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■2021年度 卒業生より 

 今年度はフリースクール部門からは３名の生徒が卒業し、そして学習塾部門からも多くの生徒が進学先を決め、旅立っ

ていきました。今回もこどもたちからの卒業コメントを紹介していきます。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aくん 

年齢：18歳 

会員体系・みなもに通っていた期間： 

2017年 7月～2018年 3月(フリースクール学習会員)/ 2017年 7月～2021年 2月(塾) 

卒業後の進路：近畿大学経済学部 

 

 私は令和 2 年 12 月 2 日に近畿大学の経済学部経済学科に家族やみなもの支えがあり、合格することができました。み

なもとの出会いは、私が不登校だった中学 3 年生の春でした。当時は中学校に行っていませんでしたが、高校に入学し

たい気持ちがあり、その時母に紹介されたのがフリースクールみなもでした。 

 今まで勉強を全くしてこなかったのですが、スタッフの人たちとポケモンをしたり、勉強が辛くなった時に精神的に支

えてもらいながら勉強を続けていくことができました。そして、大阪学院大学高等学校に入学することができました。 

 高校に入学してからは、定期考査や実力テスト、英検取得の勉強を行っていきました。中学の時に英語がとても苦手だ

った私も、英検準 2 級を取得することができました。定期試験でも、高 1 の時は学年順位も高くなかったのですが、み

なも塾でサポートしてもらいながら私自身も努力した結果、高校 2 年生の 1 学期の期末テストで念願の学年 1 位を取る

ことができました。高 2 の学年末は、成績表でオール５を取ることができました。中学時代、不登校だったために成績

オール 1 だった私にとっては感無量でした。高校 3 年生になってもこの成績を維持し続けて、第一志望だった近畿大学

に指定校推薦で合格することができました。 

私はみなもとで合い、高校に入学できたことにより私自身に 

自信がつき、勉学に励む楽しさを知り、精励することの重要性 

を学ぶことができました。 

みなもで学んだことを生かしながらこれからも努力を続けて成 

長していきたいです。 

 

みなも通信２５号で、フリースクール卒業生としてコメントをいただ 

いた「フシギバナ絶対倒すマン」君です。その後も学習塾の生徒とし

て通いつづけ、今回大学へと旅立っていきます。  
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Bさん 

会員体系・みなもに通っていた期間： 

2016年 2月～2018年 3月(フリースクール通常会員) / 2017年 5月～2021年 3月(塾) 

卒業後の進路：帝塚山学院大学人間科学部心理学科進学 

 

私は小学 5 年生頃から不登校になりました。 

家ではロクに勉強もせずに、中学の定期テストでは最低で数学で 14 点を取ったこともありました。食って寝の引きこ

もり極めてた時に親に紹介されたのがみなもでした。 

全然喋らない、中 1 の内容すら理解出来てない私を、みなもは 1 から丁寧に教えてくれました。おかげで友達からは｢最

近明るくなったね｣って言われたし、たまに学校に行った時には授業についていけたし、大嫌いだった数学も 1 番の得意

科目になりました笑 

高校は、通信制高校を選択して、自分でも驚いたことに 3 年間通う事ができました。大学受験を決めた後も、みなも

で AO 入試の対策や志望理由書のかき方、国語や数学を教えてもらいました。AO 入試で第一志望の大学に合格でき、今

年から大学へ進学することができました。 

どれもこれも、みなもに行かなかったら絶対にありえないことだなっ

て思います。 

ストレス溜まってイライラしてる時も、テストで良い点取った時も、

ずっと傍にいてくれました。 

5、6 年通ってたみなもを卒業するのはとても寂しいですが、親離れ

ならぬ、みなも離れします笑 

長い間ありがとうございましたー！ 

 

また遊びに来るのでよろしく v(・∀・*)  

 

 

 

同じく 25 号でコメントをいただいた「遥さん」ですね。 

彼女もフリースクール→塾を経ての卒業となります。 

 

Cくん 

会員体系・みなもに通っていた期間：2018年 9月～2021年 3月（塾） 

卒業後の進路：大阪府立天王寺高校 

 

