
 

2001年の歩み 
  ◆ １月 

  ◇ ４日：仕事始め 

  ◇１０日：横浜市国際交流協会による市民講座参加者来所、授業見学 

友の会主催折り紙講座 

  ◇１１日：所沢市民等との交流実習③ 

  ◇１３日：友の会主催音楽交流会 

  ◇１６日：ＮＨＫ取材(BS1「列島スペシャル 新しい祖国に輝く―中国残留邦人

二世・三世―」) 

  ◇１７日：中学生クラス：所沢市立小手指中学校に一日体験入学 

  ◇１９日：中国語・ロシア語話者との交流実習／厚生労働省中国孤児等対策室

長ほか来所、視察／ニューズレター第２０号発行 

  ◇２３日：子どもクラス：所沢市立並木東小学校訪問、総合学習発表会見学 

  ◇３１日：第６３期修了式 

 

  ◆ ２月 

  ◇ １日：第６３期生退所 

  ◇ ５日：法務省民事局第一課 課長ほか来所 

  ◇ ８日：第６４期生（サハリン帰国者）入所 

   ◇１３日：第６４期生（中国帰国者）入所 

    ◇１９日：プレイスメントテスト 

  ◇２０日：入所式／鹿児島県自立研修センター指導員来所 

  ◇２１日：開講／辞書贈呈式（友の会より） 

  ◇２４日：＊全国海外子女・国際理解教育研究協議会「第３回 子どものための

日本語教育フォーラム」に出席(報告者として) 

 

  ◆ ３月 

  ◇ ３日：所沢市立中央中学校との交流会(バザー) 

    ◇ ６日：広島県自立研修センター所長ほか 来所／＊国立民族博物館共同研究

会「日本の多言語化現象についての総合的研究」に出席 

  ◇ ７日：友の会主催折り紙講座 

 

   ◇ ８日：大人クラス：職業安定所見学／厚生労働省審議官来所、視察 

  ◇ ９日：サハリン一時帰国者一行来所、授業見学 

  ◇１３日：子どもクラス：所沢市立並木東小学校見学 

  ◇１４日：大人クラス：所沢市立並木東小学校見学 

  ◇１５日：大人クラス：事業所見学（ＨＯＹＡ）／＊群馬県 帰国者自立対策研

修会にて講演 

  ◇１６日：所沢市民等との交流会① 

  ◇１７日：友の会主催音楽交流会 

  ◇１９日：子どもクラス：所沢市立並木小学校半日体験入学 

   ◇２１日：所沢市立中央中学校生徒来所、子どもクラスとの交流実習 

大人クラス：事業所見学（井上鉄工所） 

  ◇２５日：扶桑同心会との交流会／友の会主催パソコン講座開講(毎日曜) 

  ◇２７日：福岡定着促進センター職員来所 

  ◇２８日：友の会会員との交流実習「趣味講座」 

 

  ◆ ４月 

  ◇ ６日：入所生を励ます集い（花見の会） 

  ◇１１日：友の会主催折り紙講座 

  ◇１３日：所沢市民等との交流実習② 

  ◇１６日：大人クラス：職業訓練校見学① 

  ◇１８日：大人クラス：職業訓練校見学② 

  ◇１９日：家庭訪問実習 

  ◇２４～２７日：大人：地域体験実習（長野市：信越リネンサービス） 

 

  ◆ ５月 

   ◇ ９日：友の会主催折り紙講座 

    ◇１１日：所沢市民等との交流実習③ 

    ◇１２日：友の会主催音楽交流会 

  ◇１５日：中学生クラス：所沢市立中央中学校に一日体験入学 

「紀要」第９号発行／＊東京：板橋区教委 帰国外国人幼児児童生徒指導者連絡協議

会にて講演 
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  ◇１６日：中国語・ロシア語話者との交流実習 

◇１９日：ニューズレター第２１号発行 

    ◇３１日：第６４期修了式 

 

  ◆ ６月 

    ◇ １日：第６４期生退所 

    ◇ ７～８日：＊いわき市国際交流協会ボランティア講座にて講演 

    ◇ ８日：第６５期生（サハリン帰国者）入所 

    ◇１４日：第６５期生（中国帰国者）入所 

  ◇１５日：黒龍江省孤児等担当官来所 

  ◇２０日：プレイスメントテスト 

   ◇２１日：入所式／＊東京都教職員研修センター「中国等帰国児童・生徒、外

国人児童・生徒教育Ⅰ研修」にて講演 

  ◇２２日：開講／辞書贈呈式（友の会より） 

 

