2017年4月：第22号
■卒業生ラッシュ
卒業生ラッシュ！！
ラッシュ！！
今年もやってまいりました、卒業シーズン！

去年は７人の卒業生を送り出し、今年もさらに７
人、いやはや、実に２年で 14 人の子どもを送り出
すことになり、教育者としては嬉しい限りの春です
ね。

今年の卒業生は大学進学２名、専門学校１名、高
校進学２名、みなもは卒業し、他団体等の次の進路
を選んだ子が２名。それぞれ新しい世界へと旅立っ

■卒業生から
卒業生から

ていきます。

卒業生の何人かからコメントがもらえました！

そして今年の卒業は、スタッフにとってはちょっ
と特別。みなも開設初年度、小学２年生から通って
いた子どもが、遂に今年卒業を迎えました！さぞか

ワニム（男性、19 歳）

し感慨深い卒業式になるのか…と思いきや、そこは
みなも。実にいつもどーりの卒業式でしたねー（笑）
特別感を出さない。いつでもみなもはみなも、っ

みなもに通って 12 年…最初は雑居ビルの一室

てのもまたみなもの味の一つでしょう。

でこじんまりとしていたのに、気付けば「住まわ
せてくれ！」と思うくらいの一戸建てに塾とフリ

さあ、そんなわけで、２年で 14 人を送り出し、

ースクールが同居していて、その成長振りにびっ

長年みなもを支えてきた「ミスターみなも」も旅立

くりしますね。

つ今年、スタッフとしてもいろんな意味で「一区切
り」の時になります。子ども達もおそらくメンバー

そして肝心の私はと言えば、高卒認定試験を取

は大きく変わり、新しい「みなも」がまたスタート

り、今年の春から関学に通う事に！

することでしょう。新しいみなもになりましても、
変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い致しま

そんな私から言えることは、勉強が遅れていて

す。

も、割となんとかなるので、大学の選択肢を捨て
ないでってことかな。
（今川）
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きました。
T さん
ということで、みなも通信初(？)
15 歳の時にみなもに通うようになりました。

学校に通う子

どもたちの声や合格体験記を載せたいと思います。

みなもではラジコンで遊んだり、カメラで写真を
撮ったりしてすごしました。みなもで過ごしたこ
の４年間は貴重な経験になりました。大学に入っ

小 6 の時からみなもの塾に通っています。中 1

たらフィンランド留学を目指してがんばります。

からは和歌山に引っ越したので、大阪に帰ってく

写真もたくさん撮りたいです。

る季節講習だけやってもらっていたのですが、受
験本番まで 4 か月という時から、Skype を使って
インターネット回線で授業をしてもらいました。

Y.D（男性）
みなもから離れている人でも授業が受けられま
今から 2 年半前、18 歳の時、僕はみなもに入

すし、Skype 授業でもその人に合ったスタイルで

りました。高校中退をして、友達もいなくて半ば

の授業をしてくれるので、とても理解しやすいで

将来に絶望していた時でした。人と接するのが苦

す。英語の授業は、その人の好みに合った例文を

手だったので、最初はしんどかったものの、みな

作ってもらえるので、とても文法やイディオムが

もでは何をしていてもよくてスタッフも優しかっ

分かりやすいです。一人ひとりのペースに沿った

たので、楽に考えられたし、通うことができまし

授業はとても分かりやすかったです。

た。やがて友達ができ高認も取って、進路につい
て考えるようになりました。僕は、絵が好きだっ

みなもで勉強したおかげで、3 年の定期テスト

たので芸大を受験し、そしてこの 4 月からそこに

は全部首位で、第一志望だった沖縄尚学高等学校

通うことになりました。大学について不安はたく

パイオニアコースにも無事に合格しました。

さんあるし、この先 社会に出るまでも苦労する

By ～(C ≡・＞

ことになると思いますが、でもみなもがなければ
ここまで来れなかったと思います。今まで言葉に
することはなかったのですが、とても感謝してい
ます。ありがとうございました。これからも何と
かやっていきたいです。また時々会いに来ます。

