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2016年10月：第20号

■フリースクール：

「天神祭りの花火大会を観に行こう」

「日本の三大祭り」にもなっている「大阪天満宮

恒例・天神祭り」が、今年も７月 24、25 日に行わ

れ、みなもから「花火大会を観に行く」イベントも、

有志が集まり今年で２回目となりました。フリース

クールみなもは、大阪天満宮のお膝元に位置してお

り、毎年お祭りが近づくと、どこからかお囃子や笛

の練習の音が聞こえてきて情趣があります。お天気

を気にしながらも、祭りが近づく楽しみは、夏らし

いですね。

さて、昨年の反省を生かして、今回は事前に有志

の子ども達で見物場所(OAP タワー)の下見に行き

ました。当日の大混雑の中を、参加者が迷わず安全

に行動して無事に戻ってこれるよう、往復のルート

を見直したり、見物の間に屋台へは行かない代わり

に事前にコンビニで飲食物を確保する、といったよ

うなルールを決めて、準備体制を整えました。

当日は何とか雨も回避でき、花火の打ち上げ場所

に近いところに見物のスペースを確保できました。

そして午後７:30 ～９時までたっぷりと、画像のよ

うな大迫力の花火を間近に満喫することができまし

た。

花火大会終了後、「やっぱり、屋台に行きたい！」

という子ども達が多く、スタッフもついて屋台に繰

り出しました。ちょっぴり遅めに解散するも、屋台

はお祭りの楽しみ倍増ですよね。

花火の間中、大川には様々な曳き舟が行き交い、

舟同士や観客との呼応によって手拍子が交わされ、

ニッポンのお祭り風情あふれるひとときでした。

（くらら）

■バンド活動報告

毎週月曜日１７時、みなも５階はバンド練習の時

間。やりたい曲、パート分けからスタジオ練習の手

配まで、すべて子ども達が行っています。スタッフ

は練習の手伝いのみで、イベントの参加申込なども

子ども達だけで。

フリースクール関係のイベントは、バンドで曲を
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披露することが多く、お披露目する機会には事欠き

