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新しい年が始まりました。気持ちを新たに、これからの抱負を抱き、動
き出す、そんな時期です。昨年の 12 月末、宇奈月の若者自立塾からは、
無事終了を迎えた研修生たちがそれぞれの旅立ちを迎えました。
“最初は慣れないことも多く、きつかった。
”
“いつもならあきらめた
り、やめたりするところを、やるしかない、逃げられないと気持ちを切
り替え、やりきれた。そこが良かった。”無事修了を迎えた、彼らから
直接聞いた言葉です。こうした体験の場に仲間がいて、難しさを感じなが
らも共感しながら過ごせたことも、彼らにとっては、貴重な体験となったよ
うです。
自立塾は、社会の入り口にしか過ぎません。これからが彼らにとって本当の意味での社会参加
となります。彼らは３ヶ月間、共同生活をしながら就労体験、人間関係トレーニング、体力づく
りなどそれぞれの課題に立ち向かいながら修了を迎え、3 ヶ月前の自分とは違う自信を胸に、巣立
っていきました。
自立塾では、一緒に過ごす研修生を募集中です。期間途中から参加することも可能です。その
場合は期間を延長して終了する形になります。

宇奈月日記

る塾生も少しずつ慣れてきたみたいで、張り切っ
ています！
今週日曜日は富山市内でキャリアミーティング
があり、全員で行きたいと思います。色々な職の
方のお話が聞けるみたいなので楽しみです。
塾生達も二ヶ月がたち、職や人間関係にも自信
が付いてきていると思います、自分の進みたい職
業の人達に色々聞いて、さらにやる気を出して貰
いたいです。
さあ明日は雪…の予報、降らないでぇ～

若者自立塾宇奈月寮の寮長の牟田光生の日記
です。寮生活の様子をお知らせします。
（※教研ホームページでも公開中です。）
2005-12-01
今年も今月いっぱいで終わり、一期生も後一ヶ
月！早いなあ…。
週末は雪の予報が出てたので、宇奈月自立塾の車
のタイヤをスタッドレスに変えてきました！！
後はお守りと安全運転で、がんばります！（なる
べく降らないで～）
今日は久々に晴れたので、朝の体操後、元気に
走りました、外に出てくる時は皆ジャンパーを着
てくるのですが、走ると暖かくなり暑そうです。
服を着て震えるより、筋肉を収縮して血流を促進
させ、自ら体温を上昇させるほうが暖かいし体が
丈夫になります！
朝はこれからどんどん冷えるとおもいますが、
晴れている日はこれからも必ず毎日体操を続け
て、丈夫になっていきたいと思います。
2005-12-02
宇奈月ニューオータニホテルに就労に行ってい
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2005-12-07
今日は久々に晴れて気持ちの良い一日でした。
昨日から新しく２名仲間が増えました、先輩にな
る塾生が寮の当番制を教えている姿に成長して
きたんだな～と思います。
ところで本日昼食にふと庭を見たらタヌキが一
匹歩いていました、ちなみに宇奈月自立塾では猿
は沢山見ることができます！大自然です。
新しく増えた塾生と希望者で、今日から３日間
CAD 研修を始めました！専任の講師がしっかり
と教えてくれるので良い経験になるとおもいま
す。
2005-12-12
宇奈月は雪の世界になってまいりました。私自
身としては、初の日本海側での冬にびびってます。
しかし、塾生のｋ君は冬になり雪が降ると、
「い
つも家でやってた！」と、彼は休みにもかかわら
ず寮の前の駐車場の雪かきをしてくれました！
彼は今日誕生日です。おめでとう！と皆でハッ
ピーバースデーを歌い、ケーキを渡したら非常に
嬉しそうでした！
普段は雪が降るようなオヤジギャグを連発する、
ムードメーカーｋ君は今月卒業です。今週中に仕
事が決まればいいと思います！それに向け、こち
らは全力で手助けをしていきたいと思います。
さてさて、CAD 研修を終えた３人はこの宇奈月
自立塾の設計をしてくれた、（有）あさぎ設計に
見学＆社長の近藤民雄さんのお話を聞きに行っ
て参りました。熱いお話を本当にありがとうござ
います。
塾生達も非常に興味を持ったようで、早速夜貸
して頂いた本を読んでいました。行った研修が
色々なに生きてきて、社会に通用していく！そん
な形あるものになってもらいたいです。
2005-12-13
今日の富山はだいぶ寒く、雪もしんしんと降り
綺麗な白銀の世界になりました。外は寒いのです
が、１２月から新しく入った塾生達と、午後は運
動がわりに雪かきをしました。
宇奈月自立塾の駐車場は広く、雪かきスコップ
で苦戦しながらも、車が通れる位になりました、
外に出たときは寒いのですが、やっていると温か
くなり、ポカポカします。皆明日は筋肉痛になら
ないことを祈ります。
（俺もか！？）
明日は就職探し組が非常にお世話になっている
方の所に行き、就職先を紹介してもらいます。正
社員で、福利厚生がしっかりしている企業を紹介
してもらうとのことで、決まってくれるといい
な！と切に願っています。

