
         令和３年度（2021）年度『ぼちぼちの会』の活動内容や実績        

令和４年３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。 

今年度は新型コロナの感染症の変異株出現など依然としてコロナ禍での自粛や制限が多く制約を受け

ながらの活動となり、当初予定していた活動が十分できませんでした。人が集まり、繋がることによって

支えあう私たちの活動にとっては大きなハンディになったことも否めません。来年はさらにオンライン

や電話相談など、活動を工夫しながら内容を充実させていきたいと思います。 

 

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。（８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：令和３年１２ 月 ４日（土）13 時半から 15 時半 

◎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．令和 3 年度 ぼちぼちの会学習会・交流会 

◎日時：令和４年３ 月 １９日（土） 13:00～15：00 

 ◎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：福岡若者サポートステーション （杉園真弓・吉浦和人） 

「若者支援の現状」～若サポの関わり～ 

第２部：参加者同士の交流・情報交換    など 

４．令和３年１１月１４日(日)今宿野外活動センター 第２営火場で巻き割り・火おこしやかまどつくり、

草木染、焼き芋、バーベキュー、空き缶での炊飯やかまどでのクッキングなど紅葉の中、秋の１日を楽し

みました。参加者は約２０名であった。 

 

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３年１２

月１８日（土）１３時３０分からに当仁公民館で実施。保護者・生

徒２４名参加。 



 

６．第２１回高校見学会（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台などで見学予定）令和３年７月７日(水)計画。（新型コロナ禍で中止） 

７．「よりそいネット」令和３年６月福岡市中央市民センターで「ふくおか不登校フォーラム」に参加計

画。（非常事態宣言下で中止） 

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）  

第２２回 通信制・単位制等高校合同説明会  

令和３年６月１４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２３９名  （事前申し込み・人数制限など感染対策を実施して開催） 

【参加者内訳】第 1 グループ教員６名／生徒（中・高生）33 名／保護者 46 名／行政関係 1 名／関係

者・その他 25 名第２グループ教員 18 名／生徒（中・高生）50 名／保護者 52 名／行政関係 1 名／関

係者・その他 7 名（過密を避けるため事前申し込み・２部制で実施） 

※参加校 福岡市内中学校 ４１校  福岡市外中学校 ２９校 合 計 ７０校   

 

第２３回 通信制・単位制等高校合同説明会  

令和３年９月１３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 ２５３名 

【参加者内訳】教員・学校関係（SSW など）18 名／生徒（中・高生）76 名／保護者 131 名／行政関

係６名／関係者・その他 22 名 

※参加者在籍校 福岡市内中学校４５校  福岡市外中学校３４校   計７９校 

 

９． 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。 

１０．各種の研修会・学習会に参加。 

ステップアップスクール当仁研修会   （２２名参加） 

令和３年１１月４日(木)１９時 当仁中学校図書室 

講師：「ぼちぼちの会」会長 木村 素也 

講演：『 「学校に行けない」とはどういうことか 』 

ステップアップスクール当仁研修会   （２５名参加） 

令和４年１月２７日（木）１９時 (zoom にて実施) 

