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※当イベントは、東洋大学社会貢献センターに後援いただき、 

会場費や機材の使用について、無償提供していただいております。 

 東洋大学のご尽力に厚くお礼申し上げます。 
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ごあいさつ 

ＮＰＯ法人 東京シューレ理事長 

奥地 圭子 

 本日は、当集会へのご参加まことにありがとうございます。 

文科省が毎年行っている学校基本調査のうち、不登校の小中学生数は、2015 年度は 12 万 6000 人と発

表されました。この調査は、いつから行っているのでしょう。最近の新聞や行政資料は、年間 30 日欠

席を不登校として調べ始めた 1991 年からのものを提示していますが、その前は年間 50 日欠席で調査し

ており、その開始は 1966 年です。当時は「学校嫌い」といい、その後「登校拒否症」「登校拒否」と表

現するようになり、2000 年代に入ってから「不登校」と状態像をあらわす言葉になりました。 

 現在は 2016 年、不登校調査開始からちょうど 50 年経ちました。 

 

 調査を開始するということは、注視し始めた、ということです。もともと戦後、中学校まで義務教育

になり、15 歳まで全員就学する制度になりましたが、出席が気になる国としては、早くから長欠児調査

を行っていました。 

 たいていは「病気」や「経済的理由」でしたが、そのような理由にあたらないにもかかわらず学校に

行かない、行けない子達がいることから、長欠調査の中に、別項目として、毎年「学校嫌い」として調

査するようになりました。 

 日本社会がそれまでよく分からなかった「不登校」だとしても、50 年向き合ってくれば、不登校の子

どもへの理解がすすみ、支援や対応も、充実したものになって当然とも思える長い年月です。何しろ 1

世紀の半分ですから。 

 

 では、実際どうだったのでしょう。日本社会はどう不登校を認識したでしょう。そして、どんな５０

年だったのか、どう変化してきたでしょう。限られた時間ですが、50 年を、いろいろな角度から振り返

り、これから先の課題へつなげたいと思います。 

 まずは「不登校 50 年」を知ってください。そして、あなたも共に考えて、深めて下されば、それこ

そが力になることでしょう。 

 

 本日の集会は、二部構成になっています。 

第 1部は、全体会で 50 年をふり返るシンポジウムを行います。第 2部は、4分科会にわかれて、参加者

の皆さんができるだけ、質問、疑問、意見をお出しください。そして、終了後、大教室ではありますが、

ティータイムを設けます。もっとしゃべりたい、聞きたいという方はご自由にお残り下さい。 

 私たちは、今日ご参加いただいた皆様と、開催にご協力下さった森田明美氏と東洋大学に大変感謝し

ております。 

今日一日が、不登校への偏見、差別を解消し、子どもの学ぶ権利、生きる権利を拡充していく一歩に

なることを祈っています。 
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本日の流れ 

 

１３：００～１５:００  

第１部：シンポジウム「不登校５０年」＠１３０５教室 

 

１５：００～１５：２０  

休憩／分科会会場への移動 

 

１５：２０～１７：１０  

第２部：分科会 

 分科会①「当事者の体験を聞いて考える」＠１３０７教室 

 分科会②「学校・行政と不登校」＠１３０８教室 

 分科会③「不登校から多様な学びへ」＠１３１０教室 

 分科会④「不登校研究のこれから」＠１３１１教室 

 

１７:１０～１８：００ ミニカフェ＠１３０５教室 

※シンポジスト、各分科会発言提供者の方々にも可能な限りご参加いただ

く予定です。参加者どうしの交流の場にしていただければと思います。 

 

終了 
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第 1部 シンポジウム「不登校 50 年」 

 

 不登校への認識から 50 年を次の人々と共に振り返ります。 

 

＜指定発言者＞ 

亀田徹さん（文部科学省視学官） 

 「不登校関係の施策・通知について」 

 

＜シンポジウム＞ 

・報道関係者     氏岡真弓さん 

（朝日新聞社） 

 

・心理・医療関係者  西村秀明さん 

（宇部フロンティア大学教授） 

 

・不登校研究者    朝倉景樹 

（シューレ大学スタッフ） 

 

・親・フリースクール関係者  奥地圭子（兼司会） 

（登校拒否を考える会、ＮＰＯ法人東京シューレ理事長） 

 

＜指定発言者＞ 

森田明美さん（東洋大学教授） 

 

進め方 

■ 最初、文部科学省から、主な施策・通知などについて説明をいただきます。 

 

■ 50 年は長いので、3 つに分けて進行したいと思います。 

第Ⅰ期は、1960 年代半ば～80 年代半ばの約 20 年 

第Ⅱ期は、1980 年代半ば～2000 年代初頭の約 15 年 

第Ⅲ期は、2000 年代初頭～現在の約 15 年 

とします。それぞれの期について、4 人の方々にコメントいただきます。 

 

■ 最後に、全体を通して聞いていただいた森田明美さんに、まとめの発表をいただきます。 
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＜登壇者プロフィール＞ 

 

 

 

氏岡 真弓さん 

 水戸、横浜支局を経て、東京社会部、編集委員、論説委員、教育

担当部長などを経験。学級崩壊やいじめ、不登校のほか、学力、格

差、子どもの貧困、教員の多忙化、部活動、大学入試改革などを取

材。岡山市出身。1984 年入社。 

 

 

 

西村 秀明さん 

 1972 年より山口県中央児童相談所、宇部健康福祉センター、山

口県精神保健福祉センターを経て、2003 年より宇部フロンティア

大学勤務。現在、宇部フロンティア大学・大学院教授。附属「臨

床心理相談センター」及び「文京クリニック（心療内科、精神科）」

業務にも従事。臨床心理士。精神保健福祉士。著書に『不登校の

再検討』（教育資料出版会）、『子どもの心理 親の心理』（教育資

料出版会）他 

 

 

朝倉 景樹 

東京シューレのフリースクールのスタッフを経験した後、1999

年のシューレ大学の設立からスタッフとして関わる。社会学の研

究活動もしており、著書は『登校拒否のエスノグラフィー』の他、

執筆分担に『教育のエスノグラフィー』『こころの仕事』『閉塞感

のある社会で生きたいように生きる』など。海外の子ども･若者

中心の教育、フリースクール、ホームエデュケーションの研究や

交流にも力を入れており、ロシア、アメリカ、韓国、などに招聘

されている。2016 年は IDEC(国際デモクラティック教育大会)で

基調講演、欧州評議会・世界デモクラティックフォーラムのシン

ポジストに招聘されている。 
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森田 明美さん 

地域や家庭で子どもが育つことを支える仕組みをどのように

作りだすかが研究の中心課題。また、子どもの権利条約普及と実

現のための実践研究や国連 NGO・NPO 活動にも関わっている。現

在、東洋大学社会学部教授 、東洋大学社会貢献センター長、福

祉社会開発研究センター長、他。著書は共編著『子どもの権利―

アジアと日本』（三省堂）、『子どもの権利条約から見た日本の子

ども』（現代人文社）、『子どもの相談・救済と子ども支援』『子ど

もにやさしいまちづくり第 2 集』（日本評論社）他多数。 

 

 

 

奥地 圭子 

 1941 年生。1963 年より 22 年間、公立小学校教員。わが子の不

登校から深く学び、親の会「登校拒否を考える会」を始め、1985

年フリースクール「東京シューレ」開設。親の学び合いやフリー

スクール同士のつながり合い、全国不登校新聞社をＮＰＯで立ち

上げるなど、不登校支援について全国な活動も展開している。現

在、ＮＰＯ法人東京シューレ理事長、ＮＰＯ法人フリースクール

全国ネットワーク代表理事、ＮＰＯ法人登校拒否・不登校を考え

る全国ネットワーク理事長、ＮＰＯ法人全国不登校新聞社代表理

事、多様な学び保障法を実現する会共同代表他。著書は、『フリースクールが教育を変える』、

東京シューレ編『僕は僕でよかったんだ 学校に行かなかった 32 人との再会』、『子どもを

一番大切にする学校』他。 

 

 

  



 7 ページ 
 

分科会①「当事者の体験を聞いて考える」 

担当・進行：木村 砂織 

 

この分科会の趣旨 

「当事者の声を聞く」ということを、私たちはいつも大切にしてきました。そこから考えていく、

ということが不登校を考え、理解する上ではとても重要なところです。 

 

 

話題提供者 

小林 繁雄さん 

小林さんは、３０年ほど前、東京シューレ開室当初のお父さんで あり、現在も登校拒否

を考える会を事務局をしていらっしゃいま す。今よりももっと理解がなかったころのお話

が伺えると思います。 

        

関川 ゆう子さん 

息子さん辛い時期には、家庭内暴力もありました。現在、東京拒否を考える会事務局、ま

たシューレ内で行っている月１回の親ゼミにも毎回参加されています。 

        

小野坂 祥子さん 

小学校低学年で不登校し、東京シューレに入会、その後東京シューレ葛飾中学校開校の年

に入学来春には大学院生となる息子さんのお母さんです。  

        

倉地 透さん 

中学２年生で不登校、壮絶な経験があったのち、建築士の資格を取得現在は会社の経営者

であり、お子さん２人のお父さんです。不登校の時期、どんな思いで過ごしていたかを話し

ていただきます。 

 

進め方 

親の立場としてお三人、子ども時代の経験を話していただく方としてお一人計 4 人登場いただき

ます。 

後半は、ご参加の方々のご質問、ご感想などをお受けし、皆さんとやりとりできる時間を設けま

す。 

集会の前半で出た話題を、この当事者の方のお話をお聞きすることでより深く考えていけるので

はと思っております。 
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分科会②「学校・行政と不登校」 

担当・進行：中村 国生 

この分科会の趣旨 

 文科省の不登校に関する調査研究協力者会議は、2016 年 7 月に「不登校児童生徒への支援に関

する最終報告～一人一人の多様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援の推進～」をまとめ、

それに基づき9月14日初等中等局長通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」（資料参照）

が発出されました。同じく文科省のフリースクール等検討会議は、現在、最終まとめをとりまとめ

ている段階です。 

 また、東京都教育委員会は不登校・中途退学対策検討委員会を設置し 2016 年 2 月に「報告書 一

人一人の児童・生徒の育ちを学校・社会で支え、そして自立へ」をまとめ、ひきつづき教育支援セ

ンター（適応指導教室）等 充実方策検討委員会を設置し 2016 年 10 月に「中間まとめ」を作成し

ました。 

 文科省の動きに並行・伴走して、超党派フリースクール等議員連盟・夜間中学等義務教育拡充議

員連盟による「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」

が今国会で審議中です。この法案は東京シューレをはじめとするフリースクール全国ネットワーク

や多様な学び保障法を実現する会による法案提言に端を発し市民との連携で進められてきました。 

 本研究集会の主催である東京シューレは、学校以外の学習の場であるフリースクールの先駆けで

あり、長年の活動の中で、フリースクールの全国ネットワーク結成や不登校の親の会と全国ネット

ワークの結成、不登校特例校と呼ばれる東京シューレ葛飾中学校開校などの実践経過・成果から、

代表の奥地は国や都の検討委員を委嘱され、また立法プロセスにも携わってきました。 

 これら行政や国会の動き・変化において通底するのは、不登校を問題行動とし対策・対応する視

点から、①支援の視点の明確化、②学校・学校教育の改善、③少なくない一定数の子どもが長期に

不登校しているという実態の認識と家庭を含めたフリースクール等の多様な教育確保（学習権保障）

の必要性、④そのためのフリースクール等との連携やそれらへの支援の必要性、などが打ち出され

ている点といえます。 

 そして文科省も東京都も、それぞれの会議・委員会経過に基づいてモデル事業（※）を実施し、

方向性を具体化し始めています。 

※文科省 H27 年度補正予算「フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援モデル事業」 

※東京都教育庁 H28 年度「教育支援センター（適応指導教室）等におけるサポート講座の実施事業」 

 また教育委員会や学校現場においては、国や都のような動き・変化の波及はまだまだこれからで

すが、今回、本分科会で話題提供いただく若手の現役小学校教員のような個人や、適応指導教室（教

育支援センター）として先駆的な取り組みや適応指導教室の全国連絡会を組織している名古屋市子

ども適応相談センターなど、いち早く不登校の子どもの実態に即した実践やフリースクール等民間

との連携を推進しているところもあります。 

 他方、フリースクールの現場や不登校当事者の子ども・保護者においては、国や政治がフリース

クール・不登校支援を検討し始めたことで、フリースクールへの問い合わせや入会が増え、学校以

外の多様な育ち・学びの在り方があるという認識が広がってきています。 

しかしながら一方で、学校や地域でたいへんな傷つきや苦しみを強いられた経験も少なくなく、
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根深い先生不信・学校不信・教育委員会不信・文科省不信があります。政府・文科省、議員・政治

