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「あっ地震だ！！」 「黒部は岩盤がしっかりしているから、新潟中越地震でもそんなに揺れなか
ったから大丈夫」と地元の人に言われ、信じていましたが今回の能登半島地震は揺れました。
余震も暫くは続きました。でも、若者自立塾では被害は何もありませんでした。沢山の電話やメー
ルを頂きましたが、安心してください。能登の七尾支部も被害はありませんでした。ご心配をお掛
けしました。
宇奈月若者自立塾の庭にある桜の巨木も花が咲き始めすっかり春めいて来ました。4 月から新し
い塾生が増え、年齢的には大幅に若返り 23.6 歳になりました。右方上がりで上昇傾向にあった平均
年齢にも STOP が漸く掛かりました。
「この春はフレシュマンスタート」が合言葉です。
教研でも、中学時代の不登校を経験し、全日制高校に試験を受け合格し、楽しい高校生活を送っ
てくれるかなとスタッフの期待を「裏切り」で戻って来た問題児の集まり昭和 59 年組も大学を卒業
し、この春、全員、無事、社会人としてスタートしていきました。なかには、10 年関わった子もい
て、その子の 10 代から 20 代前半のことは親よりも詳しいと変な自信を持っています。（本当は短い
時間の関わりの方が理想なのですが、人の悩みの深さはそれぞれ、発達速度もそれぞれです。学校
教育の“ところてん”カリキュラムのようにはいかないのが、人生かもしれません）
こんなクダラナイ文章を書いている私も同輩が 3 月 31 日付けでみんな定年退職。やれやれ還暦で
す。いつまで寮長やスタッフは私を働かせる気なのでしょうか？
大好きな東南アジアでのんびりと余生を送ろうと準備していたのに計画はいっこうに進みません。
困ったことだと思っていたところに、文部科学省から「問題行動を抱える子ども等の自立支援事業
審査評価委員をやれ」とのこと、ついでに･･･「不登校への対応における NPO 等の活用に関する実践
研究事業の審査評価委員も･･･となってしまい。引退や定年退職どころではありません。やれやれ･･･。
（まぁ、35 年間もやったことを中途半端に投げ出すより良いとするか、でも、後継者が欲しいです
ね。弟子ができれば全て教えて引退が理想ですね。誰かいます。お金にもならない。休みもなくス
トレスの掛かる仕事を希望する。そんな奇特な若者はいませんよね！）
（笑）

「不登校・ひきこもり・ニート＆ネット依存脱出短期体験合宿」のご案内
情緒的には大きな問題がないが、人間関係に消極的な新しい不登校の生徒やニートの若者、
あるいはネット依存になってしまった子どもや若者の対応の場として、体験合宿の効果は非常
に高いということが分かってきました。参加者の方々から大好評だった冬の合宿に続き、春の
合宿として、当塾の宇奈月若者自立塾を使い開催します。人数に限りがありますのでお早めに
お申し込み下さい。

―富山県「宇奈月温泉」短期体験合宿―
場所

富山県黒部市宇奈月温泉「若者自立塾」

期日

5 月 10 日（木）から 5 月 15 日（月）（５泊６日）

目的

ひきこもりやニート、ネット依存の状況から抜け出すことを目的に生活リズムの改
善・体力 UP・人間関係の改善（コミュニケーションスキルの UP）進路カウンセリン
グなどを行い。不安感をやわらげさせ自己有用感を持たせるようさせ、学校や社会に
動き出すためのきっかけ作りを行う。

