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４月は新しい年度の始まりです。街にはたくさんのフレッシュマンがあふれていますね。 

日本各地、桜満開となり皆さんの新しい門出を祝うかのような風景になりつつあります。 

NPO 教育研究所も今まで、開所していた不登校の子ども達のための教室をひとまずお休みし、

新たな気持ちで出発をする決意をいたしました。 

今までどおり、個別カウンセリング・グループカウンセリング・講演会・人間関係改善とネッ

ト依存からの脱出のための合宿生活など多数企画をしていきますので、みなさんのご参加をお

待ちしております。 

また、富山宇奈月での若者自立塾は、漁業など新たな就労体験先も増え  

若者の自立を促す体制が整って来ました。お時間のある方はどうぞ、 

お立ち寄り下さい。 

まだまだ、教育研究所は伸び行く子どもや若者のために力を 

惜しまない所存です。 

そのためにも、これからもみなさんの応援よろしくおねがいします！！！  

（今回は春色・ピンクの紙に印刷してみました♪） 

  

宇宇奈奈月月自自立立塾塾   

若者自立塾宇奈月寮・寮長牟田光生の日記が教

研ホームページで掲載中です。寮生活の様子を

お知らせしていますので、どうぞアクセスして

みて下さい。 

『2月の始めには、2人の修了生を見送りました。

これからも、自立塾での生活を忘れずに、頑張っ

ていって欲しいです。 

いよいよ漁業体験が始まりました！  
今富山湾ではホタルイカが獲れます、真っ暗な

海に青白く光るホタルイカは幻想的で綺麗なよ

うです！私も今日塾生と一緒に乗り込んできま

すのでレポートしますのでお楽しみに！ 
宇奈月もだんだんと暖かくなり、春めいてき

ました。一緒に生活する仲間も増えそうです。 
ますます、頑張ります！』 
 
 

 
宇奈月自立塾 寮長 牟田 光生 

  

ググルルーーププカカウウンンセセリリンンググののおお知知ららせせ  
ググルルーーププはは３３種種類類にに分分けけままししたた。。そそれれぞぞれれのの目目

的的・・状状態態にに応応じじたたググルルーーププにに参参加加ししてて下下ささいい。。   

不登校・ひきこもりからの脱出 

不登校の子ども達の理解と対応を学ぶための保

護者向けのグループです。学校や社会にいかに

復帰するかをテーマとしています。 

ネット依存からの脱出 

ネット依存になってしまった子どもや若者を持

つ保護者向けのグループです。どうネット依存

から脱出するかがテーマです。 

ニートからの脱出 

ニートの若者を抱える親の支援グループです。

ニート脱出のために自立塾にどうつなげていく

かがテーマとなります。 

講 師 NPO法人教育研究所  

教育コンサルタント 牟田 武生 

場 所：NPO教育研究所 定員 10名 

日時は裏面の年間予定表を参考にされて、お申

込み下さい。 

※ 参加には NPO 教研の会員になる必要がありま

す。 

近況報告！ 

自立塾では随時、募集していま

す。見学も受け付けています。 
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おねがいします 

ボランティアさん 

大募集♪ 

※※  若若者者自自立立塾塾個個別別説説明明会会開開催催ののおお知知ららせせ  

日 程： 平成１８年５月１３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１２３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 

 
 

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。 

「親は学校に行け、働けというけれど・・」 
－子どもをその気にさせる言葉がけ－ 

日程/平成１８年５月 13 日（土） 
ゆめおおおかｵﾌｨｽﾀﾜｰ内ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜 12F 123 

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 

「このまま引きこもって、学校を休んでいたら、

ニートになっちゃうぞ！学校に行け」「いつまで家

にいるんだ。人間は働かなければ生きていけない

だ。もういい加減に働け！」子どもの状態像や心

理的な背景を充分に理解しないで、言葉による刺

激を行なうと、毎年、不幸な事件が次々に起こっ

ている。 

「なぜ、学校に行けないのか」「仕事が出来ないの

か」の心理的な背景を理解し、親子の関係性を変

えなければ、子どもや若者は動けない。 

ひきこもる子どもや若者の心理背景を考えながら、

その時々の言葉がけを変えることによって、家族

関係も変わりだす。 

人を動かす言葉がけについて、皆さんと一緒に考

えていきましょう。 

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 ：1000 円  
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。～ 

  
 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

☆☆おお母母ささんんたたちちのの交交流流会会ののおお知知ららせせ☆☆  
「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：4月 22日(土)・5 月 27日（土）・ 

6月 24日（土）午後１時より 教研にて♪ 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※※次次回回講講演演会会はは７７月月 11 日日((土土))でですす。。  
会場はいずれもウィリング横浜です。 