2005-12-16
宇奈月自立塾の１０月からの塾生も残り２週間
を切りました。早いなあ…。
大学に進学する塾生や、就職する塾生、これか
ら面接を受けに行く塾生、ETC…。
心の状態が回復し、人との係わり合いに自信が
付き、宇奈月自立塾を出た後、社会に頑張って復
帰して欲しいものです。時間ができたり、心が疲
れてしまったら宇奈月に戻ってきて、皆で作った
露天風呂（現在雪の為タイルがはれず、春になっ
たら完成予定）に入りながら、思い出話や、社会
に出た経験談を後輩の塾生達に聞かせてあげて
欲しいです。
2005-12-20
今日は久々に晴れて雪もだいぶ解けてきました。
寒い中就労や、研修に塾生は風邪一つしないで頑
張っています。
１２月から入った塾生も毎日の人間関係トレー
ニングや、運動（雪かき含む）にと様々な活動を
し、環境にもだいぶ慣れてきました。
宇奈月自立塾ではまたもや卓球ブームが到
来！テーブルを卓球台代わりに皆が集まって５
ポイントゲーム形式にわきあいあいと楽しんで
ます！最初はゆっくりとした「ピンポン」だった
のが、日に日に塾生達も上達してきて、最近では
スピーディーなラリーの攻防も見られるように
なっています。普段身体を動かしてなかった彼等
ですが、朝雪かきをし、空いている時間には卓球
が出来る心の余裕が出てきたのは、とても嬉しい
ことです。もうすぐクリスマス！宇奈月のクリス
マスはホワイトクリスマスです！

2005-12-26
クリスマス会はマジックショー、○×クイズ、
ビンゴ大会にと大盛況でした。明石の S 君のマジ
ックショーはとにかく凄かった！！
最近の宇奈月の雪は降ったり止んだりですが、
雪かきを皆で一致団結して行い、チームワークも
良くなってきました！思わぬ効果がありました。
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そんな思い出沢山の一期生も最後の晩を迎えま
した。入塾した１０月はまだ濃い緑の山々でした
が、それが赤や黄色に変わり、葉が落ち、雪が降
り始め…。塾生も心身共に著しく変わり成長しま
した。これから社会に出て行く塾生に幸あれ！
踏まれても、踏まれても、綺麗に咲くタンポポの
精神で頑張って下さい！
2005-12-27
長いようで短い三ヶ月が終わりを迎えました。
生活を共にし、同じ釜の飯を食べた仲間ですから、
訓練終了は嬉しくもあり、また悲しくもあり…複
雑な表情をしていました。

