
１１月アンガージュマン日程 

※※印印はは閉閉室室のの印印でですす  

月月（（ＭＭｏｏｎｎ））  火火（（ＴＴｕｕｅｅ））  水水（（ＷＷｅｅｄｄ））  木木（（ＴＴｈｈｕｕ））  金金（（ＦＦｒｒｉｉ））  土土（（ＳＳａａｔｔ））  日日（（ＳＳｕｕｎｎ））  

１１  
フフリリーーススペペーースス  

  

  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

学習サポート  

２２  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００   

卓球 or 

バドミントン 
 

学習サポート  

３３    

  

  

※※    

４４  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ９９：：４４５５  

ススタタッッフフ会会議議  

 

 

学習サポート   

５５  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

釣釣りり  
（（ううみみかかぜぜ公公園園））  

 

学習サポート  

６６    

  

PPmm11：：００００  

未未来来  
ＰＭ４：00 

進路実行委 

７７  

  

      ※※  

８８  
フフリリーーススペペーースス  

  

  

  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

 

学習サポート  

９９  
フフリリーーススペペーースス  

    

  

  

ＰＰＭＭ１１：：００００  

    ボボウウリリンンググ 

 

学習サポート  

１１００  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  ﾋﾋﾞ゙ｰーｽｽﾞ゙ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー  
ＰＭ７ 

事務局会議 
学習サポート 

１１１１  
フフリリーーススペペーースス  

  

  

ＰＰＭＭ２２：：００００   

ソーシャルスキ

ルトレーニング 

（ＳＳＴ） 

学習サポート  

１１２２  
フフリリーーススペペーースス  

  

  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  手手話話講講座座  

 

 

学習サポート  

１１３３  

  

  

PPmm11：：0000  

ウウィィルル  

  
  

１１４４  

  

      ※※  

  
        

    

１１５５  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００   

卓球 or 

バドミントン 
ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

学習サポート  

１１６６  
フフリリーーススペペーースス  

  

  

  

ＰＰＭＭ２２：：００００  

  映映画画をを語語ろろうう 

学習サポート  

11７７  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

初初級級ＰＰＣＣ講講座座  
  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

ヨガ 

学習サポート  

11８８  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー講講座座  
 

ＰＰＭＭ２２：：００００    

 ティーチイン 

学習サポート  

11９９  
フフリリーーススペペーースス  

  

  

 

 

 

学習サポート  

２２００  

  

  

PPmm11：：0000  

未未来来  

２２１１  

  

  

※※    
  

２２２２  
フフリリーーススペペーースス  

  

  

  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

  

 

学習サポート    

２２３３  

  

  

    ※※  

２２４４  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００  

 初初級級ＰＰＣＣ講講座座  

ＰＰＭＭ１１：：３３００  

  ﾋﾋﾞ゙ｰーｽｽﾞ゙ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘｰー  

 

 

 

学習サポート  

２２５５  
フフリリーーススペペーースス  

ＡＡＭＭ１１００：：３３００   

  お菓子作り 

  

ＡＡＭＭ１１２２：：３３００  

カカララオオケケ  

 

 

学習サポート  

２２６６  
フフリリーーススペペーースス  
ＡＡＭＭ１１１１～～ＰＰＭＭ３３  

オオ ーー ププ ンン ・・ スス

ペペーースス・・デデイイ  
ＰＰＭＭ１１：：００００  

ﾋﾋﾞ゙ｰーｽｽﾞ゙ｱｱｸｸｾｾｻｻﾘﾘ  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

      手手話話講講座座 
学習サポート  

２２７７  

ｶｶｳｳﾝﾝｾｾﾘﾘﾝﾝｸｸ ﾞ゙

講講座座  

ppmm  11::3300  

  

ＰＰＭＭ５５：：００００  

カカレレーーのの会会  

２２８８  
  

PPmm３３：：００００  

ＤＤａａｄｄ  

父父親親のの会会  

（（食食事事会会））  

２２９９  
フフリリーーススペペーースス  

  

