリン同胞交流協会 サハリンからの永住帰国予定者 来所、見

学、入所生との懇談 

12月 第７２期生 退所 

 
  ２００４年  

１月 ◇厚生労働省社会 援護局 中国孤児等対策室職員 来所、視察 

 ◇山形県 村山総合支庁西村山福祉課職員 来所、見学 

２月 第７３期生 退所 

 第７４期生 入所 

 ◇成田空港検疫所職員 来所、見学 

３月 ◇広島市立幟町中学校教諭 来所、見学 

 ◇中国残留孤児 集団一時帰国者 来所、見学 

 ◇東京都 北区立日本語適応指導教室担任研修会／板橋区日本語学級教

諭研修会 来所、見学 

 ◇厚生労働省社会 援護局長他 来所、視察 

 ◆神奈川県中国帰国者自立研修センター 講師研修会にて講義 

 ◇長野県中国帰国者自立研修センター長他 来所、見学 

 ◇所沢市職業安定所職員 来所、見学 

４月 ◆高知市教育委員会国際理解教育推進研修会にて講義 
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 ◆柏市教育委員会研修会にて講義 

６月 第７４期生 退所 

 ★２００４年６月より 研修期間は ４か月から６か月に 

 第７５期生 入所 

 ◆東京都教職員研修センター指導講習会にて講義 

７月 ◇(財)海外技術者研修協会職員 来所、見学 

 ◇所沢市立安松小学校 人権教育関係研修会 来所、見学 

８月 ◆(独)教員研修センター「外国人児童生徒等日本語指導講習会」にて講

義 

 ◇日本サハリン同胞交流協会 サハリンからの永住帰国予定者 来所、見

学 

９月 ◇厚生労働省審議官 援護企画課長他 来所、視察 

 ◇中国政府 養父母担当官 来所、視察 

10月 ◇熊本放送 来所、取材 

 ◇(財)全国婦人会館「中国帰国者のための日本語学級」講師 来所、懇談

 ◇中国：黒竜江省孤児問題担当官 来所、視察 

11月 ◇中国：遼寧省孤児問題担当官 来所、視察 

 ◇埼玉地方法務局 民事局民事第一課長他 来所、視察 

 ◆シンポジウム「中国残留日本人孤児の過去、現在、未来－」に参加(パ
ネリストとして) 

12月 第７５期生 退所 

 ◇中国残留孤児 集団一時帰国者 来所、見学 

 ◇長野県中国帰国者自立研修センター職員 来所、見学 

 第７６期生 入所 

 ◆郡山市国際交流協会研修会にて講演 

 ◇中国残留孤児 集団一時帰国者 来所、見学 

 
 
  ２００５年  
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１月 ◇愛知県中国帰国者自立研修センター長他 来所、見学 

 ◇厚生労働省 中国孤児等対策室職員 来所、視察 

２月 ◇山陽新聞 来所、取材 

３月 ◆神奈川大学：国際シンポジウム「外国籍住民との共生社会の構造」に

て講演 

 ◆東京都教職員研修センター 帰国・外国人児童生徒教育研修会にて講

義 

３月～５月 小学生クラス 所沢市立並木東小学校 体験入学(計約５日間) 

３月 ◇ 長野県自立研修センター職員 来所 

４月 中学生クラス 所沢市立中央中学校 体験入学(約１週間) 

６月 第７６期生 退所 

 第７７期生 入所 

７月 ◇中国残留孤児 集団一時帰国者 来所、見学 

８月 ◇北海道新聞 来所、取材 

 ◇所沢市立荒幡小学校教諭 来所、見学 

９月～５月 小学生クラス 所沢市立並木小学校 体験入学(約１か月間) 

９月 ◇中国政府 養父母担当官来所、視察 

11月 中学生クラス 所沢市立中央中学校 体験入学(約１週間) 

 ◇千葉：日本語学習支援ボランティア 来所、見学 

12月 第７７期生 退所 

 ◇所沢市立並木東小学校５年生 来所、見学(「総合的な学習」の一環と

して) 

 第７８期生 入所 

 
  ２００６年  

２月 ◆太田市教育委員会 外国人児童生徒教育研修会にて講演 

 ◇厚生労働省 人事課長他来所、視察 

 ◇中国残留孤児 集団一時帰国者 来所、見学 

３月 ◆埼玉日本語ネットワーク研修会にて講演 
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４月～５月 小学生クラス 所沢市立並木小学校 体験入学(約１か月間) 

４月 中学生クラス 所沢市立中央中学校 体験入学(約１週間) 

５月 ◇太田市JICA研修員／太田市教育委員会職員 来所、見学 

６月 第７８期生 退所 

 ★中国帰国者支援・交流センター 遠隔学習課程(通信教育) 担当開始

 第７９期生(サハリン帰国者) 入所 

 第７９期生(中国帰国者) 入所 

７月 ◆国立国語研究所 コミュニケーション能力研究会にて講義 

９月～11月 小学生クラス 所沢市立並木小学校 体験入学 

(当初は週に１日程度、その後、約１か月半 毎日) 

９月 ◇中国政府 孤児問題担当官 来所 視察／中国残留孤児 集団一時帰国

者 来所、見学 

10月 ◇文化庁国語課長 来所 

11月 ◇中国残留孤児 集団一時帰国者 来所、見学 

 ◇所沢市立並木小学校３年生 来所、交流(「総合的な学習」の一環とし

て) 

12月 第７９期生 退所 

     

２００３～２００６年を通しての活動 

●中国帰国者支援 交流センター用 教材開発 改訂 

  新たに作成したもの 

中国帰国者 

対象 

『新･日本の生活とことば－１ 消費生活 (上･下)』(CD付) 
『新･日本の生活とことば－２ 医療 (上･下)』(CD付) 

『中国語を母語とする人のための医療用語・表現集』 
『新･日本の生活とことば－３ 交通 (上･下)』(CD付) 
『始めてみよう・話してみよう Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ』(CD付) 
『新 私のこと ―読解と作文―』 

『中国語を教えてみよう』※中国語講師養成講座テキスト 
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『ワード(WORD)に慣れよう！』(フロッピー付) 
『エクセル（表計算）・電子メール入門』(フロッピー付) 

サハリン帰国者 

対象 

『話してみよう近所の人と ① ②』(CD付) 

『求職会話 Ⅰ Ⅱ』(CD付き) 

『漢字をおぼえよう １ ２ ３ ―ロシア語を母語とする人

のための漢字教材―』 

『新･日本の生活とことば－１ 消費生活 (上) 』(CD付)  

 

●中国帰国者支援 交流センター 遠隔学習課程 の一部を担当  

●支援者向けニューズレター『同声 同気』の発行(年３回) 第 26～37 号 

●ホームページ『同声 同気』の運営 

●『こどもメール』(帰国者／外国人子女に関わる支援者間メーリングリスト)の

運営 

●『あちこちメール』(成人帰国者／外国人に関わる支援者間メーリングリスト)

の運営 

……………………………………………………………………………………… 

◆文部科学省「学校教育における JSLカリキュラムの開発に係わる協力者会議」

出席 
◆東京学芸大学 国際教育センター運営会議 出席 
◆川崎市 地域日本語推進委員会 出席 
◆中国帰国者支援・交流センター 主催 地域支援者研修会「まなびや」への協力(講
演等) 

◆中国帰国者支援・交流センター 主催 〈遠隔学習課程〉スクーリング講師研修

会への協力(講義等) 
◆中国帰国者支援・交流センター 主催 「高齢帰国者日本語教室」研修会への協

力(アドバイザーとして)  
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