2013年６月：第13号
お世話になっております、フリースクールみなも
の今川です。

前回の「引っ越し特別号」よりしばらく経ってし
まい、その間様々なことに追われ、皆様への活動の
ご報告、みなも通信の発行が遅くなってしまい申し
訳ありません。

さて、今回のみなも通信ではその追われてた「様
々なこと」……一つは引っ越しした後の、建物や活

↑宝塚ホテルの写真

動についてのご報告と、そしてもう一つ、この夏に
開催されますイベント「登校拒否・不登校を考える

場所は毎年全国のどこかで行われ、例えば昨年は

夏の全国大会 2013 in 関 西」について、皆様にご連

北海道、一昨年は高知…と、それぞれ現地の実行委

絡致します。

員会とネットワークで協力して開催しております。
今回の関西大会は実に 1995 年以来 19 年振り！（そ
して今回、その現地実行委員長を、私今川が行うこ

■7/27、28（土/日）登校拒否・不登
校を考える夏の全国⼤会2013 in 関⻄
開催！

ととなりまして……いやはや。）

参加者は不登校のお子さまのいらっしゃる保護者
の方を中心に、不登校の子ども達当事者や、フリー
スクール等のスタッフ、親の会の世話人等が一同に

○登校拒否・不登校を考える夏の全国大会とは

介します。不登校に関する正しい知識や情報を得る
機会はなかなかないもの。特に地方ではなおさら。

来る 7 月 27、28 日（土・日）に、私たちフリー
スクールみなもも加盟しております 登校拒否・不

このイベントはそうした全国の方々に情報を届ける
貴重な機会となっております。

登校を考える全国ネットワーク 主催のイベント「登
校拒否・不登校を考える夏の全国大会 2013

in 関

西」が、兵庫県は宝塚市、宝塚ホテルにて開催され
ます。

しかし、講演会や研修、分科会等もさることなが
ら、この大会の一番の意義は、そうした人々が互い
に知り合い、交流し、親睦を深めることにあると思
っています。保護者の方や子ども達は、そうした悩

