
 
 

 

 

 

 

 

東日本を襲った大地震、大津波、東京電力福島第一原子力発電所のメルトダウン爆発によ

る放射線物質漏れ、そして、1 ドル 75 円台の円高は輸出産業に大打撃を与えている。今回

の円高は米国政府、ＥＵ諸国の信用不安が原因と政府民主党による政治空白状態が続き、長

期化を避けることが出来ない。さらに円高は進む可能性がある。そんなことが重なり、日本

丸の雲行きはさらに怪しくなって来ている。世の中、全体が不安感や不全感に包まれている

のは、先行きが見えない経済や政治状況から起こっているのかもしれない。  

 長期化する不景気は税の歳入悪化を招き、各官庁は 10％の予算削減を強いられ、切り捨

て易いものや圧力がかけられないものから削減を図っている。その結果、長期化する不景気

は社会的弱者を襲い始めている。ここでいう社会的弱者とは高齢者や心身障害者、精神障害

者ではない。障害者ではないが、健常者とも言えないグレーゾーンの発達障がい者や不登校

から長期間ひきこもってしまい、二次障害としての神経症等を抱える者などである。それら

を支援する予算は軒並みに削られている。かろうじて、若者サポートステーションが残って

いる状態だが、いつ、廃止になるかわからない状況にある。  

 若者自立塾は生活訓練を通して、コミュニケーション能力や人間関係スキルを磨きながら

労働観を醸成し、就労に結び付け、自立に向かわせた。基金訓練「合宿型若者自立プログラ

ム科」も似たようなものだったが基金訓練に変わって登場した。特定求職者支援制度は恒久

法だが、字のごとく求職者を支援する法律である。そのため、生活訓練としての色合いは全

く消えてしまった。  

ひきこもりやニートは求職者ではない。まだ、「働こう！自立しよう！」とは思っていな

い労働観が醸成されていない非求職者なのである。それらを支援する予算は消えた。でも、

まだ、それらの支援を求める人や家族はいる。私達はこの秋、新たな魅力的なプログラムを

作り、新たな不登校、ひきこもり、ニートの支援策を皆さんに提案する。  

キーワードは「自立までのトータルな支援」だ。  

 

※※※※    秋秋秋秋からからからから実施実施実施実施するするするする新新新新たなたなたなたなプログラムプログラムプログラムプログラムについてはについてはについてはについては、、、、6666 ページページページページからからからから特集特集特集特集でででで紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています

是非是非是非是非ごごごご欄下欄下欄下欄下さいさいさいさい。。。。    
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「「「「ひきこもりへのひきこもりへのひきこもりへのひきこもりへの具体的具体的具体的具体的なななな対応対応対応対応についてについてについてについて」」」」話話話話しますしますしますします。。。。     

 

⑥⑥⑥⑥ひきこもりからひきこもりからひきこもりからひきこもりから抜抜抜抜けけけけ出出出出すすすす対応方法対応方法対応方法対応方法     

ひきこもりの人のいる家庭は、本人が「余計なことを他人に話すな」と言ったり、家族の

恥という観念があるのか、まだ、あそこの家には「おかしな子がいる」と、色眼鏡で見る風

潮が残るのか、子どもが不登校になったり、会社に行かなくなったりして、ひきこもると、

家族も、他人にこのことを話さないし、「○○さんどうしてる」と、聞かれないようにするた

めか、無意識の内に、心理的にひきこもってしまう家庭が多い。  

そうなると、外の世界だけでなく、親戚にも、この問題は、ご法度になるケースが多い。

本人も、家庭も、社会との接触を極力避けて通り、世間の空気の風通しが悪くなり、ひきこ

もりが内閉化され、全てがひきこもりの長期化に向かって負のスパイラルが動き始める。そ

んな状況から抜け出すために、最初にしなくてはならないことは、相談に本人が行けなくて

も、保護者が行くことからはじまる。そして、これが実に難しいが、最初にやらなくてはな

らないのが、本人に、精神的な病気があるのか、ないのかの鑑別だ。  

ひきこもりが統合失調症などの前駆期症状なのか、あるいはうつ病を含め、様々な神経症

等によるものかを診断する必要がある。また、精神的な症状により、人格障害や解離性障害

等からくるひきこもりなのかの鑑別だ。これは専門病院でしかできないと、考えた方がよい。  

精神的な疾患としての症状はないが、社会に対して、強い不安を感じ、外に出られない人

は社会不安障害や退却神経症等の場合もある。本人が受診を拒否する場合や昼夜逆転の生活

で親と会話せず、人とも会わない状態の場合は、保護者が受診相談にのってくれる相談機関

や病院を各都道府県にある精神保険福祉センターなどに問い合わせれば、紹介してくれる。  

また、長期間、投薬を続けても改善がなく、ひきこもり状態が継続する人や専門医に「こ

れは病気ではなく、心の問題でしょう」と言われたりした場合は、親が、この問題を通して

社会と繋がる必要がある。保健所、精神保健センター、ひきこもりの支援団体、民間の相談

機関などに相談に行くことが大切だ。  

場合によっては、本人や家族が家の恥を、なぜ、他人に話すのかと相談に行かれた人が責

められるケースがある。これらの疑問が生じた時は、「相談員には守秘義務があり、相談内容

が漏れることはない」と本人や家族に話しことが大切だ。相談内容が漏れて、プライバシー

が侵害されると本人や家族は大きな損害を招くことになる。そのため、子ども・若者育成支

援推進法では、家庭訪問をする相談員には、守秘義務を犯すと医師と同じように刑事罰が付

くようになった。法的にも整備され始めているので相談に行くことからはじめると良い。  

 

 

⑦⑦⑦⑦    まともなまともなまともなまともな相談者相談者相談者相談者ならばならばならばならば  

 ある程度の常識を持った人なら、テレビのワイドショーで、この問題を取り上げ、対応に
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動きが見え、視聴者にも面白可笑しく見える施設を持ち上げ、それを見て、悩んでいる人が

