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先週末、東京のある街に知人を訪ねました。駅に着き、地図を手に友人と道を確認していたら、通りす
がりの地元の人がすぐ、
「どこに行きたいの？」といきなり話しかけて来てくれました。知人宅に行き、
帰ってくる道のりにも、街の子どもが「てんとう虫を捕まえたよ！」と見せに来てくれたり、
「この猫
はね」なんて話してくるお婆さんがいたり。私たちものんびり歩いていたのだと思うけど、周りの大人
も子どもも警戒心もなく、当たり前に話しかけてくるのにびっくり。
私が今住む街には、この当たり前がありません。
「知らない人と話しちゃダメ！」見ないふりが当たり
前。地域社会が未だ生きている街というのはこんな感じなのかなぁ・・・。周りの人に警戒して変に肩
に力が入っていない、のびやかな様子の子ども達の姿に、今はもう、失われつつある地域社会の育んで
きたものの大きさを、改めて実感したできごとでした。
がら、
「今なぜ、中国は反日なのか？」についてのア
ウトラインを勉強し、愛国教育、靖国問題、東シナ
海のガス開発、中国の貧富の格差の拡がり、日本の
国連常任理事国入り、教科書問題（歴史認識の問題）
経済交流の活発化など様々な問題について参加者全
員で考えた。感想としては日中両国に対しての理解
が深まったという意見があった。＜不定期講座＞

※コモンルームには学校などの中にある、みんなの
大切な居場所、安らぎの場という意味があります。
教研でも新学期が始まりました。コモンルームも少
しずつにぎやかになってきています。一部ですが、
その様子をお伝えします。

～コモンルームは知識の泉！～

“クレープ”作りで大いに盛り

◆ 知 識 の 泉 っ て ？ ◇

上がりました。手作りなので、形の不器用なものも
あるけれど、巻いてしまえば OK です！お腹に入って
しまえば関係なし！お好きな具を選んで、甘～いの
も、サンドイッチ風のものも、色んな種類が出来上
がりました。
＜不定期講座＞

お勉強の枠をはみ出して、色々面白そうなことにつ
いて、掘り下げて探っていこうという時間です。こ
の泉の時間に何をやるのかは、月ごとにお知らせし
ます。こんなメニューをご用意しています。
4 月の映画会ではあーで
もない、こーでもない、
とおしゃべりをしつつ、E.T を観ました。
“ある意味、突っ込みどころ満載でした。”“可愛か
った。何で生き返ったかは分からないままでしたが、
面白かったです。
”などの感想が寄せられました。
参加者からのお勧め映画会なんかも企画していく予
定です。＜不定期講座＞

オーパー
ツってご存知ですか？“場違いな加工品”と呼ばれ
るなぞの加工物のことです。第 1 回目の授業ではこ
のオーパーツを取り上げました。人類がこの地球上
に誕生して 400 万年、しかし地球誕生からの年月と
比べれば 900 分の 1 にもなりません。
（400 万年×900
＝36 億年）
私たち人類の文明は本当に地球初の文明だったので
しょうか？そんななぞに満ちた問いかけから“世界
が見える～”は始まりました。これからも世界の歴
史を追いかけながら世界史のなぞに迫っていきたい
と思っています。歴史が面白いと思えるようなきっ
かけになったら良いと思うのですが…。＜定期講座

国際問題について知識を深め
ていくための講座です。
4 月 18 日、第１回の講座が開かれた。今回の問題は
今、最も注目を集めている中国の反日問題について
考えた。資料として、共同通信、日本経済新聞、朝
日新聞、神奈川新聞の社説や専門家の意見を使いな
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に説得する力は生きていくために、大きな武器にな
る。今回は “法律と暮らし” をテーマとし、身近
にある法律について考えていきます。＜不定期講座
＞
ご紹介した以外にも、その他の講座で弁護士、マス
コミ関係者など、特別講師の形でご協力頂き、随時
開講していきます！
◆ その他 の時間 ◇

＞

これからも充実していきます、知識の泉！
「カミオカンデ」「小柴教
授のノーベル賞受賞」
「量子力学」など新聞やテレビ
で聞いたことがあると思います。でも内容は難しす
ぎてちょっとというあなたに。
この機会に思い切って量子論の世界に入ってみませ
んか。難解な数式など使わず初歩の初歩から･･･。と
りあえず入り口にでも立ってみましょう。
＜定期講座＞

