
　フォロが設立されて今年の 9 月で 20 年になろ
うとしています。できれば 20 周年記念のような
取り組みをしたかったのですが、現在のコロナ禍
では、20 周年記念どころではなく、フォロをい
かにして続けていくか、それだけで、てんてこま
いの日々です。
　フォロは設立以来、一貫して「当事者のつなが
り」ということにこだわってきました。その姿勢
は今も変わりはないのですが、自分たちが培って
きたことを大切にしつつも、日々、刻々と変わる
不登校をめぐる社会情勢に、いかにして対峙し、
対応していくのかが迫られています。

●きっかけと仕掛けを

　とくに、いま取り組まなければならないこと
は、関わりのきっかけと仕掛けづくりです。具体
的には、フリースクールに初めて関わる子どもや
親の相談支援体制を充実させることです。
　フォロの設立時は、学校に行かない子を持つ親
たちが、必然的につながり合ってフォロを創り、
多くの子どもや親が集うことが成り立っていまし
た。しかし現在は、教育機会確保法の影響もあ
り、不登校の子どもや親と関わるフリースクール
そのものが「多様化」しています。そうしたなか、
これまでのような、つながり集い合うスタイルだ
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つながりを大事にしつつも

けでは、関わるきっかけを持つことそのものが、
たいへん難しくなっている状況があり、支援や
サービスを供給し受けとる関係の仕掛けをわかり
やすく提示する必要性を感じています。また、関
わり始めだけでなく、継続的にきめ細やかな支援
対応ができる体制も検討しなければなりません。
　しかし、それでも、最終的にこだわる理念は、
「当事者のつながり」です。
　このつながりの仕掛けの一部分として、フリー
スクールにおける相談支援機能を充実させ、何よ
り、初めて関わる子どもや親の方が安心できる場
となるよう努めてまいりたいと思いますので、み
なさま、よろしくお願いいたします。

（代表理事・加藤直人）

フレンチのシェフとお菓子づくり（2/17）
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　冬のあいだのフリースクールの活動報告です。

・クリスマスの飾りつけ
　12 月はツリーの飾りつけとクリスマス会をし
ました。倉庫からツリーをひっぱり出し、ツリー
を組み立てていると、飾りの入っている箱から
モールや綿などを出しては「いっぱい飾れ～」と
はしゃぎながらツリーを豪華に。完成したときに
は、みんな満足げな顔で「スゲー、キラキラに
なったな（笑）」と話していました。
　クリスマス会では楽しいビンゴ大会が盛り上げ
り、当たるたびに「ビンゴきた！」と叫ぶ声の一
方で「待って待って！　ぜんぜん開けれないんや
けど」となげく声も。ビンゴのあとは、伊藤忠プ
ラスチック（株）よりご寄贈いただいたケーキと
シャンメリーを。シャンメリーを開けるときは、
みんなビクビクしながら耳を押さえており、ス
タッフがシャンメリーを持って近づくと「来るな
～！」と笑いながら逃げるメンバーも。ケーキも
シャンメリーもおいしくいただきました。

・フリースクール対抗スマブラ大会
　ふだんから連絡をとっている他のフリースクー
ルから「オンラインでスマブラ大会をしません
か」とお誘いメールが届き、子どもたちに伝え
ると「やってみようかな」と参戦することに。
1 チーム 3 人で出場するルールで、フォロからは
2 チームが参加しました。試合の当日までフォロ
で特訓。どのキャラで戦うか相当悩んでいたよう
で「これじゃ弱いかな～？　こっちもやってみる
わ」とスタッフと戦っては試行錯誤を繰り返して
試合に挑みました。
　いよいよ試合当日、2 チームともやる気満々で
対戦開始。Ａチームは奮闘するも初戦で残念な結
果になってしまい「悔しい～！」「また機会があ
れば試合をしたい」とやる気を見せていました。
Ｂチームは白熱する戦いがあり、結果 3 位に入

フリースクールから

ることができました。どちらのチームも負けた選
手を責めるのではなく「がんばったな」や「ドン
マイ、ドンマイ」と、とても良いチームワークを
見せました。優勝はできなかったけど、とても良
い経験だったのではないかと思います。