僕がこの塾に入った理由は、苦手なところを埋めるためです。特に数学の図形が苦

手で何度も復習させていただきました。その成果あってか、図形問題でかなり点数が

取れるようになりました。高校に合格できたのは一番差が付きやすいといわれる数学

を武器にできたからです。短い間でしたがお世話になりました。 
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■2020年度 合格体験記                              

 2020 年度、学習塾部門にはたくさんの中 3 生が在籍していました。それぞれの志望校合格に向けて勉学

に励み、みんな第 1 志望の高校へと進学することができました。彼・彼女たちは高 1 となった今でも塾に通

っていますが、一つの節目として、「卒業コメント」ならぬ「合格体験記」を寄せてくれました。 

                                       

Dさん 

みなもに通っていた期間：2020年 11月～(塾)  

進学先：大阪府立四條畷高校進学 

 

私がみなもに通塾し始めたのは、本命の公立入試の4か月前の11月頃でした。私はもともと集団塾に通っていたため、

個別指導塾は私には合わないのではないかと心配していました。ですが、みなもに通っていた姉や母からの薦めもあり、

通うことにしました。 

いざみなもに入ると、私の心配も杞憂に終わり、苦手科目である理科・社会・数学の成績もぐんぐん伸びていきました。

それは先生の対応力のおかげだと思います。どんな質問でも迅速にこたえてくださり、私の疑問にどんな遅い時間でも付

き合ってくださいました。集団塾ではあまりカバーしきれない個々の苦手と二人三脚で向き合ってくれたことが、合格へ

の近道になったと思います。 

塾に入るにはもう遅いと思っている方や、個別指導塾は合わないのではと心配して

いる方も、みなもという夢をかなえる近道の途中にある素敵な塾で学習してみてくだ

さい。本当に、本当におすすめの塾です。 

 

 

Eさん 

みなもに通っていた期間：2019年 12月～(塾)  

進学先：大阪府立成城高校進学 

 

 個別指導塾みなも塾の先生方お世話になりました。 

私が塾に入ったのは 2 年生のほぼ 1 月でした。 

塾に来る前は、学校のテストなどは分からない所を飛ばしたりしてたのでめっちゃ

低かったです。でも、塾に行き始めて学校の授業中に分からなかった事とか先に塾で

勉強できたので授業について行く事が出来ました。だからテストも少しずつ点数が上

がっていきました。 

なので、私立、公立とも第 1 希望に受かる事が出来ました。 

夏休みや冬休み授業が無いのに補習とかして下さりありがとうございました。 

授業も 1 対 1 なので分からない所が減ったので、みなも塾に通えて良かったです。 
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Fさん 

みなもに通っていた期間：2019年 7月～(塾) 

進学先：四天王寺高校(内部進学) 

 

私は中学 2 年生の初め頃にみなも塾へ入塾し、無事四天王寺高校へ進学することが出来ました。 

母に勧められて初めての受講する個別指導塾だったので最初は馴染めるか不安でしたが、いざ通ってみるとアットホーム

な雰囲気ですぐに打ち解けることができ、分からない問題の質問なども丁重に教えてもらいました。また、度々学び直し

を挟んで学習の理解が深まるようにして頂くなど本当に親身になって指導して頂きました。 

勉強が不得意で成績が下がる一方だったところをみなもの先生方の 

熱心な指導のおかげで少しずつ成績が上がってゆき、今では一部の教科

で学年上位に入ることができようになるまでになることができました。 

また、成績の伸びに悩んだ際には、勉強から遠ざけないようにするな

ど勉強意欲を刺激することを沢山して頂きました。私の場合、女装をお

願いしたら、本当に女装してもらえました(笑 

みなも個別指導塾の先生方、本当にありがとうございます！ 

 

 

Gさん 

みなもに通っていた期間：2018年 4月～(塾) 

進学先：帝塚山学院高校(内部進学)   

 