とりあえず、身近にある簡単な英語を
とりあげて、英語になれるところから少しずつ始め
ています。

＜５月の知識の泉・予定表＞
９(月)
１０(火)
１３(金)
１６(月)
１７(火)
２０(金)
２３(月)
２４(火)
２７(金)
３０(月)
３１(火)

映画を観て＆語る会
歴史がわかる！世界が見える！
おもしろ理科・数学入門
国際理解講座
歴史がわかる！世界が見える！
おもしろ理科・数学入門
映画を見て語る会
歴史がわかる！世界が見える！
遠足
ぐるめ会
歴史がわかる！世界が見える！

体を動かすことは楽しいことです。まし
て一人では出来ないようなスポーツが一緒にできる
と楽しさ倍増です。サッカー、バスケット、野球、
卓球、バドミントン、バレーボールなど。その時の
メンバーに応じて種目を決めます。人数が多い方が
楽しいので、少しでも興味がある人はぜひ来てくだ
さーい！
学習をしたい人、レポートをしたい
人、資格試験の勉強をしたい人。それぞれの時間で
す。
各時間には担当の補助スタッフがつきます。

＜６月の知識の泉・予定表＞
３(金)
６(月)
７(火)
１０(金)
１３(月)
１４(火)
１７(金)
２０(月)
２１(火)
２４(金)
２７(月)
２８(火)

おもしろ理科・数学入門
環 境 問 題 研 究 会 ！ (特 別 講 師 )
歴史がわかる！世界が見える！
おもしろ理科・数学入門
ディベート“法律と暮らし”
歴史がわかる！世界が見える！
おもしろ理科・数学入門
映画を見て語る会
歴史がわかる！世界が見える！
遠足
ぐるめ会
歴史がわかる！世界が見える！

Common Room 開設時間は
平日午前１０時３０分から午後３時３０分まで
（※前号で水曜日はお休みとお伝えしましたが、
自由学習日とさせていただきました。学校のお休
みの時はお休みです。また、月曜日は 11 時から
です。
）
講座ごとの参加もできます。お問い合わせ下さい。
◆ 遠 足 ◇
５月の遠足は（株）ロイヤルウィングの横川英雄さ
んのご招待で、横浜大さん橋より出航している、ロ
イヤルウィング号に乗って見ようということになり
ました。
「みなとみらいの新しい街並」や「横浜の古
い街並」など、視界を遮るものが何もない船上では、
横浜港周辺の景色を大パノラマを楽しめるそうです。

2005 年 2 月 16 日、京都議
定書が発効しました。京都議定書とは「気候変動枠
組条約第 3 回締結国会議（COP３）
」で採択された、
二酸化炭素など 6 つの温室効果ガスの排出
削減義務などを定める議定書のこと。６月の
環境問題研究会では環境カウンセラーをし
ている藤井信二さんを講師にお招きして、専
門である環境マネジメント・監査、廃棄物、
リサイクル、環境教育、地球環境問題などに
ついてお話を伺います。＜不定期講座＞

遠足予定日：５月２７日(金)(雨天延期)
６月の遠足は雨が降っても楽しめるような
ものを企画しています。お勧めの場所とか、あ
ったら教えてください。 遠足予定日：６月

２４日(金)
※両企画とも参加者大募集！詳しくはお問
い合わせ下さい。
☆スポーツ用品などご提供下さい☆

会話術、論争術等、相手を論理的

現在みんなで共有している、グローブ、バトミン
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す。
やはり、かなり深刻な問題なんだな、日本は少
子化社会でどんどん子供の数が少なくなって、若
年労働者の数も少なくなっていくのに、不登校の
数だけが増えていって、そしてその人たちの四分
の一近くがひきこもりの状態が二十歳になって
も継続していくとしたら、これはやはり大変なこ
となんじゃないか、なんらかの手だてを考えてい
かなければいけないのじゃないか、というふうに
考えるようになってきました。
（次号へ続く）
次回は自立化が孤立化に、今こそ旦那の協力が
必要、などを掲載予定です。

トンや卓球のラケットなど、かなり状態がひどくな
ってきています。家でもう使っていないようなもの
がありましたら、ご提供頂ければと思います。
また、先月、会員の方よりパズルなど、ご提供頂
きました。有効に使わせていただきます。ありがと
うございました。
教研
田村

