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はじめに 
特定非営利活動法人東京シューレ理事長 

学校法人東京シューレ学園理事長  奥地 圭子 

 

 学校外の子どもの居場所・学び場・子どもたちの活動

の場として、東京シューレを開設したのは１９８５年６

月２４日のことでした。それから３０年、不登校の子ど

もや若者、その親たちと関わりながらやってきた日常は、

世間の否定的なイメージを背後に感じつつも、楽しく、

豊かで、子どもたちの健気さや素晴らしさに感動する

日々であり、本当にたくさんのことを学んできました。

不登校を通して、日本の社会というものがよく見え、学

校へ行って当たり前なのだ、学校へ行か（け）ない子は

自立できないのだ、親の育て方が悪い、甘えだ、弱いの

だ等、不登校に関する世間の見方も、実際を通すと違うと感じました。学校って何だろう、

教育ってどう考えたらいいのだろう、親子とは、社会性とは、学力とは、義務教育とは、

子どもの権利とは、生きるとは、等々ほんとうにたくさんのことを問われてきた３０年で

あり、新しく夢を見た３０年でもありました。 

 東京シューレ３０周年記念事業を考えるにあたり、不登校とは何だったのか、またどん

な未来性をもっているのか、いろいろな側面から歴史をふまえて捉え方を深めたい、それ

を今後を拓く力にもしたい、との思いから「不登校大学」を企画しました。幸いに、私た

ちが是非にと思って講師にお願いした皆様が、それぞれお忙しい中お引き受けくださり、

これほどの講師を揃えて開講できたのは感謝に耐えません。また、費用と時間の面でなか

なか厳しいと思われた受講生も、たいへん多くの方々にお申し込みをいただき、実際に始

まってからも水曜の夜や土日に連続で組ませていただいたにもかかわらず、毎日熱心に参

加くださり、心より御礼申し上げます。 

 ３０年にちなんで３０講座開設させていただきましたが、この冊子は、それを終えての

小論文や感想です。ご提出いただいた方を収録させていただいており、それに対しても厚

く御礼申し上げます。 

 この冊子が、不登校、ひいては子どもや教育について、あるいは日本の社会について考

える何らかの参考になれば幸いです。 

 私自身は１７日のうち１５日分を参加して全３０講座のうち２５講座を共に学び、ディ

スカッションし、終了後のティータイムでまた講師を囲んでおしゃべりをし、という時間

を共有することができ、充実した時を過ごさせていただき、未来への期待も持ち、感謝で

いっぱいです。皆様ありがとうございました。 

 この冊子の発行をもちまして、不登校大学の終了とさせていただきます。  
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不登校大学 実施概略 

 

 不登校大学は、「３０周年記念事業」の一環として、３０年間シューレが向き合ってきた

不登校について、この節目の年に多角的な視点からあらためて見つめ直し、歴史的総括と

未来への展望を開こうと企画したものです。全３０講座という講座数は、お気づきの通り

３０周年にちなんだ設定です。 

 講師には各界で活躍する方々に依頼をし、多様な分野の１３人の方々にご協力いただく

ことができました。加えてシューレスタッフ奥地・朝倉・中村がそれぞれの専門分野や経

験から講師をつとめました。さらに、当事者から学ぶ機会として、子ども・若者、ＯＢ・

ＯＧ、保護者などのゲストにもご登場いただいた回もありました。 

 保護者、フリースクールや親の会の関係者、学生、経験者、ソーシャルワーカーなど、

多様な方々にご参加いただき、都内近県のみならず遠方からの参加者もいらっしゃいまし

た。連続参加３４名を中心に、部分参加・単発参加を含めると計７２名の受講者がこの学

びの輪に加わっていただくことができました。 

 日程は、土曜日・日曜日の午後と、水曜日の夜の計１７日間。「シューレ大学」講義室を

会場に、１講座９０分の講座を持ちました。その日ごと、日程終了後には「ティータイム」

の時間も設け、お茶やお菓子を囲みながら、参加者どうし、また残っていただける講師の

方も囲んで、リラックスした中で話が弾んでいました。 

 連続参加の方々で、３０講座修了後「小論文」をまとめていただいた方々に修了証を発

行しました。この冊子は、提出された小論文を、執筆者のご希望に基づいてまとめたもの

です。 

 以下、３０講座を簡単にご紹介させていただきます。 

①不登校大学は何を目指すのか（奥地圭子） 

 開講に当たり不登校は学問的｢定説｣がなく、子ども･若者･

親から多くを与えられ、専門家･市民とも一緒に学びあってき

たことを土台に、参加者といっしょに探求したいという趣旨を

お伝えし、受講者のみなさんの参加動機を共有しあいました。 
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②不登校の歴史（奥地圭子） 

 不登校の歴史を、問題行動とされ何とか登校をさせようとしてきた苦しみの歴史として、

そして「子どもという生命」と「学校という制度」の関係の問題としてとらえ直し、取り

組みを進めてきた歴史として概観しました。 

③個人史から見る不登校（ゲスト２人＋木村砂織） 

 「不登校」をめぐって、子ども自身が、またその親が、実際に

どんな経験をし、どんな対応がなされ、どういう社会状況が影響

していたか？ 当事者・母親お 2人の経験をお伺いし、それぞれ

歩まれてきた人生を追体験する時間となりました。 

④いじめと不登校（奥地圭子） 

 シューレの子どもによる映像作品『不登校なう』を見てい

ただき、参加者同士のディスカッションによって、いじめの

構造、不登校で自殺せずに命が救われる、不登校によって無

理な登校によるいじめをしないで済む、といったことを考え

あいました。 

⑤不登校政策の変遷（朝倉景樹） 

 戦前・戦後の各種資料から不登校の源流を掘り起こし、長欠が貧困から現在の不登校に

シフトする流れの中で、行政が毎年統計をとって対応・政策を示し始めた経緯を整理し、

それに応じて市民の発信が政策を動かしてきた変遷をたどりました。 

⑥人間性教育学の提案（天外伺朗さん） 

 「人間として何が大事か？」をテーマに、ご自身の高校・大学時代の話、

脳科学・心理学の見地などから、たとえば勉強しろという指示命令がどう

して行動につながらないのか、人間が夢中になり結果を生み出すフローの

考え方などをうかがいました。 
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⑦不登校とスクールソーシャルワーク（山下英三郎さん） 

 人と環境が不適合な部分から問題がうまれるという発想に立ってエ

ンパワメントと環境調整を行うソーシャルワーカーの役割についてや、

サポート資源が希薄な子どもにとってサポーターと居場所の重要性に

ついてなどをお話しいただきました。 

⑧不登校研究はどう行われてきたか（朝倉景樹） 

 20世紀前半の英米での精神医学研究、それが戦後日本で受容され個人病理の解明・治療

対応策として進んできた研究の変遷をたどりました。加えて、社会現象としての不登校に

ついて朝倉の専門とする社会学分野における研究が紹介されました。 

⑨不登校している子どものくらしと心（内田良子さん） 

 長く子ども･親と関わり続け、昔と今で子どものつらさは変わっていな

い、親ができることは子どもの安心できる環境を用意することで､子ども

をすぐに学校や仕事に結び付けず「母さん元気で留守がいい」に尽きる､

といったお話しをいただきました。 

⑩不登校と心理学（西村秀明さん） 

 精神分析・精神医学における研究の流れを概観したあと、不登校

から学ぶことの大切さ、平均を基準にすえ、それ以下を問題にする

発達心理学の問題点などをお話しいただきました。「星のうさぎの

おとしもの」のメッセージが心に残りました。 

⑪不登校とひきこもり（西村秀明さん） 

 トラウマ反応の発症はそれ以前の性格に関係ないという被害者学の知見を紹介いただき、

豊富な実例エピソードを交えながら、支援の根幹は「自分のありのままを尊重してくれる

存在がある」という経験だ、といったお話をしてくださいました。 

⑫学校教育と不登校（寺脇研さん） 

 広島県教委・文科省の中心で教育変革に携わっていた経験や自ら

の学校時代の経験を交えながら、いつでもどこでもだれでも学べる、

学習者の権利から出発する「生涯学習」の大切さ、不登校のもつ意

味についてなどについてお話しいただきました。 
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⑬ポスト近代の学校と医療（石川憲彦さん） 

人間が生きものから離れていく近代、精神医療と学校教育がどうしてほ

ぼ同時期に誕生したのか？ 高度成長から今また曲がり角に来ているの

では？ 生命と制度の関係について考える材料を、壮大な歴史的視点か

らたくさん提供していただきました。 

⑭つくられる病（井上芳保さん） 

健康不安をあおられる中で、些細な身体の不調が「病気」と診

断され、やがて本当に薬で治る病気になっていく。様々な問題

が医療の対象にされていく動き｡そうした現代の｢医療化｣の視

点から､不登校と医療の問題を置いて、お話しを伺いました。 

⑮矯正施設で命を失った子どもたち（奥地圭子） 

 不登校対象の矯正施設の存在、そしてそこで帰らぬ人となった悲惨な事例は、不登校対

応の負の歴史でもあります。痛ましい６つの事例に触れ、何が問題か、なぜこのようなこ

とが起こったのか？ 参加者のディスカッションで深めました。 

⑯子どもが語る不登校（ゲスト４人＋藤田岳幸） 

 フリースクールの３人、ホームシューレの１人が登場。あらかじめ集めた質問から「嬉

しかった・つらかった親の態度・言葉」｢辛いときに支えになったことは？｣「次のことを

やろうと思ったきっかけは？」などについて話してもらいました。 

  

⑰市民活動が支えた不登校（奥地圭子・中村国生＋ゲスト２人） 

 まず奥地が親の会・フリースクール・メディアづくりなど市民活動が不登校を支えた歴

史を講義し、そのあと中村が日本のＮＰＯの枠組みについての整理と、実際にフリネット・

不登校新聞社に関わ２人を交えて、実例を紹介しました。 
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⑱一人一人の学習権を保証するために 

（鈴木寛さん・寺脇研さん） 

 それぞれの子ども時代から行政に関わる歩み、文科相・日教組との対

立図式から変わった流れ、そして子どもの学習権が十全に保障される社

会に向けて必要なことなど、教育行政に深く関わってきたお２人の経験

や熱い思いはどれも濃密なお話でした。 

⑳不登校への対応（明橋大二さん） 

 医師という立場から、不登校はオーバーヒートの状態であり、心身と

もにへとへとな状態から、回復するまでのプロセスについて丁寧にお話

してくださいました。ご紹介いただいたＨＳＣ（人一倍敏感な子）のお

話は、多くの人が関心をもつテーマでした。 

 

⑲親が語る不登校（ゲスト４人＋木村砂織） 

 子どもが不登校になったことから、子ども自身と向き合い、自分自身と向き合い、結果、

社会を問い直していた、ということが具

体的にわかりました。どの方も子どもさ

んを尊重し、ご自身を尊重している姿が

お話で伝わってきました。 

 

㉑不登校と学ぶ権利（多田元さん） 

 弁護士として、学校へ行く権利を侵害され、行かないことによって差

別的不利益を受けている不登校問題を整理され、様々な国際条約・判例

を紹介しながら、子どもの視点から豊かで多様な学びの可能性を広げる

ことの大切さをお話しくださいました。 

㉒フリースクール東京シューレと東京シューレ葛飾中学校の実践（奥地圭子） 

 ３０年間大切にしてきた「自由」「自治」「個の尊重」の理念、そして映像を交えて実際

の様子を紹介しました。フリースクールからうまれた学校の存在意義と実際の様子、そし

てこれからシューレが目指していることをお話しし、意見交換しました。 
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㉓ホームエデュケーションについて（奥地圭子＋ゲスト３人） 