療法

治療レクリエーション・バランスボール・最大酸素摂取量体力測定・スポーツ遊戯療
法・などの人間関係スキルトレーニング・就労体験先訪問・カウンセリング

集合

現地「若者自立塾」午後 4 時集合、行き方は相談に応じる

対象者 ひきこもりの人、
不登校の生徒、
ニートの方で若者自立塾の生活を体験してみたい人、
ネット依存から脱出したい人など
定員
費用

現地集合４名
52,500 円 天然温泉は塾内にあるので 24 時間入れます。
申し込みには事前面接（無料）が必要です。
主催／NPO法人教育研究所 http://kyoken.org/
〒233-0013 横浜市港南区丸山台 2-26-20
℡045-848-3761㈹ ﾌｧｯｸｽ 045-848-3742
振込み先、横浜銀行、上永谷支店（３２３）(普) 口座番号 １４４２８１５
加入者名「特定非営利活動法人 教育研究所 理事長 牟田 武生」
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「高等学校卒業程度認定試験・短期合宿集中講座」開講のお知らせ
文部科学省の高等学校卒業程度認定試験が 8 月上旬に実施されます。その試験に向けての、短
期合宿集中講座を7 月 2 日（月）から 13 日（金）まで、黒部市宇奈月温泉 ホテル「フィール」
の会場で行います。
詳しくは 5 月中旬以降に募集要項が完成しますのでお問い合わせください。
願書の出願についても分からないことがあれば、4 月下旬以降ご相談ください。

この連載文は「教育新聞社・WEBサイト子悩みドットコム」に2005年1月から連載された
もので大きな反響がありました。是非、お読み下さい。

インターネットと若者の心理 第６回
ネットゲーム依存とひきこもり(3)
牟田武生
「現実から逃げたと言うと逃亡者や卑怯者呼ばわりだけれども、人間は生きている以上、現実
社会から本当は逃れることが出来ないと思うよ」「学校や仕事に行かない。他の人とも長期間、
人間関係を結ばない人のことをひきこもりと呼んでいるけれど、その人達のことを現実社会か
ら逃げていると、僕は思わない。なぜなら、その人達は学校や仕事に行きたくても、行かれな
いほど、人に対する不安な心理があると思うからね。その点はどう思う？」
「俺は人に対する不安なんてないけれど、リアルの世界はめんどくさいと思うよ。やれ服装が
どうだの。先輩や後輩、そして先生との関係、いろいろ気を使うから疲れるよ。他人といると、
話に合わせたくもないのに合わせなくてはいけないし大変だね。確かに人間関係を引いている
とは思うけれど、別に学校に行きたくても、行かれないなんて、感覚はないよ。学校は行って
も、意味がないと思うから行かないだけだよ」
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「意味がないってことはどう言うことかな？」
「高校行って適当に受験勉強して、入れる大学を探し入る。社会に出てもそれほど役立つとは
思わない勉強を 4 年間し、大学を卒業して契約社員として派遣され、単純な仕事をするか。営
業マンになって、ノルマに喘ぎながら物を売って、仕事をすることを考えると、そんな人生馬
鹿らしく思えて来る。だから、とりあえず高校をやめた。でも、何にもすることない。そこで、
前からやりたかったネットゲームを始めたら、面白くって、はまってしまったというのがほん
ねかな」
「高校やめて、アルバイトでもして社会体験をしようと思わなかったのかな？」
「お金に困っていたら、バイトしたかもしれないけれど、金には困っていなかった。家にいる
からメシは食える。お年玉・誕生日祝い・入学祝い、お小遣いなど、親や祖父母からたっぷり
貰っていたし、金を使う方じゃなかったから、貯金だけで 100 万超えていた。ネットゲームは
月 1500 円くらいしか、掛からないからバイトのことは考えなかったよ」
「今の高校生は皆そんなにお金もっているの？」
「遊んですぐ使っちゃて、何時もピーピーしている奴と俺みたいに使わないで溜める奴の両方
がいるんじゃないかな」「顔が広く友達が多くいる。先生が言う人間関係が上手い奴の方が、
良く友達と遊ぶから金がない。だから、バイトをする。俺みたいに人間関係を少し引いている
奴は一人で遊び行っても、ツマンナイから金は使わない。人間関係が苦手な奴の方が経済的な
んだよ。親孝行なんだよ」
「親孝行かどうかは分らないけれど、今、子ども達はそんなに親や祖父母から小遣いを貰って
いるんだ」
「家庭の事情によって違いがあるかもしれないけれど、親や祖父母は小遣いを子どもに渡して、
嫌われないようにしている感じだよ。『愛情より金』というのは、子どもの方が求めているの
ではなくて、子どもより自分が大切だと思っている。だから、親は子どもに関わるのは面倒だ
と思う。でも、子どもに嫌われたくないから、多めに小遣いを渡しているんじゃないかな。こ
れは祖父母達も同じだよ。孫の面倒見ているより、自分達だけで海外旅行の方が気楽で楽しい
と思っているんじゃないかな」
「ひと昔前、安達祐美が『同情するより金をくれ！』というキャッチコピーがあったけれど、
今に時代は『愛情よりも金あげる』が親の心理なのかな。もしそうならば、子どもの問題とい
うより大人側の問題なんだね」「君の場合は現実社会で愛は得られなかった。でも、ネットゲ
ームの仮想現実では愛があったと言うことかな。そうだとすると大変難しい問題になってしま
うね」
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ＮＰＯ法人教育研究所講演会のお知らせ
講演会は保護者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。