相談に行くケースが多い。以前から、愛知を中心にした民間施設や矯正施設で、多額なお金

を取られ、最後に、お金だけで済まずに命を取られる不幸なケースも多くあった。  

民間の相談機関を選ぶ場合は、その施設の運営者の考え方をインターネットなどで、調べ

たり、本を読んだり、講演会に参加するなどして、充分に調査した上で、相談に行くことを

勧める。  

次に相談員の見立てを聞き、「納得できるか・できないか」を判断し、納得できる場合は、

その後、どのような対応をして、本人のこころの成長を図り、問題点があるならば、どのよ

うに、その問題、具体的に克服して行くのか尋ね、納得できるならば継続して相談に行くよ

うにすると良い。  

そして、さらに一番大切な「どうしたら、本人を相談に来させることができるか」を聞い

てみよう。「親が変われば、子も変わる」と、いう考え方で変わる場合もあるが、子に親の本

心や気持ちが伝わらず、子の気持ちが変化しない場合がある。その場合、親の対応や行動の

仕方、声の掛け方等を具体的にアドバイスしてもらう。  

親の子どもに対する考え方の変化、次に、対応の変化によって、子どもが動き出す＝相談

に自分自身の意思で行く、に変化しないと、人に対する不安や恐怖に支配されているこころ

は本当の意味で成長にむかって変化していかない。  

そして、問題はその後だ。本人が相談だけに適応したり、不登校だったら、市町村が運営

する教育支援センターだけに適応する児童生徒を育てても仕方がない。民間だったら、フリ

ースクールに何年も通い続け、そこにだけ、適応する子ではどうにもならない。解決はあく

までも、学校や社会生活に適応し、自立する子にしなくてはならない。そして、最終的には、

親子関係の改善が図られ、この問題の最終解決になる。  

 

⑧⑧⑧⑧    まともなまともなまともなまともな医師医師医師医師はははは・・・・・・・・・・・・  

 不登校やひきこもりの場合、これらの臨床経験のあるまともな医者ならば、即断はせずに、

まずは充分に問診し、必要に応じて検査を行う。その結果、問題がなければ、「こころの問題

では…」あるいは「ストレスからくる自律神経失調症かもしれない」という返事が返ってく

るようならば、信頼はおけるが「抗不安剤や精神安定剤を使えば元気になります」と処方さ

れたり、「今の時代、100 人に一人は統合失調症なので、その予兆かもしれない、早期に投薬

を始めると余後が良いから処方しましょう」と投薬するような医師の場合は必ず、セカンド

オピニオンを受けるようにする。  

 ひきこもりが長期化した場合、精神疾患を伴うともいえず、普通であるとも言えないのが

実情だ。そのような境界例のような状態にあるという認識を持って対応していくことが、大

切だ。  

 

⑨⑨⑨⑨    家庭内暴力家庭内暴力家庭内暴力家庭内暴力とととと支配隷属支配隷属支配隷属支配隷属  

「様子見ましょう」「待ちましょう」の対応をすると、「学校行ったら」や「働いたら」な

どの「たら刺激」をするよりも、精神的には楽なので確かに安定してくる。しかし、その状

態は、継続し、次第にひきこもりは長引いていく。  

以前は元気になってくれば、エネルギーも自然に湧いて来て、そのうち、ひきこもり生活

に飽き、学校や社会復帰していくだろうと考え、自然治癒の考えが主流だった。でも、本当

にほっておけば自然に治るものか。不登校が問題になって 30 年位経った。30 年近くひきこも
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っていた人がいる以上、この考えは間違っていたとしか云いようがない。  

その時どきに応じたケアがなされなければ、時間だけが空虚に過ぎてしまうことが多い。

それだけでない。精神的に他人と係らず、自分の主観だけで生き、ストレサーがない生活を

送るから、安定した状態が続く。しかし、耐性が育たず、年齢に応じた社会性も育たない。

そして、社会で生きていく職業的な技術も人間関係力もない。さらに、8 時間働く体力もなく

なっている。  

不登校やひきこもりの人が少ない時代は、家の人に何か言われると、「例え、いじめで学校

に行けなくなっても、自分が悪いからいけないんだと、自分を必要以上に責める自罰的な行

動をとる人が多くいた。しかし、不登校が多くなり始めた平成 6 年頃からは、不登校やひき

こもりが市民権を得たのか、悪いのはあいつだとばかり、他人のせいにする他罰的な行動を

とる人が多くなった。  

家での生活で不満があると、母親に文句を言い。自分の思い通りにさせる。もし、思い通

りにならなければ、暴言を吐き、暴力を奮い始め、恐怖によって家族を支配するようになる。

それを隷属支配という。隷属支配の状態になると、本人にとっては思い通りの生活ができる

ので、ひきこもりはさらに長期化していく。しかし、家族、特に母親にとっては最悪の生活

になってしまう。最近こういうケースが増加している。  

不登校やひきこもり、それに伴う家庭内暴力などの相談をする場合は、この領域が教育、

心理、精神医学、福祉、労働等、様々な領域にまたがり、非常に複雑である。そのため、相

談機関や病院、支援団体によっては、まだ、相談員によって、当たり外れが大きい。選択方

法として、臨床経験が豊富な人を選ぶことが大切だ。  

 

⑩⑩⑩⑩    支配隷属支配隷属支配隷属支配隷属のののの典型的典型的典型的典型的なななな例例例例がががが一家一家一家一家５５５５人人人人をををを殺傷殺傷殺傷殺傷したしたしたした豊川豊川豊川豊川一家殺傷一家殺傷一家殺傷一家殺傷事件事件事件事件  

15 年間ひきこもり、ネットに嵌ってしまい。挙句の果てに父親のクレジットカードの番号

を盗み、ネットオークションで多額の買物をして 300 万近くの借金を作り、それが父親にバ

レ、警察に相談行ったところ「ネット接続の回線」を切れと指示され、逆上した容疑者の長

男が父親と甥（1）を殺害し、母親含め 3 人家族の家族に重傷を負わせた事件が 2010 年 4 月

に愛知県豊川市で起きた。 

容疑者は中学 3 年生頃から不登校になったと言われている。同級生の証言によると、おとな

しく、存在感の薄い少年だった。不登校の原因はわからないが、人とどう接したらよいか悩

み、人間関係に悩んでいたと言う。1 度勤めたことのある製菓会社も 1 年間で人間関係を理

由に辞めている。近所に住む人の話だと、会っても、挨拶をしないし、目を合せようとしな

い。と言う。ひきこもりからくる、２次症状の「人と関わると被害を被るのではないか」と

いう考え過ぎの “被害関係念慮 ”があったのではないか。  

 また、いじめや人間関係のトラブルで不登校からひきこもりになると、対人関係を避け、

観念の中で生活する。現在がなく嫌な過去と不安な未来に生きる  

過去の嫌なこと、学歴も学力も、体力も、技術も何もない自分が、これから将来どう生きて

いけばよいか、不安な未来に包まれ、現在を失ってしまう。  

そのために、経験が他人と共有できずに心の成長が止まる。彼は 30 歳だが、おそらく、心

の成長が 15 歳で止まり、社会性も育っていないのだろう。  

 そして、家族が何か言えば、家族に暴力をふるい、両親が本人の暴力を怖れ、隷属支配さ

れるケースもある。外の世界を怖れるあまり、その反動で家族を支配する内弁慶の世界だ。

自分は稼ぎがないが、父親の給与は彼が管理し、父親には５万円、母親には４万円渡し、残
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りは自分の小遣いにしていた。家族の生活費の実権を握っていたといわれる容疑者には、暴