はそう変わるはずがない、支援という仮面をかぶった介入・管理・統制の強化に違いないといった

警戒感や疑心暗鬼、不信感や無力感を訴える当事者がいるのも事実です。 

 

 このような状況の認識に立って、不登校をめぐるステークホルダーは互いにどのようにこれから

を進んでいけばよいでしょうか。特に今後の中心的なテーマの一つである「連携」を軸に深め合え

たらよいと願っています。 

 

話題提供者 

○吉住大和さん 神奈川県内小学校教員（教員歴 3年目） 

不登校の児童が学校で 出てしまうことは、学校内ではとても不名誉なことであり、不登校児を

出した教員、クラスというレッテルが貼られてしまう場合もあり、何としても学校に来させたい、

というのが教師目線での本音だと思います。しかしそれは教師が主語であり、子ども目線の考えで

はありません。しかし、子どもためで在りたい、力になりたいと頭では理解しているが、教師とい

う肩書きがあるからこそ振舞わなければならない態度に翻弄されてしまう、という葛藤があります。

子どもとの関わりの中で感じているのは３０数人をしっかりと見とることや、話を聴ききることへ

の物理的な不可能さを感じています。ですから、教師と子どもの縦の関係を最重視するのではなく、

子どもと子どもの横の関係を整備することに 注力しています。教師が持っている権限を子どもた

ちに委譲していく学級のシステム作りに取り組んでいます。 

 

○山崎竜二さん 名古屋市子ども適応相談センター指導主事 

 名古屋市子ども適応相談センター（フレンドリーナウ）の取組などについて 

 

○東京シューレより  

 学校・行政との連携における取組事例と感じていること 

 

進行のしかた 

○分科会全体で話題提供を共有したのち、5～6 人の小グループに分かれて対話により深め合います。

この場自体が出会いであり“連携”の始まりとしたいと思います。できるだけ共有の時間も取りた

いと思います。 
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分科会３ 不登校から多様な学びへ 

-ポスト不登校の可能性- 

担当・進行：奥地圭子 

 

この分科会の趣旨 

  

不登校５０年の歴史を振り返ると、日本社会は学校中心できたために、不登校はあってはならな

いもの、不登校の存在は学校においても、家庭においても「恥」とされ、不登校をないかのように

よそおったり、学校へ行かない・行けない子どもを学校へ登校させようと大変無理な関わり方が行

われてきました。それへの反省もあり、長い間行われてきた学校復帰政策はやや変わり目を迎え、

不登校への対応も、単に学校へ戻すのみを目的とするのではなく、本人の自立に向けての支援が大

事になってきています。そして、不登校への対応も本人の状況、気持ちに無理のない関わりがかな

り求められるようになりました。不登校の子どもを支援する法律も検討されてきました。 

  

ここで、私たちは、新たな課題に直面していると考えます。ポスト不登校の未来です。ゆっくり

休んだ後、再登校も一つの道でしょう。しかし、学校教育ではない多様な学び、育ちの在り方をも

とめる子ども・若者も増えて来ています。不登校はいつの間にか学校制度以外の育ちを増やしてき

ました。そして、全ての個の学ぶ権利を満たすには、多様な学び、育ちが保障される必要がありま

す。 

学校中心の社会では一足飛びに学校以外の多様な学びを正規に認め、社会的に応援していくよう

には、なかなかならないものです。不登校は、そんな課題に大きな可能性をひらきます。学校中心

の単一の学びの制度では、どうしても不登校が出てしまう。その子どもの学ぶ権利をどう保障しよ

うか、ということに社会は向き合わざるをえません。その時、少しづつ、必要にせまられ、用意さ

れてきた多様な学び-フリースクール、ホームエデュケーション、さまざまなオルタナティブ教育、

さらには、権利を保障する対象となっていなかった外国人の子どもたちの教育など-が検討されつ

ながっていくことになります。多様な学びは、子どもの学ぶ権利を満たすために、子ども主体であ

る必要があり、社会の応援があれば可能性は無限です。 

 

 日本社会は不登校を受けとめる土壌がややあってこそ多様な学びが保障され、その芽が育ち、花

がさくことにつながりましょう。いわば、闇と思われた不登校の中に、日本の教育を変える光が内

包されていると思います。 

 そして、今、不登校を悩み、苦しみ、差別を受ける現状から解き放たれ、それぞれの子が自分を

おさえるのではなく、自分を自分として生き、個性をのばし、豊かな育ちがしていけるよう、社会

を変えていきましょう。そんな夢を考える分科会にしたいと思います。 
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話題提供者 

 

一瀬智久さん（当事者の立場から） 

 

1978 年生。中学 1年生より不登校し、中学 2年生から 18 歳まで東京シューレに在籍。東京シュ

ーレ・ログハウス建設の実行委員長を務めた。現在は、日本でスペイン・バルの先駆けとなった「三

鷹バル」、イタリア料理店「バーカロ・フェッロ」、ロッククライミングジム「三鷹ジム」のオーナ

ー、さらに「一瀬工務店」を経営し、4足のわらじをはく。 

 

兼子和美さん（ホームエデュケーションで育った子の母親） 

 

 娘は現在 22 歳。小学 2 年生で不登校。その後ホームエデュケーションで育つ。21 歳までホーム

シューレ会員。18 歳で単位制高校卒業、公立大学国際関係学部進学。現在は大学を休学し、イギリ

スでガーデニング・ガーデンデザインを学んでいる。 

 

古山明男さん（おるたネット主宰・教育研究者） 

 

1949 年生。 80 年代より教育活動に従事。 私塾、フリースクールを主宰。 さまざまな教育ニー

ズに応える。 制度研究家として国際比較、歴史研究を行う。 「多様な教育を推進するためのネッ

トワーク」代表。 著書に『変えよう！ 日本の学校システム』（平凡社） 

 

 

分科会の進め方 

 

①上記趣旨のもと、不登校から多様な学びへの歩みと実際とその可能性について各自の体験、考え

を語ってもらいます。 

②残りの時間は、若干の質疑のあと、自由討議とします。 

焦点が、不登校のとらえなおしと多様な学びの可能性をどうひろげるかになるといいなあと思い

つつ、なんでも出して下さい、という方針で進行します。学ぶ権利の保障の「学び」を教科学習の

イメージで狭くとらえるのでなく、広く魅力に満ちたものとして、とらえていきたいです。 
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分科会④「不登校研究のこれから」 

担当・進行：朝倉景樹 

  

1950 年代に不登校研究は精神医学者が副次的に本来の研究対象とは違う事情で学校に行ってい

ない子どもを知った(｢発見した｣)ことから始まったといわれています。身体機能的に歩行できない

わけでもなく、経済的困窮状態にあるのでも、非行傾向でもないのに学校に行っていない子どもが

いることを問題と認識し、学校に行けるようにするという前提で研究は始まりました。原因として、

子ども自身の性格の問題あるいは、子育ての問題、特に母親の育て方を問題視する見方が多く見ら

れました。 

 そのような研究が社会の登校拒否、不登校のイメージを形成していくことに大きな役割を果たし

ました。文部(科学)省が不登校は誰にでも起き得る、問題視しないという通知を出しても、社会に

はまだまだ否定的な眼差しが残り続けています。不登校研究は何をしてきて、どうあるべきなのか

が問われなければいけません。 

 今までの不登校研究を振返るだけではなく、不登校を研究テーマとしている新進気鋭の研究者二

人に研究を紹介して頂き、これからの不登校研究について参加者の皆さんとご一緒に大いに語り合

える場にしたいと思います。 

 

 

 

研究発表： 

・本山敬祐さん(東北大学大学院教育学研究科博士後期課程) 

1985 年兵庫県生まれ。2011 年東北大学大学院教育学研究科博士前期課程修了。修士（教育学）。

2013 年度日本学術振興会特別研究員。専攻は教育行政学。 

 

・田中佑弥さん(武庫川女子大学教育研究所） 

1982 年生まれ。神戸大学大学院総合人間科学研究科博士前期課程修了。 

高校教員等を経て、2011 年に近畿自由学院（フリースクール）を開校。 

2016 年度より武庫川女子大学教育研究所に勤務。 

http://researchmap.jp/tanakayouya/ 
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1986  
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1990 協力者会議中間まとめで「どの子にも起こりうる」
1991  
1992 ⻑⽋調査

文科省「だれにでも」

1993 ＦＳに学割定期可能に
1994 子どもの権利条約日本政府批准
1995 スクールカウンセラー配置開始
1996  
1997 改正児福法成立
1998 登校拒否→不登校に変更

ＳＳＰ予算要求

1999 ⻑⽋理由学校ぎらい→不登校へ
2000  
2001 省庁再編で文科省

不登校追跡調査発表

2002 「協力者会議」設置
教育特区構想発表

2003 「協力者会議」最終報告→文科省通知
2004 国立教育研究所『生活指導資料』
2005 高認スタート

高校生不登校調査開始

2006 改正教育基本法が成立施行
2007 不登校再増加を発表
2008 ＳＳＷ配置開始
2009 フリースクールに通う高校生の出席認定
2010 子ども手当・高校無償化開始
2011  
2012  
2013 いじめ防止対策推進法
2014 超党派ＦＳ議連結成

文科省主催のＦＳ・

2015 「検討会議」・「協力者会議
2016 「協力者会議」最終報告 
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 「長期欠席
行政・立法の動き 

学校基本調査に⻑⽋調査 

⻑⽋理由に「学校ぎらい」 

生徒指導資料に登校拒否 

 初の登校拒否手引書 

子どもの権利条約国連で採択 
協力者会議中間まとめで「どの子にも起こりうる」 

調査 年間 30 日に変更 
「だれにでも」通知 

ＦＳに学割定期可能に 
子どもの権利条約日本政府批准 
スクールカウンセラー配置開始 

改正児福法成立 
登校拒否→不登校に変更 
ＳＳＰ予算要求 
⻑⽋理由学校ぎらい→不登校へ 

省庁再編で文科省 
不登校追跡調査発表 
「協力者会議」設置 
教育特区構想発表 

「協力者会議」最終報告→文科省通知 

国立教育研究所『生活指導資料』 
高認スタート、ＩＴ等出席 
高校生不登校調査開始 
改正教育基本法が成立施行 
不登校再増加を発表 
ＳＳＷ配置開始 
フリースクールに通う高校生の出席認定 
子ども手当・高校無償化開始 

いじめ防止対策推進法 
超党派ＦＳ議連結成 
文科省主催のＦＳ・不登校フォーラム 
「検討会議」・「協力者会議」発足 
「協力者会議」最終報告→文科省通知  

A 長期欠席
東京シューレ･協力団体の動き

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『登校拒否･学校に行かないで生きる
登校拒否を考える会発足
東京シューレ活動開始
 
 
朝日新聞稲村記事と反論運動

 子どもによるアンケート集計発表
 全国ネットワーク始動、

『僕君』出版 
王子ビルへ移転

 
 奄美大島調査団派遣

 ホームシューレ開始
大田シューレ開室
ＨＥ国際シンポジウム

新宿シューレ開室
ログハウス完成
 
不登校新聞創刊
シューレ大オープン
シューレＮＰＯ法人化、
ＩＤＥＣ日本開催

フリネット発足
新宿シューレ若松移転

 （第 1 期）流山シューレ開設
「フリースクール白書」

 シューレ文科省から初委託事業
  

東京シューレ葛飾中学校開校
 
ＪＤＥＣで新法含む政策提言
「不登校の子どもの権利宣言」

 25 周年祭 
「不登校なう」完成
高校コーススタート
「実現する会」発足

 
 安倍総理シューレ

３０周年記念事業 
奥地ＦＳ検討会議・東京都委員会

    

長期欠席・不登校
協力団体の動き 事件など

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開成高校生殺人事件
 
 
 
 
⼾塚ヨット事件

登校拒否･学校に行かないで生きる』出版  
登校拒否を考える会発足  
東京シューレ活動開始  

中学生徒数ピーク
鹿川君いじめ自殺事件

 
稲村記事と反論運動 綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件

子どもによるアンケート集計発表 宮崎勤幼女連続殺人事件
全国ネットワーク始動、 神⼾高校生圧死事件
王子ビルへ移転 風の子学園事件
奄美大島調査団派遣 ⼾塚裁判判決
ホームシューレ開始 山形マット死事件
大田シューレ開室 
ＨＥ国際シンポジウム 大河内君いじめ自殺
新宿シューレ開室  
ログハウス完成  