 特定の教育機関に通うのではなく、家にいながら、育ち学ぶ子どもたち。その子にあっ

た学び方には、実に多様なあり方があります。シューレの実践報告に加えて、母親２人か

らも実際のお子さんとのやりとりや思いやお話しをいただきました。 

㉔学校の歴史と不登校（汐見稔幸さん） 

 寺子屋を昇格せず工場や軍隊のためにつくりなおした日本の学

校。そして戦後の管理化が進んでいく経緯。不登校とはこの近代

の考えにあわない子どもたちの出現であり、時代の先端を進んで

いく可能性のある存在だ、というお話しをいただきました。 

㉕不登校と進路（ゲスト３人＋中村国生） 

 今以上に不登校に理解がなかった時代に育った２～３０代のメンバー３人が登場、子ど

も時代に何を考えていたか、親との関わり、不登校の経験が今生かされているものといっ

た話から、それぞれ主体性をもって人生を歩んでいることを実感することができました。 

 

㉖世界のフリースクール・日本のフリースクール（朝倉景樹） 

 日本では情報の少ない海外のフリースクール事情ですが、シューレはこれまで多くのフ

リースクールと交流をしてきており、英米・韓国など各国の背景と実践、そして日本各地

のフリースクールの話をビデオや写真を交えて紹介しました。 

㉗多様な学びが保障される社会に向けて（奥地・中村） 

 多様な学びが保障される社会の実現に向けて、シューレが多くの方々と手を携えて目指

して来ました。シューレが従来から考えてきたこと、そして新法実現に手が届く状況まで

きている最新情報を交えて、参加者と意見交換しました。 
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㉘子どもの権利条約と子どもの学ぶ権利（喜多明人さん） 

 子どもの学ぶ権利行使としての「普通教育」の創造について、自

己決定･安心して学ぶ居場所･多様かつ実践的な学び･自己生成／社

会形成的な学びなどの原理を整理し、その上で大人の関わりや制度

のあり方についてお話いただきました。 

 

㉙脳科学者が考える教育の提言（茂木健一郎さん） 

 「個性に上下も満点もない、長所短所は表裏一体で個性とはそういうもの」「脳に無理さ

せてはいけない。時期が来たら自然に動き出す」といった脳科学に基づくお話しの 1つ１

つが、私たちが大切にしてきたことと重なっていることに、驚きを感じながら講演を聞か

せていただきました。 

 

 

㉚まとめ：不登校が拓く未来（奥地） 

 奥地が｢子ども＝いのち｣｢学校･制度･社会｣｢権利｣のキーワードで 29講座を振り返り、参

加者から｢市民としての学びが大事と感じた｣｢これで終わりはもったいない｡不登校を本気

で考えて動かなきゃ｣などそれぞれの気づき･学びをシェアしました。 

［Extra day］尾木直樹さん（尾木ママ）講演会 

  「どの子も輝く学びの場を ～インクルーシブ教育を求めて～」 

 ３０周年記念事業の一環として、７月１日には尾木直樹さん（尾木ママ）の講演会を開

催しました。「不登校大学」の連続参加者の方々には無料でご参加いただき、学びの機会を

提供しました。  
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不登校大学で得た学びと気付き 
岡 真澄 

 

 今回わたしは、不登校の子どもを持つ親の立場で参加させていただきました。東京シュ

ーレという居場所を得て、自分のペースで日々成長している子どもを見て、『自分を受け入

れてくれる場所があり、自分自身を認められるようになって初めて、自己肯定感が育つ。』

という事を実感しています。 

 子どもが不登校になって以来、様々な本やネットから情報を集めたり人から話を聞いた

りと、自分なりに知識を増やし考えようとしてきました。けれどそれらは断片的・個人的

な情報が多く、目先の困り事や悩みを考える材料にはなりましたが、狭い範囲のものでし

た。自分の子どもや自分自身にとっての不登校というだけでなく、もう少し視野を広げて

不登校というものを捉え、考えられるようになりたい。そう思い始めていたわたしにとっ

て、今回の不登校大学は本当に良い機会でした。 

 不登校の歴史・政策の変遷、学校教育、子どもの権利、医療との関係、いじめ・矯正施

設、子ども・親・支援者・保護者の方々からのお話など、多岐にわたる内容で、今後、様々

な課題を考えていく上での沢山のヒントをいただきました。 

 

『子どもの権利から考える』という視点 

 

 その中で、『子どもの権利を拠り所に子どもの問題を考える』という視点は、わたしにと

って大きなヒントでした。 

 講座が徐々に進み不登校について学ぶうちに、不登校が問題なのではなく、今の日本の

子どもたちを取り巻く社会全体に様々な問題があることがわかってきました。何か考える

べきことやするべきことが自分にもあるのではないのか？とも思いました。けれど同時に、

異なる価値観や環境の違い、社会のあり方などから起きているあまりにも多くの問題に、

一体何をどうやって考えていけばいいのだろう？と、戸惑いや無力感を感じていました。 

 けれど終盤、『今、子どもに起きている問題を考えるためにも「子どもの権利」の視点で

支援を考えていくことが大切。』というお話を聞いて、『子どもの権利』が子どもたちに関

する課題を考えていく上での大きな指針になる事がわかりました。 

 個人的にも、日々の生活の中で自分が自分の子どものために。と思ってしたことが、実

は子どものためではなく、親の自己満足だったのでは？子どもが本当にやりたい事と違う

のでは？と迷う場面がありますが、『子どもの権利』を基に子どもの問題を考える。という

視点を持つことで、より子供中心に物事を考えられるようになると気づきました。大きな

問題を考える時も小さな問題を考える時も、この『子どもの権利』という視点はとても大

切なものだと思います。 
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 子どもの権利を認めるのは甘やかしではないか？という意見もあると聞きました。子ど

もに対してだけでなく、日本人は一般的に『権利を主張する』ことに対してネガティブな

イメージを抱く人が多いのではないでしょうか。大人の社会でも、職場で正当な権利を主

張しただけなのに、周囲から反感を買ってしまい会社に居づらくなって退職した。という

ような話を聞くことがあります。今の日本は社会全体として、権利というものへの正しい

理解と意識に欠けているように感じます。 

 権利を認めることと甘やかしは違います。自分の権利（存在）を認め、尊重してもらえ

ている。という安心感を持つことで、人は自己肯定感を持ち、他者の権利（存在）を認め

尊重することができるのだと思います。 

 学校では子どもの権利についての学習を実施しているものの、実際には校則などでその

権利の行使を制限していることがあると聞きました。また、親の方はそもそも子どもの権

利について学習していなかったり、学習はしていても実際の権利の行使と結び付けて考え

ていなかったりする場合も多いように思います。大人も子どもも正しく権利を知り、自ら

が主体となって行使することができるようになる事の必要性を感じます。 

 

学びとは何か？～人は生涯学び続けることができる～ 

 

 学びとは何か？ 教育とは？ という事を様々な方向から考える機会もいただきました。 

今までは、学校外の場所での生活で、本人なりに学び育っている子どもを見て喜ばしく思

う反面、つい『年齢・学年相当の教科学習をしていない（いわゆる「勉強」をしていない）。』

という事に不安を感じ、何かもう少し親が与えた方が良いのではないか？今の状態は、親

として子どもに教育を受けさせる義務を果たしていると言えないのではないか？と不安に

思う事もありました。けれど、『大人が教え育てるのが教育ではない。子どもの本来持って

いる力を信頼し、任せる。本人がどれだけ学びたいか？学ぶ意思が重要。』というお話を聴

き、学校教育の枠に囚われてしまい、『目の前にいる子ども自身の力を信じ支えていくのだ。』

という心構えに欠けていた自分に気づかされました。親はどうしても、子どもにこうなっ

て欲しい。こう変わって欲しい。などと考えがちですが、本当に学び変わらなければなら

ないのは親の方なのだと思います。 

 

 今回、不登校大学に参加したことで、『いつでもどこでもだれでも、学ぶ意思さえあれば

学ぶことができる』ということを実感しました。何歳になっても興味やきっかけさえあれ

ば人は学ぶことができ、それをもとにより広い視野を得、より良い生き方を考えていくこ

とができる。ということを体験したことで、学びについての意識が変わったように思いま

す。自分が久しぶりに学びの場に身を置き、自ら選んで学ぶことの意義深さを知ったこと

で、子どもに対して『何歳までにこれを身に付けさせなければ。』『何年生までにこの学習

をさせなければ。』と焦ることの意味のなさに気づきました。大人がするべきことは、子ど



12  不登校大学 小論文集（ＷＥＢ版）  各論文の著作権は執筆者に属します。無断転載はお断りします。 

もたちは自分に合った学びを自分で選ぶ力を持っている。という事を信じ、支援のあり方

を考えていくことだ。というお話が頭にスッと入って来ました。 

 ただ、今の日本では、実際に『学びたい』と思った時に誰もが学ぶことができるか？と

言われると、難しい場合も多いのが現状です。教育制度の見直し・仕組みの整備・費用の

軽減などが必要だと感じます。 

 最近、安価に手軽にｗｅｂ上で学ぶことのできる仕組みが出てきています。一部では既

に行われているかも知れませんが、ｗｅｂ上での学びの履歴が高校・大学の単位や、就き

たい職業に必要な資格の要件に反映されるようになれば、学校外で学ぶ子どもたちだけで

なく、経済的な理由などで進路が制限されている子どもたちにも選択肢が増えることにつ

ながると思います。また、社会人が再度学び別の仕事に挑戦したい。という場合も、『安価

で手軽』な仕組みがあれば、実現の可能性が上がり、将来への希望も持ちやすくなるので

はないでしょうか。こういった仕組みの更なる進化・拡がりを期待します。 

 

考え続ける事・行動する事 

 

 不登校大学での学びを通じ、知識を得、自分で考え、行動すること。そしてそれを続け

る事が大切だと感じました。受け身でいるだけではなく、自分にできることをしていきた

い。という思いが強くなりました。 

 今回、受講後に小論文の提出という課題があったことは、「ああ、いいお話だった。ため

になった。」で終わると思っていたわたしにとって、大きな誤算（！）でした。まとまった

量の文章を書くという経験がなかったので、何をどのように書いたら良いのか途方に暮れ、

書き始めては止まりを繰り返し、『いっそ提出せずに終わろうか。』と何度も思いました。

けれど、受講を通して考えた事や気づきをまとめる。という作業をする中で、自分がどん

な事に興味を惹かれ、どんな考えに共感するのか？に気づき、それについて深く考える事

ができました。それを基に、自分がこれからどんな事をして行きたいか？という事につい

ても少しイメージできたような気がします。あきらめず取り組んで良かったと思います。 

 この、『小論文を書く』という経験を通して、不登校大学での学びは講義が終わったから

これで終わり。ではなく、考え続けることでこれからも続いていくし拡がっていくのだ。

という事を実感することができました。このことも、今回得た大きな気づきの一つです。

これからも、得た情報や知識を自分なりに考え、自分の言葉でまとめてみる。ということ

は続けたいと思います。 

 

