多様な学び保障法を実現する会
立憲民主党「子どものためのほうりつ」意見交換会
日時：2021 年 7 月 29 日（木）15:00～
報告：喜多明人 多様な学び保障法を実現する会共同代表
子どもの権利条約ネットワーク代表
早稲田大学名誉教授
１. 当会の目的
多様な学びが公的・制度的に認められ、自由に教育の選択ができる社会を実現する
２. 沿革
2012 年 7 月

10 月
2014 年 2 月
10 月
2015 年 2 月
5月
2016 年 12 月
現在まで

フリースクール全国ネットワークによる「（仮称）オルタナティブ
教育法骨子案」をもとに、フリースクール、オルタナティブ教育、
外国学校、ホームエデュケーションなどにより発足
「子どもの多様な学びを保障する法律」に改名して提案
第１回多様な学び実践研究フォーラム開催（以後毎年開催）
超党派フリースクール等議員連盟結成
議連が「多様な教育機会確保法」立法を目指すことを宣言
議連立法チーム・各党審議に当事者団体として陪席・伴走
「普通教育機会確保法」成立
実践研究フォーラム、議連への提言要望を継続

３. 構成
フリースクール、シュタイナー教育、サドベリー教育、フレネ教育、イエナプラ
ン教育、外国学校、ホームエデュケーションなど、学校外の多様な学びを実践す
るスクール・団体、個人、研究者など
［運営委員・団体 約 40 名、会員約 790 名（メール登録会員含む）］
４. 提言・要望
① 憲法、教育基本法にもとづく普通教育への権利、教育義務を学校教育以外の
多様な教育でも保障する立法の実現（普通教育機会確保法の改正）
② 2020 年 12 月 9 日 議員連盟資料と要望１３項目（次ページ以降）
５. 出版
『教育機会確保法の誕生 子どもが安心して学び育つ』2017 刊行 東京シューレ出版
『多様な学びを創る 不登校支援から多様な学び支援へ』2021.8 月 刊行予定（同上）
【連絡先】

ホームページ http://aejapan.org/wp/
メールアドレス office@aejapan.org
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超党派フリースクール等議員連盟 御中
普通教育機会確保法に基づいたフリースクール等・不登校支援に関する要望
ＮＰＯ法人フリースクール全国ネットワーク 代表理事 江川和弥、中村尊
多様な学び保障法を実現する会 共同代表 喜多明人、奥地圭子、汐見稔幸
東京都北区岸町１－９－１９ 電話・ＦＡＸ ０３－５９２４－０５２５

文部科学省は９月２９日に公表した令和３年度の概算要求において、 いじめ対策お
よび不登校支援にかかる予算を７６億円計上しました。フリースクール全国ネットワ
ークおよび多様な学び保障法を実現する会では、不登校や学校外で学ぶ児童生徒が増
え続ける状況とフリースクール等現場の諸課題を踏まえ、普通教育機会確保法に基づ
いて以下を要望します。特に、コロナ支援対策およびＧＩＧＡスクール構想における
支援の格差と教育機会の格差の是正は喫緊の課題と捉えております。
要望１： 経済的に困難な不登校児童生徒へのフリースクール等通所助成制度の確立
① 不登校や１０代の若者の自殺が増えています。背後にコロナ禍やいじめの増加が
懸念されます。コロナ対策支援として、フリースクール等に通所する子どもへの
緊急経済支援とフリースクール運営助成を実施してください。コロナ対策支援に
おいては、学校・学校外での格差はますます拡大しています。
② 文科省調査研究事業の家庭への経済支援が活用されていません。その促進や、区
市町村の就学援助費をフリースクール等へ適用するよう推進してください。
要望２： フリースクール等におけるＰＣ端末整備(ＧＩＧＡスクール構想等)や教材
提供の実施、およびその他の支援
③ フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒には、フリースクール等を通した端末供
給や教材提供のしくみをつくり、実施してください。経済産業省「EdTech 導入
補助金」はフリースクール等も導入対象に拡大され、一歩前進しました。家庭の
費用負担なく学びが継続できる補助と適切な活用が進むよう、フリースクール等
への導入支援を拡充してください。
④ 在宅でのオンラインによるフリースクール活動などが始まっています。この場合
の在籍校出席扱いを促進してください。
⑤ フリースクール等での健康診断の実施、校医・薬剤師等との連携、安全確保、災
害共済給付の適用など、学校保健・安全・救済に準じた整備を始めてください。
要望３： 確保法周知、フリースクール等との公民連携による協議会や協働事業の促進
⑥ 法の周知が各地で進んできています。さらに周知を推進し、
「フリースクール等連
携協議会の設置」をより積極的に進め、公民の情報交換、連携による相互研修や
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人材養成、保護者への情報提供や相談等の連携協働事業等を促進してください。
フリースクール等には広域から通う子どもが少なくないため、都道府県単位の連
携や協議会が有効です。
⑦ 国の初のフリースクール等調査（平成 27 年実施）から５年以上が経過しました。
２回目の調査を実施してください。また、フリースクール等の継続した調査研究
と支援機関の設置等を、海外事例（韓国や台湾）も参考にして検討してください。
要望４： フリースクール等の情報提供、質・運営の向上を図るための「評価制度」
（自
己評価・相互評価・第三者評価）の導入と中間支援組織の支援の実施
⑧ フリースクール全国ネットワークでは、フリースクール等の自己評価や相互評価
を行う評価制度を積極的に導入し、活動の透明性、質の担保・向上を図り、運営
の安定・向上、施設・団体の量的拡大に取り組んでいきます（文科省調査研究事
業の成果を活用）。このような評価導入の取り組みを支援し、在籍校の出席扱いや
学習評価、経済的支援の実施などと連携したモデル事業を実施してください。
⑨ 都道府県単位でもフリースクール等のネットワーク組織が増えてきており（北海
道、宮城県、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県など）、
地域における公民連携、保護者や学校等への情報提供、スタッフ等の人材養成、
運営支援、評価制度導入等を担い始めています。フリースクール等の中間支援組
織としての機能を強化する支援を実施してください。
要望５： 不登校１８万人の子どもたちの学びの仕組みづくり
⑩ 不登校児童生徒の多くが家庭やフリースクール等の学校以外の場で成長してい
る実態を踏まえ、自信を持って学び成長できるように、義務教育をフリースクー
ル等で受けられるよう就学義務の見なしとする制度改革を進めてください。
⑪ フリースクール等が小規模な学校として開校できるよう不登校特例校は設置要
件を緩和する等の制度改革を進めてください。また不登校特例校に教職員が加配
できるよう支援を進めてください。
⑫ 確保法第１１条（学習施設の整備）は「公立及び民間の施設」と変更し、民間フ
リースクール等の整備を促進し、公設民営などの協働実施も進めてください。
⑬ 外国学校は、学校以外の学習の場として積極的に選ばれるだけでなく、国籍を問
わず不登校の子どもの受け皿になっている場合も多くあります。外国学校を含め
たフリースクール等の支援を進めてください。
併せて、フリースクール等を視察し、子どもたちの現状の理解を深めていただけま
すようお願いいたします。
誰一人取り残さすことなく全ての子どもが安心して公平に教育を受けられ、不登校
であるかないかに分けられることなく、多様な学びのあり方を選べる社会となり、社
会的自立を実現できるよう願っております。
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添付資料