神⼾⼩学生殺傷事件
不登校新聞創刊 ⿊磯中学生ナイフ事件
シューレ大オープン  
シューレＮＰＯ法人化、 

日本開催 新潟少女軟禁事件
佐賀⻄鉄バスジャック事件

フリネット発足 池田⼩児童殺傷事件
新宿シューレ若松移転  

期）流山シューレ開設 ⻑崎男児誘拐殺人事件、
沖縄集団暴行殺人事件

「フリースクール白書」 鍵和田中学生虐待事件
佐世保⼩６殺害事件

シューレ文科省から初委託事業  
アイメンタルスクール事件
福岡・北海道のいじめ自殺

東京シューレ葛飾中学校開校  
秋葉原無差別殺傷事件
丹波ナチュラルスクール事件

ＪＤＥＣで新法含む政策提言 
「不登校の子どもの権利宣言」  

  
「不登校なう」完成  
高校コーススタート 
「実現する会」発足 大津市いじめ自殺

 
安倍総理シューレに来訪  

・東京都委員会委員に 川崎中１殺害事件
 

不登校」の
事件など 

開成高校生殺人事件 

⼾塚ヨット事件 

中学生徒数ピーク 
鹿川君いじめ自殺事件 

綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件 
宮崎勤幼女連続殺人事件
神⼾高校生圧死事件 
風の子学園事件 
⼾塚裁判判決 
山形マット死事件 
大河内君いじめ自殺 

神⼾⼩学生殺傷事件 
⿊磯中学生ナイフ事件 

新潟少女軟禁事件、 
佐賀⻄鉄バスジャック事件 
池田⼩児童殺傷事件 

⻑崎男児誘拐殺人事件、 
沖縄集団暴行殺人事件 
鍵和田中学生虐待事件 
佐世保⼩６殺害事件 

アイメンタルスクール事件 
福岡・北海道のいじめ自殺 

秋葉原無差別殺傷事件 
丹波ナチュラルスクール事件 

大津市いじめ自殺 

川崎中１殺害事件 

の歴史 
社会の動きなど

皇太子成婚式
チリ地震津波
 
 
 
東京オリンピック
米ベトナム北爆開始
ビートルズ来日
 
三億円事件 
人類初の月面着陸
大阪万博 
 
あさま山荘、沖縄返還
オイルショック
 
ベトナム戦争終結
ロッキード事件

 日本赤軍ハイジャック事件
日中平和友好条約
 
 
 
東北・上越新幹線開業
大韓航空機事件
グリコ森永事件
日航ジャンボ機墜落
三原山大噴火
ＪＲ発足 

  
宮崎勤幼女連続殺人事件 ベルリンの壁崩壊

  
湾岸戦争、ソ連崩壊
 

 細川連立内閣
松本サリン事件
阪神淡路大震災
Ｏ−１５７ 

  
 NPO 法成立

 
  

米国同時多発テロ
日韓Ｗ杯 

  
スマトラ島沖地震
福知山線脱線事故

  第 1 次安倍内閣発足
 

 オバマ米大統領誕生
⺠主党政権発足
 
東日本大震災

 第二次安倍内閣
 
 

  
 

 
社会の動きなど 

皇太子成婚式 
チリ地震津波 

東京オリンピック 
米ベトナム北爆開始 
ビートルズ来日 

 
人類初の月面着陸 

あさま山荘、沖縄返還 
オイルショック 

ベトナム戦争終結 
ロッキード事件 
日本赤軍ハイジャック事件 
日中平和友好条約 

東北・上越新幹線開業 
大韓航空機事件 
グリコ森永事件 

ジャンボ機墜落 
三原山大噴火 

ベルリンの壁崩壊 

湾岸戦争、ソ連崩壊 

細川連立内閣 
松本サリン事件 
阪神淡路大震災 

 

法成立 

米国同時多発テロ 

スマトラ島沖地震 
福知山線脱線事故 

次安倍内閣発足 

オバマ米大統領誕生 
⺠主党政権発足 

東日本大震災 
第二次安倍内閣発足 

年間50日以上
長期欠席
小中学生

年間 50
不登校

年間３0 日以上
不登校の 
小中学生 

日以上 
長期欠席の 
小中学生 

50 日以上 
不登校の小中学生 

日以上 
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⼩･中学校対象の⻑期⽋席･不登校調査の変遷（東京シューレまとめ） 

 ４月頭〜10 月末で 50 日以上 公立⼩学校・中学校 
⻑期⽋席児童生徒調査  １年間で 50 日以上 

  50 日以上⽋席（理由別無し） 

学
校
基
本
調
査 

 50 日以上⽋席、理由別｢病気｣ 
｢経済的理由｣｢その他｣ 
 50 日以上⽋席、理由別｢病気｣｢経済

的理由｣「学校ぎらい」｢その他｣ 
 

 
30 日以上⽋席、理由別 
｢病気｣｢経済的理由｣ 
「学校ぎらい」｢その他｣ 

 

50 日以上⽋席、理由別 
｢病気｣｢経済的理由｣ 
「不登校」｢その他｣ 

 

30日以上⽋席、 
理由別｢病気｣｢経
済的理由｣「不登

校」｢その他｣ 
 「児童生徒の

問題行動等生
徒指導上の諸
問題に関する
調査」（ホームペー
ジに情報があるもの） 調査対象 

1951（昭26） ○         

1952（昭27）〜1958（昭33）  ○        

1959（昭34）〜1962（昭37）   ○       

1963（昭38）〜1965（昭40）    ○      

1966（昭41）～1990（平２）     ○     

1991（平３）～1997（平９）     ○ ○    

1998（平10）       ○ ○  

1999（平11）～2001（平13）        ○  

2002（平14）～現在        ○ ○ 

  



資料編・4 ページ 

   文部科学省より 

 

その１ 不登校児童を支援する施策の変遷について 

 

その２ 不登校児童生徒への支援の在り方について（通知） 

  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1375981.htm 

 

その３ 不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援について 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146844 
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  資料 B-1 その 1 
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資料 B-1 その２ 



資料編・7 ページ 



資料編・8 ページ 

  



資料編・9 ページ 

  



資料編・10 ページ 

 
 
 
 
 
 
  



資料編・11 ページ 

  



資料編・12 ページ 

  



資料編・13 ページ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



資料編・14 ページ 

資料 B-1 その３     

  
資料 B-1 その３ 
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   朝日新聞にみる不登校の歴史 ～氏岡真弓さんより 

 不登校の歴史を振り返るのに、重要と思われる記事を、朝日新聞社より使用許可をいただいて掲
載いたします。なお、記事中、個人情報等に配慮して一部改変した部分、著作権により一部不掲載
としている部分があります。 
 著作権は朝日新聞社にあり、無断複製転載を禁じます。 
 全ての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。 
 

No. 掲載日 掲載面 記事タイトル 
1 1951.11.9 夕刊  「⻑期⽋席者」ふえる 見逃がせぬ結核の猛威 
2 1961.11.14 朝刊  ふえた“学校ぎらい” ⼩中学⽣の⻑⽋者 
3 1965.6.11 夕  登校拒否症児 全国的にふえる傾向 

 市川には“病院学校”誕⽣ 
4 1984.4.4 朝  １面 

トップ 
登校拒否に４つの処方 文部省が手引 
 家庭と連携強調 ６タイプに分け対応 

5 1984.10.31 朝  「登校拒否児」が悩み語る 子供シンポ 
 自分らしく⽣きたい 

6 1987.6.10 夕 社会面 少年、金属バットで殴られ死ぬ 
 登校拒否児集めた埼玉の私塾 

7 1988.9.16 夕 １面 
トップ 

３０代まで尾引く登校拒否症 
 早期完治しないと無気力症に 

8 1988.11.13 朝 社会面 登校拒否は病気と違う 問題は学校側に 
 「考える集会」で報告 

9 1988.12.1 朝 １面 登校拒否、学校側は怠学と認識 
 文部省調査 

10 1989.10.18 朝 家庭面 登校しなくなった理由は「友達との関係」 
 登校拒否の仲間が調査 

11 1989.10.2 朝 家庭面 偏見 登校拒否児洗い出し 
（少年たちの迷宮：上） 

12 1989.10.31 朝  １面 
トップ 

登校拒否の⼩中⽣、最悪の４万人台 
 校内暴力再び急増 文部省調査 

13 1990.12.7 朝 社会面 登校拒否、どの子にも可能性 
 柔軟な対応求める 文部省会議報告 

14 1991.7.30 夕 社会面 懲罰の２園⽣死ぬ  
猛暑、コンテナに２日 広島の厚⽣施設 

15 1992.9.22 夕 １面 ⺠間施設での登校拒否児指導も 
「学校出席」扱いに 文部省 

16 1993.3.20 朝 社会面 登校拒否児に通学定期 校外施設へ 
“通学”の時 文部・運輸両省通知 

17/ 
18 

1996.12.9 朝 教育面 家で自分で学ぶ 広がる「学校へ行かない選択」 
（きょういく９６） 

B-2 
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19 1997.5.16 朝 政治面 不登校なら教護院？ 児童福祉法改正 
巡り子供らが追及 官僚たじたじ 

20 1998.8.21 朝 総合面 フリースクールを財政支援 
 不登校者急増に対応 文部省方針 

21 2000.7.16 朝 総合面 渡辺広史さん  
世界フリースクール⼤会の実行委員⻑（ひと） 

22 2003.4.21 朝 オ ピ ニ
オン 

学校に戻す前提、最善か 
 踏み込み不足の不登校対策 氏岡真弓 

23 2008.5.30 朝 東 京 地
方面 

（きょういく＠東京）子ども中心、手応え 
 不登校の⽣徒の東京シューレ葛飾中 

24 2009.11.30 夕 社会面 不登校の子の「権利宣言」 個性・価値観、尊重を 
 フリースクールの１５人が起草 

25 2012.9.1 朝 社会面 「学校行かなくてもいい」と言って 
 不登校経験の若者、文科相に訴え 

26 2016.6.3 朝 教育面 不登校の学習支援、道半ば 教育機会確保法案、 
継続審議に 校外の学び、修正も実らず 

27 2016.8.31 夕 社会面 学校以外にも居場所あるよ 
 支援団体・児童館…呼びかけ広がる 

28 2016.10.30 朝 オ ピ ニ
オン 

（社説）不登校調査 多様な姿を受けとめて 

 
 
 

※新聞記事紙面は、朝日新聞社の許諾条件より、 
当日参加者にお渡しした資料にのみ掲載しています。  

 この冊子には「資料編 18〜45 ページ」はございませんので、ご了解ください。 
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   日本社会は不登校をどう見てきたか 
――不登校調査 50 年  シンポジウム「心理・精神医療の立場から」―― 

宇部フロンティア大学／大学院  西村秀明 
 
 
【第 1 期  ～ 1985】 
 
１．19世紀後半、ヨーロッパ社会では産業革新が起こり、機械技術の精密化とともに大量生産に乗り出
した。この産業構造の高度化に⾒合う人材・労働力を必要として一⻫教授法による公教育、大衆教育化
が図られていくことになる。こうして公教育が成立すると、いち早くフランスのBinetによって「知能
検査」が作られた。つまりは、一⻫教授法の効率を高めるため、これについてこれない児童を合理的に
排除するためだった。――「公教育の成立は、知識が権力によって統制・枠づけされることになってい
く幕開けでもあった」と多くの教育学者が指摘しているとおりである。 
 
２．それはともあれ、公教育がはじまって以降、「学校に行かない」という子どもたちも多くいたよう
である。当時は“怠け”と言われていたようであるが、やがて“怠ける理由が理解できない”というところ
から、当時はやっていた精神分析学の立場から「学校に行かない原因は無意識の研究を通じて明らかに
なる」と主張されるようになり、「学校に行かない」とい
う行動現象が精神医学の対象とされていくようになる。
――いま思えば、ボタンの掛け違いがここからはじまっ
た感がある（当時は、まだよくわかっていなかった）。 
 
３．そういうなかで、精神医学界では不登校を“恐怖症”
として捉えるようになり、1941年アメリカにおいて
Johnsonの“学校恐怖症”概念が登場して、“⺟子分離不安
説”が一世を風靡する。Johnson は、「この症候群は基本
的には、学校−子ども関係における障害のサインではな
く、学校がはじまる前の⻑い間に形成された“性格障害的
なもの”にその原因がある」と提唱した。この理論は、そ
の後1964年にLeventhalが“⺟子分離不安説”を否定する
まで続いていった。 
――そうするなか、アメリカではベトナム戦争の勃発に
よって不登校問題は精神医学とも縁が切れ、また社会問
題としてあまり取り扱われなくなっていく。それにはも
うひとつの背景があり、各州で順次スクール・ソーシャ
ルワーカーの配属を各学校に設置して、教育の問題と児
童の福祉的な問題とを分けて支援していくことがはじま
ったということも大きく関与している。 
 

