平成 30（2018）年度『ぼちぼちの会』の活動内容や実績
平成３1 年２月作成
毎月第１金曜日１８:３０から若久公民館で学習会を開くとともに、学校間を超えて、高校訪問やレク
レーションなどを通し、こどもの進路保障や生き方を考えています。
志賀美代子さん（代表・保護者）と元福岡市立中学校校長木村素也（会長・支援者）を中心に活動して
います。
活動内容
１．不登校生の保護者同士の意見交換や交流を行う「定例交流会」を毎月第１金曜日に若久公民館で 18:30
から実施。（１２回実施）
２・講師の先生の講話と意見交換を行う「定例学習会」を実施。
◎日時：平成３１年３月 １日（金） 19:00～
◎場所：:福岡市立若久公民館（福岡市南区若久１丁目１１－２０）
◎講師：
◎内容

武部 愛子 先生（臨床心理士）
～思春期･不登校・特別支援教育～

・生徒の進路情報・発達段階と親の関わり･障がいの理解など

など

３．平成３０年度 ぼちぼちの会学習会・交流会
◎日時：平成３１年３ 月 ９日（土） 10:00～
◎場所：:福岡市立当仁公民館（福岡市中央区唐人町３丁目１－１１）
◎内容： 第１部：講師： 木村 素也（ぼちぼちの会会長）10:10～
不登校の何が問題なのか ～不登校の背景とその課題～
第２部：参加者同士の交流・情報交換

など

４．親子ハイキングなどレクを行い、一緒に食事を作り、食育についても考えお互いの交流を行った。

平成３０年１１月１７日（土）に能古島アイランドパークで実施。
参加者：大人（大学生を含む）４８名、高校生３名、中学生１０名、小学生１１名の合計７２名参加。
５．県立高校学習会：県立高校の進学について受験生とその保護者生徒共に卒業生（高校在籍者）と情
報交換を行った。平成３０年１２月２２日（日）に当仁公民館で実施。保護者・生徒３６名参加。

６．高校見学会訪問（不登校生および保護者を対象に単位制高校など１４校から任意の４校を選択し，
貸し切りバス４台などで見学した）平成３０年７月４日(水)実施。
参加者：生徒２８名／保護者５４名／教員３名／その他(行政.主任児童員他)６名
合計

９１名

７．「よりそいネット」に参加し、平成３０年６月１０日(日)に
福岡市中央市民センターで「ふくおか不登校フォーラム」に参加。約 150 名参加
８．通信制・単位制等高校合同説明会（不登校生および保護者を対象に通信制・単位制高校など
1４校で説明会を行った）
第 1６回

通信制・単位制等高校合同説明会

平成３０年６月１１日(月) アクロス福岡 ７階大会議室ほかにおいて実施。
※参加者３３６名
【参加者内訳】教員 38 名／生徒（中・高生）90 名／保護者 172 名／関係者 24 名／行政関係・
その他 12 名
※参加校

福岡市内中学校 ５５校 高校 ７校 福岡市外中学校 ２３校

第 1７回

通信制・単位制等高校合同説明会

合 計 ８５校

平成３０年１０月２２日(月) アクロス福岡 ７階大会議室ほかにおいて実施。
※参加者 ２１５名
【参加者内訳】教員 21 名／生徒（中・高生）63 名／保護者 97 名／関係者 23 名／行政関

係・その他 11 名
※参加校

福岡市内中学校４５校

高校６校

福岡市外中学校２１校

計７２校

９．各種の研修会・学習会に参加。平成３０年１２月８日（土）、九州産業大学で開催され
た福岡こどもたちのセーフティネット研究会主催の「第９回特別支援教育に関するセミナ
ー」参加した。第１分科会「登校支援」角川ドワンゴ学園Ｎ高等学校 入試広報部九州エリ
アマネージャーの萩原

裕治

氏が実践を発表されました。第５分科会 「関係諸機関と

の連携」では東京シューレの理事長 奥地

圭子

氏が「学校に子どもを合わせるのではな

く、子どもに合わせる学校を創りたい、との思いで実践してきた東京シューレ葛飾中学 校について話さ
れました。
１０．福岡市教育委員会人権・同和教育課所管の「福岡市地域の教育力活性化協議会の地域ぐるみ家庭
教育支援事業助成」や九電みらい財団などの助成を受けて活動。
１１. 平成３０年６月２９日（金）のでこぼこの会・ひだまりの会合同研修会や平成３０年１０月１３日
（金）のステップアップスクール当仁研修会などの研修会に参加した。
ステップアップスクール当仁研修会
平成３０年１０月１３日（金）18 時

