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アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

2009年　2月のアンガージュマンの予定2009年　2月のアンガージュマンの予定
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am英会話
pm散歩をしよう

am英会話講座
pmあばうと
　ミーティング!
pmワークtoday
(笠井さんの話
　　　を聞こう)
形農業体験
　説明会

am英会話講座
pmあばうと
　ミーティング!
pmヨガ講座

am英会話
pmワークtoday
(笠井さんの話を
　　　　聞こう)

am英会話講座
pmあばうと
　ミーティング!
pmヨガ

amPC講座
12:00昼食会(300円)
pmはるかぜ講座

amPC講座
12:00昼食会(300円)

pm乗馬講座

12:00昼食会(300円)
pm乗馬講座

amアクセサリ講座

12:00昼食会(300円)

am詩を作ろう
12:00昼食会(300円)
pm乗馬講座
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am英語講座
pmカラオケ
　(費用250円)

am英語講座
pmヨガ

am読み聞かせ講座

pmヨガ

amアクセサリ講座
pmカラオケ(約300円)

am漢字講座
pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

am漢字講座
pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

am漢字講座
pmコラージュ

amまったり
pmソーシャル
　　スキルズ
　トレーニング

am漢字講座
pmコラージュ

※は閉室の印です

  2  1   3

  8  7  6  5  4

  9

am農業体験(長井)

am農業体験(長井)
pmあばうと語り場!
山形農業体験説明会

am農業体験(長井)
pmあばうと語り場!

am農業体験(長井)
pmホビー

am藍染めinたまりば
　(昼食代約800円)

梅まつり…商店街の福引の手伝いをします。あばうと･キックオフ利用者も参加を！

第６回就労支援ネットワークフォーラム…別紙参照。多くの方の参加を求めます！

山形農業体験ツアー…山形の農家との触れ合いはかけがえないものを感じます。雪深い山形はま

た趣き深いものです。大人も楽しめる体験になります。ぜひ、会員皆様の参加をお待ちしており

ます。別紙をご参照下さい。

藍染めinたまりば…藍色に染まる過程がとても美しい。中々出来ない体験です。

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※

※　　　※
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山形物産市
　(はるかぜ書店前)

不登校フォーラム

キャリア教育って…？キャリア教育って…？
　昨今、よく聞く言葉に｢キャリ

ア教育｣がある。特に本法人のよ

うに子どもたちに関わる立場にお

いては子どもたちのそれについて

触れる機会が多い。また、実践も

行っている。ここで、子どもたち

における｢キャリア教育｣について

再考してみる。(以下の段落は文

部科学省｢進路指導･キャリア教育

について｣より抜粋)

　子どもたちが「生きる力」を身

に付け、明確な目的意識を持って

日々の学業生活に取り組む姿勢、

激しい社会の変化に対応し、主体

的に自己の進路を選択・決定でき

る能力やしっかりとした勤労観、

職業観を身に付け、それぞれが直

面するであろう様々な課題に柔軟

にかつたくましく対応し、社会人

・職業人として自立していくこと

ができるようにする

　本法人が取り組む農業体験や商

店街での職業体験、そしてはるか

ぜ書店においては体験を超えた実

際の仕事に従事することを目的と

している。それぞれの体験は一見

ゆるやかに見える作業を通して、

前段落に記したとおりの目的をか

なえるものである。

　ここ最近になって、はるかぜ書

店では職業体験に訪れる生徒を受

け入れる機会が多くなった。そこ

では、書店の日常の業務のほとん

ど全てに従事してもらう。子ども

たちといえど、作業の強度を極端

に弱めることはしていない。しか

しながら、子どもたちの取り組み

は極めて正確かつ、柔軟であり、

大人が目を見張るものである。も

ちろん子どもたちの対応について

は専門であるわけで、コーディネ

ートが上手く働いていることもあ

るが、それを差し引いても子ども

たちの働きぶりは大人たちのそれ

と遜色ない。

　学校の先生方、特に不安や疑問

をお持ちの方は実際に現場に足を

お運びいただき、目で見ていただ

くとよいだろう。決して学校では

見られない子どもたちの一側面が

見られるはずである。大人たちは

子どもたちの持つ力を信じ、寄り

添うのみである。　(島田徳隆)