力によって「家族を支配隷属」させる行動があった。  

 ひきこもりの息子の暴力に怯える家族は多い。当事者にとっては、暴力的行動に出ること

によって、自分の劣等感を振り払うための行為であるから、相手を暴力によって打ちのめす

と、暴力は次第にエスカレートしていく。  

根本的な解決策として本人の劣等感を如何に取り除くかにかかっている。そのためには、

社会に出て、他人から認められることがないと自信や劣等感は拭い去ることはできない。し

かし、劣等感や自信がないために、対人不安を感じ、ひきこもっているのであるから、外に

出られないジレンマが起きる。  

このジレンマが苛立ちの正体である。だから、相談者による受容から指導へと、クライエ

ントの心情に応じた変化が望ましく。さらに、一対一の対応から、一対グループ、さらには、

一対集団への変化が望ましいのである。  

何も変化がない長期間のひきこもりの中で起きた隷属支配関係から何もしない対応では

逃れる術はない。できるところから始めなくては解決への道を進むことができない。  

 

次号は「ひきこもりの予防」  

 

 

･･････････････ 教育研究所スケジュール････････････････・・ 

◎◎◎◎    9999 月月月月ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

11 日 日 富山講演会（個別相談会）   1：00～5：00 富山県民会館 307 号室 

24 日 土 横浜講演会（個別相談会）   1：00～5：00 ウイリング横浜 11Ｆ 

26 日  自立塾タイ研修旅行（26 日～30 日）  

    

 

◎◎◎◎    10101010 月月月月ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

14 日 金 横浜グループ（1 回目）    1：00～3：00 教育研究所横浜事務所 

22 日 土 自立塾新プログラム説明会（富山会場）  宇奈月ＡＨＥビル研修室 

23 日 日 富山グループ(1 回目)    9：00～11：00 

富山講演会（個別相談会）  1：00～5：00 

宇奈月ＡＨＥビル研修室 

富山県民会館 

29 日 土 自立塾新プログラム説明会（横浜会場） 教育研究所横浜事務所 

 

◎◎◎◎    11111111 月月月月ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

７日 月 内閣府アウトリーチ研修（７日～18 日） 宇奈月ＡＨＥビル 

12 日 土 自立塾新プログラム説明会（富山会場） 宇奈月ＡＨＥビル研修室 

13 日 日 
富山グループ(2 回)      9：00～11：00 

富山講演会          1：00～5：00 

宇奈月ＡＨＥビル研修室 

富山県民会館 

20 日 日 横浜講演会                  1：00～5：00 ウイリング横浜 6Ｆ 

25 日 金 横浜グループ（2 回目）    1：00～3：00 教育研究所横浜事務所 

26 日 土 自立塾新プログラム説明会（横浜会場） 教育研究所横浜事務所 
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～～～～自立自立自立自立までのまでのまでのまでのトータルトータルトータルトータルなななな支援支援支援支援～～～～    

社会的困難社会的困難社会的困難社会的困難をををを抱抱抱抱えるえるえるえる若者若者若者若者のためののためののためののための若者自立支援若者自立支援若者自立支援若者自立支援    
 

大学を卒業しても正規社員になれない若者が半数いる。23 歳の若さで不安定な雇用形態の非

正規社員にならざるを得ない現実がある。高校卒は製造業の海外移転の影響を受け、雇用は

減少し、非正規社員どころか、フリーターの仕事にさえ就けない若者もいる。まして中学卒

では仕事そのものがないという現状である。10 代後半から 20 代前半の失業率は 10％を超え

る。 

 

今や若者は社会的弱者に転落し、親元を離れて自立した者は働いても、働いても貧しい暮ら

しをしいられる。さらに不登校からひきこもった若者、学校は卒業したが、就職活動をして

いるうちにひきこもった若者など、様々な困難を抱えている。いったん、このような状況に

陥ると、個人の努力だけではぬけ出すことができなくなる。しかし、どの国でも、若者は未

来の国家を背負っていかなければならない。 

 

そのため、2005 年、政府は、「若者の人間力を高めるための国民宣言」という若者支援を国挙

げて始めた。しかし、政権が変わり、政府による若者の自立支援の姿は完全に姿が消えてし

まった。ニートが長引けば、長引くほど、履歴が空白状態になり、困難な状況が増していく。 

若者自立が個人の問題に転嫁された。私達 NPO 法人は新たな支援事業を開始した。多くの若

者の参加を期待している。 

 

    

    

若者自立支援若者自立支援若者自立支援若者自立支援をををを支支支支えるえるえるえる３３３３つのつのつのつのコースコースコースコース    

・・・・    自立自立自立自立サポートコースサポートコースサポートコースサポートコース                    ・・・・プレプレプレプレ入塾入塾入塾入塾コースコースコースコース            ・・・・ＯＢＯＢＯＢＯＢ向向向向けけけけ再再再再トレーニングコーストレーニングコーストレーニングコーストレーニングコース    

    

    

若者自立支援    

自立塾・公共職業訓練で行ってきた訓練をさらに細かく精査したプログラム 

（今後特定求職者支援法を使った公共職業訓練を行う可能性もあり） 

宇奈月温泉 100％！24 時間源泉かけ流し「つべつべ」の湯 

各部屋にウォッシュレット付の綺麗なトイレ、洗面台付き 

元ホテル（社会保険庁の保養所）をそのまま使用 

何かあっても安心！専任スタッフが 24 時間住み込み勤務 

製造業から接客業・牧畜・定置網漁まで様々な職場体験が可 
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自立塾・公共職業訓練で行ってきた訓練をさらにきめ細かく精査した民間ならではの充実し

た６カ月。 

ビジネスマナー・就労体験を含め様々な自立に向けたサポートを行う。 

また、本人の過剰な負担にならないよう、一人ひとりきめ細やかな自立プランを実現するた

めの・・・・・・・・５５５５つのつのつのつのスキスキスキスキームームームーム     

    

