
 

 

 

 

札幌 YWCA 
 

 

フォローアップスクール 
 

学校に通うのがつらくなっちゃったら、 

ちょっと寄り道して元気を取り戻しましょう。 

いろいろな人に出会い、いろいろなことを体験して、 

自分にピッタリのことを 自分で見つけだしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さまのことで気になることがあればご相談ください 

一般社団法人 札幌 YWCA 
 

 

 



札幌 YWCAフォローアップスクールについて 
～小・中・高校生のための居場所と学習～ 

 
フォローアップスクールは、不登校・ひきこもりぎみで悩んだり迷ったりしている子どもたちを、 

「学校に戻れるようにサポートする」という理念で、2010年 5月に開講しました。 

札幌市内の小学校・中学校・高校と連携・協働することに力を注ぎ、本人が学校に戻れるように支援しています。 

 

帰国子女や、受験期に一般の塾に馴染めない中学生・高校生も受け入れています。 

主要な講師は教員免許を取得しており、現場経験が豊富です。 

さらに、臨床心理士やスクールカウンセラーの協力も得られます。 
 

札幌 YWCA教室 （札幌市北区北 7条西 6丁目 2-30 北海道クリスチャンセンター内） 

対象 内容 曜日・時間 月額受講料 （初回のみ登録費 3,000円） 

小・中・高

校生 
教科学習 

月・水・金 

13:30-19:00内の 60分間 

小・中学生 19,440円  高校生 21,600円  

（教材費と税を含む） 

体験学習 月・水・金 13:30-15:30 
小・中・高校生 10,800円 （教材費と税を含む） 
※ 詳細は下枠 「体験学習」をご覧ください 

体験学習と 

教科学習 

月・水・金 13:30-16:30 

（教科は時間内の 60分間） 

小・中学生 28,080円   高校生  30,240円  

（教材費と税を含む） 

 

月寒教室 （月寒教会 2F：豊平区月寒東 1条 2丁目 10-9） 

対象 内容 曜日・時間 月額受講料 （初回のみ登録費 3,000円） 

小・中  

学生 
教科学習 

火 

17:00-19:00内の 60分間 

小学生 6,480円    中学生 8,640円  

（教材費と税を含む） 

 

伏見教室 （札幌 YWCA・壘カフェ：中央区南 22条西 15丁目サニークレスト札幌 1F） 

対象 内容 曜日・時間 月額受講料 （初回のみ登録費 3,000円） 

小・中  

学生 

教科学習 
（主に英語と数学） 

月・金 

13:30-16:30内の 60分間 

小・中学生 12,960円  

（教材費と税を含む） 
 

※祝日・第 5週、夏休み、年末年始はお休みです。 

※トライアル 2,160円（単日）も行っています。 

 個別指導のご相談もお受けしています。お気軽にお電話ください。 

 学びなおしを希望する 18歳以上の若者は、直接お問い合わせください。 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