▼地域ネットワークによる活動資料


ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会
新型コロナウィルスによる「学校以外の学び場」への影響アンケート



多様な学びを共につくる・みやぎネットワーク
みやぎ 子どもの居場所マップ



千葉県フリースクール等ネットワーク

ホームページ



東京都フリースクール等ネットワーク

刊行書籍

▼子どもの権利条約ニュースレター

No.141 号

トップページ

(抄)



不登校特例校：東京シューレ江戸川小学校の開校（奥地圭子）



普通教育機会確保法を動かす主体を創る
（喜多明人）



台湾の実験教育校の最新の動き



韓国の「代案学校」の条件整備の動き

2019・10・25 文科省通知の意味

王美玲（台湾・淡江大学准教授）
安ウンギョン（東洋大学助教）

▼要望団体パンフレット


ＮＰＯ法人フリースクール全国ネットワーク



多様な学び保障法を実現する会

パンフレット

パンフレット

新型コロナウィルスによる
「学校以外の学び場」への影響アンケート
集計結果

ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会
2020 年 5 月

コロナウィルスによる「学校以外の学び場」への影響アンケート 結果
対

象

：福岡県内の学校以外の学び場運営団体 40 件

回答期間：2020 年 5 月 1 日～5 月 15 日
回 答 数 ：31 件
実施団体：ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会
《集計結果》
1 今回の事態を受けて日々の活動をどうされていますか？

今回の事態を受けて日々の活動を
どうしているか？
その他
19%

休止している
19%

継続している
62%

【その他】
・通学形態によって制限

・電話相談のみ継続

・一部の委託事業を除いてすべて休止している。連休明けからオンラインで再開する事業がある。
・GW 休みの前倒し

・4 月より新規開業しました

・緊急事態宣言直後は休止、3 月末から基本的にオンラインによって継続、GW 明けより登校再開

２ 活動を継続している方は、今回の事態を受けて活動内容の変更などはありましたか？

活動内容の変更はありましたか？
変更はなかった
3%

変更した
97%

３ 変更した場合、どのように変更しましたか？

どのように変更しましたか？
その他
28%

オンライン化
21%

開催頻度を調整
8%

衛生管理を徹底
24%

参加人数を限定
19%

【その他】
・現在休止中で対処法は未定
・公共交通機関での通所を避けるように依頼
・SNS で連絡取り合う
・一部訪問型へと切り替え
・時間短縮
・連休明けから、カウンセリング、フリースペース活動をオンラインで実施予定
・自宅学習、オンラインミーティング、オンライン相談、必要な教材の宅配、自由参加
・プリント・家庭で保護者が補助
・フリースクールに１週間（5 日）単位で宿泊させた
・電話相談のみ継続
・外部からの来客のお断り スタッフも徒歩ないしは自家用車通勤にて出勤
・食事を各自持参にした
・内容を特化したカリキュラムにし、その分野に興味のある子に絞ってやっている
・換気や野外活動を増やした
・校舎内の立入制限