■学校に
学校に通う子どもたちだって、
どもたちだって、
がんばったぞ！！
がんばったぞ！！
個別指導塾みなもには、学校に通う子どもたちも
通塾しています。彼らにもそれぞれのニーズや志望
校があり、それに至るまでたくさんの壁に当たって
は乗り越えを繰り返し、最終的に新しい道を切り拓
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んとコツみたいなものが分かってきました。おか
げで入試前のときには国語が得点源になっていま

もともとガチガチの進学塾の雰囲気は苦手だっ

した。

たのですが、この塾のチラシを見て興味をもち、
夏休み前に見学に行きました。アットホームな感
じが自分に合うなと思って、入塾しました。勉強

集合塾や家庭教師にも通っていましたが、最後

はあまり得意でなかったし、中学校の授業が分か

の最後にはみなもに仕上げをしてもらって、清風

りづらく苦労していたのですが、ここではとても

中学校にも合格できました！中高一貫なので、勉

分かりやすく丁寧に教えてもらって、ほめてくれ

強の進みも早いので、合格後には数学や英語の予

るので、私もやる気が出てきました。

習もしてもらいました。やりたいことを自分で決
めてやれるのも魅力だと思いました。
By 中 1 男子

宿題のわからないところもじっくりフォローし
てもらえて、今まで答えを写すだけだった夏休み
の宿題なども、理解して解答することができまし
た。

それまで５教科の成績は２や３だったのです
が、夏休みが過ぎると成績がアップしてきました。
それまであんまり考えていなかった「特進」も視
野に入るようになり、高校入試の志望校のランク
を上げることも認められました。特進は大変そう
だけど、合格することができてよかったです。
By 高 1 女子

■「英語多読」
英語多読」はやっぱりすごい！？
はやっぱりすごい！？
最 近 、「 英 語 多 読 」 は や っ ぱ り す ご い ん じ ゃな
い！？

と再認識してます。

「英語多読」というのは、簡単で面白くすぐ読み
終わるような英語の本でもって大量に英語に触れて
いけば、英語が分かるようになってくるよ……とい
小 3 のときからみなもに通っています。みな
もは先生との距離感が近くて家みたいな雰囲気

うもの。それらの本の中でも初学者向けには
「Oxford Reading Tree」というシリーズ本が有名で、

で、他の塾にはない魅力がありました。

最初私が個人的に本を買い始めて 50 冊くらいまで
いったのですが、数年前にニッセイ財団からの寄付

国語はそんなに得意ではなかったのですが、み

を頂いて、フリースクールみなもで 184 冊ほどもあ

なもの先生が音読をしながらこまめにその文から

る充実した状態になっていました。

読み取れる心情や情景をおさえてくれて、だんだ
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る……のだとか！

↓「Oxford Reading Tree」 シリーズ

英語多読は通常の教科学習としての英語よりは格
段に面白く、ハードルが低いので続けることができ、
そして着実に少しずつ伸びていきます。英語はとに
かく接している時間が長いことが必要で、続けてい
れば絶対に力がついていくのです。そして続けて英
語に接していくためにはできれば……いやぜひとも
なのですが、自分の興味のあるテーマについてのネ
↓総計 184 冊！

ット上での記事や、あるいは洋書を手に入れて読ん

結構値段するのです……。

でいくのが非常にオススメです。

最近では、ある子が「自分は哲学的・論説的な文
が好きで、物語的な文は好きではない」ということ
が分かってきて、英語多読用の本ではよくある物語
的な本を読むのはもうやめてしまって、論説的な英
文を読んでいくようにしたら集中してどんどん読み
進められ、長い時間やるのも苦ではなくなってきた
ということがありました。やはり、自分に合ってい
る、自分が好きな内容の英文に接することの重要性

で、それらを活用してフリースクールで今まで色

をますます認識しています。

々な子に「英語多読はいいよー」とか「勉強で特に
これやるというものがない？

じゃあ多読やろう～

(*^_^*)」とセールストークして、英語多読をやっ
ていました。

↓みなもにあるこれらの洋書もオススメです。

そんな中で他のスタッフから最近聞こえてきたの
が、多読をやってきた子らが「英語は割と好き」
「自
分は英語は割とできると思う」という風に言ってい
たという話。「他の問題はそれほどできなくても、
英語長文は分かる」というような話もありました。