ＰＰＭＭ２２：：００００  

  イイララスストト講講座座  

ＰＰＭＭ３３：：００００  

  ギギタターー講講座座 

学習サポート  

３３００  
フフリリーーススペペーースス  

  AAMM1111::0000  
    料料理理ををししよようう  

 

 

 

学習サポート  

  

  

  

    ※※  

  

  

  

    ※※  

  

  

  

    ※※  

  

  

  

    ※※  

  

  

  

※※  

※※詳詳細細はは TTEELL 等等ででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。予予約約ななどどももどどううぞぞ！！  

 

ご意見や感想をおよせください 投稿欄を設けます  
会会員員のの皆皆様様のの声声ををおお待待ちちししてていいまますす。。ここのの通通信信もも事事務務局局片片道道発発信信のの心心細細ささをを感感じじてていいまますす。。皆皆様様  

のの声声をを、、紙紙上上でで紹紹介介ししななががらら、、会会員員のの方方々々ののおお知知恵恵ややおお力力でで、、よよりり豊豊かかなな通通信信にに育育てててていいたただだききたた  

いいとと思思いいまますす。。おお手手紙紙ででももメメーールルででもも、、使使いいややすすいい方方法法ででおお声声ををおお寄寄せせくくだだささいい。。おお待待ちちししてていいまますす。。 

  

２２００００４４（（平平成成１１６６））年年１１１１月月１１日日発発行行    発発行行責責任任：：小小柳柳良良    編編集集責責任任：：滝滝田田衛衛  

 

   ＮＰＯ法人通信 No.９ 

    アアンンガガーージジュュママンン・・よよここすすかか  
 

          進進路路相相談談会会    「「未未来来にに向向かかっってて」」      

３０の学校・居場所・相談機関が 
      ～～今今はは母母親親がが家家にに居居るるここととをを望望んんででいいるるののででゆゆっっくくりり向向きき合合いいたたいい～～  

  多多くくのの方方々々のの力力のの結結集集にによよりり進進路路相相談談会会がが無無事事終終わわりりままししたた。。今今ままででＶＶＧＧ「「未未来来」」がが積積みみ重重ねねてて  

ききたた相相談談会会、、今今年年はは実実行行委委員員会会形形式式ででししたたののでで、、ウウィィルルもも参参加加ししままししたた。。実実行行委委ににはは市市保保健健所所職職  

員員もも出出席席ししてていいたただだきき、、親親のの立立場場ばばかかりりででなないい、、視視野野のの広広いい話話しし合合いいがが出出来来たたとと思思いいまますす。。今今後後もも  

ぜぜひひおお力力をを貸貸ししてていいたただだけけたたららとと思思いいまますす。。ままたた、、近近隣隣のの居居場場所所・・保保健健所所・・カカウウンンセセララーーのの方方々々ににもも  

  個個別別にに相相談談にに乗乗っってていいたただだききままししたた。。感感謝謝いいたたししまますす。。  

    おお陰陰様様でで情情報報のの欲欲ししいい方方やや相相談談をを望望んん  

ででいいららっっししゃゃるる方方ににそそれれららをを提提供供ででききままししたた。。  

たただだ、、少少しし残残念念ななののはは、、参参加加ししててくくだだささっったた  

方方のの人人数数でですす。。ここちちららのの期期待待がが大大ききすすぎぎたた  

ののかかももししれれまませせんんがが、、少少しし出出足足がが鈍鈍かかっったた  

様様にに思思いいまますす。。そそれれははどどううししててななののかか・・・・・・。。  

相相談談会会のの情情報報がが行行きき届届かかななかかっったたののかか？？    

同同時時開開催催とといいうう形形式式のの問問題題ななののかか？？  必必  

要要性性のの問問題題ななののかか？？内内容容のの問問題題ななののかか？？  

等等  考考ええらられれるるここととににつついいてて検検討討ししててみみたた  

いいとと思思いいまますす。。そそのの上上にに立立っってて、、来来年年度度はは  

よよりり身身近近ななキキメメのの細細かかいい情情報報提提供供のの出出来来  

るる会会ににししてていいけけたたららとと考考ええてておおりりまますす。。  

  改改めめてて、、おお力力をを下下ささっったた方方々々にに感感謝謝申申しし上上げげまますす。。    勝勝又又紀紀美美子子（（ウウィィルル・・よよここすすかか代代表表））  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂之上のひとりごと ⑤     代表：小柳良 