 子どもたちが、それぞれに合った場所で学び・育ち・社会に出ていける、それぞれの違

いを認め合い尊重し合って生きていける。そのような社会を実現することは、子どもたち

だけでなくそこで暮らす全ての人たちにとって必要なことであると、一連の講義を受けて、

より強く感じるようになりました。 
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 不登校大学の初日に、この講座を通じて『不』登校と『不』のつく呼び方ではなく、別

の呼び方を考えられると良い。という話が出ていました。わたしも考えてみましたが、残

念ながら良いアイディアは浮かびませんでした。 

 代わりの呼び方を用意するまでもなく、多様な学びの場が社会に認められ、誰もが自分

の学びたい事を学びたい場所で学びたい時に学べるようになり、『不登校』という言葉自体

が意味をなくし不要になる。そのような世の中になることを願いながら、ではそのために

できることは何かを引き続き考え、行動できるようになりたいと思います。 
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不登校バンザイ！ と言える世の中に向けて 
小原田泰久 

 

 

不登校は落ちこぼれでもないし、将来も心配ない 

 

 長女が不登校になったときには、「なんでうちの娘が！」「これからこいつ、どうするん

だ」と、頭の中がこんがらがり、心はこれまでに体験したことのない感情でかき乱された。 

 そこから不登校情報を集めることになるのだが、面白かったのは、不登校の子どもを抱

える親たちに話を聞くと、ほとんどの人が、同じような感情に心乱され、同じような行動

をとっていることがわかったことだ。だれもがある種のパニックに陥ってしまっている。

海でパニックになると、体の力を抜いて、ゆっくりと呼吸をすれば何ともないのに、それ

ができなくて溺れてしまう。私は、まわりの人の体験を聞くことで、冷静な気持ちを取り

もどすことができた。冷静になって、何がパニックの原因なのだろうと考えてみると、私

にはふたつの理由が頭に浮かんだ。ひとつは、ほとんどの子が平気で行ける学校に行けな

いわが子は社会から落ちこぼれてしまっているのだということ。もうひとつが、この子の

将来はどうなるのだろうかという不安。 

 だったら、それを解決する方策を見つければ、いいじゃないか。 

 まず、不登校は落ちこぼれか。それはわからない。どの視点から見るかで違ってくる。

いい学校へ行って、いい会社へ就職することが正しいという価値観なら、学校へ行かない

ということは、落ちこぼれに違いない。でも、そんな時代はもう終わろうとしているじゃ

ないか。大企業の凋落が現実に起こっているわけだ。現実をしっかりと見れば、学校へ行

かないからと言って、それが不幸へとつながっていかないことがわかってくるものだ。 

 では、将来は？ 長女は中学 1年から不登校になったので、とりあえずは高校をどうす

る？ ということが目先の問題だ。内申書もないし、学力もない。でも、探せば不登校の

子でも行ける高校はあるもので、あるとわかっただけでも安心できた。長女は、都立のチ

ャレンジ校に進んだ。 

 不安を取り除けば、不登校は怖くなくなる。三女も、中二の終わりごろに、学校へ行か

ないと言い出した。いいんじゃないのと、あっさりと彼女は不登校になった。「お姉ちゃん

のおかげで、お前は何も言われなくていいね」と、笑っていられるようになった。別に、

学校へ行かないことが、落ちこぼれでもなければ、将来が真っ暗でもないのだから、行き

たくなければ行かないという選択もありさ。 
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学校へ行かないと決めた子たちは、本当はすごいんだ 

 

 私はそのころから、不登校のことを考えるたびに、「こいつらひょっとしたらすごいんじ

ゃないか」と思えるようになってきた。だって、責められることはあっても、だれも褒め

てくれない道を選択したのだから。だけど、現実には、それが大きなコンプレックスにな

っている。勇気ある行動をとったのに、それじゃいけない。 

 不登校大学を受講して、その意を強くした。学校へ行かない選択をしたのは、落ちこぼ

れでもなければ、弱虫でもない。勇気ある行動なんだよということを、もっと伝えていか

ないといけない。不登校大学の若いスタッフたちの考え方にも触れて、彼らがどれだけ深

く人生について、社会について考えているかを感じさせてもらった。我が家の不登校だっ

た娘たちも、長女は大学生、三女は高校生になって、親が言うのもおかしいかもしれない

が、毎日を本当に真剣に生き、自分がこの社会で何をやるべきかに、ぼんやりとながらも

答えを見出している。不登校のおかげだと、私は思っている。親も成長する。学校へ行か

なければいけないという考えで、いかに凝り固まっていたか。子どもが学校へ行かなくな

ったことで、そのことを強く思い知らされる。そこから、どう脱皮していくか。これが、

親の修行であり、脱皮したとき、自分でもうれしくなるくらい、成長しているのがわかる。

子どもが普通に学校へ行っていれば、不登校大学に通うことなど、なったわけだし。視野

がものすごく広がっていく。今だから言えることだが、不登校さまさまだ。 

 学校へ行かないことは悪いことではない。親は、子どもが学校へ行きたくないと言い出

したら、それは子どもたちの大きな成長の印だから「バンザイ！」と叫ぶべきだ。自分の

成長の大きなチャンスだ。私は、「実は子どもが不登校で、悩んでいます」と言う親に出会

うと、いつもそう言っている。なかなか理解されないけれども、これを言い続けたいと思

っている。 

 不登校大学で学んだことは、その裏付けとして使わせていただきたい。 

 すてきなお話をたくさん聞かせていただき、すばらしい方とも知り合いになれて、とて

も有意義な 2ヶ月でした。本当に、ありがとうございました。 
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不登校と母親の反応  
加藤 裕美（匿名） 

 

 

はじめに  

 

 今回，不登校大学に参加し，一番の収穫は不登校児の母としての安心感を得られたこと

である。学校から否定的に扱われ，周囲からも心配され続け，本人家族も肯定的には捕ら

え難かった不登校。今まで信じてきた常識に縛られ，精神的に追い詰められ，不安を振り

払うことが難しかった不登校。その不登校について，各分野の先生方のお話を伺い広い視

点で認識を持つことができたこと，経験者の声を聞いて自分自身の経験と重ね合わせるこ

とができたことにより，理屈を超えた安心感を得ることにつながった。「子供も親もありの

ままで良い。」と思えることが，次の一歩を踏み出し動き出す力になる。学校復帰や進学な

ど学校や親の思いを押し付け，ありのままの子供を認めようとしないことは，子供の存在

を否定し苦しみを深くする以外の何ものでもないことがはっきりわかった。 

 これまで，不登校に関わる様々な本を読み，スクールカウンセラーや医師に相談しても，

今どんな状況でこれから具体的にどうすればよいのか，推測はできてもはっきりしたこと

はわからず，特に当初は暗闇の中を手探りで歩いているような不安を抱えてきた。家族で

話し合いを重ね，本人と向き合い，ようやく光が見えてきたところに，今回の不登校大学

を受講する機会に恵まれ，大変感謝している。 

 自分の家族のこととしてだけではなく，職業上子育ての相談を受ける立場として，不登

校について何かを得たいと希望して参加した講座であった。今回得られた気づきをきっか

けに，不登校に関する母親の気持ちや反応について掘り下げ，今後に役立てたいと思う。 

 

不登校に関する母親の気持ちと反応 

 

仮説１－育児の責任は親（特に母親）にあるという強迫観念 

 現在のように地方においても核家族化が進み，地域の交流が少ない状況では，育児の両

親（特に母親）への負担感は大きくなる一方である。祖父母の協力も期待できず，待機児

の多さから思うように保育園へ預けることもできず，社会的アイデンティティの危機を感

じながら，ひとりで育児に奮闘する母親。公園デビューしたり保育園や学校に通うように

なると，ママ友と交わされる狭い情報の中で翻弄される母親。もしくは育児番組や育児雑

誌の中の情報に子供を当てはめ，はみ出すことに不安を感じる母親。そんな母親の姿を見

ることも多くなった。 



不登校大学 論文集（ＷＥＢ版）  各論文の著作権は執筆者に属します。無断転載はお断りします。  17 

 さらに追い討ちをかけるのは世間の目である。何か地域や学校でトラブルがあると，「親

が悪い，親に責任がある。」という声が聞こえたりする。その声は別の世代からというより

も，同じ世代からの声であることが多く，母親の傷つき方も大きいように感じる。また，

お互いに批判することで，緊張感がさらに高まる。不登校についても「本人が弱いから，

家庭的に問題があるから。」と教師から言われたりする。 

 母親として社会に認められる為にも，子供の様子が気になってしまう。元気で学校に通

う子供，スポーツや習いごとに打ち込む子供などの理想像があり，理想像に近づくことが

主眼になり過ぎると子供の状況は置き去りにされてしまう。子供が親や学校の期待に敏感

に反応し，本音を言わずに抑圧してしまうことは，子供の疲れにつながる。 

 親が頑張り過ぎることで，子供の不登校を招きやすく，不登校によるショックが大きく

なる一面もあると想像できる。 

 

仮説２－子供を守り育む存在としての母親 

 母親は子供の生理的欲求を満たし，子供の命を守ろうとする。子供に危険が及ばないよ

うに気を配り，子供に安心感を与える。危険が及ぶようなことがあれば，自分の身を持っ

て子供を守ろうとする。 

 子供が苦しむことは，自分自身が苦しむことよりも辛いことであると感じる母親も多い。

その子供が，女の子であれば，同性であることから客観性を持ち合わせているが，男の子

の場合は盲点に近い。心配のあまり過保護になることの弊害について，認識していること

が必要である。 

 不登校という心身疲労状態で苦しむ子供に，どのように接したらよいか戸惑うのは当然

のことと思われる。「あの時気づいていれば，あの時こうしてあげれば。」と気持ちが過去

に向き，自分を責めてしまうことも多い。母親を傷つけることなく気持ちを受け止め，不

登校についての考え方や子供との接し方，親としての生き方などについて，共に考えアド

バイスできる人がもっと身近にいることが望まれる。 

 

仮説３－得体の知れない不登校 

 「不登校とは何なのか，なぜ不登校になるのか。」について明確に答えらえられる人を周

囲に見つけるのは困難である。たくさんの不登校児に関わってきた教師，たくさんの親の

悩みを聞いてきたカウンセラー，地域の専門家であっても，それぞれに異なる意見があり，

的を得ていないことも多いのではないだろうか。 

 私自身も子育ての相談を受ける立場にありながら，自分の子供が不登校になるまでは，

不登校についてあまり理解していなかった。当市の母子保健計画の目標のひとつに「不登

校の予防」という項目がある。家庭や地域で適切な子育てができていれば予防できるとい

う考えに基づいているが，具体的に不登校を予防する適切な子育てとはどういうことか示
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されていない。計画作成に関わっているメンバーも，あまり不登校について理解していな

いと考えられる。 

 得体の知れない「良くないこと。不幸なこと。子育ての失敗。」としての不登校。そんな

不登校にならないように，専門家や教師のアドバイスに従い子育てに励んできたのに，突

然我が子が不登校になった時の母親のショックはどれくらいのものであろうか。学校に行

かずゲームやマンガに熱中したり混乱している子供自身についての不安，子供の将来につ

いての不安を感じたり，周囲の腫れ物にでも触るような態度に傷ついたり，親族からの圧

力もあったりすると想像する。不登校にはさせたくないという恐れや不登校のショックが，

親子の適度な距離感やバランスを崩してしまうことにつながる。周囲の態度に傷つくこと

を回避することから，母親自身も外出を控えがちになることも多いと考えられる。 

 