B-3 

日本において最初に不登校の調査を実施
したのは高木隆郎氏である（1959 年『精
神医学誌』）。彼は、1956 年、1957 年の
⻑⽋者を調査した。彼は 1984 年、「登校
拒否と現代社会」と題して特別講演をし
ており、『児童⻘年精神医学とその近接領
域誌』に掲載された。それによると「当
時の⻑⽋児は経済的理由によるもので、
子守をしているとか、家事を全部引き受
けているとか、町工場で働いて家計を助
けている者さえいた。…福祉に⽋ける＜
不幸＞な子どもたちなのだが、大部分は
生き生きと逞しく人生を送っていて、…
決して神経症的な挫折感や劣等感を抱い
ていなかった。…何の理由にせよ⻑⽋に
陥った子どもたちが神経症化せざるを得
ないような情況は、むしろ今日的特徴な
のである」と述べ、「（不登校は）1960 年
を境とする日本の近代化と連動・相関し
ている、そういう背景をもった社会病理
である。…＜積み木くずし＞というが、
積み上げた積み木を底から崩すのは、子
どもたちではなくて社会の流れであり、
経済政策なのである」と言い切っている。 
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４．一方、日本社会では1960年に鷲⾒たえ子氏によってJohnsonの“⺟子分離不安”を基礎とした論文が
発表され、この考え方が日本に上陸してくる。以降、不登校と“⺟子分離不安”が結びつけられて理解さ
れるようになり、不登校が疾病単位として捉えられて精神医学的“治療”の対象とされる時代が続いてい
くことになる。（Leventhalの批判は、かなり後になって横田氏により紹介されるが）日本では“⺟子分
離不安”を基礎として「⺟親の子育て」問題に焦点が当てられ、この理解が蔓延していくことになって
いった。 
 
５．心理学においても精神医学に追随する形で、多くの従事者は不登校を“治療の対象”として捉え、“性
格の脆弱性”であるとか、あるいは何らかの“家庭における心理的葛藤”等が介在して登校できない状態を
つくっているという解釈に陥っていった。つまりは不登校を“個人病理”へと還元して捉え、その子ども
の“性格的偏り”であるとか、“⺟親の養育態度”に問題を求めていったものである。 
 
６．私個人としても、当時（1981年〜）どのように対応してよいのかわからず、文献に頼るしかなかっ
た。当時はまだ“症状化”を起こして相談・診療に来られる方も多かったように記憶している。朝の頭痛・
腹痛、強迫性障害、過呼吸等によるパニック障害……、身体の機能的麻痺（下半身が動かない）の子に
出会ったこともある。そういった“症状化”の背景には、やはり⺟親の養育態度や家庭内の心理的葛藤が
あると信じてしまっていた。不登校とは、当時考えられていたとおり“⺟親の養育問題”と密接に結びつ
いているものであると理解していたからである。（――残念ながら、当時はほとんどの従事者が⺟親の
“溺愛、過保護、過⼲渉”（平井信義）、あるいは“子育て不安”や“夫婦仲の不和”などに原因を求めたもの
である。）そして、治療の目標は「再登校すること」に置かれた。「このまま学校に行かなければ社会人
としてやっていけなくなる」という親御さんたちの不安に応えていくためにも「再登校」が最大の課題
として突きつけられ、何とかそれに応えていくことが専門家であると錯覚していた時代である。 
大いに反省しなければならない、今となっては恥ずかしいことであるが、「子どもたちに、真に何が起
こっていたのか」子どもたち自身に尋ねることをしてこなかった。治療の対象ではないと悟ったのはそ
の後である。 
 
【第2期1985～2000】 
 
１．世の中、“⺟子関係の歪み”等を基盤にして不登校は生起するという考え方が趨勢を占めるなかで、奥
地圭子氏の登場はその後の不登校理解に大きな役割を果たすことになる。 
 まず1984年に『全国登校拒否を考える会』を発足させ、翌1985年には全国初のフリースクール『東
京シューレ』を開設したことにはじまる。これまで不登校本人不在のまま精神医学や心理学は理論構成
してきたが、この活動を通して不登校の当事者が自らの体験を語りはじめ、これまで避けられていた子
ども−学校関係に焦点が当てられてくるのである。つまり彼らは“いじめ”に遭った経験、“教師の体罰”
からの逃走、“そういう学校体勢に嫌気がさした”などの体験を表明し、“学校には自分の居場所がない”と
訴えた。ここで初めて、これまで目をそらしてきた学校社会での歪みに向けて問題が提起されはじめた
のである。絶対化されていた学校こそ多くの問題を抱えており、そのなかで子どもたちは心理的に疲弊
しているという実態が世に曝されはじめたのがこの頃である。 
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２．そういう観点から不登校を捉え直そうという時期、センセーショナルな出来事が社会を揺るがした。
それは1989年に発表された稲村論文である。彼は『学校不適応対策調査研究協力者会議』の中心人物で
あったわけだが、その論文で「登校拒否を放置しておくと、成人になって無気力症になる」という論を
展開させた。この文面は多くの新聞各社の一面トップを飾って、社会に大きな衝撃を与えた。直ちに石
川憲彦氏や渡辺位氏は、この論文に対する批判を『精神神経学会』に提出し、精神神経学会としての⾒
解を求めた。こういった批判を受けて、当論文を掲載した『児童⻘年精神医学会』は詳細な調査を行う
ことになり、結局「登校拒否児（者）の人権という視点からみた場合、正当な学術的根拠を⽋きながら
も、なお医学概念を装うことによって、当事者に対し著しい不利益をもたらすもの」であると批評し、
当論文は「不登校は多様な要因をもつものであるにもかかわらず、ただ家族病理へと還元していくとい
う危険性をもつもの」であるとして退けられるという結論に達した。 
 
３．この稲村論文の顛末は、精神医学界に大きな影響を与えることになったと考えられる。先に述べた
奥地圭子氏の活動とこの事件に前後して、「不登校問題は医学の対象とはならないもの」として影をひ
そめていくことになる。――不登校ということだけで診療に訪れられるということは徐々に少なくなっ
ていき、不登校から周囲との軋轢等によって二次的に生起している、例えば“不眠症”であるとか、“強迫
性障害”、“心身症状態”のような症状化を起こしている者に限られてくるようになった。不登校の原因が
“⺟子関係”の問題や、家族関係における“心理的葛藤”の問題ではないとされる論調が主流になりつつあ
るなか、視点の転換が求められることになっていったのである。それでもなお根強く“個人病理”にこだ
わり続けた一部の学者もあったが、一方では学校内での出来事が注目されるようにもなり、不登校を“病
理現象”として捉えるのではなく、“ライフスタイルのひとつ”である（鑪幹八郎）という考え方が登場し
てくるようになった。 
 
４．こうした勢力に押される形で、1992 年『学校不適応対策調査研究協力者会議』は従来の考え方か
ら大きく転換し、「不登校は、その子の属性的問題に原因があるのではなく、誰にでも起こり得る」も
のと訂正した。しかし、教育のシステムにはメスを入れることなく、結果、各教育関係諸機関での相談
窓口の拡充、及び適応指導教室の激増を図っていくとともに、スクールカウンセラー制度を導入してい
っただけであった。当時を振り返ると、不登校相談対応を学校をはじめ教育関係諸機関で囲っていって
しまったという感は否めない（当時、児童相談所をはじめ、教育機関外での相談件数が減少していった
のも事実である）。そして、根強く不登校対応の目標は「再登校」にあるという観念に支配されたまま
推移した。 
 
【第3期2000年～】 
 
１．21世紀に入り、既に社会は多様な価値観にあふれてきた時代と評されることが多いが、実際はひと
つの価値観に凝縮させられようとしているのではないかと思えてならない。現に、多様な価値観にあふ
れていても、それを肯定的に社会が認めているとは言い難い。社会の基準に合わせられない者はむしろ
異端視されているだけの多様性であり、文化に変容が起こってきているとはとても考えられない。実状
は、ニート、フリーター、ワーキングプア、そして完全失業者236万人（2016年）の日本、これは文化
の変容ではなく、むしろ閉塞感に満ちている社会としか映ってこない。 
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２．そういう意味からも、21世紀はかなり問題が複雑化してきている感がある。そして、相変わらず不
登校件数は減少しないどころか、その延⻑線上で2000年1月“新潟少女監禁事件”（9年2ヶ月監禁）の発覚
や、同年5月には“佐賀⻄鉄バスジャック事件”が勃発し、逮捕された犯人がいずれもひきこもり状態の
⻘年であったということから、にわかに“ひきこもり”が社会問題化してきた時代でもある。統計上（斎
藤環氏）から考えると、ただ「学校に行かない」という行動選択を許さない周囲との軋轢によって存在
感を失いかけた⻘年たちが、かろうじて身を守るための術として“ひきこもる”という行動に移っている
ものであると理解しているが、それだけ心の深い傷を負っている以上、支援には困難さを伴っているの
も事実である。 
 ただ精神医学界においては、厚労省の定義からしても、単なる“ひきこもり”という行動を主訴とする
者については（症状があれば別だが）既に不登校同様「治療的対象ではない」として捉えているようで
あった。そういう点から言えば、むしろ“心理的な問題”として心理学分野への期待が広がってきている
と言えそうである。 
 
３．他方、こういった時代、人間行動の理解に根拠づけが
必要となったのか（社会が要請しているのか）、精神医学
分野においては21世紀に入る前後から、“不登校”から離れ
た代わりに、やたらといわゆる“発達障害”という言葉を耳
にするようになった。そればかりでなく、安易な形で“適応
障害”をはじめ、“行為障害”、“社会的コミュニケーション障
害”、“アスペルガー障害（自閉症スペクトラム）”、あるいは“人
格障害”等々、ひと昔“情緒障害”、“学習障害”という烙印に変
わって登場してきているように思える。1905年、Binetが
“知能検査”を作成して合理的に教室から排除していった構
造と何ひとつ変わっていない印象である。 
 いまの社会が求める定型的な人間を“正常”とし、そこか
らのズレを“異常”と捉えて彼らの背後にある事情に目をや
ることなく精神医学や心理学の世界が教育文化に貢献し
ていると思えなくもない。否、いまや精神科に限らず⼩児
科等において“発達障害”と言い渡されることもしばしば経
験するようになった。――人間の成⻑には個人差があって
当然である。そして、発達といってもここに「完璧に発達
した人間」を描き出すことなど出来ない。たまたまその社
会が求めている様々な役割・期待からのズレを“障害”とい
う概念でくくっているに過ぎないような気がする。結局、
社会の期待に迎合できない、あるいは疑問を感じて合わせ
られない人間などは“障害者”となるのである。 
 
４．さて、話は前後するが、心理学の世界では1988年より『臨床心理⼠』の資格認定（⺠間資格）がは
じまっていて、先に述べたようにスクールカウンセラーの数も増加して、毎日ではないにしても（非常
勤）各学校へ配属されていった。 

――そもそも精神医学における疾患は
（すべてではないが）概念によってつく
られた病気（症候群）であるため、ICD-10
や DSM-5 など診断基準がつくられてい
る。そして、その概念は時代とともに変
遷していき、社会の変容に伴って盛りだ
くさんの“疾病・障害”が概念化されてき
ている観は否めない。しかもその概念を
広義に解釈していけば、誰もが“障害者”
として当てはまらないとも限らない。人
間の行動を平均的尺度と突きあわせて問
題を探っていくと、誰もがともすればい
ずれかの“障害概念”に当てはまってしま
う部分があってもおかしくはない（診断
基準が病気をつくると批判する学者もい
るくらいである）。医療機関に受診してス
クリーニング・テストを受け、“○○障害”
という診断名をもらった同じ人間が、相
談機関に訪れると診断しないので（診断
は医師のみの業務独占）烙印を押されず
にすんでいるという状況も生起している
……。人間の生き様における支援は、“障
害”であろうがなかろうが、その子その子
の自己実現を視野に入れた援助を必要と
している。 
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――しかし、これまで相談室で面接や心理検査に明け暮れしてきた心理分野の人間にとって、学校に出
向いていき、学校内の出来事にどうアプローチしていくのか（しかも、アメリカのスクール・ソーシャ
ルワーカーと違って権限ももたず、校⻑の配下に置かれた非常勤として……）、新たな模索をせざるを
得なくなった。また、「いじめ防止対策推進法」（2013年）によって学校内の相談件数も増加していると
聞く。あるスクールカウンセラーの話によると、学校現場では子どもたちの心の相談や教師へのコンサ
ルテーション等うまく連携がとれて機能しているところもあれば、「子どもの心はわからない」とカウ
ンセラーに丸投げしてくるところもあるという。また、学校に『特別支援学級』などが設置してあると
子どもたちを棲み分けし、普通学級の子どもたちがそこに通う生徒を“害児”と呼ぶなど、差別意識が早
期から植え付けられてしまっているという実態を危惧していた。田舎の学校では『特別支援学級』対象
児も普通学級のなかにいて、教師は大変なようであるが「それが自然ではないか」と述懐していたこと
が印象深い。「何のための――誰のための教育だろう？」と
疑問を投げかけていた。おそらく、後に参入してくるスク
ール・ソーシャルワーカーにとっても同じ感想を持ってい
るのではなかろうか。 
 
