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文化祭を終えて

「今だから話せる」

スタッフ　村瀬　明子

山口　望未

１月２３日（土曜日）　１２時３０分から小ホール
・オープニング　ハートルームの子どもたちの演奏　・今だから話せる第５弾

　コロナ禍での文化祭。一時は開催も危ぶまれましたが、実施できた
ことは何よりでした。のばす会に来る子どもたちは勉強もしています
が、その他の活動もしています。その活動の様子や活動の中でできた
作品を見ていただくことが、文化祭の目的です。そして、より多くの
人たちにのばす会の子どもたちを知っていただきたいし、秘められて
いる可能性を見つけていただきたいと思っています。
　さて、今年度は作品としては、アイロンビーズやぬり絵が展示され
ました。卒業生のイラスト画もありました。私は、この卒業生のイラ
スト画をみて、湧き出るようなエネルギーと可能性に圧倒されました。
アイロンビーズやぬり絵では、配色の美しさです。作品作りをしてい
るときは、楽しそうに熱中していたことを知っています。

　私たちは物事をある一方からのみ、見ていることが多いのではないでしょうか。そこからは、一方的な判断しか生まれないの
ではと思わされます。人間の多面性を認め合うことができた時、人は心地よい居場所を見つけるのではないでしょうか。
　また、ダンスの発表もありました。メンバーの年齢層はまちまちですが、みんなダンスが好きで日頃から一人でも踊っている
子たちです。「やってみたいね。」から「やってみよう。」と意気投合し、計画から練習、衣装まで自分たちで相談していました。
実際にダンスは踊らなかったけど、音響効果やふりつけ面などのアドバイスをして支えてくれた子どもたちもいました。わずか
4分間の踊りの中に協力・葛藤・支え合いがありました。子どもたちは、こうした経験を通して成長しているのだと思います。

　私は中学生の時いじめにあい、不登校になりました。当時私は登校するのが嫌で部屋に
閉じこもっていました。母が私の異変に気づき、部屋からたまたま出た私に「フリースクー
ルがあるんだけど一緒に行ってみない」と声を掛けながらいろいろなフリースクールのパ
ンフレットを見せてくれました。私にはなかなか合わなかったので部屋にこもっていまし
た。ある日、母が「近くにフリースクールあるけどどう」と言ってくれました。それがの
ばす会でした。自分のペースで通えて、私に合った条件だったので通い始めました。スタッ
フの皆さんがとてもやさしかったのですが、最初はなかなか話せなかったけど徐々にスタッフの皆さん、そして同じ年、後輩、
先輩の人たちと話せるようになりました。
　のばす会を卒業し、私は福祉の専修学校に入学しました。女子校で最初はどうしたらいいのか分からなかったことが多々あっ
たけど、次第に友達ができました。ある日中学校の頃に発症した「突発性難聴」が再発しました。電車通学だったため、途中で下車し、
その後休んでを繰り返し、次第に体に合わないことが分かり高校２年の時、自分の好きな教科が受けられる通信制の高校へ転校
しました。先生方には迷惑をかけましたけど、半年オーバーし、昨年の９月に無事卒業しました。
　今はバイトしながら４月に入学する医療事務の専門学校に向かって頑張っています。医療事務は高校に通っていた時唯一絶対
なりたいと思った職業です。絶対なりたい夢がある人、あきらめないで前へ進んでください。



＜グループワークの内容＞

＜参加者の感想から＞

令和２年度お助け講座 （令和３年１月２３日）

不登校・引きこもり相談

学習について

進路について

スタッフの応募について

　令和 2 年度文化祭と同日、お助け講座を開催しました。感染予防対策を徹
底した上、48 名参加して頂きました。今回のお助け講座は、昨年開催を予
定していましたが、初めての緊急事態宣言発令の為、中止になった内容を改
めて開催しました。
　のばす会発足 27 年に及ぶ歩みを振り返りながら、はじめに不登校児童生
徒の現状、のばす会の目的、相談件数と在籍者数、活動の様子やスタッフの
支援方法を紹介しました。のばす会は、不登校や引きこもりの子どもたちの
居場所づくりと、保護者の相談活動を目的としています。その目的の中で、
スタッフは子どもたちへの学習支援、軽運動、おしゃべり、カードゲーム等、
関わりを持ちながら一緒に過ごしています。
　27 年にも及ぶのばす会の活動が継続出来ているのも、のばす会のような