ません。

今回は８月の末に行われたイベントでの様子を、

参加したメンバーに報告&一言コメントしてもらお

うと思います。

（上船）

こんにちは。ステレオフィールドのギター担当

のひめねこです。

8 月 21 日に元ブルーハーツの梶原さん主演の

イベント、ROCK&ART OSAKA2016というイベ

ントに参加してきました。

障害者などの人達が参加して、ダンスや演奏な

どを披露したりするイベントでした。

今回はステレオフィールドではなく Music Star

というバンド名で参加しました。メンバーはギタ

ーが 2 人、ベースが 1 人、サポートで OB、OG

がドラムとボーカルを担当してくれました。バン

ド名が変わったのは、いつもはみなもの現メンバ

ーで活動しているのですが、今回は OB、OG が

いたので名前を変えて参加しました。演奏したの

は、弱虫モンブラン、空も飛べるはず、カレとい

う曲です。

舞台に上がった時はとても緊張したけど最後の

曲を弾き始めたらいつの間にか緊張が消えてい

て、とても楽しかったです。梶原さんや他の参加

者の人達の演目もとても面白かったです。

またこういうイベントに参加したいです。

おにさん（OG）：

サポートメンバーとは合わせて練習出来る回数

も限られている中、なんとか演奏出来るようにな

りました。

当日はみんな緊張したと思いますが、三曲とも

無事に演奏出来てよかったです。

また次のイベントにも参加させて頂く予定なの

で、予定を合わせて練習していきます。

ハクティ（現役生）：

梶原さんに会えてよかったです。
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■夏休み講習大盛況！

ー個別指導塾みなもより

みなもの夏休み講習も今年で 4年目！去年までと

比べてもたくさんの生徒たちが参加してくれるよう

になり、フリースクールを利用しない子や学校に通

っている子どもの人数も増えてきました。講師も一

日中授業詰めなんてことも…。

今年の夏休み講習は、それに関連するイベントも

色々と行ったので、少しご紹介したいと思います。

１．保護者向け進学・学習説明会１．保護者向け進学・学習説明会１．保護者向け進学・学習説明会１．保護者向け進学・学習説明会

夏休み講習直前の 7 月 19 日、保護者の皆様向け

に高校入試や大学入試のしくみや入試の傾向につい

ての説明会しました。既に塾やフリースクールに通

っている子どもたちの保護者の方はもちろん、親カ

フェに参加している保護者の方なども参加されてい

ました。ざっと 10 人弱くらいでしたね。皆さん、

お子様の進学に関わることだけあって耳を傾けて真

剣に聴いて下さっていました。一般の塾の説明会で

はなかなか語られない「不登校の子ども達の高校に

類する進路」や「専門学校への進学」などもプログ

ラムに取り入れました。

お子様が不登校になると、保護者の方はどうして

も進学や進路に不安を感じてしまいます。しかし、

現在は不登校特有の進路というものも確立してお

り、確かな情報をきちんと手に入れることが大事な

のではないかと思います。今後も説明会などを通じ

た情報発信を行っていきたいと思います！

２．夏休み講習の授業２．夏休み講習の授業２．夏休み講習の授業２．夏休み講習の授業

今期の「夏休み講習」は、みなもにとって 4年目。1

年目に比べてもたくさんの子ども達が参加してくれ

るようになり、講師も昼から夜まで授業しっぱなし

ということもありました。「そろそろ受験を考えた

いし、ちょっとやってみよっかな」と勉強に参加し

てくれた不登校の生徒、「学校の宿題を進めながら 1

・2 年生の基礎を身につける」ことを目標にした学

校に通う生徒、「受験に向けた実戦的な学力を育ん

だ」生徒まで本当に子どものニーズは多種多様であ

ると実感させられました。

今まではフリースクールに通っていた子どもが塾

も参加してくれるというケースが多かったのです

が、今期は塾のみに通っている生徒もかなりいまし

た。学校に通っている子ももちろんいて、学校の宿

題のサポートをしたり、夏休み明けにある実力テス

トに向けて対策を行ったりしました。今期は高校・

大学共に受験生が多いため、まだまだ険しい道のり

が続きますが、みなもらしく自分のペースで学習に

取り組んでいきましょう！

３．バーベキューイベント３．バーベキューイベント３．バーベキューイベント３．バーベキューイベント

今年の目玉は、8 月 10 日に実施した「バーベキ

ューイベント」！日々の勉強も大事だけど、遊ぶと
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きは思いっきり遊ぼうということで、フリースクー