ら成功した話など色々と聞いて参りました。
熱い気持ちとチームワークで宇奈月麦酒館を動
かしているんだなぁ、と感じました。エネルギー
をもらったような気がします。午後も学習や研修、
と塾生達は張り切っていました。
私は自立塾の卒業生と共に就職の面接に付き添
いで行って参りました。なかなか、厳しいとは思
いますが、なんとか進路が決まればいいです。
2006-01-12
一月の初めから入塾した塾生も一週間がたち、
ようやく生活にも慣れてきたようです。
積極的に当番の仕事を手伝ってくれており、頑張
ってくれています。
最近の宇奈月は雪があまり降らず、少しずつ雪
が融けてきて散歩に行く機会が増えてきました。
雪をかぶった黒部の山々の景色も又素晴らしい
ものです。
2006-01-23
今日から一週間、宇奈月ニューオータニホテル
が休館日なので、ご飯を皆で苦心しながら作りま
した。
初日の今日は、昼食はラーメン、夕食はカレーと、
ありふれた感じになったのですが、なかなｋ美味
しかったです。明日も頑張らねば！
さて、今日から、塾生の生の声を少しずつブロ
グに挙げていきます。トップバッターは宇奈月自
立塾のイケメン K 君です。
「どうも、外出する度に雪が降り出すと言う宇奈
月の天候と最悪の相性を持った K です。土日と
宇奈月ニューオータニホテルで就労体験させて
頂きました。
今日は休みの予定だったので、宇奈月温泉スキ
ー場にスノーボードを滑りに行ってきました。吹
雪いている中でのスノボー最高でした。」休みの
日にも元気な K 君でした。
彼は明日、今日滑った宇奈月温泉スキー場で就
労体験をさせていただきます。滑った分頑張って
もらいましょう！！
2006-01-25
さてさて、今日は宇奈月自立塾の塾生「マジシ
ャン」の感想です。
「今日は四十物昆布店に就労に行ってきました。
最初のころは昼くらいになるとバテていました
が、今日は最後まで普通に働けました。自分でも
体力や根気が続くようになってきたことが実感
できてうれしかったです。
ここにくるまでは、部屋がきたなかったり、変
な人ばっかりだったり、怖い人が指導してたら嫌
だなと思っていましたが、来てみるとみんな優し
いスタッフで部屋は旅館のようにきれいで、変な

宇奈月自立塾には一期生が造った露天風呂（まだ
未完成）があります。
心の故郷として、また宇奈月に遊びにきたら、い
つでも暖かく「お帰り」と言ってあげようと思っ
ています。いつまでもそういう雰囲気の宇奈月自
立塾であり続けるの為にも、僕らはさらに頑張っ
ていこうと考えています。
また、家に帰らずに正月を迎える塾生も２名居ま
す。がんばってるなぁ。
ブログのほうは、年内はこれで終了です。
新年は５日から初めます。皆さん良いお年を！！
牟田 光生
2006-01-05
さあ、いよいよ宇奈月自立塾も新年のスタート
を切りました。塾生も半分以上が変わり、新しい
顔ぶれになりました、皆緊張感もあるようですが、
昨年からの先輩塾生達に寮のルールを教えても
らい、寮に慣れようと頑張っております。
私ももう一度気持ちを引き締めて塾生と共に頑
張っていこうと思います。
あらためて、あけましておめでとうございます。
本年度もどうぞ暖かいご支援よろしくおねがい
いたします。
2006-01-10
午前中は宇奈月麦酒館に初めての塾生を連れて
見学＆新保支配人のお話を伺って来ました。
宇奈月麦酒館がオープンしてから９年、苦労話か
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人は多いけどいいとこでした。これからもがんば
ります。
」
と前向きに考えが変わってきた、マジシャンの感
想です。これからの彼に期待しましょう。
2006-02-01
今月に卒業する、Ｍ君と１２月に卒業した塾生
達と就職活動をしにヤングジョブとやまに行っ
てきました。
求人票の見方や、ハローワークのパソコンの使い
方や、今後の進路を話合いました。
卒業生も面接の日程等が決まり、週末には宇奈
月自立塾に顔を出すみたいなので、もう一度面接
の練習等をしたいと思います。
気軽に卒業後も遊びに来れる雰囲気をこれから
も心がけていきたいと思います。
追伸： 雪かき用に水中ポンプを買いました！！
これで雪も怖くない！！温泉で溶かしたる！！
宇奈月より
二月に入り卒業する塾生、これから就労体験
をがんがんやる塾生、就職に向けスキルアップ
を考えている塾生等、入塾した時期により様々
ですが、寮での生活は皆一致団結して当番の仕
事等を非常に積極的に取り組んでいます。
先週末、宇奈月温泉街の花火大会があり、富
山 県 内 に住 ん でい る 卒業 生 が 花火 を 見に 遊 び
に来ました。彼は、昨年末に卒業したので、今
いる塾生の中にも一緒に過ごした人も多く、昼
間は今後の就職相談や塾生との卓球を楽しみ、
夜は皆で花火を見て帰って行きました。
彼等卒業生にとって、一つの母校的な存在に
宇奈月自立塾もなったんだなぁ、と感じました。
塾 生 に と っ て 第 二の 故郷 的 な 存 在 に な るよ
う に 温 かな 雰 囲気 か つ社 会 に 向け て 第一 歩 を
踏 み 出 せ る 存 在 の 宇 奈 月 自 立 塾 で 在り た い と
おもいます。
宇奈月自立塾 寮長
牟田光生