居場所を必要としている子どもたちと、誰かに相談したいと思う保護者に寄り添いたい、関わりたいと思うスタッフが、一人一
人出来る支援をしているからです。僅かな時間でも大丈夫です。子どもたちやスタッフと一緒に楽しく活動して頂ける方を随時
募集しています。活動紹介後は、「不登校・引きこもり相談」「学習について」「進路について」「スタッフの応募について」の 4
つのテーマに分かれて、グループワークを行いました。各グループ、それぞれ終了時間いっぱいまで話し合い、相談、質疑応答等、
有意義な時間を過ごすことが出来たのではないでしょうか。
　まだまだコロナ禍の中ですが、感染防止対策を徹底して、今後ものばす会の活動をしていきたいと思います。
皆さんのご支援、ご参加ありがとうございました。引き続き、よろしくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スタッフ　伊藤里香

　私たちの分科会は、学校へ行き渋り傾向のあるお子さんを持つ両親と、姪御さんが
不登校だった人の集まりでした。クラスに入れなければ、保健室登校を勧める学校側
に対して、スタッフの一人が「私の子は、一年間親が喜ぶから保健室に通ったことが
後で分かり，がまんして学校へ行っていたことで一安心と思っていた自分が責められ、
もういい、そんなに辛かったら行かなくてよい、と子供に伝えたことを思い出す。」
と言ってくれました。

　学校の学習に全く興味を示さなかったり、逆に頑張りすぎる子などどのように声掛けをすればいいのか話し合いました。

　高校を卒業した後の進路についてまだ決まらない状況などの相談がありました。

　今回は応募がありませんでしたが、週に 1回でも子どもたちと遊んでくれる人があればと思っています。

　見学はしたことがあっても、細かい内容、現状は通った子供に聞いてもよくわからなかったので、一緒にお子さんと過ごして
いる大人（スッタフ）の方のお話を聞く機会がもらえてよかった。
　子どもたちがトンネルの中のような状態でずっといる訳ではないこと、その後のお子さんの事例が聞けて良かった。のばす会っ
てどんなところ？がよく分かった。

