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発行 べんぽすた 

ありがとう №200 

「さらなるつながりの結節点に… 

200号発行にあたって」 
  

吉田 千秋(べんぽすた顧問・元岐阜大学教授(哲学者) 

 とうとう200号ですね。編集にあたってこられた

皆さん、ありがとうございました。 

 この通信は、親の会で話されたことをまことに

丁寧に、的確に伝えていただき、多くのかたがた

をつなぐうえで大きな役割を果たしてきたと思い

ます。 

 いま、新しい貧困の広がりが渦巻き、若者をはじ

め多くの人たちが、仕事もままならず、まことに

生きづらい状況にあります。 

 それを打開する根本は、私たちのつながりを広く、強くすることでしょう。 

 この通信が、さらなるつながりの結節点になることを願っています。 

200号記念講演会＆懇親会のご案内 
■日時 6月6日(日) 10:30～3:00(10:00～受付) 

■場所 岐阜市文化センター展示室 

■講師 松本訓枝さん(県立看護大学講師) テーマ 「不登校親の会の役割」 
200号を記念して、講演会と懇親会を計画しました。父母の皆さんをはじめ、各地で不登校に取

り組んでおられる関係者の方、これまで支援をいただいてきた皆さんと有意義な交流の場にした

いと思います。また当日は、これまでの「通信」をまとめた記念ダイジェスト版を皆さんにお持ち帰り

いただけるように現在、準備を進めています。講演終了後は、参加者の皆さんとの懇親会も計

画していますので、多数の参加をお願いします。詳細は、次号にてお知らせします。 



子どもは未来の人…子どもから学ぶ不登校 最終号 中川 健史 

 16年と８カ月｡毎月、毎月積み上げて、この通信も「200号」を迎えました。この通信は、毎月の「例

会」で話し合われたことを参加できなかった人…当時でも、そして今でも子どもさんの状態や家庭の事

情によっては参加したくてもできない人がおられるわけです…にも伝えたいということからスタートしましたか

ら、それと同じくらいの「例会」が開かれてきたということです。プライバシーにも配慮しながら、お一人、お

ひとりの発言をていねいにまとめてお伝えしてきました。今それらを読み返してみても、あちこちに珠玉の言

葉がちりばめられています。 

 その言葉の一つひとつは、「まさかわが子が不登校に！」という驚愕からスタートして、尐しずつわが

子の辛さ、苦しさを理解し、寄り添っていこうと努力することと、自身の中に何十年という歳月の中で刷り

込まれてきた価値観を転換していくという困難な作業を並行しておこなっていくという道のりの中で発せら

れた言葉なのです。そして、その途中、途中に同じような体験、経験をされてきた他の人たちとの出会い

があり、そこでお互いに支えあう関係が生まれ、いつしか親自身の人への信頼、自信の回復へとつな

がってきました。その小さな、小さな蓄積と変化が、間違いなく、一人で苦しんできた「わが子」にも、『暖

かい風』として毎月、毎月届けられてきたと思うわけです。 

 「親の会」とそれを伝える「通信」は、そんな風に役立てられてきました。それが知らず知らず、今の

社会の中で最も求められ、必要とされている人々のつながりの姿ではないかと思ったりするわけです。 

 通信の毎月の編集作業、印刷、発送の作業は、多くの皆さんの努力と協力で続けられてきました。

それもこれも、通信を待っておられるお一人おひとりの顔が背後にあることがその原動力になっていたこ

とは間違いありません。何かをしてあげる、してもらうという一方通行の関係ではなく、まさに「お互い様」と

いう言葉は、このためにある言葉のように思います。この積み上げられた200に及ぶ「通信」が尐しでも励

みにしていただけたのなら幸いです。そして、これまでご努力いたたいた皆さん、ありがとうございました。 

「べんぽすた」と「ポポロ」の協同…201号からは新たな一歩の始まり 

 さて、次回201号からは、装いも新たに「べんぽすた・ポポロニュースレター」としてスタートします。時あ

たかも「子ども、若者育成支援推進法」が成立し、国も地方も、これまでの教育、福祉、雇用、医療

などの縦割り行政を越えて「支援の総合化」「包括的支援」に取り組む方向を打ち出しています。それ

は例えば不登校問題ではスクールカウンセラーを、就労問題ではキャリアカウンセラーを配置すれば解