『教育講演』実況中継(連載第２回)

不登校、ひきこもりの子ども、家族への援助
（ 天理市第４６回心を育てる教職員の集い講演）

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆

講師：牟田 武生
二万六千人の追跡調査
それからもう一つ、私も非常に興味を持ってや
った調査なのですけれど、平成五年三月中学校を
卒業した子どもたちが二十歳になった時、ですか
ら平成十年、二十歳になった時点で、中学校を卒
業してからどんな暮らしをして、今どうなってい
るかと言う追跡調査をやってみたのです。これは
全部で二万六千人。奈良に住んでいる森田洋司さ
んという大阪市大の先生が中心になってやって、
僕もそのお手伝いをやったのですけれど、
「先生、
全部調査しましょうよ」と言って、大変だったで
すけれど、二万六千人全員調査しました。三年が
かりの追跡調査です。これには学校の先生に随分
ご苦労、ご迷惑をおかけしました。
私が参加できたのはなぜかというと、アンケー
トを作る時、今までの文部科学省のアンケートだ
ったら、役人の発想で、あるいは心理学者の発想
で作っていて、これは引きこもっている子供の実
情に合わない。引きこもっている子供の気持ちに
沿った形でアンケートを作っていかなければだ
めだということからでした。
そしたら、五年後の二十歳に不就労、不就学の
人。不就労というのは仕事をしていない人ですね。
不就学、学校に行っていない人、学校といっても
たとえば予備校に行っているのも一つの学校に
しましょう。塾に行っているのも学校にしましょ
う。もちろん専門学校なんか全然問題ありません。
あるいは家庭教師で少し勉強して大検を目指し
ていると、これもいいでしょうという形で、なる
べく削っていったんです。もちろん二十歳で子供
を育てていて、今は子育ていっぱいでパートもし
てなければ、学校にも行ってませんという人も削
っ てい きまし た。 でも、 削っ ていっ た結 果が
22.8％の人が、不就労、不就学だったのです。だ
から四分の一弱の人が二十歳になった時点でも
引きこもっている状態であるということなんで
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教研では年間を通じて不登校・ひきこもりの子ども
を支援する保護者の方へ向け、講演会を開催してい
ます。
最近の不登校・ひきこもりの子ども状態像を中心に、
30 年にわたる臨床現場、実践研究などから見えてき
たことを、分かりやすくお話していきます。カウン
セリングとは違い、客観的に自らのケースと照らし
合わせて考える機会となればと思います。

＝子どもの心に負担をかけず、トラウマを残さない＝
「些細な学校での人間関係の
ト
ラブルをどう解決するか」

日程：平成 17 年５月２１（土）
ゆめおおかｵﾌｨｽﾜｰ内ウィリング横浜 12Ｆ126 号室

講師：牟田 武生／教育コンサルタント
NPO 法人教育研究所理事長
経済的に成熟社会を迎えつつある日本社会は、
人間関係でもさわやかさっぱりとした社会に成
りつつあります。大人達にとっては、個人が尊重
され、自由で快適な社会です。しかし、家庭や地
域社会で育つ子どもは、人間関係のスキルが十分
に育たず、対人関係がトラブルの原因やストレス
になってきています。
友達との関係、先生との関係、家族関係など、
様々な人間関係が不登校やひきこもりの原因に
なっています。そうなる前に、トラブルやストレ
スに対処する方法はないのか、皆さんでご一緒に
考えて行きたいと思います。

受け付け開始：13 時
講 演：13 時 30 分～14 時 20 分
ケースグループ相談：14 時 30 分～15 時 30 分
終 了：15 時 30 分
参加費 ：500 円
定員 60 名先着

詳しくはお問い合わせ下さい。

いずれの講演会も初めて参加される方でも分
かるような形でお話を進めていきます。

西村グループカウンセリング
“ ネ ット 依存 型 引き こもり の 子ど もを 抱 える 親
のため”牟田グループカウンセリング
05 年度も７月以降開催予定。次回会報にてお知
らせします。

☆講演会後、オープングループやってます☆
また、第二部として 15 時 20 分からグループカ
ウンセリングも行っています。事前の申し込みは
特に必要ありません。講演の中で疑問に思ったこ
とや、もっと聞いてみたいこと、子どもの対応に
ついての悩み事、お母さんの憂さ晴らし、なんで
も結構ですのでご自由にご参加下さい。こちらも
参加は無料です。(公的助成を受け、開催します。)