　先月、滝田が設立６年目を迎えた、と記

事に書きました。私が加わって５年が経ち

ます。ネクスト講師で関わった頃を思い出

すと、隔日の感があります。日々はあっと

いう間に過ぎて行き、人が行き交っていま

す。でも、仕事は山積み…。こんなに早く

事務局長になるとは全く予想しておりませ

んでした。力不足の毎日を痛感しておりま

す。どなたか、手伝っていただけるとあり

がたいのですが！！　　　　　(島田徳隆)

※

※

さかのうへのたはごと　　如月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　如月　　島田徳隆
　高校の時、碁を始めました。若い頃はどんどん上達するよと言われ、ちょっとばかり取り組みました。

当時はマッタリ人生を始めたような時期だったので、それほど頑張らなかったのですが、十分楽しみなが

ら大会に出たり、他校へ腕試しに行ったりしました。日本女子大付属高校の主将が可愛い子だったりしま

した。先ごろ、ジンちゃんが世話になっている勢文という弁当屋の親父さんの大湊さんに誘われて十数年

ぶりに碁を打ちました。下手な考え休むに似たり、という格言は囲碁から生まれたものですが、そのとお

り、大して上手くもないのに頑張って考えました。結果、定石などもすっかり忘れ、勉強も怠っていた私

が負けたのですが、無駄に考えて打ったがために、疲れだけが残りました。…と書きたかったのですが、

とても面白かった！！また、打ちに行こうと思いました。

　囲碁と麻雀は出来るのですが(大した腕前じゃないけど)、共通するのはその場を楽しむということでし

ょうか。戦いがメインのゲームですが、その場のコミュニケーションや雰囲気を楽しむことが無上の喜び

です。相手の心や表情を読んだり、｢何か｣をしながらのコミュニケーションは｢何も｣しないでのコミュニ

ケーションよりやりやすい気がします。また、指に伝わる石や牌の感触も何だか気持ちいいものです。ア

ンガージュマンでも出来るような環境を目指したいと思います。仕事をサボる理由に…違いますよ！

山形農業体験ツアー
　　雪まみれの巻
山形農業体験ツアー
　　雪まみれの巻

山形物産市
　(ドブ板バザール)