自立塾グループカウンセリングのお知らせ
厚生労働省委託実施事業
（開放型・部分参加あり、毎回参加者募集）

社 会 的 ひきこもりの子 どもを抱 える
親 の方 々のグループカウンセリング
～ひきこもりからの自 立 ～
ひきこもりが長期化して、学齢年限を過ぎ、ニ
ートになった若者と家族を支援するためのグル
ープカウンセリングです。ひきこもりの心理の
理解、家族関係の変化、若者自立塾への道、若
者自立塾での取り組みなど、ひきこもり・ニー
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トからの自立への道筋を考えます。
講 師
日
時

NPO 法人教育研究所
教育コンサルタント 牟田 武生
程：2005 年 9 月～
間：各回とも pm４：00～pm６：00(120 分)

※2月の日程の変更にご注意ください！
第６回： 2 月 15 日（水）
・第 7 回： 3 月 11 日（土）
場 所：NPO 教育研究所 定員 10 名
（毎回募集・定員になり次第締め切り）
※厚生労働省委託事業、若者自立塾のフォ
ローアップ事業の一環として開催
※参加には NPO 教研の会員になる必要があります。

若 者 自 立 塾個 別 説 明会 開 催 の お知 ら せ
日 程： 平成１８年２月１１日（土）
時 間： 午後４時から午後５時まで
場 所： ゆめおおおかオフィスタワー内
ウィリング横浜５０３号室
（京急、横浜市営地下鉄上大岡駅徒歩１分)
※自立塾については 財団法人 社会経済
生産性本部 若者自立塾支援センター
http://www.jiritsu-juku.jpをご覧下さい。
お申し込み、詳しいお問い合わせは教研まで

※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。
年が明け、受験をした子も、そうじゃない子も、
この春からの新しい動きに向け、真剣に悩み、自
分なりの動き方で取り組んでいます。
この時期には、できるだけ内にこもり、不安を
高めないよう、エネルギーを外に出していくよう
な行動を起こす事が大切です。
新しい動きにつながるよう、教研でも宇奈月宿
泊トレーニング合宿を企画しました。合宿の中で
は、生活リズムの安定と、人間関係トレーニング、
基礎体力の向上などを中心に、学習だけでなく、
楽しい企画も織り交ぜながら、過ごす予定です。
詳しくは、教研までお問い合わせ下さい。
～コモンルームは知識の泉！～
◆ 知 識 の 泉 っ て ？ ◇
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。
講座ごとの参加もできます。詳しくはお問い
合わせ下さい。

コモンルームの閉鎖について
教育研究所の昼間部として、1984 年（昭 59
年）日本で最初に始まったひきこもりを伴う不登
校の生徒のための教室は、その後、文部省が全国
に展開した「適応指導教室」のモデルにもなり、
多くの卒業生が学校や社会に適応していきまし
た。しかし、適応指導センター（場所によって、
呼び名が違うが、旧適応指導教室）の利用率は一
割しかなく、不登校からひきこもり、ニートに移
行する事例が多いのが現状です。それを受け、厚
生労働省では全国 4600 箇所ある児童館で不登校
の児童生徒の居場所事業を今年度から展開する
ことになりました。
ＮＰＯ教育研究所では 30 余年にわたるノウハ
ウを悩み・苦しむ不登校の生徒に提供するため、
厚生労働省児童育成課の依頼を受け理事長牟田
が「ひきこもりの子ども達の居場所事業」にその
ノウハウの伝授をすることになりました。現在、
児童館のモデル事業として開始しています。
教育研究所の教室としての役割は厚生労働省
管轄の社会教育施設の児童館に移管され、その使
命を平成 17 年度で終えることになりました。長
い間ご利用頂けた事を職員一同感謝いたしてお
ります。
なお、教室以外のカウンセリングなどの事業は
そのまま継続していきます。