  ◆ ７月 

  ◇ ４日：東京都夜間中学校研究会メンバー来所、授業見学 

  ◇ ５日：所沢市民等との交流実習①／いわき市国際交流協会職員ほか、津田

塾大学生来所、授業見学、交流実習参加 

  ◇ ６日：大人クラス：職業安定所見学 

  ◇１０日：大人クラス：所沢市立並木東小学校見学 

  ◇１１日：子どもクラス：所沢市立並木東小学校見学 

  ◇１２日：環境省自然保護局局員ほか 来所、授業見学 

  ◇１３日：＊東京学芸大学海外子女教育センター運営協議会出席 

  ◇１５日：友の会主催パソコン講座開講(毎日曜日) 

  ◇１６日：山形県庁職員・日本語講師来所、授業見学  

  ◇２１日：友の会主催音楽交流会 

  ◇２３日：兵庫：本山第二小学校教師来所、授業見学 

  ◇２４日：大人クラス：事業所見学①（ロッテ狭山工場） 

  ◇２６日：大人クラス：事業所見学②（井上鉄工所） 

  ◇３１日：＊文部科学省外国人子女等日本語指導講習会にて講義 

 

◆ ８月 

  ◇ ２日：所沢市民等との交流実習②  

  ◇ ３日：第６５期生を励ます集い(納涼大会) 

  ◇ ６日：宮城：学習支援ボランティア来所 

  ◇ ８日：友の会会員との交流実習「趣味講座」／友の会主催折り紙講座 

   ◇  ９日：大人クラス：職業訓練校見学／＊さいたま市大宮教育研究所「日本

語指導法研修会」にて講義／＊三重教育センター「学力につなげる日本語指導」講

座にて講演 

  ◇２３日：家庭訪問実習 

  ◇２７日：所沢市立中央中学校生徒来所、子どもクラスとの交流実習 

  ◇２８～３１日：大人：地域体験実習（飯田市：武蔵野産業） 

 

◆ ９月 

  ◇ １日：所沢市立中央中学校音楽交流会に参加 

  ◇ ５日：友の会主催折り紙講座 

  ◇ ８日：友の会主催音楽交流会 

  ◇１２日：中学生クラス：所沢市立堀兼中学校に一日体験入学 

  ◇１３日：所沢市民等との交流実習③ 

  ◇１４日：東京：北区教委 現職研修参加者来所､授業見学 

  ◇１８日：中国語・ロシア語話者との交流実習／＊東京都夜間中学校研修会に

て講演 

  ◇２１日：中国養父母引率担当官来所、見学 

   ◇２８日：第６５期修了式 

 

 

◆ １０月 

  ◇ １日：第６５期生退所    ※中国帰国者支援・交流センター開所 

  ◇ ３～５日：＊厚生労働省 自立指導員研修会にて日本語研修 講義 

  ◇ ４日：ニューズレター第２２号発行 

  ◇ ７日：第６６期生（サハリン帰国者）入所 

  ◇１２日：福岡県自立研修センター所長来所 
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  ◇１６日：第６６期生（中国帰国者）入所 

  ◇２２日：プレイスメントテスト 

  ◇２３日：入所式 

  ◇２４日：開講／辞書贈呈式（友の会より） 

  ◇３１日：所沢市立中央中学校生徒来所、見学(総合学習) 

 

◆ １１月 

  ◇ ５日：「陽二蓮 音楽の夕べ」鑑賞 

  ◇ ８日：大人クラス：職業安定所見学 

  ◇ ９日：所沢市民等との交流実習①／大阪府社会福祉協議会主事来所、授業

見学 

    ◇１１日：扶桑同心会との交流会 

  ◇１４日：友の会主催折り紙講座 

    ◇１５日：大人クラス：所沢市立並木東小学校見学 

  ◇１６日：子どもクラス：所沢市立並木東小学校見学 

  ◇１７日：友の会主催音楽交流会 

  ◇１９日：埼玉：高等学校社会科教育研究会 多民族共生教育研究小委員会メン

バー来所、交流実習参加 

  ◇２０日：自転車寄贈(所沢市より) 

  ◇２２日：中国一時帰国者来所、見学／大人クラス：事業所見学①（ホンダ狭

山工場） 

  ◇２６日：自転車寄贈(志木市より) 

  ◇２７日：大人クラス：事業所見学②（裕生） 

  ◇２８日：法務省職員来所、授業見学 

  ◇２９日：文部科学省初等中等教育局教育課海外子女教育専門官ほか来所、授

業見学 

  ◇３０日：京都大学帰国者問題等研究者来所、授業見学 

    

 