４ 今回の影響を受けて開所日はどうなりましか？

開所日はどうなりましたか？
開所日を減らした
23%
活動を休止した
35%

開所日を増やした
0%

開所日は変わらない
42%

５ 今回の影響を受けて参加生徒数に変化はありましたか？

参加児童生徒数の変化はありましたか？
参加者が増えた
13%

参加者は変わらない
32%

参加者が減った
55%

６ ４月末時点の参加生徒数は何名ですか？

７ 今現在の心配ごと、困りごとであてはまるものがあればご回答ください。（複数回答可）

心配ごと、お困りごとは何ですか？
その他
14%

活動が出来ない
11%

子どもの様子が変化した
3%

活動が制限される
31%

資金繰りが厳しい
27%

利用する子どもが減っている
14%

【その他】
・オンラインでの活動ノウハウの蓄積
・クライアントや支援対象者の現在の状況を把握できない
・福祉教育への風評被害が気になり、公に活動できない、PR がしにくい
・継続して月謝をもらうことによる家庭の経済負担
・スタッフが集まらない
・対面は厳しくなったため一旦白紙とし、オンラインラボという形で不登校児に限定せず、始めることとなった
・遠方に在住のため登校が難しい生徒がいる(公共交通機関の利用が不安なため)
・新規募集を中止したため、今年度の見通しが立たなくなった
・コロナ不況により費用の負担が難しいご家庭も出ることが予想されるため、経営が困難になる恐れがある

８ どのような支援が必要ですか？（複数回答可）

必要な支援は？
その他
11%
学習教材の提供
5%

資金調達に関する
情報
23%

他機関との連携
12%

衛生品の提供
12%
オンライン設備の
情報
14%
安全対策の情報
11%

広報支援
12%

【その他】
・職員の給料が払えない
・感染者が出た場合の責任や保障問題など。オンライン上の安全安心なあそび場居場所
・情報は自法人で取ってるので、直接的な資金支援やオンライン学習に関するアドバイス
・食料品等の提供情報（現在訪問時、必要世帯は食事等の提供を実施）
・家賃・固定費の支払い補助
・家庭への経済的補助
・オンライン設備を充実させるための補助金（デバイスを持たない子へ貸し出しを視野に入れて）
・ボランティア不足
・現状維持でいい
・日常生活を穏やかに継続する方法、精神的なサポートの充実

９ 学校再開後の学校現場や教育行政へのご希望や提言などありましたらご記入ください。
◆在籍料収入減少の補填があると助かる
◆安心安全な環境整備の為のマスクや消毒液などの確保は？
◆これを機会に一斉授業を見直し、個々の生徒達に合わせた教育の提供のノウハウを培って欲しい
◆４月に参加している子ども達の活動日を出席として認定して欲しい
◆学力（教科指導）偏重からの脱却が必要。「遅れを取り戻そう」の圧力が子どもたちに掛からないようにするこ
とが大切。「学び」の選択肢を幅広く取ってもらいたい。
◆学校現場も国の動きに合わせて非常にきつい状況もあると思う。先生方から話を今も伺っているが、
現場の辛さや決断の重さなど計り知れないものがあるのではないかと感じる部分もある。
◆子どもたちが学校再開になった際に一緒に状況を共有し、主体は子どもたちであるという事を見失う事なく、
環境に応じて支えていける動きを作れる事が大切だと考えているので、共有をぜひお願いしたい。
◆子ども一人ひとりの個性に柔軟に対応すること、多様な学び方を認め、家庭の財政負担を減らすこと(公教育
で保障されている子ども一人当たりの経費をフリースクールなどの利用の際にも使えるようにして欲しい)
◆再開後にこれまで見えなかった子どもたちの心理面・家庭面の問題が噴出するので、それを見越した準備を。
早めにスクリーニング的な調査や聞き取りを導入し、必要な子と家庭が支援に繋がるようにしてほしい。
◆今後も断続的に休校が実施される可能性があるので、自治体はオンライン授業等による学習保障の準備を
進めていただきたい。現時点で教育行政は、プリントと教科書を配っただけで、実質子どもと家庭を 2 か月近く
放置しているに等しい状況だと考えている。学校の教員・担任が今何をしているのかが見えない。終息までの長
期戦を念頭に早急に各家庭の状況把握をするなり、手がとどく具体的なアクションをしてほしい。
◆課題の共有と今後の対策に向けてフリースクールや相談機関と教育行政との連絡会議やオンライン対策会議
を実施しても良いのではないか。
◆９月入学の話もチラホラ出ていて…先が見通せないのが困る。閉校し始めた頃は子ども達とはラインでやり取り
していたが休校が長引くと元気がなくなってきてる様子を感じる。慎重に議論しないといけないことは山積してる
と思うけど、オンラインで学習できない家庭環境の子ども達も、オンラインで〜のニュースとか見ると不安が大きく
なるのでは？と心配。余裕のあるフリースクールではないので、オンラインで〜は雲の上の話。
◆自粛解除後もすぐにはすべてが以前と同じような学習環境にはならないのではないか。また同じではなく、今回
の感染症を契機に様々な学びの場や子どもの居場所の場があって良い認知が進むことを期待している。そのた
めにも教育行政と、各居場所との連絡やつながりをもっと持ち得たいと考えている。
◆県下において、今でも各学校での成績処理において判断基準の違いを感じる中、定期テストや学力テスト
など、どう調整されていくのか心配。