進路相談会も無事終わりました。協力してくださった皆様に誌面からですが

お礼申し上げます。来年もよろしくお願いします。その後アンガージュマンは商

盛会の秋の収穫祭で大賑わいです。事務所の前で抽選会が朝から開かれて

います。商店街や地元の皆様にアンガージュマンを知っていただくいい機会に

なりました。30 日には豊島小学校でｸﾘｰﾝフェスティバル、餅つきをしました。こ

れからも地域に根ざした活動をやっていこうと思います。フリースペースではｱｸ

ｾｻﾘｰ講座が始まりました。皆でﾋﾞｰｽﾞのネックレスやブレスレッドを作っていま

す。予定表をみてふるってご参加ください。雨がふると腰が痛む小柳でした。 
 



ボランティアグループ未来（不登校・高校中退親の会）通信 

「来年も！」の声が励みに 
 ７回目の進路相談会は、ニーズや、構成団体などの変化に伴い、新たな形でスタートしま 

した。情報を求めて来場された方に、「どんな学校があるか知りたい」「どんな受験方法があ 

るのか知りたい」「子どもにどう接したらいいのか」など質問をされ、なんとか不登校の我が子 

とともに道を探したい保護者の気持ちがひしひしと伝わってきました。ホールには３０名近くの 

相談担当の方がおり、もし、個人でこの参加団体の学校や居場所を直接訪れることを考えた 

ら、とても数時間では収まらない情報量の中で、何かひとつでもきっかけをつかんでもらえた 

らと願うばかりでした。かつて私自身も、この相談会に参加し、いくつかの高校の先生から、 

「不登校であることはハンディにはならないから、お子さんに目標ができたら、支えてあげて 

ください」と言われ、救われた気持ちになったことを思い出します。 

 子どもたちもチャンスを待っています。自分をステップアップさせたいきっかけの一つが、高 

校進学であったりします。そんな時に、保護者ができるだけ様々な道に関する情報を持って 

いることで、子どもが動き出そうとするときの支えになることができます。それはまた、保護者 

自身の安心材料でもあると思います。何を選択し、どう切り開いていくのかは子ども自身が考 

え結論していきます。そこに保護者の持つ情報や、本人を支えてあげる愛情があれば、子ど 

もも安心して飛び立つ準備をするでしょう。迷ってもいい、失敗してもいい、そんな心のゆとり 

がエネルギーに変わっていくのかもしれません。 

 そして、お忙しい中、アンケートにていねいにお答え下さった学校・諸団体、また当日相談を 

受けて下さった方々には、毎回私たちの運営にご理解とアドバイスをいただき、心から感謝い 

たします。不登校の子どもたちを理解してくださる場所がこんなにあるのだということは、何に 

も代え難い励ましです。次回はこんな具合にしたらとアイデアをいただき、また「来年もよろしく」 

と声をかけてくださり、続けてきてよかったと感慨に浸っております。 

                この日ホールに集まったあらゆる方向からのエネルギーが、今、不 

登校で悩んでいる子どもたちそしてその保護者の方々に少しでも力 

になれたらと願ってやみません。そして「未来」はできる限りのお手伝 

いをいたします。      富富田田美美知知子子（（ﾎﾎﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾃﾃｨｨｱｱｸｸﾞ゙ﾙﾙｰーﾌﾌﾟ゚未未来来代代表表））  

 

     