◆ １２月 

  ◇ ４日：所沢市立並木東小学校児童来所、見学(総合学習)  

  ◇ ５日：友の会主催折り紙講座／＊所沢市立中央中学校 福祉講座にて講演 

  ◇ ７日：所沢市民等との交流会実習② 

  ◇１１日：大人クラス：職業訓練校見学 

  ◇１２日：家庭訪問実習／＊川崎市教委 福祉講座にて講演 

  ◇１３日：東京：清瀬東高校生徒来所、交流実習 

  ◇１４日：第６６期生を励ます集い（忘年会） 

   ◇２０日：友の会会員との交流実習「趣味講座」／所沢市立中央中学校生徒会

来所、子どもクラスとの交流実習 

    ◇２２日：ボリショイサーカス見物（後楽園） 

  ◇２５日：近畿中国帰国者支援・交流センター職員来所 

  ◇２７日：立教大学生等来所、交流実習参加 

  ◇２８日：仕事納め 
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2002年の歩み 
  ◆ １月 

  ◇ ４日：仕事始め 

  ◇ ９日：友の会主催折り紙講座 

  ◇１１日：所沢市民等との交流実習③ 

  ◇１２日：友の会主催音楽交流会 

  ◇１７日：中国語・ロシア語話者との交流実習 

  ◇２１日：ニューズレター第２３号発行 

  ◇２３日：和歌山：伊都郡かつらぎ町町会議員来所、授業見学 

  ◇３１日：第６６期修了式 

     

  ◆ ２月 

  ◇ １日：第６６期生退所 

  ◇ ５日：第６７期生（サハリン帰国者）入所 

   ◇１２日：第６７期生（中国帰国者）入所／大阪：美木多高校教師来所 

    ◇１８日：プレイスメントテスト 

  ◇１９日：入所式 

  ◇２０日：開講／辞書贈呈式（友の会より） 

   ◇２５日：大阪：上神谷高校、愛知：滝川小学校 教師来所、授業見学 

 

  ◆ ３月 

   ◇ ２日：所沢市立中央中学校との交流会(バザー) 

   ◇ ７日：大人クラス：職業安定所見学 

    ◇１２日：大人クラス：所沢市立並木東小学校見学／福岡定着促進センター職

員来所 

  ◇１３日：子どもクラス：所沢市立並木東小学校見学／友の会主催折り紙講座 

   ◇１５日：長野県自立研修センター所長・職員来所、授業見学 

  ◇１６日：所沢市民等との交流会① 

   ◇１７日：扶桑同心会との交流会 

  ◇１９日：大人クラス：事業所見学①（サイボクハム） 

   ◇２５日：福岡定着促進センター職員来所 

 

   ◇２６日：神奈川：寛政高校教師来所 

  ◇２８日：大人クラス：事業所見学②（井上鉄工所） 

  ◇２９日：大阪定着促進センター・鹿児島自立研修センター職員来所、授業見

学 

   ◇３１日：友の会主催パソコン講座開講(毎日曜日) 

◆ ４月 

  ◇ ４日：中国政府孤児問題担当官来所、見学／所沢市民等との交流実習② 

  ◇ ５日：入所生を励ます集い（花見の会） 

  ◇１０日：友の会主催折り紙講座 

  ◇１１日：家庭訪問実習 

  ◇１６日：大人クラス：職業訓練校見学① 

  ◇１８日：大人クラス：職業訓練校見学② 

  ◇１９日：友の会会員との交流実習「趣味講座」   

  ◇２３～２６日：大人：地域体験実習（郡山市 (株)本郷） 

 

◆ ５月 

   ◇ ８日：友の会主催折り紙講座 

    ◇ ９日：所沢市民等との交流実習③ 

  ◇１５日：中国語・ロシア語話者との交流実習 

◇２１日：ニューズレター第２４号発行 

    ◇３１日：第６７期修了式 

 

◆ ６月 

    ◇ ３日：第６７期生退所 

   ◇１１日：＊東京都教職員研修センター「中国等帰国児童・生徒、外国人児童・

生徒教育Ⅰ研修」にて講演 

    ◇１０日：第６８期生（サハリン帰国者）入所 

    ◇１３日：第６８期生（中国帰国者）入所／＊所沢市立中央中学校にて講演 

       (総合学習) 

  ◇１９日：プレイスメントテスト 

   ◇２０日：入所式 
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  ◇２１日：開講／辞書贈呈式(友の会より) 

 