 私は中学入学と同時にみなもに入塾しました。 

小学校の頃通っていた塾は大手だったのですが 授業スピードが早く、分からない単元も多く困っていました。 

しかし、みなもの先生方は分からない単元があれば分かるまで丁寧に教えてくださり、それだけではなく 今後の勉強

法や目標を達成する為のサポートなど 様々な面で私を支えてくれました。 

定期テスト前になると、自分が何回も間違えた問題や考えても解けなかった問題などを重点的に復習したり、高校入試

試験前にはどのような問題が出題されるかまで予想して頂き、自分の苦手な分野を一から復習することが出来ました。  

みなもの先生の授業はわかりやすいだけでなく、とても明るくていつも親身になって教えてくれます。 

なので問題を間違えても「これから間違えないようにしよう」と声をかけてくれたり「次は頑張ろう」と励ましてくれ

ます。おかげで勉強へのモチベが上がり、積極的に勉強に取り組めるようになりました。とてもアットホームな塾なので、

毎回来る度にたくさん話をしたり笑顔を貰えます。 

また、参考書の種類が多かったり、自習室を使わせて貰えるのもみなも

の良い所だと思います。 

みなも塾に通ってから安定した成績を維持できるようになりました。 

本当にこの塾を選んで良かったなと感じています。 

ありがとうございます！  
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Ｈくん 

会員体系・みなもに通っていた期間：2020年 10月～2021年 3月(FS学習会員)/ 2020年 10月～(塾) 

進学先：太成学院高校進学 

 

 僕は中 3 の秋頃に、みなもに来ました。学校に行っていたとき、学校の勉強はほとんど分からなかったし、勉強も大

嫌いでした。 

不登校になった後、高校には行こうと考えていたので、みなもで勉強をすること

にしました。 

 みなもの勉強は、個別指導で自分に合わせて進めてくれたので、できなかった勉

強もちょっとずつ理解できるようになりました。 

5 教科全部の勉強を見てもらえ、入試の前には面接の対策や過去問などもやって

いただきました。おかげで行きたかった高校にも合格できました。 

 みなもに来てよかったと思います。これからも頑張りたいです。 

 

 

Iくん 

会員体系・みなもに通っていた期間：2019年 8月～(塾) 

進学先：大阪市立高校進学 

 

僕は元々、みなもとは違う塾に通っていたのですが、そこではあまり成績が伸びなくて、このままでは受験勉強に成功

するのか不安でした。なので、お母さんと相談してみなもに行くことに決めました。みなもの先生は、僕が問題の内容を

理解するまで教えてくれました。受験勉強の時も、時間を作ってもらって過去問や予想問題を、一緒に解いてもらいまし

た。僕が第一志望の高校に合格できたのは、みなもの先生方のおかげだと僕は思います。 

みなもの先生方、本当にありがとうございます。 

 

■ 保護者の方より 

 

Jさん（生徒のお母様より） 

会員体系・みなもに通っていた期間：2020年 11月～(塾) 

進学先：追手門学院大手前高校(内部進学) 

 

 先生方のお力添えを頂き、安心して受験、そして英語能力検定準 2 級に挑むことができ、お陰様で無事に合格できま

した。 

 学校で英語の勉強が嫌になった息子は、アップ塾※に通いだしてから少しずつ明るくなり、塾から帰ってくると「今日

も前授業で分からなかった文法が理解できた!!」と自信がつき、自分から頑張って取り組むようになりました。どんなに

学校で疲れていても「休む」とは言わず、素早く準備して塾に通っていました。先生方が温かく熱心に接して下さったお
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陰です。 

 良い先生に出会えたこと、楽しく受験勉強と英検の勉強ができたことは、きっと次のステップに繋がっていくと思いま

す。先生方、毎日遅くまで本当に大変お疲れ様です。 

心からお礼をお申し上げます。今後とも宜しくお願い致します。 

 

※「アップ塾」こと「アップ学習会南森町校」は、みなも塾の学校に通う生徒向けのコースです。ただ、実際は学校に通う生徒も、以

前からの「みなも」と呼んでいることが多いですね。 

 

 

■コロナ禍のフリースクール活動 

 