決するものではないことが、関係者の中でもうすうす分かってきたからではないかと思っています。そして、

そうしたことに早くから気付き、実際に取り組んできたのは、本当に困難な状況の中で子ども、若者に寄

り添ってきた私たちも含む民間の団体、NPOだと思います。これは、決して手前みそではなく、全国的に

もそうした支援の先導を担い、経験の蓄積をしてきているのは(おそらく)そうしたところしかないからです。  

 不登校に取り組んできた「べんぽすた」と若者支援に取り組む「仕事工房ポポロ」の通信を通した新

たな「協同」が、子ども、若者のしあわせにつながることを願って、僕ももうしばらく努力したいと思ってい

ます。人手の問題、財政の問題など課題は山積ですが、皆さんのお力をお借りしながら新しい一歩を踏

み出します。今後ともどうかよろしくお願いいたします。 

出会い、交流、そして新たな人々の関係を紡いできた「べんぽすた通信」 



子どもたちへのメッセージ…べんぽすた通信200号に寄せて 

不登校の我が子たち(5人のうち4人まで

が不登校経験有です。)と日々を過ごし

てきて思った事は、諦めない限り希望の

光はあるという事です。私にも色々あり

ました。でも大勢の人達にささえられてこ

こまできました。大丈夫、あなたは一人

じゃないからね。 

 本田千代美„郡上市‟ 
精神的な障害を持つ若い人の多くは、イジメ

の経験を持っています。小、中学生時代にク

ラスメイトなどに、イジメられたことが発端

なって体調を崩したり心の具合が悪くなり、

登校自体が難しくなり、それがまた心の負担

となって心身ともに不調になるのです。 

イジメは単にイジメですむ問題でなく、その

人のその後の人生に多大な影響をあたえて

います。 人間というものに対して、自己に対

して信頼がもてなくなる最大の原因になって

いるのではないでしょうか？ 

                  男性„岐阜市‟ 

200号を記念して、多くの方からメッセージをお寄せいただき、ありがとうございました。手元に

届いた分をご紹介させていただきます。引き続き、201号でも紹介させていただきたいと思います

ので、締め切りは過ぎましたが、次号にはまだ間に合います。「子どもたちへ伝えたい私からの

メッセージ」…まだ、まだお寄せください。お待ちしています。 

FAX(058-337-0728)かメール(アドレスは表紙に記載)でお願いします。 

誰もが「ヘルプ」と「ノー」が言え、それに応え

てくれる人がまわりにいるような世の中にし

ていきたいですね。皆さんは、その先頭に

立っているのです。だって不登校というかた

ちで、今の学校・社会のあり様に異議申し立

てをしているのですから…。 

そんな皆さんに、僕が大切にしている二つの

言葉を贈ります。 

「明けない夜はない」 

「厳冬は、春の花々を育てる」 

加藤 久雄 



「人間はうそをつくから嫌いだ。動物はうそ

をつかない。だから僕は動物のお医者さん

になるんだ」といった不登校の男の子がおり

ました。君がやりたいことをやろう。そうした

ら君も回りも元気になるよ。 

                   星 融 

早いものでべんぽすたでお世話になった長

男も今年２６歳になりました。１３年前、将来

長男はどうなってしまうのか不安だらけの

私に、『○○くん„長男‟は、いつもありがと

うと言ってくれて嬉しいわ』と言葉を掛けて

いただいたことは本当に本当に感謝です。 

べんぽすたで出会えた皆さんに親子共々

育てていただきました。 おかげさまで今は

とても穏やかな毎日を過ごしています。 お

世話になった皆様おりがとうございます。 

子どもの不登校には誰もが悩み苦しみま

す。私は、まずこのことをしっかり受け入れ

たいと思いました。 人や物のせいにしても

何も解決しませんからね。 

夫婦の会話は毎日欠かせませんでした。

お互いを攻撃することはやめましょう。 

あせらずあわてず子どもを信じ好きなよ

うにさせました。そして必要以上に子ども

に注視しないように努力し、また自身のス

トレスを発散する為にあえて自分の趣味

を増やし友達とおしゃべりを増やしました。

話すことは、気持ちを楽にしますね。  

 べんぽすたは心の支えでした。悩み苦し

むのは、人の一生のほんの短い時間と言