1.1.1.1.ビジネスマナービジネスマナービジネスマナービジネスマナーやややや職業適性職業適性職業適性職業適性をををを調調調調べるべるべるべる    

社会に出る為の必要最低限のマナーを身につける。そして、当塾オリジナル教材の授業に加

え、基金訓練等公共の職業訓練で使われているワークガイダンスも行う。また、ＹＧ検査や

クレペリン検査を通じて、本人の職業適性を調べ、適職を一緒に考えていく。 

2.2.2.2.コミュニケーションスキルコミュニケーションスキルコミュニケーションスキルコミュニケーションスキルををををアップアップアップアップ    

「自然に他人と緊張しなくて、楽しい会話をしたい。」皆、入塾する時に塾生達は口をそろ

えてこう言う。最初は１対 1 で会話をし、色々な雰囲気や人に慣れてきたら、研修の中でグ

ループワークを行う。１対多数のコミュニケーションに慣れ、共同作業を通じ人と自然に話

が出来るようになってくれば今の悩みは解消されていく。そして、訓練中だけでなく。さり

げなく段階を踏んでコミュニケーション出来るように細心の気を配りながらサポートして

いく。 

3.3.3.3.様様様様々々々々なななな職種職種職種職種のののの就労体験就労体験就労体験就労体験    

塾で行う体験先の企業は沢山ある。ホテル業務全般（接客・調理場・清掃 etc）・地元ビール

工場（ウエイター・製造）その他の工場での工員体験（製袋工・印刷工・木工・精密機器・

食品加工 etc）・定置網漁・カニ漁・農業・牧畜・ゴルフ工房での職人育成プログラム・・な

ど等沢山あり、希望に応じて増やすことも可能。スタッフと相談しながら、様々な体験を積

んで行こう！卒業生も数多くの体験先で働いている。 

4.4.4.4.就職活動就職活動就職活動就職活動のののの支援支援支援支援    

基本的には一緒にハローワークに出かけ色々と職を探し面接の練習や履歴書の添削を行い、

実際に受けてみるのが流れになる。また、季節に応じて中々決まらない人は短期でのアルバ

イトの斡旋も行う。地元企業からこんな人材居ないか？と声がかかる事も多くある。そして、

中には塾に自分でもらった給料を納め、塾から職場に通って数年経っている卒業生もおりそ

れぞれのスタンスや状況に応じて様々な支援を行っていく。 

5.5.5.5.東京東京東京東京、、、、海外等海外等海外等海外等でのでのでのでの様様様様々々々々なななな研修研修研修研修    

自分の適職を発見するために、東京、海外等で様々な研修があり、研修を通して、海外の事

情を知り、また、海外で働く、学ぶきっかけをつくる。 

  

慣れるまで１人部屋使用 保護者のグループカウンセリング。  

本人と保護者の定期カウンセリング。  

臨床心理士、キャリア 30 年以上の専門カウンセラー 

進路面談、進路指導のカウンセリング。 

源泉かけ流しの大浴場（宇奈月温泉 100％） 

宿泊部屋のトイレはウォッシュレット付トイレ 

トレーニングルーム有 所定の場所でＰＣ使用可 
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1 月   新年会 スキー＆スノボー  遠足  ２月 雪上花火大会  スキー＆スノボー 保護者会 

 

 

 

 

 

３月  海外研修（カナダ） 山菜採り       4 月 ソフトボール大会（全国大会） 

 

 

 

 

 

５月   ＯＢ会   遠足  東京研修       ６月調理大会  保護者会 

 

 

 

 

 

７月  生地花火大会 海水浴           ８月 宇奈月花火大会  ＢＢＱ 保護者会 

 

 

 

 

 

９月  海外研修（タイ）  おわら風の盆    １０月 ソフトボール大会（北信越） 日帰り登山 

 

 

 

 

 

１１月 遠足 保護者会                 １２月カラオケ忘年会 大掃除   

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフから 

厚生労働省委託若者自立塾では日本一の就職率を誇り、基金訓練・合宿型若者自立プログラム科

で行ってきた訓練内容をさらに１人１人の状態を見極めて、きめ細かく対応していくコース。 

生活リズムはもちろんのこと、最初はビジネスマナー講習からはじまり、製造業から接客業まで

幅広い就労体験を行う。 
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○様々なコース開始前や留学等を考えている方のウォーミングアップコース。  

○このコースから基本的に他のコースに移行し、さらに公共職業訓練に移行していく。 

  ○1 人ひとりの状態にあわせて、規則正規則正規則正規則正しいしいしいしい生活生活生活生活リズムリズムリズムリズムをををを整整整整えていくえていくえていくえていく。。。。 

月ごとに楽しいイベントあり。それに参加し人との距離や 

人間関係を自然に築けるようになる。 

 

    

  1 人部屋使用 

源泉かけ流しの大浴場（宇奈月温泉 100％）  

宿泊部屋のトイレはウォッシュレット付きトイレ 

トレーニングルーム有 

所定の場所でのＰＣ使用可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者自立塾及び合宿型若者自立プログラム科（基金訓練）、を過去に受講したＯＢのみを対

象としたコース。 

卒業したものの、進路が決定しない、社会復帰をしたが挫折をして再びひきこもってしまっ

た、そういった方を対象とした卒業後のフォローコース。 

 

公共職業訓練公共職業訓練公共職業訓練公共職業訓練へのへのへのへのコースコースコースコース移行移行移行移行もももも可可可可能能能能    

  保護者のグループカウンセリング 

  アルバイトの募集があればすぐに斡旋 

  定期的カウンセリング 

源泉かけ流しの大浴場（宇奈月温泉 100％） 

トレーニングルーム有 

定の場所でのＰＣ使用可 

 

 

 

    

スタッフスタッフスタッフスタッフからからからから    

宇奈月自立塾を卒業後、進路に迷っている卒業生の方を対象としたコース。卒業して自宅に戻った

ものの仕事が見つからない、就職をしたが挫折してしまって,再びひきこもり生活を送っている方、

もう一度、塾で訓練を受けて、社会復帰に向けて頑張ってみよう！訓練後の進路は「就職」のみな

らず「進学」「留学」もある。自分らしさを取り戻そう！ 

スタッフスタッフスタッフスタッフからからからから    

塾ではじめて生活される方におすすめのコース。    

洗濯の仕方等の自分の身の回りの家事指導はもちろんのこと、朝きちんと起き、三食食べ、日中は体

を動かし、夜はきちんと睡眠を取るという、基本的な「生活を取り戻す」ことからスタートする。 
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～～～～自立自立自立自立までのまでのまでのまでのトータルトータルトータルトータルなななな支援支援支援支援～～～～    