◆スクールカウンセラーを増員し、公立小の子どもも、それ以外の学びの場の子どもにも、ケアを受ける機会を大幅
に増やしてほしい。また、今回の長期外出規制により、子どもたちの遊ぶ力や環境が心身の健康に大きく影響
することが明らかになったと思われる。プレーパークのプレーワーカーの方と遊ぶ時間を作るなど、楽しく遊ぶ、楽し
く体づくりをすることを習慣化してほしい。
◆学習スケジュール・受験スケジュール など日程調整が必要なものの情報収集開示
◆諦めている
◆学習指導要領に合わせての、詰込み授業にせず、丁寧に学びを提供していただきたい
◆支援については、対象を一条校に絞らず、オルタナティブ教育も平等に取り扱っていただきたい
◆『学習の遅れを取り戻す』ことに極端にフォーカスせず、子どもの一人ひとりの状態にフォーカスしながら学習を
進めて欲しい。学校に行かない・行けないことをそれだけで『良くない』とせず、それが必要な子がいることを意識
に置くことも忘れないで欲しい。
◆諦めているので ありません
◆一番に子供たちの勉強の遅れに対する不安感を薄めてもらいたい。そのために、この年度のカリキュラム自体を
詰め込み授業にはしてもらいたくない。まず、大人が右往左往しないことだと思う。
◆新一年生の参加が多いのが今の特徴。新しいスタートへの不安も強いようで、毎日の通学が厳しいと
予想されるお子さんが多くいる。週 1 短時間からでも当方のようなオンラインラボ(フリースクール)に出席する
ことで、学びの場に参加しているということを認めて欲しい。また、元々能力の高い子で不登校期間が長いと、
自学でかなり先まで学習が進んでいる。学校にもし戻るとなっても学力の格差が著しくまた不登校になる可能
性が高いと思われるので、自学している部分を認めていくサポートなりが必要だと思う。本人の自尊感情が学校
で傷つけられた経験のある子が多く、出来ることを受け止めてあげるカリキュラムの柔軟さを検討していただきたい。
◆出席できない生徒分の徴収できない在籍費の補填（補償）をしてほしい。職員の給与や固定費の支払いが
苦しい
◆日本赤十字社が出しているように、差別偏見がなくなるような、みんなで助け合う気持ちを育てる教育や、
ウイルスの怖さより、人間のリジリエンスや免疫力、ポジティブな側面に光を当てた情報提供や対策、また率直
な気持ちや自由な表現の場の保障に全力を注いでほしい。
◆学習のおくれを取り戻す以外にキャリア教育も後回しにせず実施してほしい。
◆学校現場も子どもたちとの繋がりをどうしたらいいかを日々考えていると思う。そんな時、フリースクールに在籍し
ている子どもを見落とさないようにお願いしたいと思っている







参加団体⼀覧

イベント・告知

ネットワークに参加

ネットワークに参加している、千葉県内のフリ

ネットワークや参加団体の、告知やイベント情

千葉県内のフリースクール等のネットワークで

ースクール、親の会、ホームスクール等の情報

報はこちら

す。あなたの団体も繋がりませんか︖

はこちら

千葉県フリースクール等ネットワークとは︖
千葉県フリースクール等ネットワークとは、千葉県内における学校外の⼦どもの育ちや学びを⽀える⺠間団体等が繋がったネットワーク団体です。フリ
ースクール以外にも、オルタナティブスクール、ホームスクール、親の会などの⼦どもを⽀える取り組みがあり、すべての⼦どもの教育機会の確保を⽬
指しています。

県議会に働きかけ全国初のフリースクール議連を発⾜に尽⼒
千葉県議会フリースクール等教育機会確保議員の枠組みを提案し、その発⾜に尽⼒する。現在は議連と共催でイベントを⾏ったり、先⾏事例の視察のプ
ログラム提供を⾏ったりしながら連携をしている。

最近の投稿
千葉県教育⻑へ要望書を提出しました。
2020年10⽉19⽇
オンラインＣＦＮ交流会を⾏いました︕
2020年4⽉28⽇
CFNカレー⾷べ放題交流会inフリースクールネモを⾏いました︕
2019年12⽉20⽇