仮説４－学校信仰と疑問，不安と葛藤 

 現在，学歴社会や学校信仰に疑問を感じながらも，新たな方向性を見出せず，周りの流

れに従っている親がほとんどではないだろうか。やはり，子供が学校に通い学校に適応す

ることで安心感を得ている親が多数派である。多数派の思考に同調することで，先の見え

ない社会での安心感を得ようとしている。教師が偏差値によるランクづけを進路指導で提

示する状況が何十年も続く中で，子供がより上位の学校に進学することで，親は満足感を

得ている。 

 一方で，有名大学を卒業しながら一流企業に就職せず，コンビニエンスストアでアルバ

イトする例を聞いたり，希望のコースを順調に進んできたと思われていたのに，就職した

途端に離職する例を聞いたりすることも珍しくなくなった。子供たちは自らの内面を掘り

下げ，自ら進路を決めた結果，このようなことになっているのだろうか。そのようには思

い難い。 

 学歴社会は競争と不信感を生み，人を孤立させる。親も子供たちの生きづらさを間接的

に感じることがあるし，職場や地域社会での閉塞感に苦しくなることもある。しかし，学

歴社会と学校信仰に代わる何かを見つけようとすることは不安を伴い，葛藤が生じる。高

学歴の親ほど，学校へのこだわりが強いのかも知れない。 

 実際に子供が不登校になり，学校に行こうとしても行けない状況で，子供が苦しんでい

る理由について，またその背景について少しずつ知る中で，親自身が学校信仰に呑み込ま

れていたことに気づかされる。 

 

私自身の場合について 

 私には子供が二人いるが，不登校になったのは弟である長男の方である。４歳違いの長

女が中学校入学時の方が，いじめなどが起こらないか私の不安が強かった。長女は人見知

りが強く先輩が怖いと感じていたこともあり，周りから声をかけられても思うように話せ
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ないことが多かったが，長男の方は外向的で周囲と馴染むのも早かった。長女から長男へ

中学校生活についてアドバイスしていることもあり，あまり不安は感じていなかった。 

 しばらくすると，部活動で土日もないほど忙しく，家に帰ってきても食べるとすぐ寝て

しまう日が続いた。夏休み明けに熱を出して寝込んでしまった頃から，「クラス（の人間関

係）がめんどうくさい。学校に部活だけに行きたい。」とこぼすこともあったが，それと相

反するようにさらに外向的に振舞うようになり，教師は「クラスのリーダーです。」と気に

なることはないと明言していた。私自身も引越しや職場の異動で疲れ，夫も仕事で疲れて

いて，長男の気持ちを十分に汲み取ることができなかった。当時は，学校や部活に行って

いるから安心と思うところが大きかった。 

 不登校になって落ち着いてから本人が話した内容は，「スクールカーストの上位を争うこ

とにかなり成功していたが，巻き込まれて疲れ果ててしまった。周りの陰湿な雰囲気に無

理に合わせてしまった。」とのことだった。つまり，過剰適応し，自分を生きることができ

ない状況に疲れ果てたということである。本来であれば殻にこもって自分をつくりあげる

時期（思春期）に，自分の外に意識が集中して疲れ果て，不登校になってはじめて自分と

向き合うことができたのである。 

 長男は元々マイペースなタイプで，過剰適応で苦しむとは予想外だった。外向的に振舞

っていたときも，そんな風に成長してきたのか位にしか感じなかった。しかし，朝なかな

か起きられなくなり，辛そうにしながら学校や部活動に行ったりする中で，ある違和感が

あり胸騒ぎを感じることもあった。その気持ちを教師や周りに伝えても，誰も異変に気づ

かずアドバイスもなく，どうしてよいかわからなかった。その時の私に「しばらく学校を

休ませる。」という選択肢がなかったことが悔やまれる。 

 不登校になって，突然人が変わったように，ぐったりして辛そうだったり昼夜逆転で夜

中にゲームに熱中したりする中，いったい何が起きているかわからなかった。先が見えな

い状況で，私の方が不安で押しつぶされそうになった。時に精神疾患の初期症状で不登校

が生じることがあり，経過を見ないと判断できないことを知っていた為，不安はさらに強

くなった。当時は，長男の様子をスクールカウンセラーや医師に相談することで，多少の

安心感を得ていた。まったく学校に行かなくなって何日か自分も休暇を取り，その後やっ

との思いで仕事に出かけた。一旦仕事に出てみると，ずっと家にいるより，人と接するこ

とにより気分が変わり，長期的な視野を持つことにつながり励みになった。仕事に集中し

楽しむ為，また誤解され傷つくことから自分を守る為，職場では家庭のことは伏せていた。

自分の辛さについて主に夫（時に長女）に伝え協力を求め，長男には暖かく自然に接する

ようにした。 

 不登校になっても１年ほどは，時々思い出したように「学校に行きたい。」と言っていた

が，次第に行けない自分行かない自分と向き合い，変わっていった長男。自己肯定感があ

り前向きであった為，潰れることはなかった。以前は孤独が耐えられなかったのに，現在

は孤独を楽しんでいる。家が好きで，少しずつ自分のペースを取り戻している。最近は，
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物理学や数学に熱中し，社会情勢や経済の動向にも興味があり，家族と議論が始まると止

まらない。「なんて個性的な子供だろう。」と驚き，学校に適応しないのも尤もだと思う。 

子供としっかりと向き合い変化を見守る中，また不登校について調べ周りの状況がわかっ

て行く中で，少しずつ氷が解けるように私の不安も少なくなり，現在に至っている。長男

はまだ疲れやすく，思うように活動できないことも多い。自分の心身と付き合いながら，

自己調整もできるようになったが，倦怠感がひどい時は精神的にも辛そうである。そのこ

とがあって，不安がすべてなくなった訳ではないが，方向性は見えるようになった。 

 

望まれる方向性 

 

１． 子供は地域の宝であり，地域全体で育てるという認識 

 母親ひとりで子育てを頑張らなくても良い地域，母親だけの責任ではなく地域全体の責

任である子育てという形が望まれる。元々，人間は小集団で暮らし，子育てもその中で協

力して行われてきた。家族や血縁だけ，公共サービスだけに頼るのではなく，地域の中で

助け合いが行われることで，子供は様々な人と触れ合い多くを学ぶ機会を得られる。地域

づくりはどんな世代にも身近で必要なことであり，日本全体で取り組むべきことと考える。 

 

２． 父母や家族が助け合い生かしあう子育て 

 母親は子供に安心感を与え，父親は好奇心や社会性を与えると言われる。夫婦が助け合

いそれぞれの個性を生かしあうことで，子供は自分の個性に気づき自他の違いを認めてい

く。ひとり親家庭でも多角的な人間関係の中で子育てをしていくことにより，子供の社会

性は培われていく。母親だけが過度に関わる子育ては母子共に不健康な状態と思われる。 

 

３． 不登校についての正しい認識の普及と支援体制 

 現在は特に学校や教師が間違った対応を取りがちであることを教育関係者が認識し，す

べての教師が不登校の正しい知識と支援方法について学ぶべきである。適応指導教室を理

解のない教育関係者ＯＢで固めるのは止めて頂きたい。社会や学校という構造の中から必

然的に不登校が生まれることを知り，すべて学校の中で解決しようとするのではなく，関

係機関と協力し合い社会の仕組みの中で学校という機能を発揮してほしい。 

 医療関係者の中でも小児科医や小児神経内科医，児童精神科医が中心となり，不登校に

ついて研究し共通認識のもと協力体制を構築することが望まれる。カウンセラーが対応で

きるのは不登校についての一部であり，すべてではない。 

 保育士や保健師など子育てに関わる職種は，母親が肩の力を抜き安心して子育てができ

るよう，支えていくことが必要である。 
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 母親や市民同士が不登校についての誤った認識で苦しむことがないよう，専門家は市民

と協力し普及に力を入れるべきである。身近なところで適切な相談が受けられるような支

援体制も望まれる。 

 

４． 多様な学びを尊重し成長する社会 

 学びの本質とは何か，学びは学校だけに頼るべきものではないことを，皆で考え行動で

きるよう，多様な学びの場が提供され認められる社会が望まれる。また，学校は休んでも

良いことが広く認識され，何が何でも学校に行かなければならないと言う強迫観念がなく

なることが望まれる。そのことによって社会の閉塞感が和らぎ，様々な価値観が共存可能

となり，社会の成長が期待できる。限られた価値観に押し込められ，やっと息継ぎをする

ように敷かれたレールを脱線して，親子が混乱と挫折を味わうことも少なくなるのではな

いだろか。 

 

まとめ 

 

 今回不登校大学で得られた気づきをきっかけに，母親の気持ちや反応について掘り下げ，

望まれる方向性について若干の考察を試みた。 

 小中学生で１２万人の不登校児が存在するという現状を知るとき，自分の子供が不登校

である現実から，不登校は見過ごすことができないことになった。子育ての相談を受ける

立場としては，なおさらのことである。これからも不登校について考え続け，自らの経験

を子育てや不登校に悩む母親に役立てていけるよう，歩んで行きたいと思う。 
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不登校大学で学んで 
近藤ふじ子 

 

 今の世の中は、生まれた途端にフットボールのボールを持たされて、走れ、走れ、さぁ

走れ、いいから走れ、とにかく走れ、とにかくゴールまでボール持って走れ、と回りから

追い立てられ、何が何だか訳も分からず、とにかく走って走って走らなければならないよ

うな世の中だと、ある本で読みました。 

 本当にそうだなあ、と思いました。 

 止まったとたんに客席からブーイングが出て、訳も分からないのに、息も切れて体力も

しんどいのに、とにかく走らなければ、回りからの威圧に押し潰されてしまうかのごとく

です。 

 不登校大学では、たくさんの事を学びました。そういう回りからのヒステリー的とも感

じられる圧力で、惨い死に方や体罰を受けた子供達がたくさんいる事。 

 自分もとても抑圧されていた時期があり、そのストレスを子供にぶつけていた頃があり

ました。本当に申し訳なかったと、今でも胸が痛みますが、このような体罰する人や、い

じめをする子供自身が、何か大きな心の問題を抱えているのだと思います。それは、日本

社会全体が抱えている問題だと思います。 

 不登校大学では、日本人は苦労しなくちゃいけないというようなことを、刷り込まれて

いると学びました。 

 そういった刷り込みや、ああしなくちゃいけない、こうしなくちゃいけない、という思

い込みにがんじがらめに縛られて、したいことができずに、自分らしく生きられていない

人が日本にはたくさん居るのだと思います。 

 その日本人全体のストレスが子供にまでできているのだろうと思いました。 

 不登校の子供に親が「生きるのは大変なんだ、社会は厳しいんだぞ。」と言ったら子供が

猛然と怒りはじめ、「俺を苦しめるために生んだのか！！」と叫んだというお話しは印象的

でした。 

 私自身、かなり固定観念に縛られていたのだなぁと、この不登校大学を受けながら、気

がつくことができました。 

 どうして、こんなに固定観念に縛られていたのかということを、自分の育ってきた環境、

時代背景を学ぶことで理解できたように思います。 

 それまで、庶民による庶民のための、学びたい人が学べる、寺子屋というのがあったの

を、明治に入ってから、工場で指示に従って働く人間を育てるため、そして、戦争で命令

通りに動く人を育てるため、学校が作られたということでした。男子学生には陸軍の、女

子学生には海軍の制服をそのまま着せ、日清戦争後、それまで校庭だったのを、広い運動
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場を作り、「前へ習え、右向け右」と軍隊式に整列させたり、運動会を催して騎馬戦をさせ