梅まつり(上町商盛会)梅まつり(上町商盛会)
　第６回
  就労支援
フォーラム

　第６回
  就労支援
フォーラム

※



�１月１７・１８日大学センター試験を受験した定時制高

校生も目標に向かって猛勉強中。

　２２日、私立高校の推薦入試を受けたのは、部活を熱心

に続けながら３年間通った中学生。２７・２８日は、公立

高校の全日・定時・通信制の前期選抜が一斉に実施され、

過年度生も受験に挑戦。面接やＰＲ書、作文のアドバイス

なども。合格発表は、２月３日。２月に入ると私立大学入

試・私立高校の一般・オープン入試と続く。私学専願の生

徒は過去問の制覇に向けて集中学習。さらに、公立（全日

制）の後期選抜は１９日だが、昨年より横須賀高校は５教

科のうち英語・数学・国語は、独自問題。一方今年度から

大楠・釜利谷高校は、クリエイティブスクールとなり、筆

記試験は実施せず、面接・表現活動など。公立高校が多様

化するに従って、その受験方法や基準も多様化の傾向が益

々強まっている。よって、この時期は特に一律に同じ学習

はできず、講師は、個々の生徒の達成目標に沿って進めて

いる。尚、既に昨年のうちに、大学の推薦やサポート校に

合格し進路の決定している生徒も学習は継続して頑張って

いる。

　さらに、中学１・２年生は、早くも２月下旬に学年末テ

ストが控えているため、「ネクスト」でもテスト対策は早

めに取り組むが、自分でできることは自分で、定着を図る

ためには必ず復習することを進める。テスト対策の追加授

業は、随時受け付け。

　では、風邪・インフルエンザも猛威を振るっているゆえ

、健康管理も大切に！！

　３０歳を前にしたＫさんが正規採用で１年あまり

働いた。休憩時間をどう過ごすのか？指示命令に的

確に対応できない・・・職場での悪口雑談に耐えら

れない！などなどに悩み迷いながら働き続けた。こ

の１年間、主に吉本が、時々私が相談を受けてきた。

　単純作業にもなれ、体を動かして「働く」ことが

継続してできるようになると、「この仕事を続けて

よいのか？」の問いが出てくる。Ｋさんの絞り出す

ような悩みと迷いは、徐々に軽快な口調となり「退

職」をネガティブに考えることなく、自分ができた

ことを中心に「次」を考え始め、今年早々に退職し

た。１月中旬、Ｋさんと私はある会社(横浜市)を見

学した。主な仕事はコンピューター処理でＫさんは

大学時代に学び関心は高かった。案内してくれた女

性の常務さんは「良かったら研修から始めてみた

ら」と誘い課長を紹介してくれた。即断を避けたも

のの次の週には「やりたい」と連絡してきた。早速

会社に連絡すると快諾してくれて、いよいよ"自分

に合った仕事"への予感がした。この時期、大湊さ

んの"餃子の大黒堂"の上町出店に当たってＢさんも

働き始めた。「調理は向いているかも」と。

　今月は２００８年６月より毎月一度書店内にて行われている絵本の読み聞かせの模様をお伝えします。

　今月の読み聞かせは、「てぶくろ」からスタートしました。

　講師の先生が「この絵本知ってるお友達はいるかな～？」と子どもたちに問いかけると、子どもたちは、

「知ってる～」や「幼稚園にあるよ～」とか「見たことあるよー」と言う声がちらほら出ていましたが、講

師の先生は「知らないお友達もいるから、この絵本から始めるね」と言い、読み聞かせ開始。子どもたちは

聞きながらも、笑い声や問いかけに答えたりし徐々に、それぞれの絵本の世界に入り込み聞き入るようにな

りました。

　しかし、集中力が切れそうな時に気分を変えて、手を使った遊びをして見たりすると子どもたちは、手を

グーやパーやチョキを使い分けて何ができるか？という連想ゲーム的な

遊びをやりながら、楽しそうにお母さんの顔を見たりしていました。

　最後の絵本になり終わった時には、「まだ聞きたい」とだだをこねる

子も出てきて、盛況のうちに今月の読み聞かせは、終わりました。

　２月の読み聞かせの日時は２月２４日（火）の午後３時３０分より行

われます。

 子どもから大人まで楽しめますので、お立ち寄りしてみてはいかがでしょうか？

(絵本の読み聞かせは神奈川子ども未来ファンドの助成を受けて行われております)

はるかぜ書店はるかぜ書店

あばうとあばうと

やまかわ

たきた

すけがわ

　今回は月一のペースで開かれている、「藤

野市議会議員の話を聞こう」についてお伝え

したいと思います。今回はゲストに元引きこ

もりのＨさんをつれて来ていただきました。

Ｈさんの話を通して、自分の弱点を好きにな

ること。自分の弱点は、敵ではなく素敵であ

ることをお話いただきました。

　Ｈさんのつらい過去を元気に話す様子に、

Ｈさんは本当に、そのようなポジィティブな

気持ちで、自分を捉えていらっしゃるのだな

と思いました。

　私は、まだその境地には至らず、自分の弱

点は自分の個性だったり、自分が無理をして

いることを教えてくれるという意味で、素敵

なことなのかな？などと考えております。

　一緒に話を聞いたみんなも、それぞれに受

け止め考えているところだと思います。そし

てきっと、それぞれの答えを見つけるのでし

ょうね。 いしかわ
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一月の海景
　　　　　中園勤美
さあ　夕方になってきました
海の上を行き交う船も
それぞれの家路につきます
海面スレスレに帰って行くのは鵜達です
首を向かう方に真直ぐ伸ばし
５ワ３ワ１０ワと　まとまって
一列縦隊です
まるで一本のヒモの様に
次から次へと飛んで行きます
先頭が上向きになると曲がったヒモになる
一ワで帰る鵜
追いついてヒモの一部になる鵜
そうかと思うと高い所を飛んでいる一隊も
皆がたどり着くのは
バスから見えていた岩場でしょうか。