千葉県議会フリースクール等教育機会確保議員勉強会に参加しました︕
2019年11⽉28⽇

千葉県の事例を報告＠札幌1⽉15⽇
2019年2⽉21⽇

全記事⼀覧はこちら≫

プライバシー 利⽤規約

東京都フリースクール等ネットワーク
２０２０年１１月１日 発刊プチ・レトル
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特集：子どもの学ぶ権利と多様な学びの現在
～より良い学びの場を求めて
この 1 年で学齢期の不登校は 2 万人増え 16 万 5 千人になり、子どもたちの学校離れが進んでいます。し
かし、それは、学校という学びの場に飽き足らず、もっと良い学びの場を求めている子どもや保護者の意識
が反映され始めている表れ、ともいえます。今年の 4 月には不登校の小学生のための私立小学校が誕生しま
したが、学校に行けない子どもの悲壮感ではなく、
「うちの子に合ったより良い学びの場がほしい」という
保護者の意識が反映されているともいえます（奥地 1－2 ページ）
。これからのウィズ・コロナ時代は、より
よい学びの場を求めて教育の多様化をより加速させていくことになると思われます（汐見 3－4 ページ）。
2016 年 12 月に普通教育機会確保法が成立し、ようやく学校外の多様な学びに光が当てられ、昨年 10 月
25 日に文科省は、これまで出してきた「学校復帰を前提とした通知」をすべて撤回し、学校復帰目標とは別
に、子どもの進路意思にもとづく社会的自立の支援を打ち出しました（喜多 5 ページ）。
そこで、本誌では、特集「子どもの学ぶ権利と多様な学びの現在―より良い学びの場を求めて」と題して、
学校外の多様な学びの場の進展状況を日本、台湾（王 6 ページ）韓国（安 7 ページ）
、の事例から明らかに
してみたいと思います。
（編集部）

全国初！不登校の子どもの私立小学校誕生
―不登校特例校：東京シューレ江戸川小学校の開校―
お く ち

け い こ

奥地 圭子 （学校法人東京シューレ学園学園長）
【かわいい小さな学校の開校】
2020 年 4 月、江戸川区西小岩に、廃校を借り
て、新しいタイプの小学校が、ひっそりと開校
しました。
「ひっそり」というのは、開校時 28
名、かわいい小さな学校が東京の東のはし、そ
れも高いビルもない新中川ぞいの静かな環境
に誕生したということに加え、コロナ禍を避け
るため、4 月・5 月と休校状態が続き、実際、
リアルに子ども達と出会ったのは、6 月になっ
てからであったため、私自身が持ったイメージ
です。
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特集 子どもの学ぶ権利と多様な学びの現在
◆全国初！不登校の子どもの私立小学校誕生
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◆ウイズ・コロナ時代と多様な学び
汐見稔幸
◆法律はできたけれど、動かない教育行政
喜多明人
◆台湾の実験教育校（オルタナティブスクール）の最新の動き
王 美玲
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安部芳絵著「子どもの権利条約を学童保育で活かす」三田和子 12
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なりました。もともと小学校で傷ついて、ある
いは自分に合わなくてシューレ中にやってく
る不登校の子どもと出会うたびに、小学校が何
かもっと安心できる場にならないものかとの
思いがあって踏み出したのでした。

江戸川小の校舎

【小学生の保護者の意識変化―うちの子にあ
った場がほしい】
江戸川小は、普通教育機会確保法第１０条に
ある「不登校特例校」であり、不登校の子ども
の成長支援のために都知事より認可されまし
た。設置者は「学校法人東京シューレ学園」で
あり、すでに 13 年前に、不登校特例校である
「東京シューレ葛飾中学校」を開校し、卒業生
も６００人を超えます。この学校法人とシュー
レ中の母体は、今年で 35 周年を迎えた「東京シ
ューレ」です。学校外に子どもの居場所・学び
場を開設、多様な学びの必要性を訴え、子ども
中心のフリースクールやホームシューレを運
営、不登校の子ども達の成長を長年支えてきま
した。
公教育で傷ついてはやってくる子ども達に
日々会う中で、子ども中心の理念や実践を公教
育にもちこみ、
「学校」を変えたいと考え、市民
発の中学校が２００７年誕生しました。
小学校設立に踏み切ったきっかけは、小学校
の不登校の増加と、若い保護者たちの意識の変
化を感じてのことです。普通教育機会確保法が
成立する２０１６年頃から、フリースクールへ
の問い合わせ・見学・入会を希望する小学生の
親たちが増え、
「学校以外も有りかな、と思いま
して」とか「うちの子に合った場を見つけたい」
とおっしゃるのでした。一昔前だったら「こん
な小さい時から学校行かないなんて、もう人生
真っ暗です」と泣き崩れる人達が、毎月の親の
会でも必ず居られた頃とは違ってきました。
そして、シューレ中にも「貴校のような小学
校ありませんか」と問い合わせが増えるように
子どもの権利条約 第 141 号 2020 年 9 月 15 日
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【不登校の子どもの小学校づくりー3 つの壁】
まずは場所探し。中学のある葛飾区には廃校
はなく、23 区に対象を拡げ探していたところ、
江戸川区の協力が得られることになりました。
これは本当に運に恵まれたといえます。中学に
近いし、不登校支援に理解がある区で、また廃
校になってまだ 1 年しかたっていないきれいな
学校をお借りできることになったのですから。
準備過程で難しかったのは、資金・学校設置
基準のクリア・カリキュラムの三点です。
本当は 6 学年そろって始めたかったのですが資
金の用意が難しく、当面 4 年生以上で開校し、
5 年間で 6 学年揃うように計画しました。それ
でも思わぬ費用が必要になったりしました。学
校設置基準による校庭面積が少し足りず、最終
的にプールを埋め立てて第 2 グラウンドにする
等のためです。
カリキュラムは、特例校として学習指導要領の
緩和ができ、体験から学ぶ時間を増やしたり、
個別性の高い学びをできやすくしたりで企画
しましたが、文科省担当との折衝に時間がかか
り、全体として書類申請が遅れたことで、生徒
募集開始も遅くなり、いざ、という時にコロナ
状況に見舞われたのでした。
【江戸川小開校記念式典がオンライン開催】
しかし、小学校は多くの人の協力で無事誕生
し、6 月・7 月、短縮登校ではありましたが、子
ども達のにぎやかな声が空き教室に響くよう
になって、本当にうれしいです。現在、転入希
望者も増え、定員 50 名は、秋にはほぼ満たされ
るでしょう。送迎されている親の方も「こんな
に楽しそうにかけ回る姿は何年ぶりでしょう」
と喜んでおられます。
10 月 4 日には、開校記念式典と東京シューレ３
５周年祭が、江戸川小をキーステーションにオ
ンラインで開催されます。今後を見守ってほし
い思いで一杯です。