い聞かせ、必ず灯りが見えると信じていま

した。 

悩まれてる皆さん、きっと時間が解決にし

てくれまた 決してマイナスな時間ではあ

りません その間自分が楽しむ時間にし

て、子どもが行動することを待ちましょう 

                    女性  

わたしは５０代半ばの今、学ぶことがとても楽しくなりました。 

新しいことを知るたびに、ワクワクしてきます。「もっと、頭もやわらかく、心もみずみずしい子ども

時代に体験できていたら・・・」と悔やまれますが、学校時代の勉強は、点数と競争でとても息

苦しいものでした。学校へ行かないことを選択された皆さんは、きっとわたしのようなおばさん

になる前に、本来の学びや心の豊かさを得られるのではないでしょうか。誇りを持って、前を向

いて進んで下さい。 

                    加藤 郁代 



「がんばって」と口にしようとして、心がゆれる

のをいつの頃から感じるようになりました。 

この言葉があいてに負担を与えてしまうでは

と、恐れを抱くようになっていたのです。 そし

て次第にこの言葉に距離を置くようになって

いました。 

しかしあるとき、『Good luck』も「がんばって」

と知り、気持ちが楽になりらした。 それまで、

私の中での「がんばって」は「Dｏ ｙｏｕr bｅｓｔ」

だっだのです。 新たな出会い「Good luck」に

私のこころは開かれ救われました｡ 

                    女性 

「べんぽすた」から離れて４年ぐらいた

ちますね。「べんぽすた」に来てた子ど

も達がどんどん元気になって、楽しく

笑っている姿が一番の思い出になり、

目標に進んで行く姿ですね。 自分自

身も当事者に何回も助けてもらい感謝

してます。 この経験で、自分の心の中

で思ってることは、「やるだけやってみよ

う、ダメならもう１回チャレンジしよう」

と。 

                    男性 

おなかのそこから「いやだ」とか、「な

んで？」とかやたら言わないのが「成

長」だとされていると、子どもは子ど

もでいられない。「じぶん」は「じぶん」

なのに、こころとあたまとがバラバラ

にされたりする。そんなとき、「じぶん」

のためにたっぷり時間を使う。これ、

ちっともおかしくない。   

小木曽 眞司 

｢手紙 拝啓十五の君へ｣というアンジェラアキの歌をご存じですか。最近では中学校の卒

業式でよく歌われているようです。「今 負けそうで 泣きそうで 消えてしまいそうな僕は 

誰の言葉を信じ歩けばいいの」との問いかけに始まる。私も息子が十五の時、コミュニケー

ションが途絶えた経験をした。息子を下支えすることに徹して克服でき、今では息子は自立

の道を歩み、コミュニケーションも回復した。この歌の中にヒントがある。｢自分とは何で、どこ

へ向かうべきか、問い続ければ見えてくる｣とにかく一度この歌をいっしょに口遊み、この歌

の力を感じとってほしい。    

       ペンネーム しんせい 



 今、不登校で苦しんでいるあなた！きっといろいろな環境(学校、先生、友達、

家庭etc‟に、不信感を抱き、学校へ行けなくなったのでしょう。人それぞれ理

由は違うと思うけれど、今はじっくりと休んで、好きなことをやり、エネルギー

を蓄えて、そして少し元気が出てきたら、いちばん話せる人、誰でもいいから

自分の今の気持ちをぶつけてみて～。きっと楽になるよ。 

 自分にとって一番信頼できる人に寄り添ってみたら、励まされたり、共感し

てもらう中で、何か自分に自信がついてくるものがあると思うよ。とにかく自

己否定せず、今の自分でいいんだ！私はこんなことができるんだ！ここにいて

いいんだ！誰かの役に立っている！愛されている！なんて私は素敵なんだろう！

と自分を好きになってください。 

 そして最後に言えることは、あなたはひとりじゃないっていうこと！家族がい

つも見守っていくれているよ。とても大切に思っているんだよ。今のあなたで

いいんだよ！と心から叫んでいるんだよ。そしてあなたが何かに気づきいつか

自ら歩き出すことを信じているんだよ！ 

 焦らずゆっくり一歩一歩、歩んでいって下さい。今は雨でも、いつかは晴れる

からね。  

 „ペンネーム カヨリン‟ 

私が小学生の頃にいじめを受けた時、何故私が受けるのだろう? 