当仁中学校ステップ教室

テーマ：スクールカウンセラーから見た子育て
講師：武部 愛子 先生（臨床心理士）

～思春期･不登校・特別支援教育～

・生徒の進路情報・発達段階と親の関わり･障がいの理解など

ひだまりの会・でこぼこの会

合同学習会

平成３０年６月２９日（金）

福岡市立下山門公民館

テーマ：自由に遊ぶことで広がる世界
講師：ネーチャーライター

野島智司

先生

ひだまりの会学習会
平成３０年１１月２３日（祝）

福岡市立内浜公民館

テーマ：行きたい学校ってどんな学校
講師：「オヤモコモ」代表

山下千春

先生

１２.各種の研修会に参加
神奈川県大和市学校教育基本計画重点施策 「平成３０年度

平成３１年１月１９日（土）１３時から

不登校を考えるフォーラム」
参加者 155 名

大和市渋谷学習センター 多目的ホール
テーマ：
「不登校の何が問題なのか
講演者として参加

～不登校を難しくしているもの～」

第１９回

筑紫地区人権・同和教育研究大会

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ６ 日 ( 土 )10 時 か ら
参加者 370 名

第 4 分科会 不登校を考える

筑紫野市文化会館

大ホール

講演者として参加

テーマ：「不登校の輪をつなげよう～不登校の何が問題なのか～」

多様な学び実践フォーラム
平成３１年３月１６・１７日（日）
基調講演：東大名誉教授

ふくふくプラザ他

汐見稔幸

テーマ：多様な学びをひらく～AI 時代に学びをどう考えるか
実行委員として参加
平成 30 年度

第6回

南区主任児童委員会

講演者として参加

「不登校生のいる家庭への支援・見守りについて」～最近の子どもたちから見えてくること～
平成 30 年 11 月 8 日(木)
講師：ぼちぼちの会会長

南市民センター

視聴覚室

13:30～15:30

木村素也

思春期ひきこもり支援フォーラムに参加

本会の関係者が発表

平成３１年３月３日（金）１３時３０分
福岡市子ども総合センター

７階視聴覚室

テーマ：「ひきこもりと呼ばれた僕たちが大いに語ります」
平成３０年度「九電みらい財団」助成金目録贈呈式
平成３０年４月２０日（金）10 時から
九州電力福岡支社
平成３０年度「不登校を考える学習会」
不登校支援の輪を広げよう

～ 新学期を迎へ不安な皆さんへ～

平成３０年８月２４日（金）

講 演 19 時～

小郡市人権教育啓発センター 大集会室
フリースクール

講演者として参加

不登校・保護者向けの「個別相談会」

平成３０年 9 月 29 日（土）

13：30～

ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会

福岡市 NPO ボランティア交流センターあすみん
合同相談会「仕組みもわかる合同相談会」～夏～
平成３０年７月８日（日）

11：00～エルガーラ

合同相談会「仕組みもわかる合同相談会」～秋～
平成３０年１１月１８日（日）

カウンセラーとして参加
７F（大ホール）
カウンセラーとして参加

11：00～福岡ファションビル

７F（大ホール）

福岡県通信制高等学校連絡協議会に参加し、連携を取りながら不登校支援の在り方や情報の提供・進路
保障について協議した。

１３．通信制高校などの卒業式等
卒業式などに参加しました。
平成３０年３月８日(木)

星槎国際高 等学校卒業証書授与式

平成３０年３月１１日（日）

神村学園高等部福岡学習センターの卒業式

平成３０年３月２２ 日（木）
平成３０年４月１２日

「Flin」の卒業式と最後の「しゃべん会」
星槎国際高等学校入学式

１４．その他
公益財団法人オイスカとの交流会を実施した。
平 成 ３１ 年 ２ 月 １ ９日 （ 火 ） に来 年 度 の 共同 授 業 計 画 のた め 13 名 の 参加 で 見 学 交 流を 行 っ た 。

九電みらい財団の 2017 年度次世代育成支援活動応援キャンペーンで奨励賞に選ばれました。
平成 30 年 7 月 13 日（金）若久公民館で贈呈式がありました。

１５。当仁公民館「ステップスクール当仁」と下山門公民館「でこぼこの会」「フリースペース縁」、内
浜公民館「ひだまりの会」、西区「ひまわりの会」、筑紫・春日地区「えがおの会」などの各地区の保護
者の会と共同で活動した。

ぼちぼちの会

http://bochibochinokai.com/