普通教育機会確保法を動かす主体を創る
―2019・10・25 文科省通知の意味
き

た

あ き と

喜多 明人

（多様な学び保障法を実現する会共同代表）

【動かない教育委員会、学校現場】

②「不登校への対応の在り方について」（平成 15 年 5 月 16

普通教育機会確保法が成立（2016 年 12 月）してから、4 年近

日付け文部科学省初等中等教育局長通知）

くが経過しました。

③「不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用した学習活動

この法律によって、いままで学校一辺倒だった公教育法制に

を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」（平

風穴があき、学校外の普通教育、多様な学びの場への公的支

成 17 年 7 月 6 日付け文部科学省初等中等教育局長通知）

援が求められています。とくに、この法律の成立によって、

④「不登校児童生徒への支援の在り方について」（平成 28 年

不登校の子どもや保護者に覆いかぶさっていた「学校に行か

9 月 14 日付け文部科学省初等中等教育局長通知）

なければ生きていけない」という学校至上主義の呪縛から精
神的に解放されるなどして、それなりに理念法としての社会

【出席認定に関する校長の判断基準の転換】

的な役割は果たしてきたと言えます。

文科省通知（通達）は、「法律をこう理解して実施します」

しかし、確保法成立後も、多くの自治体、学校現場では、

という行政解釈の典型例であり、この行政解釈を、子どもの

相変わらずの「学校復帰を目的とした」不登校対策が続いて

現場に寄り添う解釈へと民間の力で変更させたことは特筆に

きました。また、昨年（2019 年）の 3 月に福岡で開催された

値します。

第 6 回多様な学び実践研究フォーラムでは、福岡のシュタイ

従来、オルタナティブスクールを含むフリースクールに通う

ナー学校に通う子どもたちが、校長や教育委員会の無理解か

子どもに対して、原籍校で出席扱いにするかどうかは、校長

ら、「不登校扱い」ではなく、「不就学」扱いになり、保護

の裁量に任されてきました。今回の通知では、校長の「出席

者には「就学督促」が出され、その不履行による就学義務違

認定」の判断基準を変更、大転換させたところに注目すべき

反として「罰金」の危険にさらされている、との報告があり

でしょう。

ました。「法律はできたが、教育委員会の壁があり、教育現

廃止された通知（④）では、「当該施設への通所又は入所が

場はほとんど変わっていない」（西野博之さんの言葉）とい

学校への復帰を前提とし，かつ，不登校児童生徒の自立を助

う状態が続いています。

けるうえで有効・適切である」と判断される場合に，「校長
は指導要録上出席扱いとすることができる。」としていまし

【普通教育機会確保法を動かす行政主体の不在】

た。

では、なぜ変わらないのでしょうか。

これに対して 10・25 通知は、「当該施設における相談・指

基本的な原因の一つは、法律を解釈適用し、実施していく主

導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり，か

体が育っていないことが挙げられます。

つ，不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否

そのいい例が、文科省の不登校政策であり、学校外の多様

かにかかわらず」（生徒が登校を希望した際に，学校復帰が

な学びへの公的支援を定めた普通教育機会確保法の制定後

可能なよう支援することを条件として）、「校長は指導要録

も、相変わらずの学校復帰を前提とした不登校政策が放置さ

上出席扱いとすることができる。」としていました。

れてきました。

この判断基準の変更、転換により、明確に、学校復帰を前

このような法律と不登校政策とのズレ、矛盾を正してほし

提とした不登校政策が否定され、学校外の多様な学びも認め

いとのフリースクール関係者等の多方面の働きかけがあり、

て、公的な支援を行うような不登校政策に転換したというこ

それをうけた議員による国会での追及もあり、文科省はここ

とができます。

にきてようやく重い腰を上げて、2019 年 10 月 25 日に、これ
までの学校復帰を前提とした不登校政策を普通教育機会確保

【教育委員会付置＝相対的に独自な中間支援機構】

法に則して転換していくための通知を出したのです。

ただし、ではこの 10・25 通知を受けて教育委員会が、学校
現場に周知し、かつ学校外の多様な学びの場に対して支援す

文科省は、以下の４つの通知を廃止して、10・25 通知にさ

ることができるでしょうか。お隣韓国では、各地方の教育庁

しかえたのです。

に付属する「学校外青少年支援センター」が学校外の多様な

①

「登校拒否問題への対応について」（平成 4 年 9 月 24 日

学びの場への公的支援を行っています。このような中間支援

付け文部省初等中等教育局長通知）

機構を整えていくことが課題と言えます。
[5]
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台湾の実験教育校（オルタナティブスクール）
の最新の動き
お う