て、戦える人間を育てたと言うことでした。 

 私は、そういう学校の言うことを、全て正しいと信じて、大切な子供時代を何年にも渡

り、自分の居場所として過ごしてきました。病気がちで、年間三十日以上休んでいたよう

に思いますが、行かなければいけない所、という意識だったので、ずっと通い続けました。

つまり自分はかなり、指示に従う、ロボット化された人間に育ち、それが思い込みや固定

観念に縛られがちな大きな要因の一つなのだろうなと思いました。 

 そして、このシステムに合わない人間を入れるために、学校と同時期に精神病院が創ら

れたこと、イタリアには精神病院がないことも学びました。 

 精神病院で治療を受けていたことのある友人が、精神病院の人権はひどい、と言ってい

ました。 

 何か聞こえたり、見えたりする知り合いが、何人かおりますが、そういう人達は、シャ

ーマンだったり、ヒーラーだったり、という役割を持って生まれてきているのだと思いま

す。決して病気ではないと思うのですが、そういう能力のある人は、時代によっては権力

者にとって、とても都合が良くない存在なのだと思います。 

 ＨＳＣというとても敏感な子供達がいると言うことも学びました。 

 奥地さんが、不登校の子供たちは、カナリヤ的存在で、ここは危険だよ、危ないよ、と

言っているのではと仰られていましたが､洗脳されそうな、誰かの思い通りにさせられそう

な、そんな抑圧的エネルギーを、ＨＳＣの子供達は敏感に感じて、学校へ行けなくなって

もいるのかなと思いました。 

 自分はなぜ生まれてきたんだろう? 何しに生まれてきたんだろう? 自分は何をしたい

のかな? どう生きていきたいのかな? 何が向いているのかな? 何が大切なのかな? 何

が好きで､何にワクワク感を感じるのかな?  

 立ち止まって、そんな風に考えたり、自分自身を観察したりする時間が人間には必要な

のだと思います。お坊さんは、わざわざ山に籠もる位だから、立ち止まったり引き籠もっ

たりすることは、大切なことなのだと思います。 

 私の父は物理をやっています。 

 ある秋の夕暮れ、二人で車に乗っておりました。イチョウ並木が黄金色に輝いていて、

それはそれは美しく、私は心を奪われておりました。 

 「見てごらん。」めったに喋らない父が言いました。あ～､父もこの圧倒されるような、

イチョウの美しさに感動しているのだな～､と耳を傾けました。 

 「あそこの前の車のウインカーと、あっちの車のウインカーの速度がほとんど同じだよ。

ほら、カチカチカチカチカチカチカチカチ。」あ～、そうなのか～、同じ人間で血が繋がっ

ている親子でも、同じ場所にいて同じ景色を眺めていても､見えているものや、感応してい

るものは全く違うのだな～､と実感しました。 
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 ユダヤ人はとても優秀だとよく聞きますが､聞いた話では､ユダヤ人は子供の時に、この

子はとてもある事に秀でていると分ると､そこある事を専門にやっている人の家に預けら

れて、そこで育てられると言うことです。その子に合った家庭環境で育ててあげるのだそ

うです。 

 川口由一さんの自然農法というのがあります。耕さない、虫を敵としない、草を取らな

い､余計なものは持ち込まない､というものです。そうすると亡骸の層というとても肥沃な

土ができていくそうです。 

 草や虫や、たくさんの微生物のいる多様な生命の世界、その多様な自然そのままの中で

育つと、とても元気な命が育まれ、肥料や農薬をまく必要がないそうです。わざわざ土を

掘り起こして微生物を殺したり、草を抜いて虫の食べ物をなくしたり、外から肥料を持ち

込んで土を固くしたり、農薬を撒いて虫を殺したり、という余計な事をしなくていいそう

です。 

 人間も同じなのではないかと思いました。 

 それぞれの人間の中に宿っている魂､植物でいうと､種の中に備わっている要素は、ご先

祖さまから残して頂いた豊かな多様な世界から、自ら自分に必要な要素を吸い上げていく

のではないかと思います。 

 植物が､虫や草の亡骸の重なった活力のある土壌から､その植物に必要な栄養を自分で吸

い上げていくように。 

 小松菜にも､リンゴにも、ひまわりにも､同じ畑で、同じ時期に、同じ栄養を与えるので

はなく、それぞれに合った環境や、時期、栄養があると思います。 

 人間の子供にも、同じシステムの学校で､同じ時期に､国語算数理科社会を同じように教

えるのではなく､それぞれ違ったものの見方をし､違ったことに感応するのだから､自分に

合った学びを取り入れて、天から授かった才能を伸ばしてくのではないかと思いました。

それこそ、天才が育っていくのではないかと思います。 

 多様な学びの場という、豊かな土壌さえあれば。 

 不登校が増えてきたのは､戦後ということでした。戦後、日本は負けたということから自

信をなくし、自己否定感を持ってしまったと思います。不登校の子供たちが、自分は自分

で良かったんだと自分を受け入れられたら生き易くなったように、日本も日本のままで良

かったんだと思えるようになっていったら日本の社会全体も､生き易くなっていけるので

はないでしょうか。 

 日本には、もともとや八百万の神を信じるアミニズム信仰がありました。 

 石にも神が宿り、木にも神が宿り､山にも神が宿り､あなたの中にもあなたの神が宿り、

私の中にも私の神が宿る､多様な神のいる世界観だったと思います。だからこそ、今でもキ

リスト教も仏教も、ヨーロッパの文化も中国の文化もアメリカの文化も、何もかも受け入

れられるところが、日本にはあると思います。 
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 縄文時代は戦いのない時代だったと聞きます。森羅万象、すべてのものに神が宿り、お

互いを神として尊重し、個性を認め合っていた多様性を受け入れていた時代だったのだろ

うと思います。 

 日本は､この様に、多様性を受け入れ､受け継いできた国だから､だからきっと､こんな学

びの場も素晴らしい、あんな学びの場も素晴らしいという、多様な学びの場も、これから

は受け入れていかれるのではないかと、切に願ってやみません。 
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学びは子どもの中にある 

～学校の中に 本当の学びはあるのか？～ 
下村健士 

 

 

「不登校」という、ネガティブな言葉ではなく、 

新しいポジティブな言葉を生み出したい！ 

 

私が不登校大学に参加した初日に 

思い描いたことです。 

 

 

なぜ私は「不登校」について学ぶのか？ 

不登校大学で何を学んだのか？ 

そしてこれから私はどう生きていくのか？ 

 

そんな決意をこのレポートの中に 

まとめていきたいと思います。 

 

 

 

第１章 

「私の小学校教員生活と不登校」 

 

私は小学校の教員として８年３か月、 

担任として子どもたちの前に立ち続けました。 

 

「１人の大人として 

子どもたちの目標になるように！」 

 

それが私のモットーでした。 

 

朝、６時前に学校に行き、 

授業の準備。 
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朝８時、教室ですべての子どもたちを 

笑顔で迎える 

 

休み時間、子どもたちと 

校庭や教室で遊ぶ。 

 

すべての授業は面白く伝わる工夫をする。 

 

勉強が苦手な子も、楽しく参加できるような 

導入の工夫やゲーム化をたくさん取り入れて 

「勉強って楽しいな！」 

そんな変身した子が、 

たくさんいました。 

 

子どもを笑わせようと 

ダジャレをたくさん言っては 

滑ることの連続でした。 

 

給食は子どもたちと食べる 

掃除も一緒に笑いながらやる。 

昼休みも一緒に遊ぶ。 

 

ケンカがあった時には、 

お互いの話をよく聞いて、 

双方の納得できるポイントを見つける 

 

 

宿題を「おみやげ」という名前にして 

１０分でできるものだけを出す。 

 

ドリーミングノートという自習＆交換日記を 

全員と交わし、子どもとの文字の交流を 

大切にしていました。 

  

放課後は最後の１人が教室を出るまで 

教室で見送ります。 
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連絡ノートには、子どもを褒める言葉をたくさん書き、 

学級通信を毎年１００号発行していました。 

 

子どもが書く子ども版の学級新聞も 

たくさん発行しました。 

 

先生になって７年目、ピアノを習い始めました。 

ピアノを弾けるようになりたい、という気持ちと 

もうひとつは、 

苦手なピアノを習えば、勉強ができない子の気持ちが、 

わかるかもしれない。 

そんなことを考えてのことでした。 

 

課題をやって行かないでレッスンに通うと、 

宿題をやってこない子の気持ちがよくわかりました。 

 

学校の教室で、休み時間にオルガンを弾くと 

「先生、下手だなあ 

ちゃんと練習しろよ」 

「先生チョットは上手くなったね」 

 

そんな会話をする時に 

どちらが先生で生徒なのか 

そんな区別がなくなっていました。 

 

金曜日の６時間目は 

学級活動の時間。 

 

リラックスタイムとして自由に過ごせます。 

トランプをしても、雑誌や漫画を読んでも 

おしゃべりをしても、黒板に落書きをしても 

将棋やゲームをしてもすべてがＯＫ。 

 

もちろん勉強することも 

昼寝をすることもＯＫです。 
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ルールは隣のクラスに迷惑にならないこと。 

みんなが気持ちよく過ごせるように 

気を配ること。 

 

ある男の子が言いました。 

「学校でこんなことができるなんて信じられない。」 

 

私が教えないこの時間が 

私は一番楽しく 

子どもたちも最高の時間でした。 

 

 

子どもが下校した後の 

放課後の職員室。 

そこは、私にとっては苦しい場所と時間でした。 

 

なぜかというと、 

非効率的な会議や 

やる意味があるのかわからない 

研修や打ち合わせが続いていくからです。 

 

しゃべるプロであるはずの先生たちの 

いつ終わるかわからない話が 

延々と続いていくことに 

私はうんざりとしていました。 

 

子どもの下校後、すぐに始まる会議は、 

勤務時間ぎりぎりまで、 

時にはそれを過ぎても続きます。 

  

それが終ると、学年の打ち合わせ。 

行事の打ち合わせ。 

提出する書類作り。 

 

私は校内研究の主任も務めていました。 
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理科と生活科の研究。 

山のように書籍を自腹で買い込みました。 

 

校内の調整 

研究のまとめ 

紀要づくり 

理科の備品の整理 

理科室や校内環境の充実。 

 

学校の仕事が終わって、 

クラスの子どもの仕事が始まるのは７時ころ。 

 

子どもたちのテストの採点。 

集めたノートを見ること 

図工や家庭科の作品の評価 

 

次の日の授業の準備。 

教室の片づけ 

 

毎日家に帰るのは１０時過ぎ。 

 

私には小学生の娘がいました。 

笑顔で迎えてくれる娘との、少しだけの親子のふれあいタイム。 

娘に絵本を読んであげながら考えるのは 

なぜか学校の仕事のこと。 

 

家でも仕事。 

土日も仕事。 

そんな生活が小学校の仕事でした。 

 

こんな生活がいつまでも続くのかな？ 

 

そんな中で研究発表に向かって、教務の先生から 

「今年の夏休みはないよ」 

そう言われました。 
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とても気持ちが重くなっていくのを感じました。 

 

私はそんな生活に限界を感じました。 

先生になって９年目。 

６月のある日、もうこれ以上がんばれなくなりました。 

 

学校で立ちくらみがしました。 

このまま働き続けたら、ダメになる。 

そう思い、私は教頭先生に早退を申し出ました。 

 

「下村先生は 

体調が悪いから今日は帰るね。」 

 