ルのノウハウを生かして、塾のみんなで鶴見緑地公

園へバーベキューをしに行きました。実は塾として

は初めての大規模なイベントです。そのため、塾に

だけ通っている子どもたちにとっては、初めての参

加可能なイベントでもあり、フリースクールに通わ

ない子ども達にもたくさん来てもらえました。不登

校だとか学校に通っているとか、講師だとか生徒だ

とか、そういう垣根を超えて一緒にバーベキューの

準備をしたり、お肉を食べながらおしゃべりをした

り、塾生同士、講師と塾生の交流も深まりましたね。

普段は学校に通っている子ども達にも、断片的にフ

リースクールに触れてもらうきっかけにもなりまし

た。また、塾主催のこういったイベントをやってい

きたいと思います。とりあえず、次は冬講あたりか

な～。

（稲垣）

■こんなことも特別活動に

－サポート校コースより

こんにちは、サポート校コースの今川です。

さて、通信制高校の課題の一つに「特別活動」と

いうものがあります。全日制高校では、通常朝夕の

ホームルームや体育祭・文化祭などで行われる過程

ですが、通信制高校では、高校生活の中で 30時間、

様々な活動を行うことで修了していきます。

フリースクールみなものサポート校コースでは、

フリースクールでの各種活動を共に行うことで、主

に課題をこなしています。今日はその１例で、ちょ

っと面白かったネタを紹介していきます。

○駄菓子屋を経営するには？○駄菓子屋を経営するには？○駄菓子屋を経営するには？○駄菓子屋を経営するには？

…という表題のテーマで数時間活動を行いまし

た。

その子は日頃からみなもに来る前に駄菓子屋に寄

ってから来る子で、それで将来駄菓子屋ができれば

…と思ったようで、それなら、とこのネタを調べ学

習にして、先生と一緒に行いました。

・いくらほしい？？・いくらほしい？？・いくらほしい？？・いくらほしい？？

経営をするには、なのでまずは算数から。要する

に収入から支出を引いて果たして儲けは出るのか、

出たとして生活できるぐらいの収入が得られるのか

…。

まず最初に考えたのは「月いくら稼ぎたいか」。

要するに生活するために最低限必要な金額はいくら

か、を設定しました。

これをベースに家賃やら光熱費やら仕入れ値やら

必要経費を足していって、逆にそれらを賄うのに必

要な売上を割り出すのです。

・駄菓子の原価率は？？・駄菓子の原価率は？？・駄菓子の原価率は？？・駄菓子の原価率は？？

調べてて面白かったのは、日頃意識していなかっ

た「駄菓子の原価率」ですね。そういえば「う○い

棒」一本（10 円）を売ったら、店はいくら儲かる

んだろう…。そんな経営できるほど儲けがあるのか

…？？

といって調べた結果、う○い棒の仕入れ原価は、

なんと 8.3円…。てことは 1.7円の儲け…！？

しかも他の駄菓子も原価率は似たり寄ったり。…

…それって経営成り立つんか？？

・結論・結論・結論・結論

ええ、結論は残念ながら「個人経営ではしんどい」

でしたね……。これはおそらくですが、独自ルート

を持ってる大手か、でなければ持ち家があって隠居



- 5 -

してるおばあさんなどが趣味で…ということでなけ

ればきついのでしょうね。

ただまあ、こんなふうに自分の将来のことを考え

るきっかけとしても、特別活動は行われています。

■ 「りじちょーに2世誕生」

フリースクールみなもの理事長に、6月 21日

ご長男が誕生！おめでとうございます！

現在りじちょーは、仕事と育児補助を両立中。

数年後、みなもの利用者に混じってみなも館内を走

り回ったり(笑)することがあるかもしれません。お

健やかなご成長をお祈りしております。

（くらら）

というメッセージをスタッフからいただきま

した m(__)m

ただこれを掲載するかは少々悩んだんですよね

…。プライベートなことを団体の通信に載せても

いいものかと…。

ただ、役員の１人から言われた印象に残った言

葉があります。

「フリースクールのスタッフでも子育てができ

る、育児休暇が取れるっていう姿勢を代表者が見

せるのは大事なことだよ」と。改めてそれができ

るフリースクールを目指す、という宣言として、

掲載することに致しました。

またこれまで子ども達の教育に携わっておきな

がら自身は子育ての経験がなく、それゆえわから

なかったことも多かったと思います。こう言って

はアレですけど自分が子育てに携わることも、教

育者としてのレベルアップの機会になれば、とも

思っております。

（今川）

�賛助会員・カンパのお願い

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。

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

保護者からの学費の他、私学助成を受けることで成

り立っています。ですが私どもフリースクールの場

合、公の支援制度がないことから、そうした子どた

ちに学校と同程度の教育を用意することが非常に困

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

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

続いていることは避けられません。

つきましては、もし当団体の活動やその意義に賛

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

ため、何卒皆様のお力をお貸し下さい。

■ご寄付の方法

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、

備考欄に以下の必要事項をご記入下さい。

口座記号番号：00960-0-204146

加入者名：フリースクールみなも

備考欄：氏名・ご住所・電話番号・(E-Mailアドレス)・

寄付の種類・口数（賛助会員の場合）をご記入

下さい。

寄付の種類

賛助会費…年度更新により、毎年定期的にご寄付いた

だく会員。一口 3,000円で、任意の口数。

寄付金…１回限りの寄付。任意の金額。

�ボランティア募集中！

フリースクールみなもではボランティアを募集して

います！ 現在、子ども達と一緒に過ごしていただけ

るボランティアの他、特に理系の数Ⅲ数学が教えられ

る方また英会話が教えられるボランティアさんが不足

しております。興味のある方はメールでフリースクー

ルみなも（fs-minamo@nifty.com）宛てに、もしくはフ

リスクールみなものファックスにご連絡下さい。

�「親カフェ」のご案内

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

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

であるかどうかにかかわらず、どなたにも参加して

いただけます。参加をご希望の方は、お気軽にお問

い合わせ下さい。

【概要】 日時：毎月第 4 土曜日の 14:00～ 17:00

場所：フリースクールみなも、参加費：500 円（茶

菓子代として）、アドバイザー：中尾安余さん（み

かんさん＝結空間代表）、担当スタッフ：中村有美
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とかいうりじちょ～の親バカコメントに期待した

ヒト、絶対いるだろ-.-)σ ¶ 松浦：今年１月中

旬から４月中旬まで結石でご迷惑をおかけしまし

た。その後再発予防のため１日２リットル以上水

を飲む毎日です。¶ 中居：ミミッキュとナマコブ

シの為に、ポケモンサン・ムーンを買います。¶

マイヤ：10年以上使ったパソコンが動かなくな

り、新しくノーパソを買いました。電源入れるた

びに立ち上がりの速さに感動します。名前つけな

きゃ。¶ いぶき：バンド練習で講師のような事を

しています。満足に教えれるほど上手くは無いで

すが、子どもたちと一緒に練習している様な感覚

で楽しんでます。¶ くらら：リクエストにより、

ピアノのレッスン授業もスタート♪ 右手と左

手、デュアルで動かす感覚の獲得のために、オリ

ジナルな練習曲、作曲アイデアも湧いてきます。

¶ 稲垣：お盆は地元福井に帰省しました。相変わ

らず田んぼだらけでした。やっぱり、京都も大阪

も都会ですね～。

初オープン日：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：平日の 11時～ 20時

入会説明会：随時（体験入会一ヶ月間無料）


