平成 31（2019）年度『ぼちぼちの会』の活動内容や実績
令和２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。33 名参加
◎日時：令和元年１２ 月 ６日（金） 19:00～21：00
◎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： 武部 愛子 先生（臨床心理士）
◎内容

～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

３．平成３１年度 ぼちぼちの会学習会・交流会
（新型コロナウイルス対策のため本年度の「ぼちぼちの会学習会・交流会」は中止します。
）
◎日時：令和２年３月７日（土） 10:00～12：30
◎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： 平嶋貴子（若まどスタッフ）10:10～
テーマ「今、子ども達にできること」～若まどの関わり～
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。
令和元年１０月２７日（日）に公益財団法人 オイスカ西日本研修センターで実施。
参加者：２２名参加。楽器演奏・交流会・郷土料理・サツマイモ堀など様々な交流を楽しみました。

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。令和元年１２月２１日（土）１０時３０分からに当仁公民館で実施。
保護者・生徒３９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）令和元年７月３日(水)実施。
参加者：合計１５９名

（保護者９３名 学生５７名 先生・行政５名 その他４名）

７．「よりそいネット」に参加し、令和元年６月１６日(日)10 時から
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。
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 1８回

通信制・単位制等高校合同説明会

令和元年６月１０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３７８名
【参加者内訳】教員 30 名／生徒（中・高生）104 名／保護者 204 名／関係者 16 名／
行政関係・その他 24 名
※参加者在籍校 福岡市内中学校 ５３校 高校６校 福岡市外中学校 ３７校 合 計 ９６校

第 1９回

通信制・単位制等高校合同説明会

（本年度初めて日曜日開催）

令和元年１０月２２日(日) アクロス福岡 ７階大会議室ほかにおいて実施。
※参加者 ２３５名
【参加者内訳】教員１２名／生徒（中・高生）６２名／保護者１３０名／関係者２２名／
行政関係・その他１９名
※参加者在籍校 福岡市内中学校３９校 高校７校 福岡市外中学校２７校

計７３校

９．各種の研修会・学習会に参加。
令和元年１２月７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１０回特別支援教育に関するセミナー」参加しました。近年、不
登校や社会的不適応の背景に発達障がいや心身症などに悩む若者が増えています。
また、
学習困難やいじめ、或いは家庭環境による二次障がいなどにより、学校教育や就職離脱の若者が増加し、
今後の日本社会に大きな影響を及ぼすことにもなりかねません。このため、学校教育をはじめとして、
家庭・福祉・労働・医療・社会等の広範囲な領域における連携が重要な課題となっており、理解者及び
指導者の育成が急務となっています。
１０．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」対象グループとして助成を受けて活動。
１１. 令和元年１１月１５日(金)のでこぼこの会、令和元年１２月１９日(木)のひだまりの会研修会や令
和元年１２月１９日（木）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

（２４名参加）

令和元年１２月１９日（木）１９時３０ 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 ～思春期･不登校・特別支援教育～
講師：武部 愛子 先生（臨床心理士） ・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
でこぼこの会

学習会

（13 名参加）

令和元年（2019 年）11 月 15 日(金) 福岡市立下山門公民館
テーマ：思春期の子ども達の考え方を理解する
講師：社会人１名・大学生１名・高校生 1 名との交流会
ひだまりの会学習会（1６名参加）
令和元年 12 月 19 日(木) 福岡市立内浜公民館
テーマ：
『ちょっと、肩の力を抜いて、人生楽しもう』
講師：Ｓalon de Mlab 代表 福田みゆき氏
１２.各種の研修会に参加
令和元年 岐阜県相談窓口担当者研修会・情報交流会
令和元年１０月１５日（火）１３時１５分
岐阜県内の若者の相談・支援窓口の担当者等 40 名
岐阜県：ＯＫＢふれあい会館２棟７階７Ｂ研修室
テーマ「不登校の現状と支援」について不登校の何が問題なのか
講師：ぼちぼちの会会長木村素也
令和元年 不登校・ひきこもりを支援する講演会（志免町社会福祉協議会主催）
令和元年９月８日（日）13：30 志免町総合福祉施設シーメイト２階研修室
テーマ：不登校・ひきこもりの何が問題なのか
～その背景と周囲の対応・わたしたちができること～
講師：ぼちぼちの会会長木村素也