「オンラインチルドレン－ネット依存からの脱出」
日程/平成１９年５月１２日（土）ゆめおおおかオフィスタワー内ウィリング横浜５０３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

SSN(文部省スクールサポートネットワーク)研究、横浜市教育委員会共同調査、岡山市教育委
員会（文部科学省助成研究）などを通してわかってきたことは、従来の不登校・ひきこもり（情
緒的には不安定で内向的）のタイプよりも、新たな不登校・ひきこもり（情緒的には安定で内
向的）の子どもが増えている。
このタイプは寂しさを感じたら、現実社会で友達を作ればよいのにと思うが、男の子はネッ
トゲームや掲示板、女の子はブログやチャットの仮想現実にのめり込んでいる事例が多い。ひ
きこもり対策として、インターネットや携帯電話のことも考えなければならない。その現実と
対応の仕方についてご一緒に考えてみたい

講演会場＆スケジュール
受け付け開始：13 時
第一部 講 演 ：13 時 30 分～15 時 00 分
第二部 質疑応答：15 時 10 分～15 時 30 分
終 了
：15 時 30 分
参加費 ：無料（財）倶進会の助成により
場所

京浜急行＆横浜

ウィリング横浜

市営地下鉄

上大岡駅

鎌倉街道

至横浜

：ゆめおおおかオフィスタワー内

ウィリング横浜５F－５０３号室

若者自立塾個別説明会開催のお知らせ
日
場

程： 平成１９年５月１２日（土）
時 間：午後3時50分～午後4時50分まで
所： ゆめおおおかオフィスタワー内ウィリング横浜５F－５０３号室 （京急、横
浜市営地下鉄上大岡駅徒歩１分）

「若者自立塾」の現地個別相談・説明会
日

程：４月２９日（日）
、５月２７日（日）

時 間：１３時から１７時まで

いずれも予約が必要、個別説明会は045－848-3761（教育研究所）現地説明会は0765－62－9681（宇
奈月若者自立塾）まで電話予約してください

※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
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http://www.jiritsu-juku.jpをご覧下さい。

☆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。
」 （卒業生の母より）
・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。
毎月第４土曜日午後 1 時から 4 時頃まで
※

ベストシーズンに行く「黒部峡谷を訪ねる親の旅」を企画しています。人数がまとまれば

計画を立てます。

☆お願い☆
宇奈月若者自立塾では、塾生が家庭的な雰囲気で少しでもすごせるように様々な工夫をしてい
ます。そのためにカーテンや雑巾等をミシンがあれば出来るのにと思っていますが、何分、予
算がありません。家庭で不用になった使える電動ミシンがありましたらご寄付をお願いします。
送料は自立塾が負担します。

☆NPO教研会員継続手続きのお願い☆
2006年度に手続きいただいた、ＮＰＯ教研の会員資格は平成19年3月31日で終了しました。つ
きまして、2007年度も引き続き会員となり、これまでと同様に教研の会員として、教研の活動
を支持支援していただければと思います。
会費納入口座は

横浜銀行 上永谷支店（３２３）
(普)１４４２８１５
特定非営利活動法人 教育研究所 理事長 牟田武生
年会費 ￥5,000

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
○講演会などのイベントのお知らせ
○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
2007年会費は、2008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を募集
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しています。