給食を食べる子どもたちにそう伝えると 

「先生、無理しないでね」 

「早く元気になってね」 

 

子どもたちは、心配そうに 

真心のこもった声をかけてくれました。 

 

それが子どもたちとの 

永遠のお別れになってしまいましした。 

 

１日休み、２日休み、３日目の朝。 

私はもう学校ヘは通えなくなっていました。 

 

病院へ行くとうつ病と診断されました。 

 

まずは３か月の休職。 

３か月が過ぎても、体に力はわかず、 

戻る元気はわかず、 

さらに３か月延長。 

そんなふうにして 

私は３年間、学校を休みました。 

  

そして今年３月。 
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学校を退職しました。 

 

子どもが大好きで、 

教えることが大好きだった 

私が学校を去るとは、 

３年前には考えなれないことでした。 

 

不思議な運命の糸が 

私を「新しいステージ」へと 

導いているのを感じました。 

 

 

 

 

第２章 

不登校大学からの学び 

 

その１ 【命を守る不登校】 

 

「いじめで不登校は 

逃げではないのか？」 

 

そんなことを言う人がいますが、 

皆さんはどう考えますか？ 

  

＊＊＊＊ 

  

いじめられた経験のある人は 

よくわかると思いますが 

いじめられると、自己否定の底なし沼に 

気持ちが沈んでいきます。 

    

そして、人が怖くなります。 

  

動物は、危険を感じた場所に 

二度と近づこうとしないそうです。 



不登校大学 論文集（ＷＥＢ版）  各論文の著作権は執筆者に属します。無断転載はお断りします。  33 

  

でも、なぜか、人間の場合は 

そこへ子どもを押しやることがあります。 

  

いじめにあった子どもに向かって 

「そんな弱いことじゃ 

これからの社会で生きていけないよ」 

  

「社会性を身につけるには、そういうことも必要だ」 

  

そんなふうに言う近所の人、 

地域の人や先生もいます。  

 

＊＊＊＊＊ 

いじめられたのは 

その子の責任ではありません。 

  

いじめた人が悪いのです。 

（ここは意見が分かれるところですが、 

僕は断固そう思います。） 

  

＊＊＊＊ 

いじめられたことを我慢していると 

生きているのが苦しくなります。 

  

先生に相談しても 

「お前にも悪いところがあるんじゃないのか？」 

とか言われると 

とっても悲しい気持になります。 

   

形式的にいじめた子に謝らせて終わりとするケースも 

よくあります。 

  

どうしてかというと 

学校は授業で忙しく 

子どもの気持ちをじっくりと聞く時間はないからです。 



34  不登校大学 小論文集（ＷＥＢ版）  各論文の著作権は執筆者に属します。無断転載はお断りします。 

  

放課後、先生たちは 

会議で忙しく、子どものことをみつめるよりも 

多くの場合は 

仕事が優先となります。 

  

＊＊＊＊＊ 

  

親に相談するのを、ためらうケースも 

多くみられます。 

  

相談すると、 

親の気持ちが動揺することを 

気づかって黙っている… 

そんな優しさを 

いじめられる子は持っています。 

  

親には、ただ話を聞いて欲しいだけなのに 

解決に導かれたり、 

逆に叱られたり…。 

  

こんな時には、黙って気持ちを 

受けとめてあげてほしいです。 

 

＊＊＊＊＊ 

 

親でもない、先生でもない人はどうしたらいいのか？ 

 

いじめられて苦しい子供がいたら、 

「学校には行かなくていいよ」 

そう言ってあげてほしいです。 

  

がんばったがために 

自殺という形で尊い命が 

毎年失われていきます。 
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いじめにあい、心に深い傷を受けて 

ショックで立ち直れない時に 

必要なのは 

学校に行くことではなく、 

心の傷をいやすことです。 

   

「君の命が僕にとって一番大事なんだ」 

  

そういってそばにいてくれる大人が 

いてくれたら、どんなに心強いでしょうか。 

  

いじめに 

苦しんでいる子どもはたくさんいます。 

  

大人ならば 

転職することも 

休職することもできるけれど、 

 

子どもには、それが許されないのは 

どうしてでしょう。 

 

 

  

大人はお酒を 

呑んで憂さを晴らすこともできます。  

では、子どもはどうやって気持ちを 

やり過ごすのでしょうか？ 

 

「どうしてゲームばかりしているの！」 

「どうして、家でごろごろしているの！」 

  

そんなことを言いそうになったら、 

一回だけ深呼吸をして、その言葉を飲み込んでください。 

  

「学校には行かなくていいよ」 
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優しく子どもに語り掛けられたときに 

きっと親として子どもと信頼でつながるでしょう。 

  

＊＊＊＊＊＊ 

  

東京シューレの不登校大学で 

奥地圭子さんのお話を聞きながら 

 

そして、グループディスカッションをしながら 

何かのメッセージが聞こえてきました。 

  

僕には使命があるのです。 

「ここにいていいよ。」 

そう言ってそばにいる存在になること。 

  

「そうかあ」といってじっくりと 

話を聞く存在であること。 

  

親でもなく 

先生でもなく 

 

子どもの心や学校について 

よく知っている私ならば 

 

きっ子どものことを 

支えていける。 

 

そんな想いが 

「ふわり」と舞い降りてきました。 

  

わたしは、そんな子どもたちのために 

生まれてきたのだ。 

 

＊＊＊＊＊ 

学校は、子どもの学ぶ権利を保障する場です。 
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子どもは命です。 

学校は制度です。 

 

子どもの命が輝くような 

教育を届けていきたい。 

  

一緒に子どもの教育をデザインしませんか？ 

ともに未来を作っていきませんか？ 

  

 

その２ 【天外伺朗氏からの学び】 

 

「昇進」「昇給」「良い点」「褒められる」……。 

 

こうした自分の外側にあるもののために 

何かをやることを... 

「外発的要因」といいます。 

  

もちろん「命令」や「指示」「義務」も入るでしょう。 

  

こうした世界では、 

新しい脳「大脳新皮質」を使って 

行動が行われています。 

 

言葉の世界、論理の世界。 

それは 

「力の支配の世界」 

「義務の世界」に 

つながっていきます。 

  

＊＊＊＊＊＊ 

  

これに対して 

「やりたくて仕方がない」「楽しい」 

「遊び」「没頭」 
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こうした要因でやることを 

「内発的要因」といいます。 

 

これは、運動や感情をつかさどる 

古い脳に働きかけていきます。 

 

より人間らしい、生き生きとした脳です。 

  

 今、僕が始めたスクールでは、 

「遊び」や「自由」がうんと認められて 

「強制」は一つもありません。 

 

そうした意味で、子どもたちが 

「すー」とした気持ちのよい雰囲気を 

醸し出しています  

 

＊＊＊＊＊ 

 

では、子供は遊ばせているだけで 

「内発的動機」が湧き 

 

ぐんぐんと自分で学び 

成長していくのでしょうか？ 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

私の考えは半分はＹＥＳで、半分はＮＯです。 

  

人間が自分の何にあるものを発見するには 

2つのパターンがあると思います。 

  

 

一つは 

ガンガン遊んで、その中で自分一人の鉱脈を見出すあり方。 

幼少期、小学生時代に、こんな世界を堪能させたい世界です。 
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もう一つは 

 

モデルになる人がいて、その人に感化を受けたり、 

その人から引き出してもらったりすること。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

元、ソニー上席常務で 

文科大臣・下村博文氏のブレインも務めた 

天外伺朗氏の話を聞きながら 

思ったことがある。  

 

これからの公立学校は 

どんな形をとれば一番いいのか？ 

   

私は、内発的動機がキーポイントだと思った。 

  

天外氏は「天外塾」を主宰している。 

サッカーの岡田監督もかつて学んでいたという。 

  

そこでの学びは、人の想いを聞くこと。 

その人がやりたいこと、生きてきた歴史を聞きだして 

人生を振り返る。 

  

そこから出てきた、本当の想いに対して、 

協力者が次々に現れてきた時に 

溢れだすような「フロー体験」が生まれる。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

では、学校で子どもの学ぶ気を起こすにはどうするか？ 

  

それは、子どものやりたいことを 

「じっと聞くこと」「やりたいようにやらせてみること」 

「大人の目からの失敗に目をつむること」 
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そして欠かせないのは、 

相手の存在そのものを「信じること」。 

  

今のように、先生に言われたことを学ぶのではなく 

自分からあふれたものを生きる学び方。 

   

子どもたちは、社会を支えるために学ぶのではなく 

自分自身を、生きるために学ぶのだ。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

「学ぶとは何か？」 

 

2年前から 

「魔法の質問のマツダミヒロさん」 

 

「明星大学で特別支援教育を教える星山麻木先生」 

 

「日本メンタルへ協会の衛藤信行先生」 

 

の元で学んでいる。 

  

彼らから学ぶことでしか得られないものがある。 

それはその人の持つ「ブランド力」かもしれない。 

 

「ブランド力」とは、 

自分自身を見つけ、そこを生きている人だけが 

放つ力、宇宙人の力かもしれない。 

  

＊＊＊＊＊＊＊ 

  

学ぶとは、科学ではなく、インスピレーションの 

世界かもしれない。 

   

学校は、科学の世界ではなく 
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ロマンの世界になった時に 

いきいきとした息吹を持つのでは、 

そう思った。 

  

 

その時、先生の役割は 

 

「存在を見つめる人」 

「邪魔をしない人」 

 

「共に楽しむ人」 

「相談に乗れる人」 

  

そんな先生像へと 

変換していくのかもしれない。 

 

＊＊＊＊＊ 

 

講義を終えた後の、お茶会サロン。 

熱心に話す参加者の言葉の奥に 

20年後の、学校のあり方が見えてきた。 

 

開け放たれた窓から 

夜風がさわやかに吹きぬけていた。 

 

「東京シューレ、奥地圭子さん」 

 

彼女の人生の中で磨いてきた人生の哲学が 

心地よく私の中に流れ込んできた。 

 

 

その３ 【スクールソーシャルワーカーの仕事】 

   

不登校になった親子がどんなことに 

傷つくとおもいますか？ 
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実は意外なことに 

専門家からの「心無い一言」。 

  

医師やカウンセラーが 

「不登校はいけない！」という 

その人の信念が、 

傷ついた親子をますます追い込んでいきます。 

 

子どもの不登校に対して 

「親の育て方が悪い」 

「本人の問題」と 

とらえている専門家もまだまだ多いのが現状です。 

    

「このままでは社会性が育たないよ」 

「ひきこもりになるよ！」 

「学力が低下する」 

   

そんな言葉に、不登校の子どもも親も 

ますます「びくびく」としてしまいます。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

子どもが不登校になった時に 

どんな大人と出会うかは、とても大切です。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

昨日、東京シューレで行われた勉強会 

  

講師は日本で初めてスクールソーシャルワーカーになった 

山下英三郎氏。 

  

1986年からスクールソーシャルワーカーとして 

不登校の子どもたちのサポートをしてきました。 

     

「いいソーシャルワーカーとは、どういう人ですか？」 
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僕の質問に山下さんは 

  

「子どもに信頼されること」 

と答えました。 

  

スクールソーシャルワーカーにとって 

一番大切なのは子どもとの出会い 

そこに仕事の 9割が占められるそうです。 

    

子どもと会うまで、 

1年近く、慎重に待つこともあるそうです。 

  

子どもが心を開き 

受け入れてくれることがすべての出発点だからです。 

そこには「子供中心主義」のまなざしが感じられます。 

   