不登校不登校不登校不登校・・・・ひきこもりのひきこもりのひきこもりのひきこもりの若者若者若者若者のためののためののためののための教育支援教育支援教育支援教育支援    

    
不登校の問題が学校教育で問題になり始めたから、30 年以上経過していますが、本質的な解決

方法が見つけられない状態が続いております。さらに今日では不登校の年齢幅も小中学生から

高校生、大学生へと拡がっています。また、不登校・ひきこもりの長期化やニートへの移行の

傾向も見られます。 

これらの生徒が抱える問題の多くは、親子関係は本よりのこと、人間関係スキルとしてのコミ

ュニケーション能力や状況を察知し対処する能力不足が原因しています。また、不登校、ひき

こもりの長期化から来る二次症状としての基礎学力、体力不足があり、社会性の欠落が見られ

ます。 

当、教育研究所はこれらの問題に 35 年以上の実績を有し、正に日本の不登校問題を牽引して

来たと自負しております。そこから学んだことは、不登校に対する初期に適切な対応を心掛け

れば、長期化したひきこもりやニートに移行しないということです。 

これらの生徒・学生の悩みの根本解決の手立てとしては、生活リズムの適正化、人間関係能力

の向上、基礎学力の向上のためには、宿泊型の対応が最適で短時間による解決力のスキルです。

どうぞ、皆さん、ご参加ください 

                   

教育支援教育支援教育支援教育支援コースコースコースコースのののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

 

教育委員会は教育センターや教育支援センターなどを活用し、学校教育現場の各教師は勿論の

こと、スクールカウンセラーを含め不登校の児童生徒に対し、様々な努力を行っていますが、

不登校からのその学年での学校復帰率は小学校で 20％、中学校では 15％（横浜市 H20～21）が

現状です。これは不登校の長期化を意味しています。 

そこで、文部科学省は不登校に対する基本的な考え方として、『不登校の児童生徒が一人一人

の個性を生かし社会へと参加しつつ充実した人生を過ごしていくための道筋を築いていく援

助、つまり社会的自立に向けて自らの進路を主体的に形成していくための生きかた支援』とし

ました。 平成 22 年 3 月文部科学省「生徒指導提要 第 12 節 不登校」 

また、高校卒業に資格さえ取れば良いとする安易な考え方とそれをサポートする学校が、一部

でみられますが、内実のない高校卒業資格を持っていても、雇用状況の厳しい現代社会では全

く通用しないばかりか、学力、体力、技術がなく、人間関係のスキルがないために再びひきこ

もるかニートにならざるを得ないのが現状です。それを教育的に回避するために教育支援部が

復活しました。 

    

教育支援教育支援教育支援教育支援をををを考考考考えるえるえるえる３３３３コースコースコースコース++++ＯＮＥＯＮＥＯＮＥＯＮＥ    

    

・・・・中学校中学校中学校中学校コースコースコースコース                ・・・・高校高校高校高校コースコースコースコース                                ・・・・国際国際国際国際コースコースコースコース    

・・・・ネットネットネットネット依存脱出依存脱出依存脱出依存脱出コースコースコースコース    
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★★★★日常日常日常日常クラスクラスクラスクラス    

○心身のバランスを整える 

○自分の抱えている問題を明確にして、それを具体的に対処する方法を見つける 

○自分の進路を明確にし、それに向かって指導者とともに汗を流す 

○不登校やひきこもりからくる学習の遅れを取り戻し、学力上での不安を取り除く 

○各種検査によって知能と学力にあった指導を行い、集中力と耐性を養う 

○塾生や保護者とのカウンセリングを随時行い、心理面での不安を取り除く 

○在籍者の場合は、在籍者と連絡を取りながら、本人が自然な気持ちで登校できることをめざ

す  

★★★★募集対象募集対象募集対象募集対象    

○学校に行けなくなった中学生から 22 歳位までの子どもや若者で学校在籍を問わずその年齢

に相当する方。 

○義務教育課程及び高等学校に在籍している方で、教育委員会または在籍校の校長の了解を得

ていること。 

○真に学び、自己の成長及び向上をめざし、自分の意思で入塾を望む方。 

★★★★クラスクラスクラスクラス編成編成編成編成    

…1 クラス（定員 6 名） 

 

中学校への復学または全日制高校進学を目ざして対応する。義務教育課程を未修了者に対し 

ては中学卒業資格取得へ対応を行う 

 

…1 クラス（定員 6 名） 

 

高等学校に在籍している生徒に対しては、在籍校への復学を目ざし、中学校卒業者や高等学校

中退者に対しては通信制を利用し、高等学校卒業をめざす。また、必要に応じて高校卒業程度

認定試験（高認）の合格も目ざす。 

高校部においては 7 月と 10 月において、短期の高認の講座が開かれる。（平成 24 年 4 月開校

予定） 

 

…1 クラス（定員 6 名） 

 

高校生年限時、高卒認定試験をベースにし、カナダへの留学を通して、英会話力＋国際理解 

力を身に付け、イギリス、カナダ、アメリカの大学留学を前提にした国際人養成のコース。

（平成 24 年 1 月開校予定） 事前面接あり。 

 

※ 中学中学中学中学コースコースコースコースはははは随時募集随時募集随時募集随時募集。。。。高校高校高校高校・・・・国際各国際各国際各国際各コースコースコースコースはははは平成平成平成平成 23232323 年年年年 11111111 月応募開始月応募開始月応募開始月応募開始    

    

中学中学中学中学・・・・高校高校高校高校・・・・国際各国際各国際各国際各コースコースコースコースのねらいのねらいのねらいのねらい    

中学中学中学中学コースコースコースコース    

高校高校高校高校コースコースコースコース    

国際国際国際国際コースコースコースコース    
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インターネットゲーム依存の中高生は増え続けるばかりである。そのままにして置くと青春

時代を失ったまま大人になり現実社会で生きていくスキルが育っていかないので「働く」「学

ぶ」等の社会適応は非常に難しくなる。仮想社会では何も役に立たない。その為、韓国、中

国やアメリカでは、国や州が規制や対策をたてているが、日本は全く規制や規則がない。自

分の子は親が守る自衛しかない。それが、不可能な場合は専門期間の指導や助言または専門

的な対応が必要になってくる。私達は日本で唯一の専門機関である。 

 

◎◎◎◎1111 日日日日ののののタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール                                                            ◎◎◎◎指導科目指導科目指導科目指導科目    

    

    

※授業日数（中学コース・高校コース共通）月～金（週 5 日制）祝祭日は休み 

※週あたりの時間数 25 時間 

    