び

れ い

たんこう

王美玲（Mei-Ling Wang：淡江大学准教授）
【公設民営オルタナティブスクール：種籽（ジョンズ）
小学校】
周りを山に囲まれた渓谷には、廃校を再利用した小さ
な学校がありました。登校するには電車はなく、交通手
段は車とスクールバスのみです。子どもたちは朝の掃除
をしてから、ミーティングに参加します。一日は 6 時限
で、必修科目と選択科目そして空き時間もあります。子
ども同士で何かトラブルがあれば、昼には自ら開催する
法廷に立ちます。ここは台湾・新北市にある公設民営オ
ルタナティブスクール、種籽小学校です。
同校は 1994 年に開校し、新北市教育局と一期 9 年間の
契約で運営してきました。2021 年には期限が来ますが、
行政から実験教育校になるようにと求められています。
実験教育校になると、補助金が得られて授業料を下げら
れますが、すべての教師に教員免許を持つ必要があり、
さまざまな規制も伴うのではないかという不安から、種
籽小学校の関係者は今、契約更新を目標に署名運動を行
っています。

【へき地振興と結び合うオルタナティブ教育】
実験教育を受けている児童・生徒数をみると、2014 年
では学校形態は 0 人、非学校形態は 2823 人でした。2019
年には、学校形態は 7334 人、非学校形態は 8245 人とな
っています。学校形態の増加には、学校統廃合を避けた
い実験教育校申請が多く、学校名に「実験」を付け加え
た公立学校が増え、へき地教育の振興という目的が込め
られています。その結果、学校名だけをみても、それが
オルタナティブスクールであるかどうかはあいまいにな
り、実験教育校（オルタナティブスクール）への転換も
注目されなくなりました。
【実験教育校がかかえている課題】
非学校形態は本来ならオルタナティブスクールのため
に制定しましたが、近年では行政機関の申請も増えまし
た。しかし、2020 年 6 月に財団法人資訊工業策進会
（Institute for Information Industry）による「運算
思 維 実 験 教 育 機構 （ Taipei Computational Thinking
School）
」は実験教育校を申請してわずか 1 年半で、突如
の閉鎖を発表しました。また、台北市政府文化局管轄の
台 北市文化 基金会 が申請し た 「影視 音実験 教育機構
（Taipei Media School）
」の定員割れ問題もマスコミに
取り上げられています。
近年、台湾では実験教育校に対する関心が高いです。
しかし、学校形態は限られた内容の公立学校がほとんど
で、非学校形態は残された課題が多くあります。種籽小
学校のような歴史の長いオルタナティブスクールは、実
験教育の規定に合わせて、課題は解決されないまま合法
化と学校化が進み、今後の発展の妨げになる恐れもあり
ます。それを避けるために、あえて非学校形態のままを
維持するしかありませんが、運営が不安定になるかもし
れません。オルタナティブな教育の目標、すなわち子ど
も主体の授業実践を、学校教育法制においてどのように
実践するかは、今後の課題でしょう。