でも、中には、子どもの顔を見たことのない 

スクールソーシャルワーカーもいるそうです。 

  

担任の先生や親からの聞き取りだけで 

判断してしまうケース。 

仕方のない場合もあるかもしれませんが 

「目の前の子ども」がいて、 

成り立つのが 

スクールソーシャルワーカーでしょう。 

  

＊＊＊＊＊   

翻って、今話題になっている教育問題を見た時に 

多くの場合、 

先生も、役人も、政治家も、市民も 

大人の価値観だけで議論することがよくあります。 

  

肝心の子どもの気持ちが丁寧に聞きとられたり、 

政策提言で子どもが議論の場に立てたりすることは 

まずありえません。 
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民主主義の国家ならば、 

「子供の意見」を大切に聞いて欲しいと思います。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

教育は誰のものかといえば 

もちろん、子どもたちのものです。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

   

文部科学省では 

川崎の上村君の事件のこともあり、 

スクールソーシャルワーカーを 

10000人に増やす計画があります。 

  

山下さんは、10000人の人間を育てることは 

急にはできないと言っていました。 

  

僕もそう思います。 

   

こうした仕事は、大学でしか取れないような 

資格が必要となります。 

  

高学歴の人しか多くの場合、 

取得できません。 

  

しかも、大学でこの資格を学び、 

知識として覚えたとしても 

心の奥から不登校の子どもたちを受けとめる 

あたたかいハートがなければ、 

子どもを傷つけるばかりです。 

  

誰かのためにという「善意」が 

「無理解」ゆえに人を傷つける。 

それは、とても悲しいことです。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「エコロジカルデザイン」 

この言葉が、今、すこしずつ広がっています。 

  

「問題となっている子どもを変える」 

という視点から 

「周りにいる人たちがつながって 

その人をサポートしていこう」といいう考え方。 

   

地域の中の学校、親、病院、警察、 

児相相談所、塾やスポーツチーム、学童、保育所 

幼稚園、高校、大学、働く職場。 

  

こうしたところで働く人たちと 

直接会って話をできるネットワークを 

作っていくような 

人間力が必要です。 

   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

スクールソーシャルワーカーは 

国家資格が必要というわけではありません。 

  

だれもが学校や、教育委員会に採択されれば、 

また自らそう名乗りを上げれば、 

なれるそうです。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

福島大学では、 

「スクールソーシャルワーク」の資質をあげるために 

かなり本質的なセミナーが 

毎年、行われているそうです。 

  

地震で被災し、地域と離ればなれとなった 
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子供たちと地域とを結びつける。 

そんな実践的な研究が進んでいるそうです。 

  

とても興味深いことです。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

私の「子ども教育デザイナー」の仕事は 

スクールソーシャルワーカーの仕事と 

方向性が似ているなあと、思いました。 

 

この 2年間学んで、 

昨年取得した「特別支援教育士」の資格。 

30代で取得した「ホームヘルパー2級」の資格。 

この８月に取得できる「認定カウンセラー」の資格。 

  

そして「小学校教員」として 11年間の実績。 

娘の不登校と私自身の教員としての不登校。 

   

  

そんな体験と経験を振り返ると 

私はソーシャルワーカーとして 

地域に大きく役立てる存在だと思えてきました。 

  

私は、不登校や今いる学校が合わなくて、 

困っている子どもたちの 

心に寄り添えると、強く思いました。 

   

 

今、私に不足しているのは 

世間からの認知度だろう。 

この 3月に退職して、まだ４か月。 

  

この８月は、大きな転換点になるだろう。 

私自身を知ってもらうにはどうすればいいのか？ 
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きっとそれには、自分の発信も大事だろう。 

そして私の記事を読んで共感してくれた人たちが 

応援してくれるだろう。 

 

そんな人たちと、どんどん仲間になって 

チームを組んで行きたいです。 

   

「すべての子どもの無限の可能性を伸ばす。」 

  

もしも、このビジョンに賛同する人がいれば 

私と一緒に活動をしましょう。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

今年 3月に小学校で行われた離任式。 

子どもとのお別れは、とてもつらくて 

涙をぐっとこらえてお話をしました。 

  

でも、その別れの悲しみは、 

新しく誰かと出会うための 

出発だったのです。 

  

私には、これから出会う「子どもたち」がたくさんいます。 

  

＊＊＊＊＊＊＊ 

  

東京シューレで現在学んでいる「不登校」。 

この学びが、私の中に深く根を張っています。 

  

その学びを、心の遺伝子となって 

八王子、東京、日本、世界へと 

広げていきます。 

  

さまざまな分野で先進的な取り組みをする人々。 

  

私もその人たちとつながり、仲間になり 



48  不登校大学 小論文集（ＷＥＢ版）  各論文の著作権は執筆者に属します。無断転載はお断りします。 

この未来のために、小さな一歩を 

踏み出します。 

  

 

第３章 

「娘の不登校と新しい一歩」 

 

私の娘は 11歳。 

小学２年生の時にイジメにあい 

学校へは行っていません。 

サッカーや縫い物、ピアノ 

家でいろいろなことに取組んできました。 

９か月前に粘土に目覚め、 

毎日ミニチュアスイーツづくりに 

夢中で取り組んでいます。 

 

＊＊＊ 

   

人と関わるのがとても苦手で 

学校集団の中で、自分を 

うまく発揮できなかった娘。 

  

１年半前に、 

八王子市の不登校の子どもが通える 

「八王子市立高尾山学園」の 

入学選考を受けました。 

２週間に及ぶ選考、 

きちんと通えば入れますよと言われ、毎日通った挙句 

「もっと社会性をつけてからお越しください」 

と入学を断られました。 

    

「うちの学校は 

特別支援の学校ではありません。」 

親として、八王子市の教育の 

冷たさを感じました。 
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＊＊＊＊ 

  

１年半前には、そんなこともありましたが、 

娘は 

粘土のワークショップの先生として 

お客さんに、ミニチュアフードの 

作り方を伝えます。 

  

作品は「夏のフルーツかき氷」 

  

講座の前日、夜１２時過ぎても、 

まだ準備をしていました。 

  

「社会性がない」と八王子市の教育委員会からは 

勝手に評価されたけれど、 

私はそうは思いません。 

  

お客さんのことを考えて 

ワクワクしてがんばる姿は 

  

「目の前の人を喜ばせる」という 

人間としての尊い生き方そのものだと 

思います。 

  

私たちは人の評価ではなく、 

自分のモノサシで生きればいいのです。 

   

＊＊＊＊ 

  

教育とは、人を評価することではなく 

その子らしさを 

輝かせることなのです。 

   

それが「私の教育観」です。 

  

数では公立学校にはかなわないけれど、 
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私たちの目指す教育は 

一人ひとりを大切にした 

「本物の教育」なのです。 

本物の教育はどこにあるのか？ 

 

ひとりの子どもの中にあるのです。 

世界でたった一つの命。 

その中に学びはあります。 

 

学校の中に本当の学びがあるのでありません。 

子どもの命、子どもの人生を見つめようとする 

そのまなざしの中に 

本当の教育が生まれるのです。 

 

学びと教育。 

 

不登校という言葉は、外からの見た人が 

勝手につけたレッテルの世界です。 

 

では、不登校をしている当事者の中には 

どんな世界があるのだろう。 

 

そこにあるのは、自らの学びを耕していく 

内面の世界。 

 

自分軸づくり 

自分建築 

自分想像 

自分設計 

 

オリジナル・スタディ 

ホーム・アカデミー 

ハッピースタデイー 

 

ラッキー大学 

ハッピー・アカデミー 
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マイ・スクール 

 

不登校という言葉で、自分に劣等感のレッテルを貼るのではなく、 

自分の内面にマイ・スクールを作っていくことが 

大切なのだ。 

 

子どもが納得して学ぶこと 

そんな世界を応援していきたい。 

 

マイ・スタデイ 

マイ・スクール 

マイ・ライフ 

学びの営みは学校のものではなく、 

子どもたちのものなのだ。 

 

公立小学校を離れた私は 

今、新しく子どもたちの 

マイ・スタデイ 

マイ・スクール 

マイ・ライフ 

を応援するものとして 

八王子の地に根を下ろしていこう。 

 

不登校大学の営みは 

シューレ大学で始まったのだが、 

これが野火のように日本の各地に 

広めていくことが、この大学を修了した私たちの使命なのだ。 

 

八王子に「不登校を考える親の会（仮称）」を立ち上げ、 

自分たちの暮らす社会を 

自分らしさを大切に生きていける社会へと変えていくこと。 

 

これが、私の今進む道である。 
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おわりに 

 

私は新しい学校を、１１歳の娘と立ち上げた。 

 

学校の名まえは 

「ＴＡＭＡサドベリースクール さくらんぼ学園」 

生徒はまだ娘の一人だけ。 

日本一小さなフリースクールである。 

 

新しい学校作りは、まだ始まったばかり。 

どんなスタイルの学校ならば、子どもたちの心に響いていくのか？ 

代表として私はどんな心構えが必要なのだろうか？ 

 

その核となる部分を、この不登校大学でじっくりと考えることができた。 

 

学校は誰のものか？ 

それは、子どものものである。 

 

子どもが主役の学校。 

近い将来、日本中にそんな学校が数多く誕生するだろう。 

 

まだ見ぬ多くの子どもの未来の希望のために 

私たちは、一歩一歩、力強く歩んでいきたい。 
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多様な学びの必要性 
                                   Ｈ.Ｔ. 

 

 

◇ なぜ、不登校大学に参加したか ◇ 

 

 私は、子どもの不登校を自然と受け入れることができた。しかし、社会は不登校につい

て強いアレルギー反応を起こすことは明らかである。不登校後は、まるで「幽霊」のよう

な存在として社会から無視されていると感じている。学校に行っていた時から感じる日本

の教育現場の閉塞感の原因、そして、不登校問題は今後どうやって社会と折り合っていく

のか、その疑問をこの大学で学ぶことができるのではないかと思った私は、30講座の講義

を全て受けてみようと決めた。 

 

 

◇ 30講座で得たもの、そして気づき、見出したこと ◇ 

 

～「学校に行かなくてよい」という考え方～ 

 辛い思いをしながら学校へ通っている子どもにとって「学校に行かなくてよい」と伝え、

すぐに意識を変えようとしても難しい。その言葉だけでは子どもは救われない。なぜなら

子どもは学校に行かなければいけないと強く思っているからだ。 

 そもそも学校以外の多様な学びの場の選択肢の環境があってこそ、子どもは安心して方

向転換できるのではないだろうか。「学校に行かなくても、このような選択肢があるよ」と、

学校以外の道を示してこそ、学校に行かないことを受け入れられると感じた。 

 学びの場とは「安全」であることが大前提であり、ホームエデュケーション、フリース

クール、その他の多様な中から選択できる環境こそ一番望ましいのである。「学校に行けな

い自分」を自己否定して生きることは、不登校後も辛い時間の積み重ねでしかなく、前向

きに生きるのは難しい。「選択肢は学校だけ」が当たり前の社会では、不登校の子どもが持

つ意識はなかなか変われないだろう。しかし当たり前が変化したら、どうだろう？もし、

多様な学びの場の選択が当たり前に成立した社会なら、学校を選ばないくらいで自己否定

など感じる子どもは確実に減ると思う。 

 その為には、努力すべきは大人であるはずだ。子どもに寄り添う大人が早くそのことに

気づき、一日でも早く子どもの不安を取り除き解放してあげるべきだ。せっかくこの世に

生まれてきたのだから、その子らしく生きることの全てを受け入れて、子どもを支える逞

しい存在でなくてはならない。大人が学校以外の学び場の意識を当たり前に受け入れた時

点で、はじめて子どもは安心して大人を信じることができ、自己肯定観を満たすことが可
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能なのではないだろうか。いずれにしても自己肯定観こそが、子どもの成長にはかかせな