テーマ：スクールカウンセラーから見た子育て 

講師：講 師 ：武部 愛子 先生 福岡こども短期大学 教授 福岡市教育委員 臨床心理士 

（蔓延防止期間のためオンラインにて講演会を実施） 



令和 3 年度ひだまりの会学習会（１） 

令和３年 11 月 25 日（木） 19:00 から 20:30  福岡市立内浜公民館２階地域団体室 

アンガーマネジメント入門講座２０２１年度版 

講師：第一学院高等学校 河野有美先生 

令和 3 年度ひだまりの会学習会（２）（今回は会場とオンラインの併用で実施） 

令和４年 2 月 24 日(木)  19:00 から 20:30 福岡市立内浜公民館２階地域団体室 

テーマ：「通信制高校について詳しく知ろう」 

講師：第一学院高等学校 光友亮輔 先生・河野有美先生 

令和 3 年度ひまわりの会学習会（今回は会場とオンラインの併用で実施） 

令和３年１０月３１日(日)  13：00 ～15：00  参加者１３名 

会場福岡市西区「book cafe マロン」 

講演：「なぜ子どもは「不登校」になるのでしょうか？」 講師：ぼちぼちの会会長 木村 素也 

１１.各種の研修会に参加 

令和 3 年度 公益財団法人こども教育支援財団主催 教育シンポジウム（第１回） 

令和３年８月２８日（土）午前の部（10:00～11:30）、午後の部 （14:00～15:30） 

演題：「学校に行けない」とはどういうことか  （今回はオンラインにて講演会を実

施） 

～子どもの “適切な”見つめた方と、『9 月』の支援～ 

講師：ぼちぼちの会会長 木村素也 

令和 3 年度 公益財団法人こども教育支援財団主催 教育シンポジウム（第２回） 

令和３年 11 月 6 日(土) 午前の部（10:00～12:00）、午後の部 （14:00～16：00） 

演題：「学校に行けない」とはどういうことか ～第 2 弾 保護者、教育関係者の Q＆A 講座～ 

講師：ぼちぼちの会会長 木村素也   （２５名参加） 

会場：クラーク記念国際高校福岡校３F ホール 

通信制高校・サポート校合同相談会講演会   

令和３年 10 月 3 日（日）１１：００～ 

会場：福岡ファッションビル６階ホール 

演題： 「不登校の子どもたちの高校選び」  講師：ぼちぼちの会会長 木村素也  

令和３（2021）年度「不登校を考える学習会」（第１回） 

令和２年１０月１０日（土）講 演 14 時～ 

演題：子どもの心の健やかな成長のために心がけたい大事なポイント 

～相談・援助事例から考える心理的な理解と対応～   小郡市人権教育啓発センター 大集会室   

 講師：福岡女学院大学 人間関係学部 心理学科 教授（臨床心理士・公認心理師）大迫秀樹 



令和３（2021）年度「不登校を考える学習会」（第２回） 

令和３年１１月９日（土）講 演 14 時～ （42 名参加） 

演題：不登校支援の輪を広げよう  

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  

福岡県通信制高校連絡協議会 通信制高校教職員研修会（オンラインにて実施） 

令和４（2022）年２月２１日（月）16:30～ 

講演：『 学校で困り感を持つ子どもがなぜ通信制高校を選択するのか 』 

講師：ぼちぼちの会 会長 木村素也 

フリースクール 合同説明会 講演 

令和４年年 3 月 19 日（土）午前 10 時～午後 3 時  

福岡ファッションビル 7 階 2 号ホール 

講演：「学びの場について考える～不登校支援の事例を通して～」 

講師：ぼちぼちの会 会長 木村素也   

中学校の不登校生保護者会に参加（一例） 

令和３年１１月１３日（土）１０時から１２時 

福岡市若者支援団体ネットワーク 第１回交流会 

令和３年７月９日（金）19 時～20 時 

主催：福岡市こども未来局こども部こども健全育成課」 

不登校・ひきこもり研修会 

令和 3 年６月 10 日（木）13：30～15：30   総合福祉施設シーメイト２階 研修室 

演題：【ゲーム・ネット依存とは】～ゲーム、ネット依存と不登校・ひきこもり～ 

講師：ぼちぼちの会 会長 木村素也  主催：志免町社会福祉協議会 

不登校・ひきこもり家族交流会（オンライン個別相談会） 

令和 3 年６月 10 日（金）13：00～16：00 

相談対応者：ぼちぼちの会 会長 木村素也 

令和３年度 福岡県青少年支援にかかわる人の研修会 

令和４年２月 １７日（木）9︓50~15︓40 

開催方法／オンライン形式 

主催：福岡県人づくり・県民生活部・私学振興・青少年育成局 

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３年７月１１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～    カウンセラーとして参加 

 令和３年１１月３日（日） 11：00～ 福岡ファションビル ７F（大ホール） 

令和 3 年度「ものづくりの職場めぐり」 

令和３年９月８日(水)～２８日(火) ※現地集合・解散 

福岡市内または近郊の各事業所（家具・左官・造園・理容・建具） 

主催：福岡市技能職団体連合会事務局 

 

１２．卒業式等 

例年は卒業式などに参加させていただきましたが本年度は非常事態宣言下で卒業式・入学式ともに中

止などのため参加していません。（一部オンラインでの参加でした。） 

１３．その他 

若久校区社会協議会 

障がい者を持つ親の会「ひとりじゃないよ」に志賀代表参加（毎月２回） 

通信制・単位制高等学校福岡県連絡協議会 志賀代表参加（年８回） 

福岡市立夜間中学設立のため福岡市教育委員会 政策課との打ち合わせ 

令和 3年 11月 10日  場所：福岡市立壱岐南公民館 木村会長・志賀代表参加 

福祉・介護サービス事業所・就労移行支援事業所 見学 

作業所：就労支援サポート ＭあんどＨ 

見学日：令和 4 年 3 月 6 日 場所：福岡市早良区西新 4 丁目 9 番 22 号 西新ＴＫビル 3

階 

１４。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」「フリースペースえん」、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

の会と連携して活動した。  

        ぼちぼちの会  http://bochibochinokai.com/ 

http://bochibochinokai.com/