テーマ　ーのばす会を知ってスタッフになろう－



フリースクールは今

　私はカウンセリングの中で大切にしている指標があります。それは、「その人が葛藤できるかどうか」ということです。

人は自分で抱えきれないようなことに直面すると、それを避けたり、時には周囲のせいにしたりして、なんとなく自分

を守ろうとするものです。それがうまくできなくなると、人は心に様々な問題を抱えてしまいます。最近ではずいぶん

減りましたが、それでも時折「不登校の子は怠けているのでは？」等という言葉を聞くことがあります。私はとても悲

しい気持ちになります。心に問題を抱える人の多くは、自分がどのように苦しいのかを上手く説明できないことが多い

からです。それが子どもとなれば尚更です。「怠けている」と言ってしまっては、言葉にしにくくなってより誤解されて

しまいます。私は、悩む人は「見えないところで真剣に向き合っている状態」等と、ニュアンスが変わらないか等と考

えてしまいます。不登校の当事者の多くが学校に行っていないことの後ろめたさを大なり小なり抱えています。だから、

人に言おうにも、頭の中で言葉を考える意欲がそもそもわきにくいですし、「どうせわかってもらえない」と諦めやすく

なってしまいます。「悩む＝真剣に向き合っている」と思ってくれる人が彼・彼女らの身近にいて、集団としてそのよう

な雰囲気が作れたら、もしかしたら心を開いてくれるかもしれない、そんな日がきてほしいと思います。

悩む人は弱い人？「悩む＝真剣に向かっている」
　　　　　　　　　　　　　　　と考えられないものか？

臨床心理士　米村　高穂

スタッフ　榊原　紀美子
　昨年 10月、11月に久しぶりに再開したアニマルセラピーではセラ

ピー犬やスタッフの方と交流が持てて大変好評でした。しかし 12月

からお休みになり大変残念でした。

　中学 3年生は受験に向けて、過去問題、作文、面接の練習に取り組

んでいました。過去問題は昨年から何回もやり、わからなかったり間

違えたりしたところはスタッフと一緒にやりました。入試が近づくと

家に持ち帰ってやった子もいます。作文は自分の思いを文章に表すこ

とは難しいのでスタッフのアドバイスを受けて考えをまとめていまし

た。面接ではどぎまぎした様子が見受けられましたが、回を重ねるご

とに相手の目をみて、自分の考えをはっきりゆっくり答えることができるようになりしました。願書の下書きなど、

初めてのことばかりなので戸惑っていましたが、焦らずにゆっく

り人に聞きながら取り組んでいました。下級生は３年生の様子を

見ながら、明日は我が身と思って耳を傾けている様子です。

　午後は、小学生や中学生、スタッフを交えてトランプで大富豪、

ババ抜き、スピードなどを楽しみました。大富豪ではスタッフも

入って大盛り上がりです。スピードでは１対１の勝負に熱が入っ

ていました。負けた時は記録していますのでスタッフの連敗記録

もしっかり残っています。消毒、換気、加湿など感染防止に取り

組んで過ごしています。



令和２年度　卒業・修了特集

＜卒業生から一言＞

卒業にあたって

のばす会での活動を通して

代表あいさつ
　卒業・修了おめでとうございます。この１年、緊急事態宣言があり、学校も行けなくなったり , 制約が多くなったり、
いろんなことがあった年でした。そんな中でも将来のことを考えたり、高校に行きたいと思い、苦手な科目にもスタッ
フと一緒に努力している姿を見せてもらいました。私には心に残った生徒の言葉があります。「勉強はしたくないんだ。
ただ働いて遊びたいんだ。」今まで夢や目標と言ってきた自分が恥ずかしくなるような心に響く生徒の言葉でした。学
校には行けなくてもいろいろなことを考えている子どもたちがゆっくりと歩んでいける居場所にのばす会がこれから
もなってほしいと思いました。いつでも遊びに来てください。待っています。

　私は中学２年生から卒業まで、のばす会でお世話になりました。最初は通うことすら緊張していましたが、段々と
慣れていき２年生の後半から毎日通えるようになりました。のばす会での毎日はとても楽しく、そして自分の価値観
を変えてくれた場所でもありました。私自身、のばす会に通うまでは学校に復帰しようと何度も試みました。なぜなら、
学校に復帰することが正しいと思っていたからです。学校に行けなくなった時は誰でも思います。
　しかし、のばす会のスタッフさんに出会ってからはその考え方は変わりました。『他の人と違う道に行っても大丈夫、
道はある』と。学校に行かなくてもその先の道はあるなどの数え切れないほどの価値観を変えてくれた場所でした。
ただこの経験は当事者” 本人” にしか得られないことだと思います。
　そして、私はのばす会に通いながら動画編集、プログラミングなどの IT 関係の勉強をしていました。これは学校に
普通に通っていたら、できなかったことだと思います。なので、この特技を将来のためにのばしていきたいと思って
います。
　最後にスタッフの皆様本当にお世話になりました。どうかお体にお気をつけてください。

・楽しかった～（Ｓ）

・のばす会で勉強を教えてくれた皆さん本当にありがとうございました。高校生になってもここで教わったことを生かして頑
　張っていきます。（Ｈ・Ｏ）

・卒業おめでとう。ありがとうございました。（Ｙ・Ｋ）

・とてもお世話になりました。ありがとうございます。（Ｍ・Ｙ）

・卒業するにあたり、依然としてコロナが猛威をふるう世の中で前途多難な未来が待ち構えています。しかし、ここで様々人
　たちと出会い、学んだことを活かして頑張っていきたいと思います。（Ｔ・Ｙ）