＜２月の知識の泉・予定表＞
７(火) 知的探検隊
９(木) 遠足(ボーリング)
１０(金) アート
１２(日)～２４日 宇奈月合宿
２７(月) バスケットボールをしよう！
２８(火) 歴史がわかる！世界が見える！
＜３月の知識の泉・予定表＞
３(金) おもしろ理科・数学入門
６(月) 国際理解講座
７(火) 歴史がわかる！世界が見える！
１０(金) おもしろ理科・数学入門
１３(月) 卒業文集作り
１４(火) 歴史が分かる！世界が見える！
１６(木) ぐるめ会
１７(金) おもしろ理科・数学入門
２０(月) 卒業文集・コラージュ作り
２２(水) 卒業式

２月１２日(日)から２月２４日(金)までの約２
週間、富山県宇奈月温泉町にて宿泊トレーニング
を行います。目的は生活リズムの安定と、人間関
係改善と、基礎体力の向上です。期間中は、補習
学習も行います。この春に元気よく動き出すため
に企画しました。
参加費は１４万６千円(往復交通費、食費、宿泊
費、保険料、レク等予備費、授業料などが含まれ
ています。)
※春休み期間中にも、宿泊合宿を企画中です。
詳しくは教研までお問い合わせ下さい。

『教育講演』実況中継(連載第４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

ネットゲームの出現
四期の人、これがいわゆる 90 年代以降になっ
たら、これはもう困ってしまう。普通の人とそん
なに変わらない生活をしている。でも、何が違う
かというと、学校へ行くとか、勉強するとかいう
本業をやらない。プラプラ、プラプラしている。
これは怠けなんじゃないかと思って、バーンと登
校刺激をすると「おびえ」とか「すくみ」とか、
そういう反応を起こす。だから、ちょっと手に負
えない人たち。
昔のスチューデントアパシーは大学生だった
んだけど、中学生でそういった傾向になる。本業
以外はやらないけれど、自分の好きなことだった
らやっている。これが多くなりました。
何故かというと世の中が登校刺激をしなくな

☆教育研究所卒業式のお知らせ☆
3 月 22 日(水)、下記場所により､第２１回教育
研究所卒業､終了式を行います。ともにいろんな
時を過ごしてきた仲間ともこれをひとつの節目
として、それぞれの道に進みます。無事にみんな
で過ごせたことを、これからの前途を一緒に祝い
ましょう。
日時： 3 月２２日（水）
午前 1０時００分より
場所： 教育研究所
卒業式終了後、みんなで一緒に食事に行きます。
大体解散は 2 時ぐらいを予定しています。
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7 月から倶進会の助成で開催！
ったから。みんな不登校だ、別に気にしなくてい
いよ、別に登校刺激されるわけじゃないしさ、何
となくテレビゲームやっていれば楽しいしさ。ま
だ、テレビゲームの時代はまだ良かった。テレビ
ゲームって五千円、六千円でソフトを買って来る。
二週間とか三週間必死になってやります。でも終
わりがある。クリアーしたら終わりでしょ。とこ
ろが今、インターネットが普及し、常時接続が出
来るようになると、すごく安い会費、千五百円く
らいでネットゲームが出来る。ネットゲームとい
うのは毎日更新されるのです。エンドレスなので
す。どんどん新しい世界が広がってくる。ナマゾ
ンなんて村がある。そこに入り込んで自分はキャ
ラになりきった気持ちでチャット、(チャットっ
てわからない人がいると思いますが)パソコンで
話をしながら、世界中の人と話をしながら冒険と
旅に出て行ってどんどん広がる。不登校の子ども
で、ひきこもりで不安が少ない人たちがワッと半
年くらいでこれをやり始めた。
これも調査しました。約半数の人、不安が少な
い人たちが、ひきこもり、ネットゲームにはまり
こんでいる。それを毎日新聞のウエブ新聞(毎日
インタラクティブ)に一ヶ月位前に取材して載せ
た。そしたら二日間で問い合わせの来たのが四万
五千件です。
「ワァ、俺もそうだった」
「他のこと
何にもしない生活、二年間ネット廃人ってあった
けど、俺は三年やった」とか、自慢するなと思う
のだけど、「僕は一年で終えた」とか、中には学
校の先生がいて「僕はそのために登校拒否になり
ました」って、先生の登校拒否って初めて聞きま
した。
そのくらい、いわゆるネットゲームというのは
入り込んでいる。早く腱鞘炎になってくれないか
なと思うくらい。すごいですよ。韓国のラクナロ
クなんかが、それが出てきて。これはそのうち
NHK クローズアップ現代(平成十六年一月二十
日放送)で作りますから、今入ってきていますか
ら、本を書いて、今取材をやっていますけど、ち
ょっと何らかの規制とか、いろんな事を考えなき
ゃいけないなという時代です。
そういったのが第四期になってきました。そう
いったものが基本的には少子化の問題とか、地域
の社会教育力の低下とか、いわゆる学齢社会の問
題とかいうのがかなり子どものストレスになっ
てるなという気がするのです。
（次号へ続く）