国際国際国際国際コースコースコースコース    

初年度に高校卒業程度認定試験全科目合格をめざす。 

一回合格の早い方で 9 月に終わり、遅い方でも 11 月に終了を目ざす。 

終了後はした者は順次カナダ留学の準備を行い。カナダ・バンクーバー留学に出発する。   

最長で 2 年半の語学学校留学を終え、カナダ州立大学入学をめざす。卒業後はカナダでの就労

も可能になる。 

カナダ留学後、NPO 法人教育研究所の協力校ウエスト・コースト・インターナショナル（カナ

ダ・バンクーバー）の支援を受けるまた、教研のバンクーバー寮も開設準備中。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットネットネットネット依存脱出依存脱出依存脱出依存脱出コースコースコースコース    

時間 内容 

09：00～09：15 ミーテイング 

09：25～10：10 1 時限目  

10：20～11：05 ２時限目 

11：15～12：00 ３時限目 

12：00～13：00 昼食 

13：00～13：45 4 時限目   

13：55～14：40 5 時限目 

 

中学校 

数学、理科、社会、国語、   

英語、体育、技術家庭、 

美術 

 

高等学校 

 

通信制高校の単位と高校卒業

程度認定試験科目準拠＋特別

授業  
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ＮＰＯ法人教育研究所・宇奈月自立塾では、今秋から「自立までのトータルな支援」をキ

ーワードとする新しい自立支援プログラムを開設します。  

新しいコースは、不登校・ひきこもり・ニートなど問題を抱え込んでいる子ども、若者の

ためにさまざまなプログラムを用意しています。  

 

自立支援  教育支援  

・ 自立支援コース  

・ プレ入塾コース  

・ ＯＢ向け再トレーニングコース  

・ 中学コース  

・ 高校コース  

・ 国際コース（海外留学）  

・ ネット依存脱出コース  

 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人教育研究所法人教育研究所法人教育研究所法人教育研究所・・・・宇奈月自立塾宇奈月自立塾宇奈月自立塾宇奈月自立塾ではではではでは次次次次のののの日程日程日程日程でででで新新新新コースコースコースコースのののの説明会説明会説明会説明会並並並並びにびにびにびに個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会

をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。     

尚尚尚尚、、、、当日当日当日当日はすでにはすでにはすでにはすでにカナダカナダカナダカナダにににに体験留学体験留学体験留学体験留学しているしているしているしている教育研究所教育研究所教育研究所教育研究所・・・・自立塾自立塾自立塾自立塾ＯＢＯＢＯＢＯＢのののの若者若者若者若者のののの報告報告報告報告もももも併併併併せせせせ

てててて行行行行いますいますいますいます。。。。     

 

 

説明会説明会説明会説明会・・・・個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール     

 

◎ 10 月 22 日（土）   開催時間    午前 10 時～正午  

             会場      宇奈月自立塾ＡＨＥビル 4Ｆ研修室  

             

◎ 10 月 29 日（土）   開催時間    午前 10 時～正午  

              会場      教育研究所横浜事務所  

 

◎ 11 月 12 日（土）   開催時間    午前 10 時～正午  

              会場      宇奈月自立塾ＡＨＥビル 4Ｆ研修室  

 

◎ 11 月 26 日（土）   開催時間    午前 10 時～正午  

              会場      教育研究所横浜事務所  

 

 

※ 当日は全体説明会の後に個別相談会の時間を設けています。お気軽にご参加下さい。 

※ 説明会並びに個別相談会は自立コース、教育コースに分けて実施いたします。 

※ パンフレット等をご希望の方は、ご連絡いただければお送りいたします。 
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前回までのあらすじ 
 

人間関係のつまずきと趣味のゲームに熱中し、高校を中退後、オンラインゲーム三昧のひきこもり生活を 10 年近く

おくる冬彦。母親に駄々をこねつつも、父親の説得もより宇奈月自立 塾の体験 入塾を決意した。前 回 、実 際に塾

の活動に参加して、10 年近いひきこもり生活の体力の低下、経験の空白を身ももって感じた冬彦。 

宇奈月自立塾への体験入塾でこれから彼は何を感じ、何を学ぶのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                  

 

 

 

 

 

 

体験入塾 5 日目。 

 

体験入塾初日の散歩で体力の低下の情けなさで涙を流したり、色々な出来事があったが、なんだか

んだこの数日間で塾の生活に少し慣れてきた冬彦。 

（午後の研修が終わり、食堂でコーヒーを飲みながらテレビを見ている冬彦） 

 

「午後の研修がやっと終わった・・。夕食の準備は午後 5 時からだから、それまでここでテレビでも見て

いるか。」 （のんびりとリラックスしながらテレビを見続ける冬彦） 

 

「ただいま～。あ～疲れた。あれ、冬彦君、今、休憩中？」 

 

「あっ、川本さん。そうです。研修が終わって何もすることもないので、テレビを見ていたんです。」 

（相変わらず下を向いているが、話しかけられて嬉しそうに返事をする冬彦。） 

冬彦 （２８歳） 

前回 、塾の活 動（散 歩 ）に参 加 して、自 分

が思っていたより、現実の自分の体 力、力

の低下を感じ、情けなさで涙を流した。 

大岩 さん （38 歳） 

宇奈月自立塾スタッフ 

自 宅 は横 浜 だが、宇 奈 月 自 立 塾 に単 身

赴任で宿直で働いている。月 1 回、横浜の

自宅に帰って、妻と息子と休 日を過ごして

いる。 

川本君 （29 歳） 

もうすぐ、卒 業 を迎 える塾 生 。大 学 を 卒

業 後 、数 年 働 いていたが、うつにより退

職 。塾 に入 塾 するまで３年ほどひきこもっ

ていた。 

就労体験先の指導員 

冬 彦 が就 労 体 験 をした、老 舗 の昆 布 工

場 の従 業 員 。就 労 体 験 にきた塾 生 の就

労指導を行っている。 



 15 

「そっかあ。僕はホテルの清掃の仕事の就労体験が今終わったところさ。シーツを交換したり、ホテル

の部屋を掃除したりしてきたよ。今日は忙しい日だった！そういや、冬彦君も予定表を見たら、明日、

就労体験が入っていたね。はじめてだよね。確か、昆布工場での就労体験だったよね」 

「はい。明日、就労体験にいって、明後日の午前中に大岩さんと面談して体験入塾が終わる予定で

す。」 

 

「明後日帰っちゃうの？そっか、1 週間の体験入塾だったよね。なんか寂しくなるなあ～」 

 