一月の海景
　　　　　中園勤美
さあ　夕方になってきました
海の上を行き交う船も
それぞれの家路につきます
海面スレスレに帰って行くのは鵜達です
首を向かう方に真直ぐ伸ばし
５ワ３ワ１０ワと　まとまって
一列縦隊です
まるで一本のヒモの様に
次から次へと飛んで行きます
先頭が上向きになると曲がったヒモになる
一ワで帰る鵜
追いついてヒモの一部になる鵜
そうかと思うと高い所を飛んでいる一隊も
皆がたどり着くのは
バスから見えていた岩場でしょうか。

しまだ

学習サポート･ネクスト学習サポート･ネクスト

相談･コーディネート相談･コーディネート

紙芝居の様子

読み聞かせ 1/27読み聞かせ 1/27

悩み迷うことは大切ですね悩み迷うことは大切ですね
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第6回就労支援フォーラム 2/19第6回就労支援フォーラム 2/19

　｢自分たちの生き方を見つけよう 自分たちで仕事

を起こそう｣というテーマでフォーラムを行います。

日時は２００９年２月１９日(木)１６時１５分～１

８時。場所は桜木町の神奈川県立青少年センター別

館。自分らしい生き方とは/仕事に出合う 職場を見

つけるには/仕事を起こす コミュニティビジネスと

は、という３種のテーマでパネル討論をします。当

日は１３時より県の青少年課主催｢自立支援シンポ

ジウム｣が行われます。合わせてご参加下さい。

　詳細は別紙ご参照下さい。

�１２月３１日にヴェルニー公園

にてよこすかカウントダウンに参

加しました。わざわざ山形より食

材を仕入れて、芋煮と玉こんにゃ

くを販売。一緒のブースには餃子

の大黒堂も出店し、イベントを盛

り上げました。参加者、来場者と

もご協力いただいた方々に

感謝いたします。昨年より

寒くなく、過ごしやすい気

候でした。ただし、こんな

ご時勢ですからお客様の財布の紐

は固かったようで…。

　年明け１月４日には猿島航路を

運営する株式会社トライアングル

に呼ばれて猿島の来島者に芋煮を

振舞いました。小春日和の穏やか

な天気で、合間には散歩を楽しん

だりバーベキューをしたりと、イ

ベントを満喫しました。猿島はこ

このところ来島者が増え、観光名

所として定着した感があります。

今後のコラボレーションがあるか

もしれませんよ♪お楽しみに。

　トップ記事にも書きましたが、

はるかぜ書店では職場体験を受け

入れました。素直な受け答えには

好感が持て、作業も滞りなく、一

通りの作業をそつなくこなしまし

た。いつでも職場体験は受け入れ

ＯＫ！遠慮なくお問い合わせくだ

さいね。大人や保護者の方もいい

体験できますよ。

　ドブ板バザールや猿島を始めと

して、よこすかイベントお助け隊

と関ることが増えてきました。み

んな一緒になってイベントを盛り

　　上げてくださる方大募集！！

　　アンガージュマンはイベント

　　お助け隊だったっけ！？でも

　　、楽しいからいいじゃない！

　藤沢の蔵まえギャラリーでは障

害者の展覧会のお手伝いをしまし

た。昨年以来です。古民家でマッ

タリする、というのもいい気持ち

ですよ。

今年も爆走！！
年末～年始、今月のアンガージュマン
今年も爆走！！
年末～年始、今月のアンガージュマン

蔵まえギャラリー猿島

しまだ
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