　私がのばす会に初めて来たのは大学 1 年生の冬頃だったと思います。のばす会の活動に興味があり、大学の先輩に紹介し
ていただきました。あれから、3年と少しが経ち、今年の 3月で卒業を迎えることとなりました。
　子どもたちやスタッフの方々とは、卓球をしたり、トランプやボードゲームで遊んだり、庭に咲いている花を摘んで糸を染
めてみたり、色々なことをしました。私自身もとても楽しかったですし、能力ではなく存在自体を認めてくれる、そんな温か
い雰囲気に居心地のよさを感じていました。
　春からは新潟にある大学院で心理学を学び、将来はスクールカウンセラーなど子どもに関わる心理職に就きたいと思ってい
ます。みなさんとの出会いが、今後の私の励みになり、糧になっていくことでしょう。今まで本当にありがとうございました。
　また遊びに来ますね。

赤松　由隆

渡辺　陸

日本福祉大学 子ども発達学部 4年 泉　毬乃



スタッフ便り

冬の寺子屋について

不登校について思うこと
卒業生は今

　7 年前アメリカ、ミシガン州より帰国し、何か自分の時間を有効に使えないか
と思い、友人でスタッフの巽さんに相談したところ、のばす会を紹介され、そ
れ以来お世話になっています。
　夫の駐在で計 3 回 13 年アメリカに住んでいました。学生時代は英語が不得意
で一度目に渡米する前に勉強したのですが、下手でも通じる楽しさが分かるよ
うになってから英語が好きになり勉強するようになりました。
　アメリカでは大変なこともありましたが、いろいろ経験できましたし、楽し
いことも多かったです。ですので、のばす会で子どもたちに文化の違いや世界
に興味をもってもらえるといいなと思い、英語を教える合間に体験談などを話
しています。

　始めは家でジッとしているのが嫌という不純な動機でスタートした私でしたが（すみません）、今では子どもたちと過ご
す時間が楽しみになっています。
　それでは初めて一緒に英語を勉強する子に話すエピソードをひとつ。
　アメリカではスクールバスで登下校する子が多いのですが、運転手さんに「降ります」というには、「あげどうふ」と言
います。「I get off」です。

　私は小学校 3 年の時ぐらいから別室登校だったり、中学は学
校に通ってなかったり、高校に入るまではまともに学校に通っ
ていませんでした。それでも一緒に遊んでくれる友達がいたり、
相談に乗ってくれる大人が周りにいたりで、私はそんなに不登
校であったことをマイナスに捉えていません。学校に無理して
通って精神消耗させるくらいなら逃げてしまってもいいと思い
ますし、学校に通わなくても学べることもあると思います。
　4 月から服飾の専門学校に通います。高校卒業から少し時間
が開いてしまったけれど、やりたいことがようやく見つかりそ
うなので真面目に通おうと思います。今ではこういう服作って

みたいなあとか自分なりに目標を作って楽しみにしています。私はかなり自由にさせてもらっているので家族には頭が
上がりませんが、恩返しも兼ねてこれから頑張りたいと思います。　　（イラスト　水野）

新村　由美子

スタッフ　伊藤八千穂

水野　小ノ花

　コロナ禍の心配で、3 月春、8 月夏の寺子屋事業が中止となり、今回 12
月 24，25，26，27 日の４日間は、心して手洗い、消毒、換気、マスクと
子供たちはきちんと約束を守り、楽しく行うことが出来ました。今回何と
いってものばす会の中学生４名がリーダーとして積極的に企画してその役
割を果たしてくれたことは、彼らの成長をまじかに見ることであり、いつ
もながらうれしい限りです。特に文化祭を控えていましたので、そこに展
示する作品や、オープニングの演奏に力を入れて頑張りました。こうして、
子どもたちの成長が見られる光景は、長く続けてきたからではないでしょ
うか。時間帯が、午前中2時間としたため、部活のある中学生は参加できない日もあり、２時間ではあわただしいことがわかり、
次回はよく検討して行いたいと思いました。
　軽運動室でのお楽しみ会は、会場の定員が当日 13 名とわかり、急遽 2 グループに分かれ、遊びの内容を軽運動室とのば
す会の部屋に分け、時間で交代して、何とこんなあそび方もあるのかという企画には驚きました。企画した中高生のみなさ
んご苦労様でした。