このイベントは同ネットワークが毎年行っている
イベントで、例年約 500 名ほどが集う大きなイベン
トです。

みを抱えているのは自分だけではないと知り、元気
になってもらう、フリースクールのスタッフは同じ
ような活動をする仲間と集い、話し合い、明日への

活力とする、そんな大会です。私自身 2004 年の成

大人向けイベントのオススメは夕食・懇親会！

田大会よりほぼ毎年参加し、多くの出会いがあり、

今回は関西の老舗、宝塚ホテルのバイキングをご用

また１年振りに全国の仲間と再会する、同窓会のよ

意！

うな会としています。

を楽しみながら、全国の皆さんとぜひとも交流して

少々お高くもありますが、一流のバイキング

みませんか？？
みなもやフリースクールと関わって間もない方
も、長く不登校の子ども達と接してきた人達も、今

（なお、申し込みは 6/27 までとなっておりました
が、7/10 まで延長しております☆）

回は近場で開催されることもありますので、ぜひと
も一度足を運んで見てください！

○イベント詳細

子ども向け

子ども達に向けては、全国の子ども達が集い、交

○イベント詳細

大人向け

流しながら楽しめる各種イベントを行います。

イベントは大人向けと子ども向けのものが両方開

例えば全国の子ども達が対抗しての遊戯王カード

催され、それぞれで楽しんでいただけるよう、心掛

大会、卓球大会、野球大会など。あるいは「手塚治

けています。

記念館へ行こう！」「宝塚歌劇を見よう！」「武田尾
渓谷廃線ハイキング」「大阪ミナミツアー」など、

まずは大人向けイベント。基調講演は寺脇研さん

各種お出かけイベント。子ども向けイベントに大人

の「いじめ・体罰・不登校」。昨今大津・桜宮と、

が参加してはいけないわけではないので、特に宝塚

関西で問題となっている体罰と不登校をテーマに、

歌劇など、大人の皆様もいかがでしょうか？

お話いただきます。
そのほか、工作イベント「オリジナル下敷きを作
また不登校を経験した子ども・若者の声や、不登

ろう」や、みなもボランティアの金原さんによるキ

校の子どもを持った経験のある保護者の方のお話を

ックボクササイズ（ミット打ち）、毎年恒例のフリ

聞くシンポジウムも。特に子ども・若者のシンポジ

ースペース等、様々なイベントで楽しみましょう！

ウムには、自身で不登校を経験し、みなもや他のフ
リースクールでのボランティア等も経験した後、

……とまあ、なかなかに盛りだくさんの２日間、

NPO 法人を立ち上げ関西の若者支援をしている、

準備は大変ではありますが、皆様のご参加、お待ち

NPO 法人スマイルスタイル代表、塩山諒さんにも

しております！！

ご参加いただきます。関西の NPO では有名な彼で
すが、「不登校の経験者」としてのお話をいただく

（全国合宿のより詳しい内容や申し込みなどは、フ

のは貴重な機会です。

リースクールみなものホームページからのリンク先
で見ることができます。ぜひチェックしてみて下さ

その他、テーマ別の分科会に、シンポジウム「多
様に学び多様に生きる」。こちらは有識者やオルタ
ナティブスクール、フリースクールのスタッフ、ホ
ームスクーリングで育った若者等による対談。こち
らにフリースクール代表として、やはり私が登壇す
ることに……いやはや。

い）

■みなも

引っ越しの報告

が必要になってきて、また模様替えを再考する段階。
「思い切って事務用デスクを入れようか？」と検討

ここからは、新みなもの各階の紹介です。新みな

中。現在、７月末に開催の「不登校全国合宿」の準

もは基本は４階建てなのですが、半階分上がって部

備や広報用の書類・そして新しく立ち上げた「個別

屋があり……という構造をしていて、みなもメンバ

指導塾みなも」の広報チラシなどで、てんこ盛りな

ーは便宜的に一番下から（玄関を除いて）１階、２

事務スペースです(>.<；

階……と呼称しております。その１階から屋上まで
を紹介です。

■２階（稲垣）

■１階（宇陀）

みなもの 2 階は、「学習部屋」。みなもの勉強とい
うと、学習の時間・サポート校・個別指導塾が主と

みなも新ビルの建物は、一風変わった仕組みにな
っており、大理石をコーディネートした入り口の階

して挙げられると思いますので、これらの 3 つの紹
介をしたいと思います。

段を上がった玄関から入って、今度は階段を下った
ところが、いわゆる１階の事務所スペースとなって
います。しばしば「地下室」と間違われることも。。

１階スペースの全部が部屋として使えるわけでは
なく、一番奥の部分に約８畳弱の空間があり、そこ
に行くまでは、左手に・・倉庫へのドア、トイレ、
洗面所＆バスルーム

・・と、仲良く３つのドアが

並んでいて、通路のようになっています。
右手部分には、書類の整理だながズラリと並び、一
番奥のスペースに、事務用の机（有り合わせのテー
ブル類）やパソコン・コピー機・プリンター・ファ
イル棚などが、所狭しと置かれています。
①学習の時間
ここに移ってから、事務的な機能やマンパワーも

11 時～ 13 時、毎日数人の子どもたちがスタッフ

強化しようではないか、ということになり、「みな

に勉強を教えてもらったり、自習をしたりしていま

も事務局」の開設となりました。

す。「好きな教材を持ってきて、教えてほしいこと
を教えてもらう」という、いかにもフリースクール

引越し当初には、その一部に応接セットを置いて

らしいスタンスでやってますね～。13 時を過ぎて

来客対応もしようとしていたのですが、むしろ３階

からも勉強をしたい人はここでお勉強することがで

のお部屋がより適当でないか、ということで、一度

きます。

部屋の配置換えをして、ソファ２つだけ残していま
す。

②サポート校
サポート校としての授業もここで行われます。み

最近は、常時３名が同時に勤務できるデスク環境

なもは今年度から「南森町学習センター」として、

より充実したサポート体制を構築しております。

追体験できるボードゲームや、日本の都道府県のパ
ズルなどもあります。

③個別指導塾
そして、17 時～ 21 時 50 分は塾の教室になりま
す。こっちは決まった時間に決まった教科・内容の
勉強をします。まぁ、いわゆる塾的なやり方で勉強
を教えていきます。コンセプトは「定期テストの点
数アップをあえて謳わない