主な行事予定 

6月 北海道大学祭見学 

 
札幌 YWCAチャリティバザー 

8月 夏期講習 「3日間だけがんばろう！」 

10-12月 体験教室 

12月 クリスマス会参加 

1月 冬期講習 「3日間だけがんばろう！」 

1-2月 体験教室 

3月 春期講習 「3日間だけがんばろう！」 

【教科学習】 

異年齢の子どもたちが、同じテーブルを 

囲んで学びます。理解度に合わせた無理の 

ない学習指導をしています。数学・英語・英会話 

を中心に学習を進めていますが、国語・理科・ 

社会科の学習も可能です。 

【体験学習】 

ひとり一人に適したプログラムを提供します。 

・Cafe体験（ウェートレス、調理や製菓の補助） 

・クリスマスリースやパン作り 

・チャリティバザーなどでのボランティア活動 

・博物館や美術館の訪問 

・体操、英会話、音楽、理科実験 など 



これまでの実績 （2017年 4月現在） 

2010年 
小学生 2名 

不登校 1名 
学校復帰 1名：全日制高校に合格しました 

中学生 4名  

2011年 

小学生 3名 
不登校 2名 

帰国子女 1名 

学校復帰 1名：無事に進級しました 

中学生 5名 別室登校 1名：全日制高校に合格しました 

高校生 2名 帰国子女 1名：言葉の壁を乗り越え高校合格しました 

2012年 

小学生 2名 
不登校 2名 

不登校ぎみ 1名 

帰国子女 1名 

別室登校→教室復帰 2名：無事に進級・高校進学しました 

中学生 5名 不登校ぎみ→教室復帰1名：登校して、不安なときは通ってきましたが、完全に復帰し

ました 高校生 2名 

社会人 1名 社会人 1名：体験学習（カフェボランティア）をして、社会復帰しました 

2013年 

小学生 1名 

不登校 5名 

帰国子女 1名 

別室登校→教室復帰 1名：全日制高校進学しました 

中学生 6名 別室登校 2名：無事に進級・高校進学しました 

高校生 3名 学校復帰 2名：無事に進級しました 

 帰国子女 1名：無事に卒業し、海外に進学しました 

2014年 

小学生 2名 

不登校 4名 

別室登校→教室復帰 1名 

中学生 3名 別室登校（週 2日程度教室復帰）2名 

高校生 6名 学校通学として認められた道立高校生 1名 

2015年 

小学生 3名 

不登校 3名 

不登校ぎみ 4名 

不登校の生徒 2名→学校と連絡を取りながら指導しています（海外進学希望） 

中学生 6名 別室登校 2名：無事に高校進学しました 

高校生 4名 不登校→別室登校→学校復帰→高校合格 1名 

社会人 3名 別室登校 2名：無事に進級しました（札幌市内 1名、市外 1名） 

 社会人 2名が高校卒業認定試験合格しました 

 道立高校生 1名：卒業式を YWCAで行いました（学校からの申出で実現しました） 

 不登校→高校進学→大学合格 3名 

2016年 

小学生 5名 

不登校 5名 

不登校ぎみ 4名 

不登校 3名→無事に進級しました（学校と連絡を取りながら指導） 

中学生 8名 不登校→別室登校→教室復帰 2名→無事に高校進学しました 

高校生 5名 不登校ぎみ→別室登校 2名→無事に進級しました 

社会人 1名 不登校ぎみ→教室復帰 2名→無事に進級・進学しました 

これまでの進路 
公立高校、私立高校、公立の単位制・通信制高校、私立の通信制高校、高校卒業程

度認定試験合格、専門学校、短期大学、国立大学、私立大学 
 

※小・中学生のフォローアップスクールへの通学は、通学日数に加算されます。講師は、保護者の許可を得た上で学校と
連絡を取り、生徒の様子を見つつ学校復帰に向けて共に歩みます。 

※高校生のフォローアップスクールへの通学は、通学日数として認める高校がいくつかあります。その場合、単位取得のた
めに可能な限り学校の指導内容に沿った教科学習を行い、学習記録を高校へ提出します。なお、とわの森三愛高等学
校の通信制と単位制のサポート校になっています。 

 

【講師プロフィール】 
吉田 みどり 
大学卒業後、早稲田アカデミーで教鞭（数学）を執りました。フォローアップスクールでは、小・中・高校生の数学と理科全般
を教えています。カウンセラーの資格もあります。また、琴似教会幼稚園幼児・学童保育にて教科学習・そろばん教室（木曜
日）を担当、月寒黎明幼稚園『英会話・そろばん For kids！』にてそろばんを担当しています。さらに、ストレッチングトレーナ
ーとして、女性健康美体操教室、ウォーキング＆バランス教室などで指導員をしています。「心と身体が元気！」をモットー
に教えています。 
 

大嶋 謙一 
大学卒業後、特別支援学校(旧養護学校)教師となりました。 在任中に兵庫教育大学大学院障がい児研究科(修士課程)
へ北海道教育委員会より派遣され、復職後は北海道教育大学旭川校にて講師を兼務(社会学概論担当)しました。岩見沢 
高等養護学校勤務時代に上記講師兼務とともに北海道大学経済学部修士課程、博士課程を修了しました。2010 年に支
援学校教師を定年退職し、2014年 9月より本フォローアップスクール教師となりました。久しぶりの指導ですが和やかに学
習支援を行っています。 
 

Ken
ケ ン

 Hartmann
ハ ー ト マ ン

 
米国、ニューヨーク出身。テネシー大学卒業後コンピューターのソフトウェアーシステムデザインの仕事に就きました。その
後、1年間世界 40 ヶ国を回る旅に出た時に初めて日本を訪れ強い印象を受け、タイに転勤になったのをきっかけに日本に
住みたいと思いました。1984 年に北星女子高校・北星大学・北海学園大学などで英会話講師として長年勤めていましたが、
現在は自宅やＮＨＫ文化教室、札幌 YWCAなどで、幼児から大人まで幅広い対象に英会話を教えています。明るく楽しい 
性格でスポーツ・歌・映画が好きです。 