いろいろな選択肢がある 
１０月１７日の「進路相談会」において、不登校関係では公・私立高校、サポート校など２０以 

上の相談コーナーができました。私たち学習サポート「ネクスト」のコーナー滝田と山川で担当し、 

２時間半絶えることなく８組の相談の方々が尋ねてくださいました。汐入まで県の西の方や湘南 

方面からもいらしてくださった方もいました。本当に嬉しいことです。中学校で、不登校生だから 

サポート校を紹介されたという方。調査書の記録(内申)がなくても全日制の公立高校の受験が 

可能ですし、色々な選択肢があることを紹介するとホッとされます。一緒に学校やご家庭のこと 

をお話することによって、肩の荷や心の重みが軽くなってくださったかと思います。「ネクスト」で 

は、今後も下記の内容で高校進学のご相談をお受けしています。お気軽にご利用ください。 

今、「ネクスト」の中３生も高校の体験授業に参加したり、説明会や文化祭に行ったり、自分 

に合う高校を真剣に模索しているところです。講師も工夫を凝らし、個々の生徒さんに合った授 

業を作っています。塾選びに迷っている方は、是非一度体験授業にいらしてみてください。 

                          山川幸子（学習サポート・ネクスト担当） 

                                               【【 ごご 感感想想よよ りり 】】   

          すすばばらら しし いい時時期期がが 来来るる 確確信信をを   
・たくさんの資料・情報が用意され、直接お話をできる機会が設けられ、本当にていねい 

に準備されていることを感じました。ありがとうございました。 

・体験談に勇気づけられた。高校の先生方が大勢集まってくださっていることに驚き、鎌 

倉でもこのような活動が始まって欲しいと心から思いました。 

・公立学校の教員です。公立学校から居場所まで幅広い情報が得られました。知らないこ 

とも多く、勉強になりました。 

・高校入試の現実を知りました。知らないことばかりでした。子どもが不登校なので、高 

校の情報が入ってきません。手がかりをつかめたような気がします。 

・相談機関がしぼられて来ました。今日のお話を参考にまた頑張って行こうと思いました。 

・身近な場所に様々な機関、フリースペースがあるとわかり、きっかけがつかみやすくな 

ったと思います。 

・不登校の進路は多くの親御さんの悩むところです。これからも引きつづきやっていただ 

けると助かります。 

・相談を受けた生徒が本校でなくても元気に通学していること、相談を受けて力になった 

ことなど聞き、この相談の充実を期待しています。（私学校長先生） 

・全体会での体験談のお話のように、高校進学の時期は、生活を変えるチャンスの時期、 

オープン入試等を工夫・宣伝しそのチャンスを生かす支援をしたいと思います。 

                                         （私学校長先生） 

     ・この会に出席できない不登校の子をどうやって掘り出すか？ 

・声をかけて下さい。できるだけの手伝いをさせて頂きたいと思います。 

・ゆったりとした中で相談ができて、よい機会だと思います。 

・多数の高校からのご参加があり、相談する方々にとってはありがたか 

ったのではないでしょうか。私共でも進路情報説明会を開催しています 

が、情報の提供の仕方等、勉強になりました。このような場に参加させ 

ていただいて、ありがとうございました。当事者の方の多くのご参加が望まれます。 

・皆さん、様々なものと戦っていらっしゃるのだなと感じました。苦しい時期を経てたどりつ 

く、素晴らしい時期がきっとくる事を確信しつつおいのりしています。 

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

［アンガージュマンよこすか］ＵＲＬ：http://engagement.angelicsmile.com/ 

Tel/Fax 046-801-7881   e-mail:engagement@jcom.home.ne.jp                                

 コラム 待待ててばばいいいいののよよとと言言わわれれててもも・・・・・・・・  
“子どものあるがままを受け入れる”でも、あるがままってどういうことなのかなっ

て考えさせられます。子どもの外側に出してくる態度や言葉、その裏側にある態

度や言葉。そして、子ども自身が引き出して欲しいと思っている。自分でも気が付

かない自分。やっぱり難しいですよね。親にしてみれば、“大丈夫よ、待てばいい

のよ”と言われても、時は確かに過ぎてしまう訳ですから、心はなかなか楽になり

ませんよね。“一体どうして欲しいの”と、子どもに問いかけたくなります。でも、親

は親で、問いかける相手は、やっぱり自分自身なんですよね。“しっかり考えなさ

い。それが今のあなたの仕事よ”って。とことん子どもと付き合って、とことん考え

て！！ 日々の生活の中で子どもが見せてくれるわずかな変化の成長を見つけ

て、小さなことに喜ぶことから始めましょう。 

 