行動がゆっくりだから? おとなしすぎるから? と自分の悪い所を探しま

した。 

上の子が小学校で、いじめを毎日のように受けている時、先生に「ど

うしていじめられるのでしょう?」と聞くと「幼いしぐさがあり、小さいイ

メージがあるからかもしれません」と答えられました。下の子は、下校

途中で「一つ上の子にいじめられた」と帰った時「僕の何が悪いのだろ

う」と言いました。とかくいじめを受けると、自分の何がいけなかったの

か探しがちです。あるとき、尾木直樹さんの講演を聞きました。話の中

で、「いじめる人がいなければ、いじめられる人はいない」という言葉に

とても納得しました。あたりまえのようですが、いじめるという行為がい

けないのです。時には“成績がとても優秀”とか、良いところのはずのこ

ともターゲットになったりするのです。 

人はみんな長所も短所も持っていて、そんなでこぼこが入り組んで

魅力的なのです。だから、どうかうつむかないで、胸を張っていてくだ

さいね。 

Smile Again 



【あなたへ】 

 わが家には、小２から休みだした子、中２から

の子、保育園年長からの子の3人がお家で

育っています。   

子どもが休みだして、しばらく経った頃、思い

出したことがあります。「そういえば私も学校

に行きたくなかった」と。あの頃、小学校を辞

めて映画監督である父親のアフリカの撮影旅

行ついていけた 羽仁未央さんがとても嬉まし

かったです。  

 1学期中に何日も風邪で休んだのは今から

思うと、私の心と体を休ませ、守るために体が

熱を出してくれたのですね。学校時代はどの

学年の学期でも数日は休んでいました。 

 いじめられたことも良くありました。 ゲタ箱に

入れたはずの靴が無くなったり、下校途中に

石が入った雪玉を投げつけられたり、クラスの

みんながいる前でなじたれたりなど、いろいろ

ありました。 今のような悪質ではないにしても

ひどく悲しくて辛くて、良く泣いていて学校が

楽しいなんて思ったこともありませんでした。 

放課後、友達と会わないために遠回りして帰

るときが一番ホッとしました。 

 そんな状態でしたからみんなが泣いている卒

業式は、いつもとは反対にニコニコしてました。 

 高校生のある時、新聞に６０代の女性の投稿

が載っていました。 

「人に対してひどいことを言ったり行動した人

は、いつか必ず自分に返ってくる。私はそんな

場面をたくさん見てきた」とありました。私は

「へえ～そんなこともあるかしら？」と思ってい

ましたが、子どもの親にもなって、今になると

本当にその通りだなという場面がいくつもあ

りました。 

そんな時は、ひどい仕打ちをした立場でなく

本当に良かったと思います。 

【いじめらてるあなたへ】 

あなたは今までもう充分頑張ってきていま

す。「強くなれ」という人の事はほうっておい

て、自分の体が壊れてしまう前に、どうぞ逃

げてください。とにかく逃げてください。 

【不登校で悩んでいるあなたへ】 

 どうぞ自分を責めないで下さい。あなたは

何も悪くないです。一日中パジャマでいよう

と、ずっとお風呂に入ってなかろうと、ゲーム

ばかりしていようと、夜起きて朝寝ていよう

と、とにかく誰よりもあなた自身に必要な時

間をゆっくり過ごしてください。 

 中学生の時、周りに自殺する人が続いたの

でアンケートが配られました。私は正直に「何

故、何のためにいきているかわからない」と

記入したら職員室に呼び出され、担任から

「そんなことは考えなくてもいい」と答えはも

らえませんでした。 

 ずっと心の中に残っていましたが、最近テレ

ビの向こうから答えをもらいました。 「ひと

は生き抜くために生きている」と。 

 あなたも私もお互いに無理をしない『自分

の人生』生き抜きしましょう。 

福山 敦子„養老町‟ 



孤独を感じても今の自分を受け入れ難い

だろうが、受け入れる様になっていこう。

少しずつででいいんだよ。 

いつか光が見える時が必ず来る。 そのと

き、いい思い出にかわる。 

今井 信行„岐阜市‟ 

２百号にのぼる『通信』を通して不登校で

苦しんでおられる当事者の方の支援とと

もに教育のあり方、社会のあり方、ひいて

は生き方、そのものについても皆で考えて

いく大切さを学ばせてもらうことができま

した。感謝してます。 

                    女性 

85歳の老人です。戦争がやりたい国の権

力者たちに引きずられて、20歳まで無駄

な人生を送りました。くやしいです。いま

平和のようですが、うまく理由をつけて、

戦争をやりたい人がやっぱりいます。だま

されないように。 

 鈴木頼恭 

今、あなたが学校に行けないのは､少し

も悪いことではない。行けないなら、学

校に行っていてはできないことをいっ

ぱいやってみよう。きっとそれが未来に

つながるよ。大丈夫、あなたはあなた

のままでいい。  

 ペンネーム ミケネコ 

長い人生には、悩むことが次から次へと

やってきます。今悩んでいることは、長い

人生の中ではほんの些細なことにすぎ

ません。あの時、こんな小さなことで悩

んでいたのかと、10年後、20年後には

思うでしょう。でも今悩んでいることは

決して無駄なことではないのです。     

  ペンネーム くるみ 



べんぽすた談話室の4月 
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ひきこもり支援
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31 4/1 