◆ ７月 

  ◇ ２日：福岡県自立研修センター職員来所、授業見学 

  ◇ ４日：大人クラス：職業安定所見学 

  ◇１０日：友の会主催折り紙講座 

  ◇１１日：所沢市民等との交流実習①／津田塾大学生来所、授業見学、交流実

習参加 

  ◇１２日：東京学芸大学 国際教育センター運営協議会出席 

  ◇１３日：友の会主催音楽交流会 

  ◇１４日：扶桑同心会との交流会 

  ◇１５日：北海道新聞取材 

  ◇１６日：大人クラス：所沢市立並木東小学校見学 

  ◇１７日：子どもクラス：所沢市立並木東小学校見学 

  ◇１６日：山形県庁職員来所、授業見学  

  ◇１９日：大人クラス：事業所見学①（井上鉄工所） 

  ◇２３日：大人クラス：事業所見学②（サッポロビール川口工場） 

  ◇２６日：第６８期生を励ます集い(納涼大会) 

  ◇３０～８／２日：大人：地域体験実習（飯田市：武蔵野産業） 

   

◆ ８月 

  ◇ １日：友の会主催折り紙講座 

  ◇ ８日：所沢市民等との交流実習②  

  ◇２１日：友の会会員との交流実習「趣味講座」 

   ◇２２日：大人クラス：職業訓練校見学 

   ◇２７日：東京：葛飾区教委 人権尊重教育推進委員会メンバー来所、授業見学 

  ◇２９日：家庭訪問実習／＊大和市教委「国際教室・外国人児童生徒担任者」

会議にて講演 

   ◇３０日：第６８期生 島村勇さん 逝去 

 

◆ ９月 

 

   ◇ ２日：第６８期生 島村勇さん 告別式 

  ◇ ５日：友の会主催折り紙講座 

  ◇１２日：所沢市民等との交流実習③／司法研修所 専門研究会「現代社会と人

権」研修生来所、授業見学／東京：北区教委 現職研修参加者来所、授業見学 

  ◇１３日：中学生クラス：所沢市立中央中学校に一日体験入学 

  ◇１４日：友の会主催音楽交流会 

  ◇１７日：中国語・ロシア語話者との交流実習 

  ◇２０日：中国養父母引率担当官来所、見学 

  ◇２４日：ニューズレター第２５号発行／法務省民事局職員来所、授業見学 

   ◇３０日：第６８期修了式 

 

◆ １０月 

  ◇ １日：第６８期生退所 

  ◇１０日：第６９期生（中国帰国者）入所 

  ◇１１日：第６９期生（サハリン帰国者）入所 

  ◇１７日：プレイスメントテスト 

  ◇１８日：入所式 

  ◇２１日：開講／辞書贈呈（友の会より） 

 

◆ １１月 

    ◇ ７日：大人クラス：所沢市立並木東小学校見学、職業安定所見学／友の会

主催折り紙講座 

  ◇ ８日：子どもクラス：所沢市立並木東小学校見学／サハリン一時帰国者来

所、授業見学／「陽二蓮 音楽の夕べ」鑑賞 

  ◇１２日：読売新聞、共同通信 取材／愛知：滝川小学校教師来所 

  ◇１４日：所沢市民等との交流実習① 

  ◇１６日：友の会主催音楽交流会 

    ◇２０日：所沢市教育センター指導主事、所沢市立並木東小学校教師来所、授

業見学 

    ◇２１日：大人クラス：事業所見学①（井上鉄工所） 

  ◇２７日：大人クラス：事業所見学②（ロッテ狭山工場） 
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  ◇２９日：自転車寄贈(志木市より) 

    

◆ １２月 

  ◇ ２日：中国残留孤児団(訪日調査・一時帰国)来所、見学 

  ◇ ５日：所沢市立中央中学校生徒来所、施設見学(総合学習)／友の会主催折

り紙講座 

  ◇ ７日：所沢市立中央中学校クリスマスコンサートに参加 

  ◇ ９日：所沢市立並木東小学校児童来所、施設見学(総合学習) 

  ◇１１日：衆議院 決算行政監視委員会委員来所、授業見学 

  ◇１２日：所沢市民等との交流実習②／ボランティアグループ「雄鷹会」メン

バー来所、授業見学、交流実習参加 

  ◇１３日：第６９期生を励ます集い（忘年会） 

  ◇１７日：大人クラス：職業訓練校見学 

  ◇１２日：家庭訪問実習 

   ◇１９日：友の会会員との交流実習「趣味講座」 

    ◇２１日：ボリショイサーカス見物（後楽園） 

  ◇２７日：仕事納め 

 

２年間を通しての活動 

・ニューズレター『同声・同気』の発行(年３回) 