・大泉緑地公園
　前回のニュースレターにも書きましたが、月に
1 回「大泉緑地公園」へ遊びに行っています。子
どもたちはすべり台が大のお気に入りのようで、
公園に到着すると真っ先にすべり台に行きます。
ほかにもアスレチックで鬼ごっこをしたり、缶蹴
りをしたりと、すべり台以外の遊びも楽しんで過
ごしています。公園で遊んでヘトヘトで帰ろうと
すると、現地にいるネコちゃんと遭遇し、子ども
たちはメロメロに。かわいらしいネコに癒され、
あまりのかわいさに「フォロで飼いたい」と話し
出すほど。またひとつ公園に行く理由が増え、次
に行く日を楽しみに待っているようです。

・日常
　フォロでのふだんの過ごし方のなかでの最近の
トピックとしては、遊戯王ブームがあります。遊
戯王のカードゲームは、今までアニメなどで知っ
てはいるけど遊んだことがなかったようで、子ど
もたちは興味津々。まさに遊戯王世代の私が教え
ながら遊んでみると今の子どもたちも楽しかった

大泉緑地にて（2/24）
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ようで、遊びの枠が広がったようすでした。
　また、簡単にできて、しかも楽しめる『おいし
い理科実験』をしました。チョコレートと重曹を
使った『しゅわしゅわチョコ』をつくってみまし
た。ふつうのお菓子づくりも見方を変えれば理科
実験になり、子どもたちはおいしく学ぶことに喜
びを見せてくれていました。（秋月喬優）

・ＯＢ・ＯＧウィーク
　10 月と 3 月には、「OB・OG ウィーク」を開
催し、卒業生たちがなつかしい顔を見せてくれま
した。コロナでフォロまつりも行なえないなか、
年に 2 回の OB・OG ウィークを継続していきた
いと思っています。　　　　　（スタッフ一同）

　不登校について、いまや文科省も「問題行動と
判断してはならない」と言っています。「学校に
登校するという結果のみを目標にするのではな
く、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社
会的に自立することを目指す必要がある」という
ことです。親の育て方や本人の神経症の問題にし
ていた時代からすれば、隔世の感があります。
　しかし、「自立」というのは、そもそも何を指
すのでしょう？　お金を安定して稼げることにな
ることでしょうか。きちんと家事をこなせるよう
になることでしょうか？

　なるにわでは、昨年 11 月に、桜井啓太さん
（立命館大学准教授）を招いて「自立、依存、支
配」をテーマに学習会を開きました。桜井さんい
わく、自立というのは、もともと「一国のある
じ」を意味する言葉だったそうで、明智光秀も３
日くらいしか自立してなかったそうです。99％
の人は、依り合って、おたがいに依存して生きて
いる。それなのに、近代社会では依存がダメなも
のとされて、自分で自分をコントロールしないと
いけなくなった。いわば、自立へと追い立てられ
ている。しかし、それが行きづまっているから、
多くの人が生きづらくなっている。自分をコント
ロールして、「自立」して生きようとするなんて、
土台無理な話で、むしろ依存を復権させることが
必要ではないか、というようなお話でした。

自立って何でしょう？

　たしかに、依存していない人なんて、どこにも
いないのだと思います。「自分は自立している」
と思っている人は、大きなかんちがいをしている
のでしょう。問題は、関係のあり方なのだと思い
ます。桜井さんも、依存が支配になってしまうの
は問題で（アルコール依存や薬物依存、共依存な
ど）、何に支配されているのかを問うていかない
といけないと言ってました。
　とはいえ、どう生きていったらいいのか、理想
論にすぎるのではないかなど、いろいろ疑問も湧
くことと思います。学習会でも、いろんな質疑が
あって、活発な議論がありました。学習会の内容
は、なるにわのサイトにアップしていますので、
よかったらお読みください。

　おそらく、コロナによる社会経済的な影響は、
これから本格化していくのだろうと思います。厳
しさを増す社会状況のなかを、個人ががんばって
能力を高めて生き抜こうとするよりも、どう支え
合い、依り合って生きていけるのかを考え合って
いくことが大事になっているように思います。そ
ういう対話の場を、地道につくっていきたいと思
う、このごろです。　　　　　　　（山下耕平）