講演会は親御さんや教師など専門家の理解を深め
る目的で年間を通じて行っています。

「共感できる感情を育てるかかわりとは」

日程/平成１８年２月 11 日（土）
ゆめおおおかｵﾌｨｽﾀﾜｰ内ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜 5F 503
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

不登校やひきこもりの子どもや若者は、
人間関係の
スキル不足が指摘されている。
そのために教育界で
はコミュニケーショントレーニングが重要視され
てきている。
実際に不登校やひきこもり・ニートの人達と共同生
活してみると、人間関係のスキル不足も感じるが、
それ以前の問題の過緊張や状況を掴み取る認識の
弱さの方が強く感じられる。
緊張感を取り除き、
状況を認識するための力を育て
ないと、再登校や社会復帰しても、やがてストレス
から身動きできなくなることは目に見えている。
そこで、心の底から共感する力を育てる方法を皆さ
んと一緒に考えて行きたい。
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 ：無料 (倶進会の助成金で開催)

定員 60 名先着

講演会は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。
５階５０３号室

☆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 1４時３0 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。(神奈川県の補助金を受け、開
催します。)

次回は＜プラグマチズムの歪み現象＞を掲載予
定です。

※次回講演会は３月 1８日(土)です。
※会場はいずれもウィリング横浜です。
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☆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
心理の本等が 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 ： 2 月 25 日(土) 午後１時より

（少年、少女よ！大志を抱け！）応援します、
それぞれの生き方！
教研では、子ども達が興味を持って進んでい
けるような新たな体験・経験の場の提供に向け
て動き出しています。
２月１２日からは富山宇奈月宿泊トレーニング
合宿が行われます。※詳しくは５ページを参照し
てください。

主なアンビシャスプラン！
○富山県宇奈月温泉会場: 随時開催、一回 12 泊
13 日、費用 15 万円（交通費別）
教育研究所「宇奈月寮」又はフィール宇奈月
ホテルを会場にして、様々な人間関係改善トレ
ーニングを行う。カウンセリングを基本にし、
運動療法・音楽療法・心理療法・レクリエーシ
ョン療法などを行う。
人間関係の改善を行うと同時に生理リズムの
改善も行う。生活リズムの改善を行う。
○韓国会場：時期は不定期だが年３回実施予定
(参加者随時募集、定員になり次第、開催) 一
回 6 泊 7 日、12 万円程度 日韓友好事業、ソウ
ル市東南病院（呂(ヨ・)寅(イン)仲(ジュン)
院長）
2005 年 7 月に第一回韓国キャンプが開催され、
呂寅仲精神科医師が開発した人間関係改善プ
ログラムを実施、大きな成果があがった。
韓国式太極拳・リズム太鼓・韓国式太鼓・ゲ
ーム開発会社視察・川遊び・サッカー・韓国の
子ども達の遊び体験など

☆教育新聞社Ｗｅｂ新聞☆
“わが子の悩みドットコム”内容のご紹介
下記にご紹介する牟田先生の連載のほか、第一線
で活躍させる方々の連載が、無料で提供されてい
ます。ぜひ、アクセスしてみてください！
http://www.konayami.com/index.html
○第２３回「ニート対策・若者自立塾」＜３＞
○インターネットと若者の心理 第12回 その１
ネットゲーム依存とひきこもり（９）
○教育・子どもの２５年史 第11回 その１
西鉄バスジャック事件（１）
今年度最後の募集です！
“小･中･高校生の不登校を抱える親のための”
グループカウンセリング