2020度は、緊急事態宣言の発令により、６月に新年度の活動が開始 

という異例のスタートとなりました。 

新年度スタートに際しては、スタッフとこどもによる個人面談を行 

い、自粛期間の過ごし方や現在の不安点、みなもでどう過ごしたい 

か……などを話し合いました。 

  以下は、こどもたちから寄せられた意見の一部です。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

・緊急事態宣言が明けたらこんなことをしたいなと考えたことから、今、自分のやりたいことがわかっ

た。 

・こんな時だからこそ、家族とたくさん話した。 

・家でできる趣味を存分に楽しんだ！ 

・勉強すると決めた時間と場所があって、教えてくれる大人がいるって大事。勉強したい。 

・オンラインではなく、対面で友だちに会いたい。 

・みなもがあるから、曜日感覚ができて、生活にリズムが作れていたのだとわかった。 

・みなもへの行き帰りだけでも歩いていた。その運動はとても大切なものだったと、体力が落ちて気付

いた。 

・進路についてが気になっている。みなもで相談したい。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

もちろん、「ひたすら辛かったし怖かった。何もできなかった」という

子もいます。しかし、その子たちも「自分は『非日常』に対する恐怖

心が強いのだとわかった」という気付きがあったとのこと。 

こどもたちは皆、自粛期間を、今までの自分を振り返り、これからを

模索する時間として活用していたのです。 

   
開始前・終了後の消毒清掃も必須に。 

居場所の在り様も大きく変わった。 
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再開後のみなもは、マスクの着用やソーシャルディスタンス 

を保つための時間短縮、除菌のための食事時間の設定など「今 

までの自由な空間とは違う」やりかたに切り替えざるを得ない 

部分も多くありました。 

「こどもたちは新しいみなもに馴染んでくれるのか？」という 

スタッフの懸念をよそに、自粛生活を乗り切ったこどもたちは、 

コロナ下におけるみなもの在り方に理解を示し、運営に協力して 

くれました。 

座布団の位置を基準に、ソーシャルディスタンス 

 

 自粛期間やそれからも続くコロナ禍は、多くのこどもにとって負担であると思いますが……こどもた

ちの底力を見せてもらった気がしています。 

 また、こどもたちがみなも再開を待ってくれていたこと、「再開したらこんな風にみなもを使う！」

といきいきと教えてくれたことで、みなもスタッフも、改めて、フリースクールみなもという場所の意

義をつよく感じ、みなもを継続させることに力を注ぐことができました。 

 

 新型コロナウイルスの影響はまだまだ続いています。しかし一方で、新しい生活様式の中で、こども

たちも、みなもも再出発を始めました。精一杯の対策を取りつつも引き続き不登校のこどもたちのため

のよい空間を維持できるよう努めて参ります。 

 

2020 度は工作やお絵かきなどの活動が多く行われた 

 

 

 

 

オンラインでのボードゲームなども            これまで通りの日常的な活動も 
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お知らせボード 

○ボランティア募集中！（『フリースクールみなも』より） 

フリースクールみなもでは随時ボランティアさんを募集しています！ 現在、募集しているのは、 

 こどもたちとフリースペースで一緒に楽しい時間を過ごせる方です。 

 

  たくさんの方のご協力、ぜひともよろしくお願い致します！                                                   

詳しくはこちらから！ 

○『親カフェ』『父親カフェ』参加者募集中！ 

 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）、隔月第２土曜日に「父親カフェ」（不登

校の子を持つお父さんの集まり）を開いています。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。 

 

 

 

 

 

                        

親カフェサイト                      親カフェ FaceBook                  父親カフェ FaceBook 

 

○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こ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、そうしたこどもたちに学校と

同程度の教育を用意することにさまざまな困難が伴っております。 

 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たく存じます。こどもたちの活

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。 

 よろしければ以下により詳しく、当法人について記載しておりますので、ぜひともご覧下さい。 

 

■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、右

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。 

 

詳しくはこちらより。 

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。 

 

『フリースクールみなも通信』第 ３０号            発行日：2021年 5 月 15 日（本号 ８ 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：今川将征 

 
 
○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） 
  住所：〒 530-0044 大阪市北区東天満 1-4-3    TEL・FAX：06-6881-0803 

（地下鉄谷町線・堺筋線「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） 

  E-Mail：fs-minamo@nifty.com    URL：http://fs-minamo.org（右記 QRコードより） 
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