フリースペース 

2 

フリースペース 

べんぽすた 

運営部会 

10:00～12:00 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

ダンボールコン

ポスト基材詰め

作業 

9:30に集合 

この日のフリー

スペースは休み 

7 8 

フリースペース 

9 

フリースペース 

 

 

10 

べんぽすた 

親の会例会 

午後1:30～ 

ダンボールコン

ポスト講座 

ハートフルG 

午後1:30～ 

11 

 

12 

哲学カフェ 

4月例会 

午後7:00～ 

ふれあいの家 

運営委員会 

10:00～12：00 

ポポロ三役会 

13:00～15：00 

13 

フリースペース 

14 15 

フリースペース 

16 

フリースペース 

 

 

 

17 

18日のフリー

マーケットの準

備をします 

 

 

18 

ひきこもり支援

全国集会 

実行委員会 

Pm1:30～4:30 

北部コミセン 

19 

ダンボールコン

ポスト説明会 

午前１０:００～ 

20 

フリースペース 

21 22 

フリースペース 

 

 

23 

フリースペース 

 

 

24 

積み木 

ワークショップ 

午後1:30～3:00 

 

25 

アースディ岐阜 

に参加します! 

10:00～17:00 

岐阜駅前広場 

 

26 27 

フリースペース 

28 29 昭和の日 30 

フリースペース 

べんぽすた＆ 

ポポロ通信 

印刷・発送 

5/1 

 

 

■太字の行事は、すべて「ふれあいの家・長良」が会場です。

その他は、それぞれ場所が記入してあります。詳細は、問合

せください。 

■フリースペースは、午前11時～午後3時です。 

えがお市の

フリーマー

ケッ トに 出

店します!! 

長良公園 
9:00～3:00 



第6回 社会的ひきこもり支援者全国実践交流集会in岐阜 

開催に向けた準備を開始 

実行委員会準備会 3月28日(日) 午後1:00～ ふれあいの家・長良2階 

 

第1回実行委員会 4月18日(日) 午後1:30～4:30 

岐阜市北部コミセン 2階 音楽室 

第一部 

講演 ひきこもり・ニート支援の現状と課題 山本耕平さん(立命館大学教授) 

第二部 

実行委員会   ① 顔合わせ ② 実行委員会体制の確立  

③ 当日までの日程の確認 ④ 会場の確認 

⑤ 集会の意義・内容の検討 ⑥ 呼びかけ・後援依頼 

⑦ その他    

実行委員会は、単なる「集会」の準備にとどめることなく、この準備を通して、① 子ども、若者理解

を深め、② 親、家族が希望が持て元気が出るものにすること、③ 多様な支援ネットワークの広がり

をつくっていくこと、④ 全国の実践から学び、「集会」後の岐阜の地における子ども・若者支援の力

量アップにつなげることなどを願い、大変だけれども楽しみながら進めたいと思っています。せっかく

の機会です。皆さんの実行委員会への参加を心から呼びかけます。 

第1回和歌山 

2006年 

第2回東京 

2007年 

第3回京都 

2008年 

第4回北海道 

2009年 

第5回長崎 

2010年 

第6回岐阜 

2011年2月5日～6日 

から バザー用品提供のお願い 

チャリティーバザー 岐阜えがお市 in長良公園 が開催されます。 

日時 4月18日(日) 午前9時～午後3時 (実行委員会の日と重なるのですが…) 

ポポロの若者たちが不用品バザー出店の準備を進めています。皆さんのご家庭に眠っている

家庭用品、雑貨類がありましたら、ぜひ、ご提供ください。…タオル、食器、贈答品などなど。 

当日は、元お笑い芸人(今もそうか?)の岩田がん太さんが、紙芝居? 顔芝居?を持参して、一

芸パフォーマンスを披露しながら、ポポロの若者たちの販売を手伝ってくれる予定です。 

提供品は、届けていただければ大変にありがたいですが、連絡いただければ、こちらから受け

取りに参上します。 ℡058-337-0701 (仕事工房ポポロ) 担当 宮部までお願いします。 