それから最近、通常の教科学習では英語が全然で
きるようにならなかった子が、多読にはこちらが驚
くほどの熱意を持って、しかし無理のない範囲で取
り組み、ほんの数ヶ月で「えっ、こんなにも読める
ようになったの？」という伸びを示している例もあ

みなもには前述の「Oxford Reading Tree」 シリー

ります。また、先日 Facebook で 連絡が来て知った

ズの他にも、今までに私が買い集めてきた易しめの

のですが、昔私が英語多読を教えた子が、多読がき

英語他読本が数十冊ありますし、梅田のジュンク堂

っかけの一つとなって英語を勉強するようになり、

などに行けば洋書本コーナーで自分が読みたくなる

海外留学もして、今は英語を教える仕事もやってい

ような本を探すこともできます。私が自分の読みた

-4-

い歴史系の洋書を買うのによく活用しているのは

ちがその対価に見合った授業を行い、それぞれのニ

Amazon で、キーワードで検索していけば様々な洋

ーズを満たすというのは、ある種「当たり前」のこ

書がヒットしますし、中身の一部を試しに読んでみ

と。でも、多くの生徒や保護者の方から、「ありが

ることも可能です。

とう」という声をいただけるのです。お菓子をいた
だくこともあります。「塾に通ってくれてありがと

Amazon 上 でも非常にオススメなのが、電子書籍

う」というべきなのは私たちなのにもかかわらず…。

の Kindle 版というもので、スマホや PC 上で、安い

このようにして皆様からのあたたかい感謝の気持ち

ものは０円～ 300 円くらいで洋書が読めてしまうの

を、毎年毎年受け取ることができます。もう塾講師

です！

子ども向け、若い子向けの簡単な英語の短

をやって結構な年数がたっていますし、決して感謝

めの本も充実してます。データを印刷することもで

を求めて授業をしているわけではないのですが、や

きますから、英単語の意味などを書き込みながら読

っぱり私も人間ですから子どもたちや保護者の方に

むというようなこともできます。

言われるとやっぱりうれしいです。

私などは、人生をやり直して学生時代から英語多
読がやりたかった……！

2017 年 度も、きっと色々なことで生徒と一緒に

とも思うのですが、しか

喜んだり、苦しんだり、壁を乗り越えたりするでし

し私の学生時代には英語多読用の本を手に入れよう

ょう。来年の今頃、「今年もやってよかったな」と

としても非常に難しかったというのも確かです

思えるように、授業に取り組んでいきたいと思いま

(T_T)

す。

英語多読のための環境は、ここ 10 年くら

いでものすごく整ってきていると思います。皆さん

(稲垣)

もぜひ、自分やお子さんのため、英語多読に試しに
触れてみて下さい！

 賛助会員・カンパのお願い

（松浦）

当法人は、何らかの事情により学校に通うことで
きない不登校の子どもたちでも安心して過ごせる社
会の実現のため、日々活動しております。

■塾講師として
塾講師として……
として……

しかし、本来教育とは公の支援なしにできるもの
ではありません。例えば私立の学校などでも、生徒

3 月というのは、1 年間の成果をまじまじと見せ

保護者からの学費の他、私学助成を受けることで成

られる時期でもあります。今期は受験生も多かった

り立っています。ですが私どもフリースクールの場

ので、各受験の合格発表をきいて生徒とともに喜ん

合、公の支援制度がないことから、そうした子どた

だり、時には残念な結果になって一緒に悲しんだり

ちに学校と同程度の教育を用意することが非常に困

…。本当に、生徒も講師も怒涛の 1 年だったと思い

難となっております。
そうした中、子どもたちの保護者様からの月謝や

ます。

多くのボランティアの方々に支えられながら運営を
続けておりますが、やはり財政的に不安定な状態が

でも、私にとって、この瞬間こそが「塾をやって

続いていることは避けられません。

いてよかった」と強く思える時でもあります。NPO
の塾といっても、私たちも食べていかなければなら
ないですから、生徒の保護者の皆様から「授業料」

つきましては、もし当団体の活動やその意義に賛

としてお金をいただいております。ですから、私た

同いただける際には、ぜひとも皆様のご寄付を賜り
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たく存じます。子どもたちの活動をより充実させる