 

６・７・８月の３ヶ月間、夏の研

修会事務局のお手伝いを募集し

ています。事務や問い合わせ電話

の応答など簡単なお仕事です。 

協力してくれる方・またお近くに

お手をお貸ししてくれる方があ

りましたら、お声掛けしてくださ

ると大変助かります。教研までご

連絡下さい。（交通費支給） 

ウィリング横浜 
１２階１２３号室 

若者自立塾 
第一期生 
修了式の様子 
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☆☆イインンタターーネネッットト連連載載☆☆  

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 
○教育・子どもの２５年史  

神戸事件の精神鑑定を読み解く 
○インターネット依存からの脱出を 

現在好評連載しています。 

☆NPO教研会員継続手続きのお願い☆ 

05 年度に手続きいただいた、ＮＰＯ教研の

会員資格が、3月末で終了致しています。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。 

お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。（まだ 06年度も会員

になられてない方だけにお送りしています。） 

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 )１４４２８１５  

 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 

 

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。 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

○MSN MAINICHI インターラクティブ 

日韓とEUの青少年問題「ひきこもりやニート」

会議を掲載しています。 

http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/ko

koro/（MSNと毎日新聞共同発信サイト） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

○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回の連載が好評のうち終了

いたしました。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

○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。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

 

 

☆ NPO 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、カウンセリングや公的助成だけで

収入を上げていくのが難しい現状があります。

その他の事業での収益を子ども・若者の支援活

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(寄付)」 

   

教研では活動を NPO 法人会員となり、支持支援

するサポーターとなってくださる方を募集して

います。 

多くの方に教研の活動を知り、賛同頂く形で会

員になって支援していただければと思っていま

す。 

◎会費  年会費 5000 円  

会費納入口座は   

横浜銀行上永谷支店（３２３） (普)１４４２８１５ 

※ 会 員 特 典 等 ご 入 会に 際 の お 問 い 合 わ

せは、教研にご連絡下さい。  

 

http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kokoro/
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kokoro/
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《2006年度主な年間予定》 

※はボランティアをお願いしたい日です。 

 ★海外人間関係トレーニングキャンプは随時計画

しています。 

☆ネット依存・ひきこもり長期化された方の合宿

を夏・冬・春の一週間程度の日程で宇奈月若者自立

塾にて行う予定です。興味のある方は、是非お問い

合わせ下さい。また、ホームページなどでもお知ら

せいたします。 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１日(土)

～２日（日） 

宇奈月自立塾親の会 

５月13日(土) 教研講演会 

宇奈月自立塾個別説明会 

５月14日(日) 第１講座 牟田グループ（１回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

５月29日(月)～ 

５月30日(火) 

夏の研修会パンフレット発送日※ 

５月30日は理事会も開催予定 

６月17日(土) 第１講座 牟田グループ（２回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

７月１ 日(土） 教研講演会 ／ 総会 

宇奈月自立塾個別説明会 

７月２日(日) 第１講座 牟田グループ（３回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

７月31日(月)～ 

８月４日(金) 

第16回 教師＆専門家のための不登

校問題研修会（東京会場） 

８月22日(火)

 ～23日(水) 

第16回 教師＆専門家のための不登

校問題研修会（埼玉会場） 

９月２日(日) 第２講座 牟田グループ（１回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

９月16日(土) 教研講演会 

宇奈月自立塾個別説明会 

９月17日(日) 第２講座 牟田グループ（２回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

10月14日(土) 第２講座 牟田グループ（３回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

11月11日(土) 教研講演会 

宇奈月自立塾個別説明会 

11月12日(日) 第２講座 牟田グループ（４回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

12月９日(土) 第３講座 牟田グループ（１回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

１月20日(土) 教研講演会 

宇奈月自立塾個別説明会 

１月21日(日) 第３講座 牟田グループ（２回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

２月17日(土) 第３講座 牟田グループ（３回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

３月17日(土) 第３講座 牟田グループ（４回目） 

○不登校ひきこもり10：00～12：00 

○ネット依存   13：00～15：00 

○ニート脱出   16：00～18：00 

～NPO 教育研究所主催の行事～ 

グループカウンセリング費用のお知ら

せ 
１回 GC／3,000 円 ３回 GC／9,000 円 
４回 GC／12,000 円 
（一括前納となりますのでご了承下さい） 
不登校・ひきこもり、ネット依存 GC はメ

ンバー固定型で３回又は４回で完結しま

す。途中からの参加できません。ニートか

らの脱出は毎回募集をしている開放型 GC
です。表の中の講座名とは別になりますの

でご了承下さい （詳細はチラシにて） 