☆インターネット連載☆
○MSN

MAINICHI インターラクティブ

「メール依存の女」
「おとなになれない男」「人はなぜ家族を殺すのか」
「つんでれママ」が
大好評連載しています。MSN毎日のニュースランキングトップをとるなど、アクセス件数が
非常に多く、是非お読み下さい。社会⇒暮らし⇒心の世紀とお進みください。
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kokoro/（MSNと毎日新聞共同発信サイト）
ただし、今年4月で終了します。
○厚生労働省ホームページ
トップページ「厚生労働省ってどんなところ」で「宇奈月自立塾」の活動が紹介されてい
ますので、是非アクセスしてみてください。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
牟田武生先生の新刊本「オンラインチルドレン」－ネット社会の若者たち―オクムラ書店
から出版されました。大好評です。ネットにはまる心理が良く理解できます。
是非、お読みください。定価1800円＋税
お楽しみに！
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
牟田武生書籍販売のお知らせ
教育研究所に若干在庫があります。希望される方は本代＋送料（500円）で販売します。（消費
税はサービスします）勿論、来所され購入する時は送料はかかりません。
・ひきこもり/不登校の処方箋(オクムラ書店)改定版2000円
・池上彰が聞く「僕たちが学校に行かなかった理由」
（オクムラ書店）2000円
・すぐに解決！子ども緊急事態Ｑ＆Ａ（オクムラ書店）1600円
・ネット依存の恐怖（教育出版）1800円
・ニート・ひきこもりへの対応（教育出版）1680円
・ジャパンクール（三松出版事業部）1400円
・オンラインチルドレン(オクムラ書店)1800円
ひきこもり/不登校の処方箋(オクムラ書店)は絶版、ネット依存の恐怖ハングル版（智慧文学）
は韓国のみ販売。 －申し込みは教研に電話・FAX・Eメールで！－

17回「教師＆専門家のための問題行動研修会」のお知らせ
今年度も7月30日(月曜)から8月3日（金曜）まで東京・国立オリンピック記念青少年総合センタ
ーにて開催されます。また、8月22日（水曜）・23日（木曜）には国立女性教育会館でワークシ
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ョップが開催されます。
（開催中のボランティア募集中）

富山県黒部市宇奈月温泉「若者自立塾」からのお知らせ！

・宇奈月自立塾第二寮ができる！
協力グループの（株）北日本タスク（安藤建二社長・NPO 教育研究所理事）経営のホテル
「フィール」が、旧富山県職員研修保養施設「黒部荘」を買取り、ホテル「フィール」は大き
くなり 4 月 19 日に新装オープンします。是非ご利用ください。
また、社長の御好意で同ホテル内にある、元従業員室（一人部屋、6 畳大、専用共同温泉風
呂有り、TV、箪笥など付）を五室お借りしました。塾を卒業し、他会社に就労したけれども、
アパートや促進雇用住宅に移る短期間、安い費用で利用できます。若者の自立支援への輪が拡
がりうれしいかぎりです。安藤社長に感謝あるのみです！

・連絡が取れなくなった卒業生の皆様へ
実家に帰り、就職したけれど、上手くまた行かなくなってしまった。元のニート状態に戻り
つつある。もう一度、親元を離れ、富山県でチャレンジしてみませんか？宇奈月自立塾も地道
な活動の結果、力を確実に蓄え、協力企業も次々に出てきています。そして正社員の就労先も
増えてきています。
是非、相談してください。相談料！（そんな水臭い、同じ釜の飯を喰った仲、掛かりません）
就職の世話もしますし、必要なら第二寮にも入れます。他府県から富山県に移り、働いている
仲間はすでに 9 人になりました。みんな元気一杯頑張っています。理解し合える仲間いると楽
しいぞ！「戻っておいでよ。富山県宇奈月温泉」
また、卒業生の場合、国の訓練費を使っている関係上、1 年間は追跡調査が義務付けられて
いますので教育研究所から連絡がある場合、必ずご返事ください。

・宇奈月若者自立塾に行って見たいとお考えの皆様へ
NHK・北日本放送・テレビ朝日等で放送された宇奈月若者自立塾の活動内容を DVD にまと
めたものがあります。参考までに見たい方は請求頂ければ、送料のみでお分けいたします。

スタッフ研修のために 6 月 1 日（金）から 7 日（木）まで宇奈月若者自立塾は完
全閉鎖になります。第二寮は開いています。
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