菓子代として）、アドバイザー：中尾安余さん（み

ため、何卒皆様のお力をお貸し下さい。

かんさん＝結空間代表）、担当スタッフ：中村有美

■ご寄付の方法

『フリースクールみなも通信』第 22 号
発行日：2017 年 4 月 11 日（本号 6 頁）

郵便局に備え付けの「郵便振替 払込取扱票」よ
り、以下の振替口座にお振り込みください。その際、

発行者：特定非営利活動法人フリースクールみなも

備考欄に以下の必要事項をご記入下さい。

（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）

口座記号番号：00960-0-204146

会員（利用者）：16 名（2017 年 4 月現在）

加入者名：フリースクールみなも

代表：今川将征（理事長）

備考欄：氏名・ご住所・電話番号・(E-Mail アドレス)・

スタッフ：常勤 4 名、非常勤４名、ボランティア数名

寄付の種類・口数（賛助会員の場合）をご記入
下さい。

スタッフひとこと：

寄付の種類

今川 :子どもの保育園が始まったので、行きは 8:30

賛助会費…年度更新により、毎年定期的にご寄付いた

に送迎してから出勤。強制的に健康的な勤務スタ
イルに（笑）。 ¶ 松浦：子どもらが好きだという

だく会員。一口 3,000 円で、任意の口数。

ことで見てみたアニメのうち「ハイキュー!!」と

寄付金…１回限りの寄付。任意の金額。

「文豪ストレイドッグス」は個人的にやばいくら
い面白かったです。オススメ！

¶ 中居：シャド

ウバース MAD の「愛のままに我が鎌に」が頭か

 ボランティア募集中！

ら離れません。¶ マイヤ：ソシャゲで好きになっ

フリースクールみなもではボランティアを募集して

て、『オペラ座の怪人』の原作を読みました。劇

います！ 現在、子ども達と一緒に過ごしていただけ

団四季の日本語歌詞が美しいです。¶ いぶき：モ

るボランティアの他、特に理系の数Ⅲ数学が教えられ

ンハンダブルクロス買いました。太刀使いですが、
強い武器なら何でも使います。¶ くらら：３月末

る方また英会話が教えられるボランティアさんが不足

にみなも卒業〜それぞれに新しい世界へ旅立った

しております。興味のある方はメールでフリースクー

子ども達、ごっそり居なくなって、一瞬「空の巣」

ルみなも（fs-minamo@nifty.com）宛てに、もしくはフ

メランコリーになったけど、続投の子ども達が活

リスクールみなものファックスにご連絡下さい。

発に動き始め、「2017 年のみなも」が見えてきま
した。¶ 稲垣：通勤に使っている西院駅に新しい
出入り口が！

「親カフェ」のご案内

駐輪場に近くなってめっちゃ便利

に！！

フリースクールみなもでは、原則毎月第 4 土曜に
「親カフェ」（不登校の子を持つ親の会）を開いて
います。「親カフェ」は、不登校のお子さんを持つ

初オープン日：2004 年 11 月 1 日

保護者の皆さんに、お互いの気持ちを共有し合える
場を提供することを目指した会です。みなもの会員

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

であるかどうかにかかわらず、どなたにも参加して

阪天満宮」駅から徒歩 5 分）

いただけます。参加をご希望の方は、お気軽にお問

電話・FAX：06-6881-0803

い合わせ下さい。

対象年齢：6 歳～ 18 歳

【概要】 日時：毎月第 4 土曜日の 14:00 ～ 17:00

活動時間：平日の 11 時～ 20 時

場所：フリースクールみなも、参加費：500 円（茶

入会説明会：随時（体験入会一ヶ月間無料）
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