「・・はあ。」 （寂しくなると言われ、どう返事をすればいいのかわからない冬彦） 

 

「ちなみに、この一週間はどんな研修をしたの？」 

 

「1 日目は、午前中は川本さんと宮川君と一緒に散歩、午後は大岩さんと面談をしました。2 日目は

午前中、ビジネスマナー講座、午後はストレッチ運動。3 日目は午前中、PC 講座、午後は散歩、 

4 日目は午前中、塾の建物をみんなで掃除して、午後は運動場でソフトボール、今日である 5 日目は

午前中に就労体験先の見学、午後はストレッチ運動でした。あと、研修の他に食事の準備を手伝っ

たりしました。」 

 

「大変だった？」 

 

「最初は大変でした。特に食事の準備は、俺は包丁を使ったことがほとんどなかったので何もできませ

んでした。だけど、大岩さんや他のスタッフの人達が色々教えてくれて、ネギぐらい切れるようになりま

した。・・・・まだ全然だけど・・。」 

 

「そっか。明日の就労体験は緊張している？」 

 

「う～ん・・。知らないところにいくので怖いと言えば怖いです・・。」 

 

「まあ、就労体験先の指導員の人達は親切に仕事を教えてくれるから大丈夫さ！」 

 

「そうですか・・。」 

 

その後、夕食の調理の手伝いを行い、夕食をみんなと一緒に食べ、夜の自由時間を終えて、 

布団に入り、寝ようとする冬彦 

 

「眠れない・・。明日、怖い人がいっぱいいたらどうしよう・・。失敗したらどうしよう・・。怒られたらどう

しよう・・。」 

そして朝。朝食後、朝食の片付けを終えて、部屋に戻り身支度をしようとする冬彦に大岩さんが声を

かける。 

「冬彦君、今日は就労体験の日だね。そして、明日は面接してから家に帰宅だ。 

今日が体験入塾最後の日みたいなものだから、実際の仕事場で色々な事を経験してきてごらん。」 

「はあ・・。」 
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「緊張している？そんなにかたくならなくても大丈夫だよ。出発は 8 時 20 分。僕が車で体験先までお

くるからね。あと、お弁当。本当は就労体験にいく人は自分で作らなきゃいけないんだけど、冬彦君は

はじめてだから僕が作っておいた。ならば頑張って！」 

 

「・・・・・。」 （堅い表情のまま不安そうに去っていく大岩さんの背中を見つめる冬彦） 

 

そして、出発時間の 8 時 20 分。スタッフの運転する送迎車に乗り、就労体験先である昆布工場へ

向かう冬彦。8 時 50 分頃につき、昆布工場の中へとスタッフの誘導のもと入る。 

「・・・ここが昆布工場か。」 

 

「まあ、緊張しないで。あっ、今日はじめて就労体験をする冬彦君です。今日 1 日よろしくお願いしま

す。」  （工場の指導員に挨拶をする大岩さん） 

 

「はじめまして、冬彦君。今日 1 日よろしくお願いします。まずは、エプロンと帽子をかぶって。それから、

食品の工場なので手をしっかり洗ってください。」 

 

「・・・・。」 （無言のまま指示通りにエプロンと帽子を身につけて、手を洗う冬彦。） 

 

「手を洗った後はしっかり消毒をして。さあ、今から工場に入ります。今日は商品をつめる箱を折る仕

事をやってもらいます。」 

 

「・・・・。」 （相変わらず無言のまま、指導員の人についていって工場に入る冬彦） 

 

 

「仕事をする前にまず、工場の従業員の方に挨拶をします。みなさん、本日、就労体験に参加する冬

彦君です。わからないことがあれば教えてあげてください。」 

 

「・・・・・。」 

 

「恥ずかしいと思うけれど、今日 1 日、一緒に働くみなさんに挨拶をしてください。」 

 

「・・・よろしくお願いします。」 

 

挨拶をした冬彦を笑顔で迎える従業員。その後、指導員の方の指示に従い、箱折りをもくもくと続け

る冬彦。 

「・・・・・・・。（結構しんどい。座って箱を折っているだけなのに体力を使う・・。）」 

ひたすらもくもくと箱を折り続ける冬彦。 

 

「だいぶできてきましたね。箱折りはこのあたりにして、次は商品のシール貼りをやってみましょうか。ゆ

っくりでいいので丁寧に作業を行ってください。」 

「・・・・・・。ゆっくりでいいのですか？・・・俺はとろいので・・。」 
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「はじめから素早くできる人などいません。それにあせって作業をすると雑になりキレイな商品が作れま

せん。ゆっくりでいいのです。少しずつ慣れていって下さい。」 

 

「・・・はあ。」 （そう言われ、少しほっとする冬彦。指導員の指示の元、ゆっくりと丁寧にシール貼りを

はじめる。 

そして、午後 4 時 30 分。 

「今日はこれで終わりです。長い時間よく頑張りましたね。ほら、大岩さんが迎えにきましたよ。冬彦君

が手伝ってくれたおかげで助かりました。冬彦君は作業が遅いのを気にしているようですが、ゆっくり

の作業な分、丁寧な仕事でしたし、丁寧な仕事だからこそ出来上がった商品はきれいなものでした。

また体験に来て下さいね。」 （そう言ってにっこりと冬彦に微笑む） 

「はい・・。今日はありがとうございました。」 （丁寧な仕事と褒められ嬉しそうな表情をする冬彦） 

 

お礼を指導員の人に言い、工場を出る冬彦。迎えにきた大岩さんの車に乗り、塾へと向かう。 

 

「どうだった？疲れた？」  （送迎の車の中で大岩さんに話しかけられる冬彦） 

 

「正直疲れました。だけど、作業スピードは遅いが、丁寧な仕事と褒められました。」 

 

「そうか。実際に外部の企業の方に褒められるとうれしいだろう？」 

 

「はい。なんだか・・・うれしいです。」 （少し照れながら話す冬彦） 

 

「そうやって色々な経験を積み重ねていくと、社会に対する不安も少なくなっていくよ。時には失敗し

て怒られることもあるかもしれないけれど、それだって経験として人生の糧になる。塾内の研修だけで

はそういったことはやはりなかなか学べない。だから、宇奈月自立塾では、様々な外部のご協力をして

下さる会社で実際に体験をするプログラムを組んでいるんだ。」 

 

「・・・・そうですか。結構体験面白かったです。」 

 

「そうか。明日の面談は 9 時ぐらいにしようか。面談までに今後のことを色々と考えてごらん。」 

 

「・・はあ・・。」 

 