ご協力ありがとうございました。皆様の志が子どもたちの未来へとつながります。
＜寄付者の皆さま＞　　令和２年12月～ (掲載可の方々です )　順不同　敬称略
榎本美砂、石黒雄大、新海美智子、二川義峰、伊藤恵造、市田敏明、村上眞喜子、丸山清孝、新美恵子
前田秀宝、杉田千恵子、九澤郁子、山口偵子、石川まさ恵、加来正晴・昭子、林羊歯代、足立香織、竹尾裕子
黒木伊津子、清澤雅章、山内睦代、黒瀬育子、佐藤有寿、榊原友恵、小出由里子、橋本和奏・英志、竹内織江
鈴木郁夫、市野文代、榎本弘子、松原広明、祐徳順子、古田和弘、前田佳男、近藤直子、井戸裕二、脇田紘希
佐藤みつ子、松岡登久子、安藤とも子、百崎弘子、高野尚子、長谷川元洋、市田多美恵
＜団体寄付の皆様＞JAあいち知多半田地域女性部　
＜ろうきん寄付システムの皆様＞令和3年3月末まで　＊毎月のご寄付ありがとうございます。
＜物品の寄付＞食べ物は昼食を持ってこない子どもたちにとって大変役に立っています。
　＊加湿器、お菓子、みかん、カップ焼きそば・ラーメン、パン、教材など多くの方からのご寄付ありがと　
　うございました。
　＊有志の方よりはがきや切手のご寄付がありました。ありがとうございました。

皆さんの寄付でのばす会は成り立っています。
ご支援ください
　年会費・寄付金の振込先
　□年会費 2,000 円　□寄付金 1口 1,000 円から
①知多信用金庫　美原支店　口座番号　普通　2074829
名義：子どもたちの生きる力をのばすネットワーク 会計 伊藤　敦
②東海労働金庫　半田支店　口座番号　普通　4500549
名義：特定非営利活動法人 子どもたちの生きる力をのばすネットワーク
　　　　　　　　　　　　　代表理事　赤松　由隆
③ゆうちょ銀行　振替口座　口座番号 00810-9-154412
加入名：特定非営利活動法人子どもたちの生きる力
☆名義名がそれぞれ違い、ご不便をおかけしますが、お間違えのないようにお願いします。

スタッフ募集中

下記連絡先までご連絡ください。
　　連絡先　080-1622-5717
　　　　　　　　　　赤松　由隆

書き損じはがきと未使用の切手の回収事業

総会の案内

春の寺子屋

今後の予定と活動

一緒に遊んだり

一緒に学習したり

寄り添ってくれる人

週に１回でもいいです！

JAあいち知多半田地域女性部様よりご寄付をいただきました。

　書き損じはがきと未使用の切手を回収して、在籍した人たちや相談に来られた方たちへの講座の案内やニュースレター等の通
信費に充てています。これまでにご協力いただいた皆様ありがとうございました。

　のばす会の総会を５月１５日（土）１３時から行います。会員の皆さまにはご案内を返信用はがきを同封して郵送いたします。
参加できない場合は委任状をご提出ください。総会での事業報告や活動計算書などの議決内容は６月中に日本財団の CAPNA の
ホームページに掲載予定ですので、ご覧ください。

　今年も JA あいち知多半田地域女性部の方々からご寄付をいただきました。2 月 3 日のばす会で部長
の杉浦規子様と柴山祐佳里様立会いのもと贈呈式を行いました。部員皆様のご厚意を大切に、のばす
会のために使わせていただきます。

　３月２９日 ( 月 ) ３０日 ( 火 )、 ３１日（水）、４月１日 ( 木 )１３時～１６時
　・二部屋に分かれて。1時間の勉強　・30日（火）市内七本木池公園にて、リクレーションと野外観察会

のばす会の始業  ４月   7 日（水）
 総会     5 月 15 日（土）１３時から 14時
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