☆お手伝いありがとうございました。☆
お忙しい中、3 月 24 日の全国の公立･私立全日制
高校約 5000 校および各都道府県教育委員会に新
入学・転編入学に関するアンケートを発送、4 月
26 日～28 日の『教師＆専門家のための不登校問
題研修会』ダイレクトメールの発送へご協力など、
本当にありがとうございました。

※次回講演会は６月 1８日(土)です。
講演内容「ひきこもりからの卒業」
(経験者シンポジウム) 5 階 502 号室
次々回講演会は 7 月 16 日(土)
内容「ひきこもりについて(仮)」12 階 125 号室
※会場はいずれもウィリング横浜です。

☆大検が高卒検になりました☆
今年から大検が高等学校卒業程度認定試験に変
わり、実施されることになりました。
様々な理由で、高等学校を卒業できなかった者等
の学習成果を適切に評価し、高等学校を卒業した
者と同等以上の学力があるかどうかを認定する
ための試験です。
4 月 18 日から試験案内の配布が始まっています。
出願期間 ： 平成１７年５月１６日～５月２７日
※５月２７日（金曜日）の消印有効
試験日 ： 平成１７年８月４日（木）
・８月５日
（金）
結果通知 ： 平成１７年９月２日発送予定
試験科目も、英語が必修に変わるなどしています。
教研でも、高卒検のための学習支援を行ってい
ます。詳しくはお問い合わせ下さい。

☆お母さんたちの交流会のお知らせ☆
「毎月 5～6 人が集まって、お茶を飲みながらお
しゃべりに花を咲かせています。共通する悩みを
持つもの同士、気軽な気持ちで、息抜きにでも参
加して頂ければいいなと思ってい
ます。
・同時に親の会ミニ図書館を開催。
・会員の方ならどなたでも利用可。
・不登校やひきこもりに関する本や
心理の本などが 300 冊以上ありま
す。
ぜひご利用下さい。予約の必要はあ
りません。
」
（卒業生の母より）
開催日 ： ５/２８、６/２５、７/２３各（土）
ｐｍ1:０0～

○街角相談を開催しています
ＹＣＣ港南としての活動の中で、横浜市在住の小中
学生の保護者の人に向けて街角相談 を開催してい
ます。今年から有料ですが、一部補助を受ける形で
開催しています。ぜひ、ご利用下さい。

開催日：第 2･第 4 火曜日の午後
(要予約です。詳しくはお問い合わせください。)

☆教育新聞社Ｗｅｂ新聞☆
“わが子の悩みドットコム”
牟田先生の連載もあります。アクセスしてみてく
ださい！ http://www.konayami.com/index.html

☆ 閉 鎖 型 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの お 知 ら せ ☆
“小･中･高校生の不登校を抱える親のための”
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５月10日(火)

ＹＣＣ港南・街角相談

５月21日(土） 西村グループカウンセリング
教研講演会
５月24日(火)

ＹＣＣ港南・街角相談

５月２７日(

遠足

金)

＜05 年度会員総会を行います＞
改めてご案内いたしますが、７月 16 日（土）午後
15 時 45 分より会員総会を行います。
また、それに伴い 6 月 18 日(土) 午後 15 時 45 分
より理事会を行います。ぜひ、ご参加下さい。

5月28日(土)

ミニ図書の会

６月１４日(

ＹＣＣ港南・街角相談

火)
６月１８日(

西村グループカウンセリング

土)

教研講演会／理事会

6月25日(土)

ミニ図書の会

６月２８日(

ＹＣＣ港南・街角相談

火）
７月１２日(

ＹＣＣ港南・街角相談

火）

☆ＮＰＯの寄付口座のお知らせ☆
今までも寄付という形でみなさんにご支援頂い
て来ました。ＮＰＯ法人教研にも寄付口座がで
きました。頂いた寄付は教研の活動に役立てさ
せて頂きます。これからもよろしくお願い致し
ます。
寄付口座： 横浜銀行 上永谷支店(普)１４４２
８２２

７月１６日(

西村グループカウンセリング

土)

教研講演会／総会

４月２５日(

ミニ図書の会

月）

5