一人一人のニーズに答

える塾」！子どもとの対話を重視し、より子どもた
ちのニーズに沿えるような塾をめざします。ちなみ
に、みなもの子どもでなくても通えますよ～！生徒
絶賛募集中なので、よかったら一緒に勉強しましょ
う！！（宣伝みたい…）
これらをスタッフが必要に応じて取り出してきて
勉強に使ったり、あるいは題材に親しむために古典

■３階（松浦）

を題材としてマンガ本を薦めたり、勉強を兼ねてボ
ードゲームをやったりしています。

３階は、基本は「自習室」というくくりになって
おりますが、使い方は様々です。

これらの副教材や、あるいは不登校関連、教育関
係の本はどんどん参考にしてもらったらと思うの

まずは勉強用の使い方。名前通り自習用に使うケ

で、ボランティアの方や親御さん、あるいはみなも

ースもありますがそれは割と少なく、多いのは「２

に来られた他団体の方など（子どもも大人も！）も、

つ目の勉強部屋」としての使い方でしょう。２階が

もし読みたい本があれば借りていっていただければ

人数が多すぎたりして使いにくい時や、塾やイベン

と思います。ぜひご活用下さい。

トなどで使用している時に、スタッフと子どもとで
勉強のために使用することが多いです。

■４階（上船）

もう一つ良くあるのは、来客者がある時の応接室
としての使い方です。見学の方は基本的にこの３階

新みなもの 4 階はリビングスペースのような役割

に案内してみなもの説明をしますし、他にも数人の

です。大きな長方形のテーブルと少し小さな正方形

来客者の場合にはこの３階を使う事にすることが多

のテーブルを中心に、テレビ一台パソコン一台、漫

いです（その間は、勉強はどこか別の部屋でやって

画がたくさん入った本棚がみっつ。他には子ども達

もらうことになります……）。

のロッカーが有るので、みなもに来た子はとりあえ
ず 4 階に荷物を置きに来る事が多いですね。

３階にはいくつも本棚が置かれていて、メインの

日々の活動ですが、4 階の特徴としては、大きなテ

教材ではない、サブの教材にあたる本が入っていま

ーブルでのボードゲーム・カードゲームでしょう。

す。歴史や伝記マンガのたぐいや、英語多読の本や
コミックスの英語版、自然科学の図鑑やムック、そ
れに不登校関連の本や、教育関係の本も。世界史を

スタッフ松浦が持ち込んだボードゲーム、カード
ゲームをよくプレイしています。

そしてみなもの特色ともいえる TCG(トレーディ

旧みなもでは３階で行っていたため、今の部屋は

ングカードゲーム) も 4 階が主なプレイスペースと

少し手狭。最初こそ「テーブルが小さい！通路が狭

なっています。プレイしているタイトルは主に遊戯

くて通れない！」と不満も出ましたが、倉庫に置か

王・ヴァンガードで、最近の流行りは Z/X(ゼクス)