そして、明日の午前中、面談を終えた冬彦は高速バスに乗って、横浜の自宅へと帰っていった。 

冬彦が出した決断、それは、塾に入塾してみたい、だけど、このまま残らず、一度家に帰って親と相談

してみるというものだった。横浜の自宅に戻ってから、母親の顔を見たとたんに態度が急変、元の生

活に一時戻った冬彦だが、父親の協力もあり、数週間後、再び宇奈月へやってきて、今度は正式に

入塾をした。冬彦は現在、宇奈月自立塾で自立訓練を受けながら、高校中退の学歴が気になるた

め高卒認定試験の勉強をしている。高認取得はもちろんの事、最終目標は自分できちんと働いて自

分で生活をしていく事。そして、最近は同じ塾の OB の佐野君の影響もあり、海外で学ぶこと、生活す

ることに興味を持った。彼の自立への一歩ははじまったばかりである。 
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宇奈月、横浜でそれぞれグループカウンセリングを実施します。 
グループカウンセリングは７名前後の参加者とカウンセラーが行なう小集団のカウンセリングです。 
宇奈月、横浜とも牟田先生のグループカウンセリングです。 
日程、参加申し込みは下記の通りです。 
    
    
◎◎◎◎    日程日程日程日程    

    
・ 富山宇奈月富山宇奈月富山宇奈月富山宇奈月（（（（AHEAHEAHEAHE ビルビルビルビル・・・・3333 階研修室階研修室階研修室階研修室））））    

    

1 回目 10 月 23 日（日） 9：00～11：00 

2 回目 11 月 13 日（日） 9：00～11：00 

3 回目 未定 9：00～11：00 

 
 
・ 横浜横浜横浜横浜（（（（丸山台事務所丸山台事務所丸山台事務所丸山台事務所））））    
    

1 回目  10 月 14 日（金） 13：00～15：00 

2 回目  11 月 25 日（金） 13：00～15：00 

3 回目  12 月  9 日（金） 13：00～15：00 

    
    
    
    

――――グループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリング申込書申込書申込書申込書――――                                    参加希望参加希望参加希望参加希望のののの方方方方ははははＦａｘＦａｘＦａｘＦａｘまたはまたはまたはまたはメールメールメールメールでおでおでおでお申込申込申込申込みみみみ下下下下さいさいさいさい    

参加者氏名参加者氏名参加者氏名参加者氏名        

住所住所住所住所    〒〒〒〒    

℡℡℡℡        

EmailEmailEmailEmail        

グループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリング費用費用費用費用    ￥￥￥￥9,0009,0009,0009,000（￥（￥（￥（￥3,0003,0003,0003,000××××３３３３回回回回））））    会員会員会員会員のののの方方方方はははは特典特典特典特典がありますがありますがありますがあります。。。。        

申込先申込先申込先申込先          E          E          E          E----mail mail mail mail contact@kyoken.orgcontact@kyoken.orgcontact@kyoken.orgcontact@kyoken.org            ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    045045045045----848848848848----374374374374    
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黒部の新米をどうぞ！！ 

３月中旬、東北、関東にて東日本大震災が起こりました。 

津波による被害、原発による放射能の被害の恐れがあり、日本中が今も、大混乱しています。 

富山県は幸い、少し揺れた程度でほとんど被害がありませんでした。 

そんな地震の被害も少なく、自然の豊かな富山県黒部市の美味しいコシヒカリを宇奈月自立塾で

は震災前と同じく、変わらず販売を行っています。震災があった後でも黒部の美味しい水と空気で

育った米美味は変わりません！炊きたてをお口に入れてほおばると思わず、「ニコッ！」とする美味

しさです。 

ご自宅用に。親戚や近所の方への贈る用に。被災地に救援物資を届けるために。 

黒部の美味しいお米はいかがでしょうか？購入制限はなく、お好きなだけ購入できます。 

 

  ご注文はＦａｘ、電話、メールにて受け付けています。ご希望の方はいずれかの注文方法で宇奈月

自立塾までご連絡ください。 

 

  ご注文お待ちしています♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒部市でとれる「黒部米」コシヒカリは特許庁の「地域団体商標」いわゆる地域ブランドに「米」として全国ではじめて

認定されたお米です。 

注文票 

５㌔         ２５００円        × 

 

ご自宅までの送料…（全国一律）     １０００円 （３０㌔までこの代金です） 

お歳暮、お中元、贈り物にも最適です。 

 

こちらをご記入下さい（必須） 

〒   －   

送付先住所                  電話番号  

 

氏名                     メールアドレス 

こちらを  0765-62-1120 まで FAX をお願い致します。 

なお TEL 番は 0765-62-9681 です。メールでのご注文は m_muta@kyoken.org です 

FAX 送信後ご入金を 

北陸銀行  宇奈月支店  普通 口座番号  5014010 特定非営利活動法人教育研究所 

迄お願いいたします。入金確認後３～４日で届けさせて頂きます。 



 20 

    

 

 

「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 

ＮＰＯ教育研究所横浜事務所にて。 

 参加希望者は教育研究所までお願いします。 

 

 

  

 

 

 

継続して寄付を求めています。 

専用寄付口座  

横浜銀行 上永谷支店  

店番号 323 口座番号 1442822 

名義人 特定非営利活動法人 

教育研究所  （寄付）理事長 牟田 武生 

ボランティア募集中 

教科指導の補助出来る方（英語・数学・国語） 

カウンセリングやケースワークの臨床をしたい方 

高卒認程度の教科指導できる方。 

技術をお持ちの方で、定年退職をされ、 

その技術を若者に伝え、若者の自立支援に 

役立ちたい方 

日本経団連によると、円高などの影響により、

製造業がこのまま企業の海外生産比率を上げて

いけば、今後５年間で約３００万人の雇用機会

が失われると試算しています。現在の日本の雇

用状況は「ところてん方式」であり、経験・能

力などの高い人から雇用が 決定していき、 経

験・能力の低い人ほど押し出されてしまいます。

その結果若者たち、特に技術も経験もない若者

たちはどうしても現代の雇用競争の中に入り込

んでいくことが困難な状況です。職業訓練等で

ビジネススキルを習得しても、なかなか雇用・

自立に結びつかないのが現実です。宇奈月自立

塾では今秋から新しいスキームで新しい自立支

援を開始します。すべての若者たちが、いきい

きとして働くことが出来るような社会になるこ

とを願わずにいられません。暑い、暑い夏が終

わります。秋になれば少しは風向きが変化する

ことを期待します （Ｋ）              

 