種籽小学校でのミーティング（2019 年 6 月 24 日筆者撮影）

【台湾の実験教育校（オルタナティブスクール）の設立
―1990 年代】
台湾のオルタナティブスクールは 1990 年代に設立さ
れはじめ、当初は正規の学校ではなかったのですが、90
年代後半に、台湾の行政機関が「非学校形態実験教育（略
称「実験教育」）」として、地方限定で認定されるように
なりました。その後 2014 年に、通称「実験教育三法」と
呼ばれる、オルタナティブスクールに特化した法律によ
って全国的に制度化され、現在では、オルタナティブス
クールは所在地の行政機関に実験教育校を申請すれば、
合法的なものとなります。
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実験教育校には学校であるかどうかによって「学校形
態」と「非学校形態」に分けることができます。学校形
態は 2014 年に公立学校のために新しく制定されたもの
で、卒業証書を発行できる正式な学校です。オルタナテ
ィブスクールを実践している民間団体が申請して私立学
校になるのも可能ですが、学校形態の基準を満たすこと
は難しいです。
非学校形態はオルタナティブスクールを制度化したも
ので、子どもの学籍を教育局が指定した公立学校に置く
ことを可能にしました。現在、学校形態である否かを問
わず、実験的に教育を実施することを一律「実験教育」
と称しています。
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韓国の「代案学校」（オルタナティブスクール）
の条件整備の動き
安ウンギョン(東洋大学助教)
【全国 222 の学校外青少年支援センター（中間支援機構）
を設立】
2015 年から施行された「学校外青少年支援に関する法
律(以下、支援法)」により、3 年ごとに学校外青少年の全
国実態調査が実施されています。支援法では 9～24 歳の
子ども・若者のうち、小・中・高校に通っていない者を
学校外青少年と定めており(小中高の学齢期の子どもの
約 6.3％、32 万人が該当する)、国や自治体は実態調査等
をもとに学校外青少年の支援策を策定、施行することが
義務化されました。また、地域ごとに支援活動の拠点と
して「学校外青少年支援センター」が新設、または指定
され(現在全国 222 センター)、学校外青少年一人ひとり
の特性や要求に寄り添った教育、相談、職業体験や就業
支援の取り組みが行われている状況です。
学校に通ってない子どもへの偏見や差別、不利な状況
を改善し、学校の内外で様々な形で成長する子どもの多
様性を認め、子ども一人ひとりの育ち学びを支援するた
めの総合的な対策が法的に根拠をもって取り組み始めて
いること、それは、学校を離れる子どもが増え始めた
1990 年代頃から、画一的で競争的な受験中心の学校教育
への批判がなされて、民間を中心に新しい育ち学び場づ
くりが始まった以来、国の政策としてもっとも大きな方
向転換ともいえます。
2018 年 12 月発表された「学校外青少年実態調査 2018」
では、子どもが学校を離れる理由として、学校に通う意
味がない（39.4％）、(学校の)勉強が嫌い（23.8％）、好
きなことを学びたい（23.4％）、学校の雰囲気が合わない
（19.3％）の順となっています。また時期としては、高
校 60.5％で最も多く、中学校（26.9％）
、小学校（12.4％）
の順で、最も必要な支援策として、中卒・高卒認定試験
の準備のためのサポート、健康診断、進学情報の提供の
順で高かったです。
【不登校の子どもの安全共済・給食支援・健康診断・大
学入試学習支援】
こうした結果を踏まえ、2020 年 4 月、教育部(教育等
を担当する国家行政機関)から発表された「学校外青少年
支援拡大策」には、学校外青少年支援センターを通じた
体系的かつ効果的な教育と支援の強化、同年代と交流し
楽しく遊んで休む場をつくること（現在 20 カ所から 72
ヶ所まで拡大）、学校外の代案学校（123 の施設の約 8,000
人）を対象に「学校安全共済会」からの控除補償制の導
入、学校外青少年への給食支援と健康診断等が含まれま
した。そして、2020 年 6 月、女性家族部(女性・家族・福
祉等を担当する国家行政機関)からも、学習や進学支援の
要求に応じて、学習相談や大学受験準備プログラム、大
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学入試説明会の開催のほか、不利にならない大学入試制
度の改善策が打ち出されました。
【不登校の子どもの権利ガイドブック】
また、
「学校外青少年の権利ガイドブック」を制作、公共
機関や子どもの利用施設などに配布されましたが、そこ
には学校外青少年が直面するさまざまな差別事例と防止
のための改善案、権利擁護事業の状況と国内外の事例が
紹介され、社会認識と制度の改善に活用することを目指
しています。
自治体においても、学校外青少年を対象に教育基本手
当や学業支援費等の名で教育費用の支援、または、現在
の COVID19 の状況による子どもの困難さを減らすために、
コロナ 19 危機克服支援金や教育災害支援金などの形で
経済的な支援策が講じられています。
145 の自治体（2018 年基準）において学校外青少年支
援条例を制定しており、学校外青少年の教育支援の施策
の一つとして、代案学校(ここでは、正規の学校以外のオ
ルタナティブな育ち学び場を称する)を支援し、連携する
仕組みが作られていることも注目したいです。各代案学
校は、代案的な価値や理念にもとづきそこに通っている
子どもの学びと生活を支えてきており、また正規の学校
教育の革新的な取り組みにも一定の影響を及ぼしながら
展開されてきています。
【コロナ禍―代案学校（オルタナティブスクール）の小
規模で自由な教育課程が功を奏す】
COVID19 の緊急な状況下で多くの代案学校も非常な事
態に直面したのは同様でありました。生活の中での出会
いと共有、体験を中心に作られた教育課程をオンライン
授業で再現していくことは最初から不可能でした。しか
し、自己主導の学習計画と実行、興味関心に基づいたプ
ロジェクト方式に慣れてきている子どもたちは、オンラ
インでも一緒に学びをデザインし進められてきたといい
ます。代案学校が追求してき小規模で自由な教育課程と
弾力的な運用は、こうした緊急事態でも有効であったこ
とが報告されています(『ミンドゥルレ 130 号』
、
『コロナ
以降の転換』の中から)。
多くの子どもにとって既存の学校は魅力を失い、意味
のない場となっています。COVID19 の状況によってもた
らされる学校教育の変化が語られていますが、従来通り
の内容や秩序等についての議論は不十分であります。子
どもにとって意味のある学びを子どもと共に構想してい
くこと、そういう根本的な転換が必要ではないでしょう
か。
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