れていたテーブルを引っ張り出して設置したり、テ

がよくプレイされています。

ーブル配置を変えてみたりと利用者と一緒に工夫を
重ね、使いやすい部屋になりました。

テレビでは wii のゲーム(スマブラ・マリオカー
ト)でよく遊んでいます。

■６階（中居）
■５階（金原・南郷）

この階は旧みなも 2 階の役割として使用していま
す。つまり、ゲーム部屋ですね。テレビを 2 台並べ

５階では、キックボクササイズを引き続き行って

て、xbox360、プレステ 3 等で好きに遊んでいます。

います。パンチ・キックの基本的な打ち方の講習と、

パソコンもあり、みなもゲーム制作部が作ったゲー

グローブをはめてミットで受ける打撃練習がメイン

ムも遊べます！

です。移転してからはスペースを広く使えるように

ている子も♪

なったので、ワンツー・スクワット(パンチを打っ

屋にもなっています。物が少なくて広く使えるため、

た後、スクワットをする体幹の補強訓練)など、メ

ここでキックボクササイズをする事もあります。

ニューにもバリエーションが加わりました。ストレ
ス発散はもちろん、反復練習を重ねることで身体が
思い通りに動くようになる楽しさを、ぜひ体感して
ください。

また、みなも５階は週に一度、テーブルトークＲ
ＰＧに利用されます。

最近は電子ピアノを置いて練習し
4 階の机が空いていない時の食事部

■屋上（今川）
 「まんま会」のご案内
屋上は、一番よく使うのは洗濯物干し（みなもで

フリースクールみなもでは、原則毎月第 3 土曜日

使うタオルとか）ですが、たまに屋外でする実験に

に「みなものまんま会」
（不登校の子を持つ親の会）

も使います。例えば金属の溶解であったり、ホウ酸

を開いています。「まんま会」は、不登校のお子さ

ダンゴを乾燥させたり……。あとは今、マンゴーの

んを持つ保護者の皆さんに、お互いの気持ちを共有

種を植えて育て始めています☆

し合える場を提供することを目指した会です。みな
もの会員であるかどうかにかかわらず、どなたにで

■引っ越しに伴うご寄付へのご御礼

も参加していただけます。参加をご希望の方は、ぜ
ひお気軽にお問い合わせ下さい。

この物件への引っ越しに伴い、皆様から計 119,500

【概要】 日時：毎月第 3 土曜日の 14:00 ～ 16:30、

円の支援金をいただきました。ご協力いただきまし

場所：フリースクールみなも、参加費：500 円（お

た皆様、誠にありがとうございました。この場を借

茶菓子代として）、アドバイザー：中尾安余さん（み

りてご御礼申し上げます。こちらの方は、主に移転

かんさん＝結空間代表）、担当スタッフ：中村有美

に伴う備品の購入にあてさせていただきました。

『フリースクールみなも通信』第 13 号

 賛助会員・カンパのお願い
フリースクールみなもは、不登校の子どもたちの
ための、学校に代わる居場所と学びの場を設け、不
登校の子どもを持つ家庭への総合的な支援を行うこ
とを目指して、有志によって設立された NPO 法人
（特定非営利活動法人）です。子どもたちやその保
護者・家庭にとっての支えとなるべく、スタッフ一
同、活動の充実に日々努めています。
しかしながら、もとより営利を目的とした事業で
はないので、こうした資金だけで行える活動には、
限りがあります。そこで、みなもの活動を応援して
くださるかたには、賛助会員への応募をお願いして
います。賛助会員の皆さまには、「みなも通信」を
お送りさせていただきます。
賛助会費のお支払いは、スタッフに手渡し、また
は郵便振替で。郵便振替の場合は、「氏名」「住所」
「電話番号」「費目（賛助会費として）」「会報への
氏名掲載の可否」を備考欄に明記の上、下記の口座
まで、お願いいたします。
【賛助会費】１口 3,000 円／年（複数口のご応募
も歓迎）。振込先：00960-0-204146（ 加入者名：フ
リースクールみなも）

発行日：2013 年 7 月 1 日（本号 6 頁）
発行者：特定非営利活動法人フリースクールみなも
（理事長・今川将征）編集担当：松浦 豊
○特定非営利活動法人 フリースクールみなも
（2005 年 6 月 15 日認証＝大阪府指令府活第 2-58 号）
会員（利用者）：28 名（2013 年 7 月現在）
代表：今川将征（理事長）
スタッフ：常勤 3 名、非常勤４名、ボランティア数名
オープン日：2004 年 11 月 1 日
住所：〒 530-0044 大 阪市北区東天満 1-4-3 （地
下鉄「南森町」駅から徒歩 7 分、JR 東西線「大阪
天満宮」駅から徒歩 5 分）
電話・FAX：06-6881-0803
対象年齢：6 歳～ 18 歳
活動時間：月曜日から金曜日の 11 時～ 20 時
入会説明会：随時（体験入会は無料、4 週間）