５．さて一方、学校社会から離れてみると、『東京シューレ』
はじめ、各地域で活躍している善良な『フリースクール』、
『フリースペース』の実践を通して、不登校においても6・
3・3・4制の教育システムに則らない生き方によっても自
己実現を果たしているという子どもたち・⻘年たちを多く
経験する時代に入ってきたという実感がある。彼らの生き
様を支援する良心的なサポート校、私塾なども数多く設置
されるようになった。彼らは様々なバイパスを駆使して自
分の将来を夢⾒るとともに具現化していける機会を得るこ
とも出来るようになって、現に社会へと向かう子も非常に
たくさんいる。 
 
６．人間の成⻑は様々である。“いじめ”に遭うことから逃れたい、“授業のペース”についていけずひと休
みしたい、あるいは“友人関係・教師との関係”に疲れて気持ちを静めたい、“学校のシステム”に合わず別
のところで学びたい……等々。本音がそこにあっても「学校に行かなければ自己実現は不可能である」
とすり込まれている子どもたちは、ただひたすら学校に足を向けているという実状（これを“強迫的登
校”、あるいは“学校に行っている不登校”と呼ぶ）にも目を向けて対策を練るべき時代に入っているので
はなかろうか。画一的な教育体系のなかでは、子どもたちはとてもストレスフルになっているという現
状に心理相談においては遭遇することが多い。 
 
７．そうしたなか、現在の子どもたちの実状に⾒合った教育における公的支援のあり方・対応策として
はどのようなものが要請されているのであろうか。――既に21世紀に入って久しい。将来を担う子ども
たちの多様性に配慮した幅広い形での学びの保障、あるいは生き方の支援について、教育はこの現状に
即した新しい仕組みづくりを構築していく必要性に迫られているという時代ではなかろうか。少なくと
も個人的にはそう考えている。      ――2016．11．20． 

一度烙印を押されると、人間はその枠か
ら容易に抜け出せなくなってしまう（ラ
ベリング理論）ことを経験する。『東京シ
ューレ』はじめ、あらゆる『フリースク
ール』等を実践しておられるところでは
経験されていると思うが、私たちの実施
している『フリースペース』においても、
いわゆる“○○障害”とラベリングされた
子どもたちがグループ活動を通して成⻑
するなかで（大変なことも結構あるが）
やがて自己としてまとまっていき、大学
生や社会人として踏み出している⻘年た
ちも 数多くいる。発達・成⻑には個人差
があって当然 なのであるが、一⻫教授法
によって社会へ向かう 足並みを揃える
教育体系のなかでは足手まといになるの
であろうか……。 
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   不登校の子どもの権利はどこまで前進したか 
東京シューレ  奥地圭子 

（※資料抜粋のため番号が飛んでいる箇所があります。） 
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  不登校に関する年表    
★行政などの動き ●シューレ・協力団体などの動き ◆事件など ☆立法・議員の動き ▼そのほか 

   
1950年 ★朝日新聞記事に、総理府調査で⻑期⽋席学童が７３万人いるとの記

事（氏岡さん資料参照） 
朝鮮戦争勃発 

1951年 ★文部省「公立⼩学校・中学校⻑期⽋席児童生徒調査」同年の４月〜
10月末までの50日以上の⽋席者について調査 

サンフランシスコ講和
会議、講和条約調印 

1952年 ★文部省「公立⼩学校・中学校⻑期⽋席児童生徒調査」この年のデー
タから年間50日の子どもの数を調査開始 

対日講和条約発効 

   
1959年 ★文部省、学校基本調査のこの年のデータから、年間50日の⻑期⽋席

調査項目を加える 
皇太子成婚式 
五輪東京開催が決定 

   
1966年 ★学校基本調査のこの年のデータから、⻑期⽋席（年間５０日）理由

に「学校ぎらい」の項目が入る（不登校調査開始） 
ビートルズ日本公演 

   
1971年 ★文部省生徒指導資料『中学校におけるカウンセリングの考え方』に

登校拒否の事例が始めて取り上げられる 
NHKなどテレビを全て
カラー放送 

1972年  ｢暴走族｣の名が広まる 
   
1982年  『積木くずし』出版 
1983年 ★文部省生徒指導資料『生徒の健全育成をめぐる諸問題−登校拒否問

題を中心に−中学校・高等学校編』 
６月 ◆⼾塚ヨットスクール事件⼾塚校⻑逮捕 
１１月 ●『登校拒否･学校に行かないで生きる』（太郎次郎社） 

大韓航空機事件 

1984年 １月 ●登校拒否を考える会発足 
８月 ★臨時教育審議会発足 

グリコ森永事件 

1985年 ６月 ●東京シューレ活動開始 日航機墜落事件 
1986年 ２月 ◆中野富⼠⾒中学校の鹿川君 いじめを苦に自殺 

６月 ◆不登校の子どもの矯正と称した暴行で少年が死亡 
   （不動塾事件） 

チェルノブイリ原発事
故 

1987年 ５月 ▼⼲刈あがた⼩説『⻩⾊い髪』朝日新聞に連載（〜11月） 
８月 ★臨教審最終答申 

JR発足 

1988年 ９月 ▼朝日新聞「２０代３０代まで尾を引く登校拒否」記事 
１１月 ●朝日記事に対する緊急集会開催 
    ★文部省教師アンケートで「登校拒否は怠け」の報道 
    ◆綾瀬⺟子殺人事件。 
      不登校の子どもが犯人として疑いをかけられる 

⻘函トンネル開通 
瀬⼾大橋開通 
リクルート事件 

1989年 ７月 ▼大島弓子漫画『毎日が夏休み』雑誌に掲載 
（後に映画化） 

９月 ●東京シューレ「子どもによる登校拒否アンケート」 
集計結果公表。各地から反響 

１１月 ★国連総会「子どもの権利条約」採択 

天皇死去、消費税実施 
ベルリンの壁崩壊 

1990年 １月 ●登校拒否を考える全国ネットワーク始動 
４月 ★文部省「適応指導教室」事業開始 
７月 ◆女子高生校門圧死事件。 
      このあと校則⾒直しの議論起こる 
１１月★学校不適応対策研究協力者会議、中間まとめで「登校拒否は

どの子にも起こりうるものである」との認識転換を示す 

東⻄ドイツ統一 

1991年 ７月◆風の子学園事件 湾岸戦争、ソ連消滅 
1992年 ３月★協力者会議最終報告「登校拒否（不登校）問題について 

   ―児童生徒の『心の居場所』づくりを目指して―」 
８月★学校基本調査年間３０日以上の⻑期⽋席調査を追加 
９月★文部省、通知で協力者会議報告を踏まえて「登校拒否はどの子

にも起こりうる」と認識転換を示し、「⺠間施設」への出席を出席
扱いできる、とした。 

株価急落でバブル景気
終焉 
学校週５日制、月１回
でスタート 
 

C 
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1993年 ３月★「⺠間施設」に通う⼩中学生に通学定期取得が実現 
１０月●ホームエデュケーション活動「ホームシューレ」開始 

細川内閣誕生 

1994年 ４月★日本、子どもの権利条約批准 
９月●ホームエデュケーション国際シンポジウム『私はうちでやって

いきたいの！』（有楽町）開催 
１１月◆愛知県でのいじめ自殺を機に、いじめ・いじめ自殺が社会的

に注目 
１２月★いじめ対策緊急会議発足 

米を緊急輸入 
村山内閣発足 

1995年 ７月★公立学校にスクールカウンセラー配置開始 阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件 
1996年  消費税５％に 
1997年 ３月★不登校の中３生が中卒認定試験を受験可能に 

５月◆神⼾児童連続殺害事件発覚 
６月★児童福祉法改正案成立 
９月★文科省、不登校の子どもの高校入試について進学動機を自分で

記入した書類を活用するなど配慮するよう通知 

香港返還 

1998年 １月◆⿊磯ナイフ事件 
３月▼ＴＶドラマ『金八先生』にフリースクール登場 
５月●「不登校新聞」創刊 
８月★文部省学校基本調査、前年度間で不登校１０万人超。呼称は登

校拒否から不登校に。 
９月★文部省ＳＳＰ（スクーリングサポートプログラム）を概算要求。 

⻑野オリンピック 
ＮＰＯ法施行 
 

1999年 ８月★学校基本調査速報で、不登校１２万８千人。⻑期⽋席理由を「学
校ぎらい」から「不登校」に変更。 

１２月▼流行語大賞トップテンに「学級崩壊」。 

ユーロ導入 
「２０００年問題」 

2000年 １月◆新潟での少女監禁がきっかけに、ひきこもりが社会的に問題視
される 

４月▼ＴＶドラマ「キッズウォー２」でフリースクール登場 
５月◆⻄鉄バスジャック事件 
７月●ＩＤＥＣ世界フリースクール大会 東京で開催 
８月★学校基本調査速報で不登校１３万人に。 
    （年間５０日間調査打ち切り、３０日間のみに） 
８月★文部省スクールカウンセラー全校配置を発表 

雪印事件 

2001年 ２月 ▼町村文科相「はき違えた自由が不登校を生む」発言。 
２月 ●フリースクール全国ネットワーク発足 
９月 ★文科省「不登校追跡調査」発表 

文部科学省に再編 
⼩泉内閣発足 
米同時多発テロ 

2002年 ４月 ★「ゆとり教育」「総合学習」等を柱にした新学習指導要領、⼩
中学校で実施。学校週５日制完全実施。 

８月 ★文科省ＳＳＰに代わりＳＳＮ（スクールサポートネットワー
ク）構想を予算要求へ 

９月 ★文科省｢不登校問題に関する調査研究協力者会議｣設置 
１０月 ★不登校の子ども対象の学校が設置できる教育特区が注目を

集める シューレでも検討開始 

FIFAワールドカップ日
韓大会開催 

2003年 ４月 ★「協力者会議」最終報告で「ただ⾒守るから、働きかけへ」
の方針を打ち出す 

５月 ★文科省、協力者会議報告を受け、不登校対応について都道府
県教委へ通知 

７月 ◆⻑崎児童誘拐殺害事件 
８月 ★文科省、不登校の⼩中学生が２８年ぶりに減少と発表  

イラク戦争開始 

2004年 １月 ◆岸和田で中学生虐待が発覚。虐待防止に社会的関心 
４月 ★構造改革特区による不登校の子ども対象の公立中学校が八王

子市・京都市に開校 
４月 ●フリースクール全国ネットワークによる『フリースクール白

書』が完成 
６月 ◆佐世保⼩学生殺害事件 
６月 ★国立教育研究所『生徒指導資料第２集 不登校への対応と学

校の取組について−⼩学校・中学校編−』を発表。 
１０月 ▼福井県副知事「不登校児は不良品」発言。後に陳謝 

スマトラ島沖地震 

2005年 ４月 ★大検制度に代わり「高校卒業程度認定試験」制度開始 
５月 ★文科省ＮＰＯへの実践研究事業委託を開始 
６月 ★文科省、不登校の子どものＩＴ・ＦＡＸ活用の自宅学習を出

愛知万博 
福知山線事故 
郵政解散 
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席扱い可能にする通知 
８月 ▼大阪府知事「不登校半減政策」で釈明 
９月 ★文科省、高校の不登校について調査結果を初公表 

2006年 ４月 ◆愛知県「アイメンタルスクール」で寮生がショック死 
１０月 ★安倍内閣「教育再生会議」を設置 
１０月 ◆北海道・福岡での自殺事件を発端に、いじめに対する社会