・中国帰国者定着促進センター ホームページ『同声・同気』の運営 

・メーリングリスト『あちこちメール』の運営 

・   〃    『こどもメール』の運営 

・「中国帰国者支援・交流センター」教材開発  

①『漢字を覚えよう Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ』  

②『面接でのやりとり』(テープ付き) ※職業訓練校入校のための   

③『かけ足数学総復習 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ』   

④『読解の基礎 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ』   

⑤『求職会話Ⅰ・Ⅱ』(テープ付き) ★  

⑥『こつこつ日本語運転免許』 ※学科問題集   

⑦『中国語版 運転免許学科教本』  

⑧『安全運転の知識 中国語版』   

⑨『話してみよう近所の人と ①・②』(テープ付き) ★  

⑩『パソコンに触ってみよう！』(フロッピー付き)   

⑪『パソコンに親しもう！』(フロッピー付き)   

⑫『ことばと表現 ①・②・③・④』(テープ付き) ★  

⑬『のんびり学ぼう Ⅰ・Ⅱ』『 〃 ・音読版 Ⅰ・Ⅱ』(テープ付き) ★ 

            ★印は2002年に本文・テープを改訂、テープはＣＤ化 

 

・文化庁：地域日本語教育活動の充実方策に関する調査研究協力者会議 出席 

(編集委員として) 

・文部科学省：学校教育におけるＪＳＬカリキュラムに係わる協力者会議 出席 

(委員として) 

・メディア教育開発センター：外国人の子供たちの教材制作研究会 出席 

(アドバイザーとして)
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中国帰国者定着促進センター入退所者統計 
（2002年12月末現在） 

１．全体概要 
 
  ① 入所生数（１期～６9期；02年12月現在６9期生在所中） 
 

分類  続柄 男 女 合計 

孤児本人 580 827 1407 

孤児配偶者 631 538 1169 

孤児二世(未婚) 1051 937 1988 

既婚二世 130 65 195 

既婚二世配偶者 60 125 185 

孤児三世 120 77 197 

中 

養父母等 14 42 56 

孤児関係計 2586 2611 5197 

 

婦人等 22 161 183 

婦人等配偶者 34 17 51 

婦人既婚二世 95 44 139 

婦人二世配偶者 38 92 130 

婦人孫 118 86 204 

婦人既婚孫 1  1 

婦人既婚孫配  1 1 

中 

婦曾孫  1 1 

婦人関係計 312 402 714 

 

樺太等本人 10 15 25 

同配偶者 5 10 15 

同既婚二世 12 7 19 

同二世配偶者 4 9 13 

同孫 12 6 18 

同既婚孫 0 1 1 

露 

同曾孫 1 0 1 

樺太等関係計 44 48 92 

 

全入所者数 2938 3061 6003 
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 ② 出身省・市区別孤児、婦人等、樺太等本人の人数 

 
 黒竜江省 吉林省 遼寧省 山東省 内蒙古 河北省 北京 天津 その他 ｻﾊﾘﾝ その他 合計 
孤児本人 649 254 324 39 44 22 16 16 43 - - 1338 
婦人等 83 23 23 7 3 8 3 7 24 - - 149 
樺太等          26 6 32 

 
注）孤児本人出身省の「その他：４３人」は、甘粛省６、河南省５、陝西省・

江蘇省・上海市各４、広州市・新彊ｳｲｸﾞﾙ自治区各３、広西省・貴州省・広
東省・福建省各２、安徽省・湖北省・浙江省・湖南省・寧夏回族自治区・青
海省各１ 

注）婦人出身省の「その他：２４人」は、河南省・浙江省各４、上海市３、四
川省・湖南省・雲南省・江蘇省各２、江西省・湖北省・福建省・広西省・藤
沢市(日本)各１ 

注）樺太等出身地の「その他：６人」は、ウクライナ３、カザフスタン２、ロ
シアアジア地区１ 

 

 

２．帰国者数の推移 
   年間入所者数の変化 
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３．定着状況 

0 100 200 300 400 500

不明
死亡
中国
沖縄
鹿児
宮崎
大分
熊本
長崎

佐賀
福岡
高知

愛媛
徳島
香川
島根
鳥取
山口
広島
岡山
兵庫
和歌
奈良
大阪
京都
滋賀
三重
岐阜
愛知
静岡
山梨
長野
福井
石川
富山
新潟
神奈
東京
千葉
埼玉
群馬

栃木
茨城
福島
山形

秋田
宮城
岩手
青森
北海

 

中国帰国者定着促進センター　http://www.kikokusha-center.or.jp