学
習
会
の
よ
う
す
（
11
／
25
）



Foro News Letter　第 55 号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 3 月 17 日（水）

4

　緊急事態宣言発令中、親の会（ほっとサロン）
は Zoom で開催しました。参加された方々にご
意見を寄せていただきました。　（里中和子）

・もともと家で仕事をする私と、不登校からひき
こもりになった息子（高１の学年）の暮らしは、
コロナの影響は少なく相変わらずです。ただ昨年
の一度目の緊急事態宣言のとき、私自身も近所へ
の買い物以外は外出をしていなかったため、その
後はじめて電車に乗って出かけたとき、すごく緊
張しました。感染を気にしてではなく、たんに人
がわらわらといることに怖さを感じたのです。息
子は調子に波があり、なかなか外に出られないと
きもあります。ひさしぶりに外に出るって、こん
なに怖いんだ……。想像して思いやることと、自
分で体験することと、実感がこんなにもちがうの
だと身をもって感じた出来事でした。（はにわ）

・不登校を経験していたので、生活はそんなに変
わりはない。でも時間があるぶん、娘は塗り絵に
ハマったり、小学校のころ読んでいたハリーポッ
ターをゆっくり読み返し、以前と感じ方が変わっ
たり、映画より、物語の世界のほうがずっとおも
しろいことに気づくこともあったようだ。息子は
毎日飽きもせずアニメの絵を描いたり、ピアノを
独学で練習して何曲も弾けるようになった。娘や
息子の素敵な作品を見せてもらったり、聴かせて
もらったり、親もとても楽しませてもらえた。コ
ロナがなかったら、こんな経験はできなかったか
もしれない。（ピース）

・人となかなか会えないなど、マイナスのことば
かり考えるとしんどいけれど、やったことのな
かった Zoom をやれるようになったり、プラス

のこともありました。子どものことも、できない
ことを数えるより良いことを数えると気持ちが楽
になるかもしれません。パソコンが得意だ、料理
が上手だ、今日はご飯を食べられてよかった、お
風呂に入れてよかった、会話をできて良かったな
ど、一つ良いことがあれば、元気になれます。
（やっちゃん）

・コロナ禍でも、生活そのものに変化はなかった
ですが、強い緊張を感じていました。生きている
と今回のように外側から、そして内側からも、い
ろんなことが起きてきてしんどくなり、自分を見
失いそうになりますが、社会資源も使い人とゆる
やかにつながりあいながら、その時その時に何が
大切かを自分に問いながらやっていきたいです。
（Ｃ）

コロナ禍で感じたこと
～親の思い～

カプラでギリシャの都市出現！（2/15）

ベイブレード！（2/16）
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縁がわスペース再始動
　コロナの影響で、縁がわスペースの活動をずっ
とお休みしていました。年明けから少しずつ企画
を再開。と同時に、新しい事柄へのチャレンジと
なりました。

　１つ目のチャレンジは、オンラインでのイベン
ト「ひといちばい敏感な子（HSC）学習会」開催
です。計画しはじめたころは、フォロにて少人数
での開催を考えていましたが、緊急事態宣言が出
される状況になり、Zoom で行なうことにしまし
た。利用が初めての参加者も、この日のために各
自で設定などしてくださいました。子育てハッ
ピーアドバイザーの守安あゆみさんから、画面ご
しですが、参加者一人ひとりに応援メッセージを
いただくかたちとなり、かえって良かったのでは
ないかと感じました。また、告知のためＳＮＳな
どに投稿する画像を、フォロのＯＧにつくっても
らったことも、今までにないことでした。

　２つ目のチャレンジは、フリースクールによる
縁がわ企画です。これまで近隣のフリースクール
に呼びかけていた体育館企画を、縁がわでも呼び
かけることで、フリースクールに入会していない
人やフォロのＯＢなども参加できるようになりま
した。

　３つ目の大きなチャレンジは、お菓子づくり体
験＆販売体験です。フォロの近くにある「ル・ク
ロ・ド・マリアージュ」というフランス料理店で
は、放課後等デイサービス「ル・クッカー」など
福祉の取り組みをされていて、地域のフリーペー
パーを通して出会いました。今回は、フレンチの
阪本シェフとル・クッカーのＯＧにマカロンづく
りを習い、実際に販売するものを、ル・クッカー
とフォロの子どもたちがいっしょにつくりまし
た。フリーペーパー「天満橋おさんぽの友」のイ