南雲 純子 
大学卒業後、カナダで 1 年間英語を学び、その後日本語教師として韓国で勤務しました。帰国後、個別指導塾で英語講師、
通信制高校時間講師および札幌 YWCA 韓国語上級クラス講師をしました。現在は、フォローアップスクール月寒教室と伏
見教室で英語の指導とともに、音楽も担当しております。 
 

岡野フミ子（臨床心理士） 
大学卒業後、米国の大学院（修士課程修了）で教育学を学びました。帰国後、大学非常勤講師および宗教主事となり、さら
に九州大学教育学部研究生として研鑚、福岡ＹＷＣA 常務理事となりました。北海道教育大学学生相談室、北海道教育委
員会及び札幌市教育委員会のスクールカウンセラーを務め、大学非常勤講師として勤務しました。これからも、フォローア
ップスクールに通う生徒を見守り、支えていきたいと思います。 
 

成田 康子 
大学卒業後、東京 YWCA専門学校英語科、日本 YWCAユースコーディネーター、国際情報高校国際理解教育講師、とわ
の森三愛高校英語教員を経て、現在は、札幌ＹＷＣA 幹事をしています。世界 YWCA 総会、国際会議出席、国際プログラ
ムを企画運営していました。フォローアップスクール開講のため、北海道大学教育学部研究生として学び備えました。英語
が苦手だったので、苦手な気持ちや苦手な箇所が理解できると自負しています！ 

 

～YWCAってどんなところ？～ 
YWCAはキリスト教を基盤に、世界中の女性が言語や文化の壁を乗り越えて力を合わせ、女性の社会参画を

進め、人権や健康や環境が守られる平和な世界を実現する国際 NGOです。 1855年にイギリスのロンドンで 

始まりました。 本部はスイスのジュネーブにあり、世界 80数カ国の会員を擁しています。 世界 YWCAは、 

すべての人が神のもとに等しい価値のあることを信じ、平和と正義のために努力することを目的とします。 
 

現在、平和・難民と移民・少数民族・人権・エネルギーと環境など各々の国の事情に応じたテーマをかかげ、 

多種多様な活動を展開しています。長年の実績が認められ、世界レベルでは国連に影響力をもつ国際 NGO 

としても有名です。 
 

日本 YWCAは 1905年に創立され、現在全国 26地域、道内では函館・札幌・釧路に YWCAがあり、独自の 

活動を展開しています。 

 
 

～札幌 YWCAってどんなところ？～ 
1950年の設立以来、札幌 YWCAは、青少年の育成、平和への取り組みなど、その時代に札幌で必要とされ

る活動を展開してきました。 
 

 現在は、ボランティアによって運営されている Y's Café、チャリティバザー、チャリティコンサート、国際理解 

教育や養護施設訪問等の子どもたちとかかわる活動ＳＥＥＤ（シード）、平和な世界を実現するためのピースアク

ション、高齢者施設の訪問活動、聖書を学ぶ会を実施しています。 
 

2011年と 2012年には東日本大震災被災者支援活動「北の大地のプロジェクト」として、福島県新地町の 

小学生・中学生・親子の保養プログラムを 3回（延べ 70名）実施しました。 

 
 

一般社団法人 札幌 YWCA 
 

〒060-0807 

札幌市北区北７条西６丁目 2-30 北海道クリスチャンセンター内 (担当：吉田みどり) 

TEL/FAX 011-728-8090   E-mail: sapporo@ywca.or.jp 

ウェブサイト www.ywca.or.jp/~ywca0037/home.htm 

フォローアップスクールブログ http://ywcaywca.blog101.fc2.com/ 

カフェブログ http://happyyscafe.blog.fc2.com/ 

 

札幌 YWCAフォローアップスクールは『札幌市フリースクール等民間施設事業費補助金』の交付を受けており、 

子どもたちの活動の充実のために、活用させていただいています。 

<参考ホームページ> 

北海道教育委員会：http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/freesc/freesclist.htm 

札幌市子ども未来局：http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/freeschool.html 