23 名参加

令和元年度 「子どもに関する講演会」
令和元年９月１０日（水）１６時

第一学院博多キャンパス

テーマ：学校に困り感を持つ子どもの考えていること
講師：ぼちぼちの会 会長 木村素也
思春期ひきこもり支援フォーラム
あいれふ 10 階講堂

令和元年９月２９日（火）１３時３０分

テーマ：扉の先に見えた世界～どこの芝生も青く見える私たちが、小さな変化を伝えます～
福岡市子ども総合相談センター子ども相談課

思春期ひきこもり支援フォーラム担当

未来福祉フォーラム
令和元年１０月５日（土）１３時 30 分
大野城まどかぴあ多目的ホール

講師：谷口仁史氏（NPOＳ.Ｓ.フェイス代表）

テーマ：子ども支援におけるアウトリーチの有効性と重要性について
令和元年度「不登校を考える学習会」
テーマ：不登校支援の輪を広げよう
～不登校を難しくしているもの～
令和元年１１月２３日（日）講 演 14 時～
小郡市人権教育啓発センター 大集会室

講師：ぼちぼちの会会長 木村素也

「親の会」の講演会報告
令和元年 12 月 14 日（土）14 時から東京大志学園福岡校薬院校舎で「親
の会」の講演会を行いました。
テーマ「不登校に悩む保護者サポート」講師：ぼちぼちの会会長木村素也
こども教育支援財団主催 教育シンポジュウム
令和２年２月１１日（火・祝）１４時から
こども教育支援財団福岡分室大ホール

参加者７1 名

テーマ：
「不登校生徒の進学におけるさまざまな進路選択について」
講師：ぼちぼちの会 会長 木村素也
内浜校区青少協 講演会
令和２年２月１４日（金）１９時２０分から
福岡市立内浜公民館 講堂 参加者 51 名
テーマ『不登校ってなあに』

講師：ぼちぼちの会 会長 木村素也

不登校の問題を社会問題ととらえ地域の教育力の向上を目指す。
京都郡学校保健会保健主事会・養護教諭部会合同研修会
令和２年２月２０日（木） 14 時 30 分
サングレートみやこ ２階視聴覚室

参加者 40 名

講師：ぼちぼちの会 会長 木村素也
テーマ：不登校の何が問題なのか ～養護教諭としてのかかわり方～
その他
福岡市内および近郊の小中学校の職員研修会、不登校生の保護者の会や関連する団体の研修会、通信制

高校の職員研修会の講師など交流や講演などの活動を行った。
合同相談会「仕組みもわかる合同相談会」～夏～

カウンセラーとして参加

令和元年７月２１日（日） 11：00～福岡ファションビル ７F（大ホール）
合同相談会「仕組みもわかる合同相談会」～秋～
令和元年１１月１７日（日）

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）

１３．卒業式等
第一回おしごと紹介イベント
令和元年８月２３日（金）13 時

福岡国際会議場

4 階小会議室

一般社団法人 福岡市技能職団体連合会主催
「第一学院高校生に対する夢授業」
令和和元年７月９日（火）１０時～ 第一学院博多キャンパス
テーマ：
「人生は選択の連続」

講師：ぼちぼちの会 会長 木村素也

卒業式などに参加しました。
平成３１年３月 ８日

(金)

平成３１年３月１０日（日）
平成３１年３月１２日

(火)

星槎国際高 等学校卒業証書授与式
神村学園高等部福岡学習センターの卒業式
第一学院高等学校卒業証書授与式

平成３１年３月２８日（木） 「Flin」の卒業式と最後の「しゃべん会」
平成３１年４月１０日（水）

星槎国際高等学校入学式

１４．その他
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/