ベントに参加し、京阪シティモールで、ともに販
売体験させていただくことができました。計画か
ら終了後まで、ル・クッカー責任者の瀧幸子さん、
おさんぽマーケット主催者の西山舞さんはじめ、
本当にさまざまな方が見えない部分も支えてくだ
さり、実現に至りました。初めてのコラボ企画、
反省点もいろいろありますが、終わったときの子
どもたちの満足そうな顔が忘れられません。

　４つ目のチャレンジは、中央区子どもの居場所
フォーラムへの参加です。ここ１年くらい、もう
少し地域との関わりを増やそうと、大阪市中央区
社会福祉協議会での「中央区子どもの居場所連絡
会」に参加してきました。そこでフォーラムを行
なうことになり、フォロのメンバーがパフォーマ
ンスに出演しました。E テレ「バリバラ」ＭＣの
レモンさんや、他の居場所の子どもと共演する貴
重な機会もありました。

　どのチャレンジも、関わるみなさまのご厚意
や、力を貸してくださることで成り立っていき、
共通の想いを持つことの大切さを痛感していま
す。本当に感謝申し上げます。今後もチャレンジ
は続きますので、おぼつかない点も多々あるかと
思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

（中嶋千賀）

フレンチのシェフとお菓子づくり（2/17）
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◎ください！
・郵便書簡、切手、長３封筒、Ａ４カラー用紙、養生

テープ、のり・ボンド類、両面テープ、輪ゴム、単３・

単４電池 etc...

・手提げ金庫、掃除機、ホワイトボード用のペン（黒・

青）とイレイザー

・消毒用アルコール（手指用、キッチン用）手洗い洗剤、

食器洗い用洗剤、トイレ洗剤、トイレ掃除シート、ト

イレットペーパー、使い捨て手袋

・ティッシュ、ゴミ袋（45L）、クッキングシート、紙皿、 

紙コップ、食品用ラップ、スリッパ、防音マット etc...

・個包装のお菓子、パスタ、お米

・マンガ『とびだせどうぶつの森はりきり村長イッぺー！』

『ハンター×ハンター』『風都探偵』『リーダー伝タケシ』

・スマブラ（Switch 版）、プレステ５（言うだけ言うてみます）

いつも、この欄に「ください！」とお願いすると、いろんな

方が物資を届けてくださり、ほんとうに助かっています。

「大阪市地域こども支援ネットワーク」や「こどもの
居場所サポートおおさか」など地域の社会福祉協議
会を通して、コロナ対策備品や食糧など、たくさん寄
贈いただきました。お金だけではなく支えていただいて

いること、ありがたいかぎりです。感謝申し上げます。

＊

　Amazon の「ほしい物リスト」を公開し

てます。よろしければ、こちらもぜひ、よ

ろしくお願いします。
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◎ボランティアさん募集してます！
　ボランティアさんの手が足りていません。20 歳以

上で、フォロの趣旨に賛同いただける方、募集してま

す。くわしくは電話かメールにてご連絡ください。

総会のご案内
　新型コロナウィルスに翻弄された今年度も、ま
もなく終わろうとしています。まったく悩ましい
毎日で、活動が制限されたことも多々あります
が、それでも無事、人が集まる活動を続けてこら
れたことは、ありがたい（漢字で書けば、有り難
い）ことだと切に思います。
　経営的にも、一時期はどうなることかと思いま
したが、コロナ関連の各種補助金で、しのぐこと
ができました。問題は来年度、ですね。なんとか
乗り切っていきたいと思っています。そこで、総
会のご案内です。

日　時　6月 13 日（日）13 時～ 16 時
場　所　フォロ

　ＮＰＯ会員でなくても、オブザーバー参加は可
能です。昨年につづき、今年もフォロまつりは開
けませんが、フォロの存続に向けてコロナ禍を乗
り切っていく知恵を出し合えればと思っていま
す。ぜひ、ご参加いただければと思います。

（山下耕平）

お
い
し
い
理
科
実
験
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）