的関心が高まる 
１２月 ★改定教育基本法可決、施行 

第１次安倍内閣発足 
高校未履修問題発覚 

2007年 ２月 ★文科省 出席停止・懲戒など、いじめた子に「毅然とした対
応」を求める通知 

４月 ●東京シューレ葛飾中学校開校 
   ★４３年ぶりに全国一⻫の学力テスト、⼩中学校で実施 
８月 ★文科省、不登校の⼩中学生が再び増加と発表 
１１月 ★改正少年法施行 

教免更新制導入など決
まる 

2008年 ２月 ●「不登校・登校拒否を考える全国ネットワーク」が 
 ＮＰＯ法人に移行 

４月 ★文科省、スクールソーシャルワーカー全都道府県に配置開始 
５月 ☆フリースクール環境整備推進議員連盟が発足 
９月 ◆京都府の施設での暴行事件が「フリースクールによる事件」

として報道される 

リーマンショック 
秋葉原無差別殺傷事件 

2009年 １月 ●第１回ＪＤＥＣ日本フリースクール大会開催、 
 新法制定などを含む「フリースクールからの政策提言」採択 
４月 ★フリースクールに通う高校生の出席認定・通学定期適用実施 
８月 ●東京シューレの子どもたちが中心となって起草した「不登校

の子どもの権利宣言」を発表 

オバマ米大統領就任 
衆院選で⺠主党大勝 
鳩山内閣が発足 

2010年 １月 ★子どもを⾒守り育てるネットワーク推進会議はじまる 
   ★新しい公共をつくる市⺠キャビネット設立 

菅内閣発足 

2011年 ２月 ●フリースクール全国ネットワーク「（仮称）オルタナティブ教
育法」骨子案を発表 

４月 ★新学習指導要領⼩学校で実施（翌年中学、翌々年高校） 
７月 ★文部科学省「不登校に関する追跡調査研究会」設置 
８月 ★児童虐待件数、初の５万件突破 

東日本大震災・原発事
故 
オウム真理教裁判終結 

2012年 ４月 ●「（仮称）オルタナティブ教育法」を実現する会発足 
７月 ◆大津市でのいじめ自殺をきっかけに、いじめ問題に社会的関

心が高まる 
８月 ●フリースクールの子ども達が、文部科学大臣に会⾒し「いじ

め・いじめ自殺に関するアピール」を届ける 
１０月●「（仮称）オルタナティブ教育法」を「多様な学び保障法」へ、

会名も「多様な学び保障法を実現する会」へ 

スカイツリー開業 
ロンドンオリンピック 
政権交代で第２次安倍
内閣発足 

2013年 １月 ★教育再生実行会議発足 
９月 ★いじめ防止対策推進法施行 

東京オリ・パラ開催決
定 

2014年 ２月 ●「オルタナティブな学び実践交流研究集会」初開催 
６月 ☆「超党派フリースクール等議員連盟」発足 
７月 ★文部科学省 不登校追跡調査を発表 
   ★教育再生実行会議、フリースクール制度整備を提言 
９月 ●★東京シューレに安倍総理が視察 
１０月 ★フリースペースたまりばに下村文科大臣が視察 
１１月 ★文部科学省主催で、「全国フリースクール等フォーラム」と

「全国不登校フォーラム」がそれぞれ開催 
１２月 ＮＨＫスペシャル『”消えた”子どもたち』で虐待･不登校の関

係に注目集まる 

消費税８％に 
デング熱感染の懸念拡
大 
御嶽山噴火 

2015年 １月 ★文科省「フリースクール等に関する検討会議」発足。 
 奥地が委員に選任 

   ★文科省「不登校に関する調査研究協力者会議」発足。 
２月 ☆フリースクール議連、総会で立法を目指すことを宣言 
５月 ☆フリースクール議連と夜間中学等義務教育拡充議連が合同総

会、「義務教育の段階における普通教育の多様な機会の確保に関
する法律案（仮称）」（いわゆる「馳座⻑試案」）が提案される。
立法化に向けて合同議連立法チームで検討を進めることに。以
降、議連立法チームが計１１回もたれる。 

 
川崎中１殺害事件 
 
北陸新幹線金沢開通 
 
大阪都構想住⺠投票で
却下 
 
パリなど世界各地でテ
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６月 ●★奥地が東京都「不登校・中途退学対策検討委員会」の委員
に選任 

８〜９月 ☆合同議連総会がこの時期３回もたれ、立法チームの条文
案を元に検討。各党手続きに。 

１０月 ☆立法チームの座⻑を務めていた馳浩議員が文部科学大臣に
就任。立法チームの活動は一時中断へ。 

１１月 ▼朝日新聞が一面で「学校外で義務教育、１８年にも フリ
ースクール法制化、自⺠容認」の記事。後に議連は報道内容を
否定。 

１２月 ☆議連合同総会で、立法チーム座⻑に丹⽻秀樹議員が就く。 

ロが発生 
中東アフリカからヨー
ロッパへ多数の難⺠ 
 
安保法案可決 
 
マイナンバースタート 

2016年 ２月 ☆立法チーム「丹⽻座⻑案」が示され、検討再スタート 
   ★東京都「不登校・中途退学対策検討委員会報告書」 
３月 ☆合同議連総会で法案を決定、各党審査の手続きへ。 
４月 ☆合同議連総会、４党の共同提案で国会上程を確認。 
５月 ☆「確保法」国会上程がなされるも、通常国会会期中の審議に

入れず、そのまま参院選で審議⾒送りに。 
   議連総会で次期国会での継続審議の方向を確認。 
７月 ★文科省「不登校に関する調査研究協力者会議」が「不登校児

童生徒への支援に関する最終報告」を発表。不登校を「問題行
動」と判断してはいけない、「不登校の児童生徒が悪いという根
強い偏見を払拭し」て対応することなどを盛り込む。 

９月 ★先の最終報告を受けて、文科省「不登校児童生徒への支援の
在り方について」通知 

１０月 ★不登校に関する文科省調査の速報値発表が８月からこの時
期に変更。⻑⽋理由に「学校ぎらい」が追加されてから50年、
⼩中学校では増加傾向が続く。 

１１月 ☆｢教育機会確保法｣臨時国会、衆議院文部科学委員会で可決 

保育園待機児童問題が 
クローズアップ 

熊本で震度７の地震 
オバマ米大統領 

広島訪問 
国⺠投票で英国EU離脱
へ 
１８歳選挙権実現 
ポケモンGO騒動 
相模原やまゆり園事件 
⼩池百合子都知事誕生 
SMAP解散発表 
リオ五輪開催 
米大統領選挙に 

トランプ氏当選 

作成：2016 年 11 月 
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  「不登校の子どもの権利宣言」 

〜「不登校の子どもの権利宣言」に込めた思い より    2011年7月23日 
 

 すべての子どもたちが 自身に合った生き方を選ぶ権利を持っています。学校へ行く人、行かない
人、 家で過ごす人、学校以外の場所、フリースクールやフリースペースに通う人…。子どもにも、
いろいろな学び方、過ごし方、生き方があって、選択肢もたくさんあると思います。どんな生き方
も、大人の人や社会から押し付けられたり、競わされるのではなく、本人が納得して過ごしている
ことが大事。大人と子どもが同じ目線で話したり考えたり、お互いを思い合えたらいいなと思いま
す。この権利宣言は、フリースクールに通うメンバーが「子どもの権利条約」を学ぶ中で、不登校
を経験した私たちからも思いを発信したい！と、“子どもの権利”と“不登校”をテーマに話し合いを
重ね２００９年8月に完成、全国子ども交流合宿「ぱおぱお」で採択されました。「不登校の子ども
の権利宣言」は不登校を経験した私たちからの目線で考えましたが、子どもたちにもいろんな生き
方や可能性、選択肢があるということを、多くに人に知ってもらえたり、考えてもらえるきっかけ
になったら嬉しいです。この資料には、私たちの経験文と、権利宣言に込めた思いを載せました。 

「不登校の子どもの権利宣言」を広めるネットワーク 代表 彦田来留未 

１．教育への権利 

 私たちには、教育への権利がある。学校へ行く・行かないを自身で決める権利がある。義務

教育とは、国や保護者が、すべての子どもに教育を受けられるようにする義務である。子ども

が学校に行くことは義務ではない。 

いじめがきっかけで、⼩学校に行けなくなった。行かなくなってほっとしたけど、その頃私は、
義務教育の義務は子どもが学校に行く事だと思ってたし、周りの大人もそういう考えだった。学
校に行けずに“休んでしまってる”って後ろめたい気持ちで過ごしていた。しばらくしたら、周り
の大人たちに、「義務教育くらいは学校に行きなさい」とか、「義務教育なんだから」って言われ
る様になって嫌だったし、義務って何だろうって強く思った。 

子どもが学校に行く事が義務ではなくて、権利だということを後から知って、自分は間違って
なかったんだ、と本当の意味で安心することが出来た。 

２．学ぶ権利 

 私たちには、学びたいことを自身に合った方法で学ぶ権利がある。学びとは、私たちの意思

で知ることであり他者から強制されるものではない。私たちは、生きていく中で多くのことを

学んでいる。 

いつも勉強についていけなかった。学年が上がるともっと授業が理解できなかった。転校先の
学校で不安な中、勉強にもついていけず、問題が解けないと残らされ、焦るほど頭が回らず、胃
が重くて苦しかった。宿題も問題が解けず、いつも泣きながらドリルをぐちゃぐちゃに塗ってし
まい、あとで消しゴムで消さなきゃならなかった。競わされることも、楽しくない原因のひとつ
だった。学校に行けなくなって、勉強の遅れが取り戻せない、とさらに焦った。時間がたって、
学校に行っていない人がたくさんいること、学校に行かずに大人になった人がいることを知り、
机に向かう勉強だけが学びじゃないんだと知って、とても気持ちが楽になった。どこかに出かけ
る、家事をする、映画を観る、読書をする、そうする中にもたくさんの学びがある。勉強は、競

D 
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わされたり押し付けられてするものではないから。自分がやりたいと思ったときに学ぶから、よ
く理解できるし楽しめるんだと私は思う。 

３．学び・育ちのあり方を選ぶ権利 

 私たちには、学校、フリースクール、フリースペース、ホームエデュケーション（家で過ご

し・学ぶ）など、どのように学び・育つかを選ぶ権利がある。おとなは、学校に行くことが当

たり前だという考えを子どもに押し付けないでほしい。 

学校へ行きたくなくなった時は、どうしよう…という気持ちでいっぱいだった。休むのは悪い
ことだと思っていたし、行けなくなったら人生が終わりとまではいかなくても、今まであったも
のの全てが無くなるような気がした。でも無理矢理学校に行っていたころは出ていた喘息が、実
際に休んでみると止まる。気持ちもとても楽になった。それから半年くらい経って、両親からフ
リースクールを進められた。「学校に行かない道もあるのかな？」と思って行ってみる。だけど入
会して初日にも関わらず「そろそろ学校に行かない？」と言われた。期待はずれだった。その頃
の私が⼩学三年生と⼩さかったこともあって、「ほっておいてもその内、学校に戻るだろう」と思
われていたのかもしれない。とにかく大人の視線が痛かった。その後、現在通っているフリース
クールに出会った。学校にとらわれない考え方やそういう空気に触れて、徐々に「あ、なんだ。
学校以外にも道、あるんじゃん」と思えるようになった。家でも、フリースクールでも、学べた
ことが沢山あった。学校だけじゃなく、もっといろんな生き方が認められていけば、それだけ視
野も広がるし可能性も生まれる。 

４．安心して休む権利 

 私たちには、安心して休む権利がある。おとなは、学校やそのほかの通うべきとされたとこ

ろに、本人の気持ちに反して行かせるのではなく、家などの安心できる環境で、ゆっくり過ご

すことを保障してほしい。 

 私はあるときから学校へ通えなくなった。学校へ行くと誰かに嫌なことをしてしまいそうだ
った。ずっと学校を休みたいと思っていたのに、お腹が痛くなり学校を休んでみると、みんなが
学校へ行っている時間に家でゆっくりするなんて、と、罪悪感や不安感で胸がいっぱいになった。
学校を休んでも、気持ちと体はちっとも休まらず、布団にもぐって泣く毎日だった。「元気になっ
て早く学校に来て」と何度も言われた。学校に行かなきゃいけない、頑張らなきゃいけない、と
焦った。でも、体や心の奥はそれとは逆に、学校へ行こうとすると、頭やお腹が痛くなったり気
持ち悪くなって行けなかった。その後も、疲れきった体が休まるまでには随分時間がかかったと
思う。生きるのが嫌になるくらい苦しいとき、休むことすら苦しいときがある。やっと休めたの
は、学校へ行くことが全てじゃないんだ、家に居てもいいんだと思えてからだった。 