－その時、親はどうかかわるかー
このグループカウンセリングの目的は大きく
分けて 2 つあります。その１つはケースワーク
です。お子さんの状況をお聞きしながら状態を
整理し、今後の進路を含めた展望の手がかりを
探していきます。そしてもう一つは、参加され
る皆様がお互いに気持ちを共感し合い、問題を
共有化していくことで気持ちをポジティブに
転化させていくことを目的とします。短い期間
ですが何かの手がかりになれば幸いです。

○タイ・バンコク市留学プラン
タイのバンコク市にある日・タイランゲージセ
ンターの寮で生活し、タイ語日常会話のコース
学び、異文化交流を行う。
現地日本人スタッフが世話をする。メールカウ
ンセリングによって、日本からカウンセラーが
随時アドバイスも行う。本人の希望により寮、
ホームスティでの生活をする。
参加を希望する方、興味のある方は教育研究所
までご連絡ください。

※日程の変更があります。ご確認下さい！
第四回：2月1１日、18日、3月11日（土曜日）
(全3回) 午前10時から12時まで
参加料：3000円

(※内訳：自己負担分3,000円、神奈川県フリー
スクール等事業費補助金一人6,000円)
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☆NPO教研会員継続手続きのお願い☆

２月10日(金)

東京都北区桐ヶ丘児童館研修

05 年度に手続きいただいた、ＮＰＯ教研の
会員資格が、3 月末で終了致します。それにと
もない 06 年度も会員となり、これまでと同様
に教研の会員として、教研活動を支持支援して
いただければと思います。＊3 月末までにお願
いします。
手続きは同封の郵便振替用紙に必要事項を
ご記入いただき、年会費 5000 円をお支払いい
ただくというものです。
あるいは、下記の口座にやはり会 費 5000
円をお支払いいただく方法もございま
す。その場合は、必ずご自身のお名前
を入れていただくよう、よろしくお願
い致します。
会費納入口座は
横浜銀行 上永谷支店（３２３）
(普 )１ ４ ４ ２ ８ １ ５
会員の方には、
○カウンセリング料の割引１万５千円
→1万円、
○年 5 回程度の定期通信の発行
○学習会、講演会などのイベントのお知らせ
○薬のコンピュータ検索
○各検査 ※知能･YG・不安要因・親子関係･
エゴグラム等 検査料 各 500 円(カウン
セリングと併用してください)
○教研関連書籍の割引販売
○お母さんたちのミニ図書館の利用
○お母さんたちのおしゃべり会への参加
○宿泊研修、就労体験などへの参加

２月11日(土)

牟田グループ（小・中・高）
教研講演会
宇奈月自立塾個別説明会

２月12日(日)

宇奈月トレーニング合宿

～24日(金)

２月15日(土)

牟田グループ(不登校を学ぶ会)
牟田グループ（長期化･ネット）
牟田グループ（自立塾）

２月18日(土)

牟田グループ（小・中・高）
川崎神奈川学校保健研究会研修

２月25日(土)

お母さんたちのミニ図書の会

３月1 1 日(土） 牟田グループ（小・中・高）
牟田グループ（長期化･ネット）
牟田グループ（自立塾）
３月18日(土)

教研講演会
宇奈月自立塾個別説明会

３月22日（水） 教研卒業式
３月25日(土)

宇奈月自立塾親の会

～26日(日)
3月26日(日)
～

宇奈月若者自立塾第3期受け入
れ面接、宿泊体験

☆教研への寄付のお願い☆
NPO 教育研究所は会費、寄付、様々な事業か
らある収益などにより、活動を行っています。
しかし、現在、子どもたちとの関わりの中か
ら収入を上げていくのが難しい現状があり、
その他の事業での収益を子どもたちの支援活
動に充てているという現実があります。
現体制を維持し、支援活動を継続的に行って
いくためにもご協力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)１４４２８２２
「特定非営利活動法人 教育研究所(寄

尚、06年会費は、07年3月末まで有効となります。

また、教研の活動自体にご賛同いただき、支持
支援の形で会員になってくださる方、活動を手
伝ってくださるボランティアの方なども随時
募集中です。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
＜書籍紹介＞
「児童心理」2005年12月号臨時増刊No.834
―不登校の子へのかかわり方―
「不登校の子の語り合いの場」牟田武生
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
○共同通信社発信で、全国各紙で「ネット依存か
らの脱出」全１３回の連載が始まりました。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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