５．ありのままに生きる権利 

 私たちは、ひとりひとり違う人間である。おとなは子どもに対して競争に追いたてたり、比

較して優劣をつけてはならない。歩む速度や歩む道は自身で決める。 

私は吃音で、よく言葉がつまったり、どもったりするんだけど、学校ではその私が当たり前、
というより、「みんなと同じようにして」「治して」という雰囲気を感じていた。スピーチ・音読・
発表・・・みんなと同じようにできなきゃ、つらいことばかりだった。たまに、吃音のことを知
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らないみんなに迷惑をかけてしまうこともあった。吃音のことだけじゃなく、不器用で要領の悪
い私は、作業の速度も遅く、しょっちゅう先生に手伝ってもらったりもしていた。ありがたいけ
ど、みんなと同じようにできない自分を惨めに思った。人と同じでないことは、悪いことなのだ
ろうか？どうして、同じでないとつらいことばかりなんだろう。 

６．差別を受けない権利 

 不登校、障がい、成績、能力、年齢、性別、性格、容姿、国籍、家庭事情などを理由とする差

別をしてはならない。例えばおとなは、不登校の子どもと遊ぶと自分の子どもまでもが不登校

になるという偏見から、子ども同士の関係に制限を付けないでほしい。 

学校に行かなくなっても友達はいた。でも、学校に行っていない私と学校に行っている子が一
緒にいるのは大人があまりいい顔をしなかった。その友達の親も自分の子も不登校になるのを心
配するし、教師もプレッシャーをかける。周りの目も気になり、外でも遊びにくくなった。そう
なると友達の家で遊ぶことが多くなった。その子の親から「不登校がうつるから関わらないでほ
しい」と電話で告げられた。その子とはそれ以来会えなくなった。それと、私には三つ違いの妹
が居る。妹は学校へ通ってる。私は通ってない。私といたら妹も不登校になるらしい。⺟と妹に
そう言われた。テストが近いときや勉強してる時は一緒にいられなくなった。悪影響があるんだ
って。周りの価値観に合せたりするのも結構つらいし、自分が自分であるためにも周りと比べら
れることのない環境がほしい。差別はうける方もする方もつらいし何も生まれない。 

７．公的な費用による保障を受ける権利 

 学校外の学び・育ちを選んだ私たちにも、学校に行っている子どもと同じように公的な費用

による保障を受ける権利がある。例えば、フリースクール・フリースペースに所属している、

小･中学生と高校生は通学定期券が保障されているが、高校に在籍していない子どもたちには保

障されていない。すべての子どもが平等に公的費用を受けられる社会にしてほしい。 

学校が自分の居場所ではなかった私は、苦しくて学校に行けなくなった。ある日、フリースク
ールを知り、行きたい場所ができた。家庭の金銭の事情でフリースクールに行けなかった。中学
生だった私は、バイトなどお金を得る手段もなかった。親には「お金がかかるから、学校にいけ
ばいいのに」と言われ、フリースクールにも通えずに、家の中でもつらい毎日だった。「この場所
に通いたい」「ここが居場所だ」と思える場所を子ども自身が選ぶことができて、お金などを気に
せずに安心して、通えることができたら、心の余裕も生まれ、楽しいことや学びを探せると思う。 

８．暴力から守られ安心して育つ権利 

 私たちには、不登校を理由にした暴力から守られ、安心して育つ権利がある。おとなは、子

どもに対し体罰、虐待、暴力的な入所・入院などのあらゆる暴力をしてはならない。 

⼩5の時に学校で友達としょうもないいたずらをした。それを1学年上の先生に⾒つかった。僕
は友達のとなりにいて⾒ていただけなのに、すごく怒られた。僕はやっていないと言い、友人も
そう言ってくれたが、先生は全く聞き入れてくれなかった。訴えるのに先生の胸元をつかんだら、
そのまま背負い投げをされた。それだけでは止まらず、背中を壁に押し付けられ「ふざけんなよ」
とガンガン揺さぶられた。僕はパニック状態で泣きまくり、呼吸ができなくなって過呼吸になっ
た。通りかかった別の先生が止めてくれたが、暴力を振るった先生は「ふざけるなよ」と言って
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去っていった。その後、夜に寝ていたら、フラッシュバックでいろんな記憶がでてきた。先生の
暴力がよぎると、涙がずっと止まらなくなり、過呼吸になったこともあった。 

９．プライバシーの権利 

 おとなは私たちのプライバシーを侵害してはならない。例えば、学校に行くよう説得するた

めに、教師が家に勝手に押しかけてくることや、時間に関係なく何度も電話をかけてくること、

親が教師に家での様子を話すこと※もプライバシーの侵害である。私たち自身に関することは、

必ず意見を聞いてほしい。 

親に携帯電話のメールを勝手にみられたりした。自分は学校に行かなくなってから、友達との
連絡は携帯のメールだけだったからそれを人に⾒られるのがとても嫌だった。別に⾒られても困
らないんだけど、⾒られるということが嫌だった。他には自分がいない時に部屋に入っているこ
と。勝手に部屋に入って、勝手に部屋の掃除をする。部屋の中には⾒られたくないものだってあ
るのに。これは家の中に限ったことじゃなくて、学校でも突然の持ち物検査で教師に鞄の中や机
の中を⾒られる。前日の部活の遠征の時に使った財布をうっかり鞄に入れっぱなしにしていて、
ひどく怒られた。 

※子どもの意思に反して、勝手に親と教師が子どもの様子を話すことを指しています。 

１０．対等な人格として認められる権利 

 学校や社会、生活の中で子どもの権利が活かされるように、おとなは私たちを対等な人格と

して認め、いっしょに考えなければならない。子どもが自身の考えや気持ちをありのままに伝

えることができる関係、環境が必要である。 

 自分は中学生の時にバドミントン部に入っていた。顧問の先生は、私だけほかの部員とは明
らかに違う態度をとっていた。それがとても嫌だった。もともとほんの些細なことで喧嘩をして
しまい、そのあとの夏休みの間は、練習をさせてもらえず毎日5〜8時間脇で立っていることしか
させてくれなかった。今、考え直すと、対等な人格すら認めてもらえなかったし、子どもの権利
なんてわかってもらえなかった。一緒に考えることもしてくれなかった。そのうちに自分の考え
や気持ちもカラッカラに乾燥しきってしまう。子どもの考えや気持ちがカラッカラに乾燥する前
に、少しでもいいから自分を認めてもらう環境はできたほうがいいと思う。 

11．不登校をしている私たちの生き方の権利 

 おとなは、不登校をしている私たちの生き方を認めてほしい。私たちと向き合うことから不

登校を理解してほしい。それなしに、私たちの幸せはうまれない。 

学校へ通わなくなった時を思い出してみる。どこへ行っても、「不登校っていうのは良くない、
学校へ通うのが正しい」と頭ごなしに言われた。自分もそれが当然だと思っていた。知り合いの
お店によく顔を出していて手伝いなどもしていたのだが、近所の人たちに私の不登校は知れ渡っ
ていて、そこで会うお客さん達にも「行きなさい」と言われ、道を歩いてると知らない初対面の
人に声をかけられもの凄い勢いで学校へ行ける素晴らしさなどを語られ「行きなさい」と悟され
た。図書館などへ行っても中学生の頃は職員の人に声をかけられて、きまずくつらかった。その
後、カウンセリングなどにも通い始めるが「休むことは大事だけど、でもなるたけ学校は行きな
さい。」みたいなことを言われ矛盾を感じた。あの時は学校へ行かなくなり、自宅にいることで自
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分は休めたんだと思う。でも、家族も知り合いも周りや全く知らない人にも「学校へ行きなさい」
と言われ、学校が全てで、学校に行ってない、通えてない自分は駄目な人間だと思うようになっ
て凄く苦しかった。学校へ通わなくなった１人の人間として向き合ってほしい。人間辞めたわけ
じゃないんだから。学校へ通わないのも一つの道で選択だ。 

12．他者の権利の尊重 

 私たちは、他者の権利や自由も尊重します。 

「権利」とはなんだろう。私は未だによくわからないけど、たぶん、「当たり前」そして「当た
り前の大切さの再確認」ということだと思う。私は、この「不登校の子どもの権利宣言」をつく
っていたときに、「これはもしかしたら、自分の当たり前を、相手に押し付けているのではないか？」
と考えたことがある。 

「自分の権利や自由を守ってくれ。じゃあ、守る相手の権利は？自由は？」とも考えた。権利
は、自由は、自分一人が守られるだけで、本当により良いことなのか？きっとそうじゃないと、
私は思う。権利も自由も、あるいは当たり前も、自分一人では成り立たない。自分以外の誰かの
権利や自由を、自分も守るから、はじめて権利や自由、当たり前は誰かと繋がって守られるんだ
と思う。 

私の「当たり前」は、あなたにとっての「当たり前」じゃなくてもいい。あなたの「当たり前」
も、私にとっての「当たり前」じゃないかもしれない。けれど私もあなたも、お互いの当たり前
を尊重すれば、ともに生きていけると思う。 

13．子どもの権利を知る権利 

 私たちには、子どもの権利を知る権利がある。国やおとなは子どもに対し、子どもの権利を

知る機会を保障しなければならない。子どもの権利が守られているかどうかは、子ども自身が

決める。 

「子どもの権利条約」が自分にも当てはまるということを私が知ったのは、つい最近。15〜１
6歳のときだった。⼩学生のときに教えられた「子どもの権利条約」は、経済的に恵まれた日本に
住む私たちにはまるで関係のないことのようだったし、それ以降、自分の権利を改めて認識する
機会はなかった。 

自分の権利について、知っているのと知らないのとでは、価値観や考え方が大きく変わってく
る。とても大事なことだと思う。よく権利について教えると、子どもがわがままになると言われ
るが、大人が子どもの権利について知り、それをきちんと伝えれば、子どもだってちゃんと解る。 
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不登校の子どもの権利宣言 

前 文 
 私たち子どもはひとりひとりが個性を持った人間です。 
 しかし、不登校をしている私たちの多くが、学校に行く
ことが当たり前という社会の価値観の中で、私たちの悩み
や思いを、十分に理解できない人たちから心無い言葉を言
われ、傷つけられることを経験しています。 
 不登校の私たちの権利を伝えるため、すべてのおとなた
ちに向けて私たちは声をあげます。 
 おとなたち、特に保護者や教師は、子どもの声に耳を傾
け、私たちの考えや個々の価値観と、子どもの最善の利益
を尊重してください。そして共に生きやすい社会をつくっ
ていきませんか。 
 多くの不登校の子どもや、苦しみながら学校に行き続け
ている子どもが、一人でも自身に合った生き方や学び方を
選べる世の中になるように、今日この大会で次のことを宣
言します。 

一、教育への権利 
 私たちには、教育への権利がある。学校へ行く・行かな
いを自身で決める権利がある。義務教育とは、国や保護者
が、すべての子どもに教育を受けられるようにする義務で
ある。子どもが学校に行くことは義務ではない。 

二、  学ぶ権利 
 私たちには、学びたいことを自身に合った方法で学ぶ権
利がある。学びとは、私たちの意思で知ることであり他者
から強制されるものではない。私たちは、生きていく中で
多くのことを学んでいる。 

三、  学び・育ちのあり方を選ぶ権利 
 私たちには、学校、フリースクール、フリースペース、
ホームエデュケーション（家で過ごし・学ぶ）など、どの
ように学び・育つかを選ぶ権利がある。おとなは、学校に
行くことが当たり前だという考えを子どもに押し付けな
いでほしい。 

四、  安心して休む権利 
 私たちには、安心して休む権利がある。おとなは、学校
やそのほかの通うべきとされたところに、本人の気持ちに
反して行かせるのではなく、家などの安心できる環境で、
ゆっくり過ごすことを保障してほしい。 

五、  ありのままに⽣きる権利 
 私たちは、ひとりひとり違う人間である。おとなは子ど
もに対して競争に追いたてたり、比較して優劣をつけては
ならない。歩む速度や歩む道は自身で決める。 

六、  差別を受けない権利 

 不登校、障がい、成績、能力、年齢、性別、性格、容姿、
国籍、家庭事情などを理由とする差別をしてはならない。 
 例えばおとなは、不登校の子どもと遊ぶと自分の子ども
までもが不登校になるという偏⾒から、子ども同⼠の関係
に制限を付けないでほしい。 

七、  公的な費用による保障を受ける権利 
 学校外の学び・育ちを選んだ私たちにも、学校に行って
いる子どもと同じように公的な費用による保障を受ける
権利がある。 
 例えば、フリースクール・フリースペースに所属してい
る、⼩･中学生と高校生は通学定期券が保障されているが、
高校に在籍していない子どもたちには保障されていない。
すべての子どもが平等に公的費用を受けられる社会にし
てほしい。 

八、  暴力から守られ安心して育つ権利 
 私たちには、不登校を理由にした暴力から守られ、安心
して育つ権利がある。おとなは、子どもに対し体罰、虐待、
暴力的な入所・入院などのあらゆる暴力をしてはならない。 
 
九、  プライバシーの権利 
 おとなは私たちのプライバシーを侵害してはならない。 
 例えば、学校に行くよう説得するために、教師が家に勝
手に押しかけてくることや、時間に関係なく何度も電話を
かけてくること、親が教師に家での様子を話すこともプラ
イバシーの侵害である。私たち自身に関することは、必ず
意⾒を聞いてほしい。 

十、  対等な人格として認められる権利 
 学校や社会、生活の中で子どもの権利が活かされるよう
に、おとなは私たちを対等な人格として認め、いっしょに
考えなければならない。子どもが自身の考えや気持ちをあ
りのままに伝えることができる関係、環境が必要である。 

十一、 不登校をしている私たちの⽣き方の権利 
 おとなは、不登校をしている私たちの生き方を認めてほ
しい。私たちと向き合うことから不登校を理解してほしい。
それなしに、私たちの幸せはうまれない。 

十二、 他者の権利の尊重 
 私たちは、他者の権利や自由も尊重します。 

十三、 子どもの権利を知る権利 
 私たちには、子どもの権利を知る権利がある。国やおと
なは子どもに対し、子どもの権利を知る機会を保障しなけ
ればならない。子どもの権利が守られているかどうかは、
子ども自身が決める。 

二〇〇九年八月二十三日 
全国子ども交流合宿「ぱおぱお」参加者一同 
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  文科省「不登校」調査最新の結果  

「平成 27 年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」速報値 

  ※フリースクール等に関する検討会議第１２回配布資料より 
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平成 27 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の詳細データは 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/10/__icsFiles/afieldfile/2016/10/27/1378692_001.pdf 
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  不登校に関する実態調査 平成１８年度不登校生徒に関する追跡調査報告 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1349956.htm 

 

以下概要資料は不登校に関する調査研究協力者会議 第１回配付資料より 
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報告書そのものは http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1349956.htm 

 で見ることができます。 

 

 

 

出典：『平成２７年 自殺対策白書』（内閣府） 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku 

//whitepaper/w-2015/pdf/honbun/pdf/1-2-4.pdf 

18 歳以下の日別自殺者数 
 
 

  



資料編・73 ページ 

  文科省各種調査結果より  

 

① 出典：教育再生会議第３３回 教育再生実行会議 配布資料 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai33/sankou2.pdf 
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② 出典：フリースクール等に関する検討会議 経過報告 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146843 



③ 出典：フリースクールフリースクール

http://search.e

フリースクール等に関する検討会議

http://search.e

等に関する検討会議 経過報告

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146845

経過報告 別添資料

gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146845

別添資料 

gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146845gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146845

資料編

gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146845

資料編・77 ページ

gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146845
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gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146845  
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  関係する法令など 
 
日本国憲法（抜粋） 

第十一条〔基本的人権〕 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、

侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

第十三条〔個人の尊重〕 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について

は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

第二十六条〔教育を受ける権利、受けさせる義務〕 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく

教育を受ける権利を有する。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これ

を無償とする。 

 

教育基本法（抜粋） 

第五条（義務教育）  国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 

２  義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、ま

た、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 

３  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、

その実施に責任を負う。 

４  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 

第六条（学校教育） 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人の

みが、これを設置することができる。 

２  前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織

的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、

自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 

 

学校教育法（抜粋） 

第二十二条〔就学義務〕 保護者（子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。）は、

子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初から、満十二才に達した日の属する学年の終りまで、これを

小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の

属する学年の終りまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達

した日の属する学年の終リ（それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終り）までと

する。 

２ 前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 

第二十九条〔小学校設置義務〕 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければな

らない。 

第三十九条〔就学義務〕 保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の

翌日以後における最初の学年の初から、満十五才に達した日の属する学年の終りまで、これを、中学校又は盲学校、聾学

校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。 

２ 前項の規定によつて保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。 

３ 第二十二条第二項及び第二十三条の規定は、第一項の規定による義務に、これを準用する。 

第四十条〔準用規定〕 第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条の規定

は、中学校に、これを準用する。 

H 
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子どもの権利条約（児童の権利に関する条約、抜粋） 

第 3 条  

１．児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関の

いずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 

２．締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児

童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 

３．締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれら

の職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。 

第 12 条  

１．締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意

見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮される

ものとする。 

２．このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致

する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 

第 13 条  

１．児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択す

る他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 

２．１の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の

目的のために必要とされるものに限る。 

ａ．他の者の権利又は信用の尊重 

ｂ．国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 

第 18 条  

１．締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善

の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善

の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。 

２．締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂

行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の

発展を確保する。 

３．締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便

益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

第 29 条 

１．締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。 

ａ．児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。 

ｂ．人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。 

ｃ．児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の

文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。 

ｄ．すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、両

性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。 

ｅ．自然環境の尊重を育成すること。 

２．この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならな

い。ただし、常に、１に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低

限度の基準に適合することを条件とする。 

第 31 条 

１．締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行

い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 

２．締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的

な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。 
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義務教育の段階における普通教育に相当する 

教育の機会の確保等に関する法律案  衆議院 HP より 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001034.htm 

 
 第一章 総則 

 

（目的） 
第一条 この法律は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）及び児童の権利に関する条約等の教育

に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国
及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めること
により、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的とする。 
 

（定義） 
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
 一 学校 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する⼩学校、中学校、義務教育

学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の⼩学部若しくは中学部をいう。 
 二 児童生徒 学校教育法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。 
 三 不登校児童生徒 相当の期間学校を⽋席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関す

る心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況に
あると認められるものをいう。 

 四 教育機会の確保等 不登校児童生徒に対する教育の機会の確保、夜間その他特別な時間において
授業を行う学校における就学の機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する
教育の機会の確保及び当該教育を十分に受けていない者に対する支援をいう。 

 

（基本理念） 
第三条 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 
 一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の

確保が図られるようにすること。 
 二 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必

要な支援が行われるようにすること。 
 三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるよ

うにすること。 
 四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重

しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受
ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に
生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるよう
にすること。 

 五 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う⺠間の団体その他の関係者の相互の密
接な連携の下に行われるようにすること。 

 

（国の責務） 
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策を総合的に策定し、及び実

施する責務を有する。 
 

I 
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（地方公共団体の責務） 
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策について、国

と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
（財政上の措置等） 
第六条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置そ

の他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

 第二章 基本指針 
 
第七条 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針（以

下この条において「基本指針」という。）を定めるものとする。 
２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 一 教育機会の確保等に関する基本的事項 
 二 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項 
 三 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項 
 四 その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項 
３ 文部科学大臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共

団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う⺠間の団体その他の関係者の意⾒を反映させるために
必要な措置を講ずるものとする。 

４ 文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。 

 
 第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等 
 
（学校における取組への支援） 
第八条 国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられる

よう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、
児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を
有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を
講ずるよう努めるものとする。 
 

（支援の状況等に係る情報の共有の促進等） 
第九条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われるこ

ととなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教
職員、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するため
に必要な措置その他の措置を講ずるものとする。 
 

（特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等） 
第十条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程

に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講
ずるよう努めるものとする。 
 

（学習支援を行う教育施設の整備等） 
第十一条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整
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備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。 
 

（学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握） 
第十二条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登

校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ず
るものとする。 
 

（学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援） 
第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動

の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じ
た学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者（学校教育法第十六条に
規定する保護者をいう。）に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講
ずるものとする。 

 
 第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等 
 
（就学の機会の提供等） 
第十四条 地方公共団体は、学齢期を経過した者（その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初

の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。次条第
二項第三号において同じ。）であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機
会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校
における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 
 

（協議会） 
第十五条 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の

必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに
当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織
することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 
 一 都道府県の知事及び教育委員会 
 二 当該都道府県の区域内の市町村の⻑及び教育委員会 
 三 学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会

の提供を希望する者に対する支援活動を行う⺠間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が
必要と認める者 

３ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなけれ
ばならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
 
 第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策 
 
（調査研究等） 
第十六条 国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把

握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情
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報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。 
 

（国⺠の理解の増進） 
第十七条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国⺠の理解を深め

るよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

（人材の確保等） 
第十八条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専門的知識に基づき適切に行われるよう、学校

の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの者の資質の向
上、教育機会の確保等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門
的知識を有する者であって教育相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。 
 

（教材の提供その他の学習の支援） 
第十九条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けてい

ない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対して、教材の提
供（通信の方法によるものを含む。）その他の学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。 
 

（相談体制の整備） 
第二十条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けてい

ない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの並びにこれら
の者の家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができ
るようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び⺠間の団体の間の連携の強化その他必
要な体制の整備に努めるものとする。 

 
  附 則 

 
（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定は、公

布の日から施行する。 
 

（検討） 
２ 政府は、速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
３ 政府は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者が行う多様な学

習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、そ
の結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の⾒直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。 

 
理 由 
 教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するため、教育機会の確保等に関する施策に関し、
基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他
の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 
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  関連資料リンク集 
 
文部科学省 
●通知･報告書関係 
 ▶現在の資料がまとまっているページ 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302905.htm 
 ・「登校拒否児童生徒が学校外の公的機関等に通所する場合の通学定期乗車券制度の適用について」（５初中３０） 
 ・「不登校への対応の在り方について」（文科初２５５） 
 ・「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を行った場合の 

指導要録上の出⽋の取扱い等について（通知）」（17 文科初第 437 号） 
 ・「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（28 文科初第 770 号）       など 
 ▶平成４年「登校拒否問題への対応について」（文初中３３０） 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19920924001/t19920924001.html 
●統計関係 
 ▶学校基本調査  http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011528 
 ▶特に「不登校」が含まれる年次統計 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001015843&cycode=0 
  ・全児童，生徒数に占める「不登校」の比率(図) 
  ・理由別⻑期⽋席児童生徒数（昭和３４年〜平成 26 年） 

 ▶昭和２７〜３３年の「⻑期⽋席児童生徒の比率の推移」（「わが国の教育水準」(昭和 34 年度)） 
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad195901/hpad195901_2_029.html#fb1.17 

●年表関係 
 ▶生徒指導関係略年表について 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121504.htm 
●会議関係 
 ▶不登校に関する調査研究協力者会議（最終報告、議事録･配付資料など） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/108/index.htm 
 ▶フリースクール等に関する検討会議 
  ・議事録･配付資料など http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/108/index.htm 
  ・審議経過報告 http://search.e-gov.go.jp/servlet/ 

Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000840 
衆議院 
 ▶国会審議中の「教育機会確保法案」条文 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001034.htm 
 ▶１１／１８審議された文部科学委員会の審議内容・動画中継 

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=46211 
東京都 
●不登校・中途退学対策検討委員会報告書 「一人一人の児童・生徒の育ちを学校・社会で支え、そして自立へ」 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/futoukoutaisaku_kentoui.html 
 
フリースクール全国ネットワーク http://www.freeschoolnetwork.jp/ 
登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク http://www.futoko-net.org/ 
多様な学び保障法を実現する会 http://aejapan.org/ 
不登校新聞社 http://www.futoko.org/ 

東京シューレ（総合ホームページ） http://www.tokyoshure.jp/ 
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研究集会 

不登校調査

日本社会は不登校を

どう見てきたか？

2016年11

於：東洋大学

  白山キャンパス

主催：特定非営利活動法人

-3135 FAX 03

info@shure.or.jp 

東京都北区岸町

http://www.tokyoshure

 東洋大学

 学校法人東京シューレ学園

 登校拒否を考える会

不登校調査 50
日本社会は不登校を

どう見てきたか？

11月20日（日）

於：東洋大学  

白山キャンパス

主催：特定非営利活動法人 

 03-5993-3137

 

東京都北区岸町 1-9-19 

tokyoshure

東洋大学 社会貢献センター

学校法人東京シューレ学園

登校拒否を考える会

50 年 

日本社会は不登校を 

どう見てきたか？ 
《増刷版》

日（日） 

白山キャンパス １号館 

3137 

 

tokyoshure.jp/ 

社会貢献センター 

学校法人東京シューレ学園  

登校拒否を考える会 
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