いものであるということを知った。様々な不登校の子どもの気持ちを聞き、様々なジャン

ルの講師の講義を聞くことでそれを痛感したのだ。 

 

～学校以外を認めない、その理由～ 

 学校は不登校を出さない対策のみに執着して、不登校生徒に対して強いアレルギー反応

を起こす。「不登校にはさせない」という必死さだけは伝わってくるが、何故不登校の子ど

もが存在するのかの原因には、あえて無頓着でいるように感じる。まして不登校になって

しまった子どもなど見向きもしないのは何故だろう？日々疑問に思っていたことであった。 

 日本の教育の歴史は寺小屋であった時代から、一変、学校に姿を変えた時に、まるで軍

隊のように画一的に一斉に育て上げる、個を無視したスタイルになってしまった背景があ

ったと知った。大量生産に教育をあてはめ、欧米のゼロトレランス教育の影響も受け、日

本は早急に教育によって強い国家を求めたのだろう。そこに一斉に向かう国民性を改めて

思うと日本人の真面目さは痛々しく愛おしささえ感じるが、それと引き換えに「個」を失

った教育には恐ろしさを覚えた。 

 学校で働く教師の多くは、学校という場所でしか教育は出来ない、と確信しているよう

に感じる。学校の教師が子どもを教育できる唯一の存在であるかのように仕事に忙殺され

ているように見えた。しかし、多様な学びの場が社会に受け入れられた時には、きっと教

師は今よりずっと楽に仕事ができるだろう。なぜなら、もしも学校に来られない子どもが

いた時に、多様な学びの場の提示ができて不登校児を今までのように投げ出さないで済む

からだ。不登校児が出た場合、無視するか、無かったことにするような態度を示すのは、

学校側の無力感を感じたくない拒否反応なのではないかと私は感じていた。教師にとって

不登校児は自分の立場を脅かす存在なのかもしれない。子どもを主体とした健やかな成長

を唱っていても不登校という非常事態に対して何も出来ない焦燥感があるのではないか。

たとえ不登校児が学校以外の学び場で元気に過ごして幸せを感じても、その子どもと同じ

くらい良かったとは思わないのかもしれない。今のままでは不登校児の行動は何をしても

学校側にとって傷口に触るものである気がするのは、私の思い込みなのか。不登校児に対

して熱心な教師がいたなら申し訳ない発言となるが、私はまだそういう教師に会った経験

がない。 

 だからこそ、そもそも多様な学びの場が必要なのである。それも当たり前に、社会に根

付いた形で。そうなれば学校、フリースクール、その他の学びの場が共に教育の土台とな

ってお互いに支え合い、連携していくことが可能になるかもしれない。 

 学校以外の教育を認めない、その理由は、歴史の中で植えつけられた学校一本道の洗脳

教育なのだと私は納得することができた。 
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～資格者や専門家の課題～ 

 不登校の子どもを持ち、教育にかかわる「資格」を持つ人と必要に迫られて会う機会が

あったとき「？」と思った経験がある。 

 「資格は必要ですか？」と、以前フリースクールのスタッフに聞いたことがある。「フリ

ースクールにはボランティアも含めて資格を持った人が色々訪れたが、子どもにとって資

格は関係ない。子どもは正直で、どんな立派な資格を持った人でも、子どもと過ごしてい

ればその人の実力は一目瞭然。子どもが慕わないからね～」と、そのスタッフは笑いなが

ら答えた。敏感な嗅覚で近寄りもしないらしい。資格よりも、まずは子どもに寄り添う心

を持っているかが問われている、ということかもしれない。 

 メディアで不登校問題に詳しい専門家がコメントしている場面を目にしたことがあるが、

その専門家はこのご時世に影響力のあるメディアを通して、どうすれば不登校にならない

かを熱弁し、私はただただ深い溜息をついた。 

 スクールソーシャルワーカーの育成には 1万人が必要とされ、しかし、育成にはしっか

りした課程はなく、個の力に頼らざるを得ない現実も同時に知った。資格者がどんな仕事

が出来るのかがはっきりせず、その人物頼りであること、その未熟な点は大きな問題だと

思った。 

 まず資格が生かせる環境づくりが整ってこそ資格者の増加を実施してほしいと思った。

働く環境も現在のスクールカウンセラーのように、学校管理の傘下で身動きが取れない状

況を生ずるなら、本来の子どもを救うことにはつながらないのではないか、などと考えた。 

 最終的に「学校に戻す事」を目的として子どもと接すれば、何の解決にもならない。本

当の子どもの声を聞き出せるか、その先にどんな支えが専門家や資格者にできるのか、本

当に専門家や資格者だからこそ出来る事は何かを私はもっと様々な角度から知りたいと思

った。 

 

～子どもが親をあきらめる発想～ 

 不登校の親の大半はとにかく子どもを学校に戻したいと思うらしい。私は賛成できない

が、「何故か？」を考えた時、私自身も学校が楽しいと感じたことがなかったから、という

理由しか見当たらない。友達と楽しく過ごしたのは学校の思い出とは別のものと感じてし

まう。とにかく学校が嫌だった。だけど、これは大人になってはっきりと自覚したこと。

学校に行っている間は誰にも学校が嫌いなどと言っていない。ただじっと大人になるのを

待っていた。きっと大人になれば楽しいはずだと期待しながら過ごした。普通のいい子、

目立たずに、はみ出さずに、とにかく普通を頑張っていた。 

 不登校でなくても学校を否定して閉塞感の中、普通な顔をしている子どもは私のように

たくさんいるという気がする。周りを見回し、きっと大人は受け止めてくれないと分かっ

ているから諦め納得しているのだろう。そもそも学校に行かなくて他の道がどこにもない

と思っているからだ。 
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 不登校経験者が「親をあきらめる」という言葉を発した。いつまでも子どもを学校に戻

す事へ執着する親と毎日生活をするのは本当に辛いだろう。その子どもがどんな可能性を

持っていようとその親の元では輝くことはできない。親の頭の中を変えるには、世界がひ

っくりかえらないと無理だと思う子どもも多いだろう。年を重ねる毎に、人は柔軟な考え

は持てなくなってしまう。だから早々に子どもが親をあきらめるとは新しい発想だと、目

から鱗が落ちた。親の凝り固まった意識を変化させる時間を費やしているうちに、子ども

はあっという間に大人の年齢に到達してしまう。そのことを考えると親は親、子どもは子

ども、生き方の違いを受け止め、子どもが親をあきらめ成長してしまう、そんな自立の仕

方も正しいと思った。実際、子どもを支えるのは親だけではない。社会の中で信用できる

大人を自ら探すことも大切なことである。フリースクールなどでそのような人物に出会っ

たという子どももいるかもしれない。決まり固まった価値観しか持たない世界を抜け出し

て自ら自分にあった世界を求める気持ちを子どもの方が先に手にしてしまう。子どもは敏

感に周りを観察し、誰が味方か探している。信用できる大人を見極めている。親がそれに

値しないのは、とても悲しいことだと親自身が気づくことが本当の気づきなのだと感じた。 

 

～世界のフリースクールを知る意味～ 

 子どもがフリースクールに通ったことで、世界のフリースクールに興味を持った。この

学びでもいくつかの国のフリースクール事情を学んだ。私は単純に羨ましいと感じるばか

りである。不登校というレッテル貼りのない場所なんて、世界の事情を知らないと分から

ないままだった。不登校という言葉も存在しない世界があるなんて考えもつかなかったか

らだ。 

 日本にしか目が向いていないと不登校の子どもは肩身が狭いだろう。でも世界を知った

時、自分の生き方がそんなに「変」でないことが分かる。生まれた国がたまたま無理解で

寛容さがたりなかったのだと、ほっとできる。私にとっては知ると知らないは大きな違い

だった。 

 多様な学びの場が認められている国が世界にすでに存在しているなら、いずれ日本も変

化する可能性はあるかもしれない。世界は広い。日本の今の自分の居心地の悪さを嘆かな

いで世界を意識してみるのは良いことだと思った。価値観は多様であることを知る機会に

なり、不登校の子どもこそ、この学びを知るべきではないかと感じた。 

 

 

◇ これから何ができるか ◇ 

 

 登校拒否という呼び名から長い間、不登校の子どもはそれぞれの時代を苦しみながら生

きてきた。矯正施設での悲惨な事件など、二度と繰り返してはいけない、忘れてはならな
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い歴史である。学校だけの選択しか許されない社会だからこそ、あのような恐ろしい地獄

絵図のような環境さえ生み出してしまったのだ。 

 そんな中、今、国がはじめて、この不登校の子どもに法律を作ろうとしている時、この

仕組みを必ず手にしないといけないと私は思っている。何もしないでいて、今までよい事

はあったのか？そして、今後も何もしないで状況はよくなるのか？を問いかければ答えが

見えてくるからだ。 

 この法律で「幽霊」のような不確かなものから、「存在している」事を確保することが、

不登校理解への入り口になると私は考える。これを入り口に学校も教育委員会も本気で不

登校を学ぶべきである。そこから社会を少しずつ変えていくことができると思いたい。 

 多様な学びを手にすることで人は今より、生きやすくなると思うからだ。不登校に限ら

ず全ての子どもが自分らしく生きられる社会、大人はそんな子どもをただ支え、可能性を

引き出すことに力を注ぎ、子どもが安心して過ごし学べる場所を提供する。子ともの笑顔

を絶やさない社会を目指すよう大人が一生懸命に努力する。多様な学びは多様な生き方を

認める社会につながると私は信じたい。 

 この大学の学びは、一生ものであったと心から満足しているし、このような機会を与え

てもらえて幸せだったと深く感謝している。 

 講師陣の方々は立派な知識、思考、経験を持っているだけでなく、非常に人間味のある

方ばかりで、それぞれ専門分野は違えども、本気で教育をみつめているということがスト

レートに伝わってきた。ひと言ひと言に重みがあり、噛み締めてしまう場面もあった。 

 そして、この大学での学びは大変有意義で貴重なものなので、これっきりにしてもらい

たくない。更に多くの人に今後もこの学びが広がることが子どもたちの為に必要だと思っ

ている。  
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自分を取り戻し、未来を拓く不登校 
（匿名・ソーシャルワーカー） 

 

○はじめに 

 不登校大学開講中の６月16日、多様な教育機会確保法（仮称）制定を目指すフリースク

ール等院内集会が開かれた。この法律が制定されれば、これまで学校しか認められてこな

かった子どもたちの学びの場に風穴を開けることになる。私はこの法律がきっかけとなり、

いずれは教育という枠組みを超えた、子どもたちの多様な生き方が認められる社会の扉が

開かれることを大変期待している。そして、この法制化に向けた動きの大きな原動力とな

ってきたのが、ほかならぬ不登校当事者の存在である。 

 今回、不登校大学では、その不登校についていろいろな角度から考えてきた。そこから

私なりに改めて考え、整理したことについて述べたい。 

 

○不登校というリアリティが拓いたフリースクール 

 日本では、これまで子どもたちの教育は、良く言えば学校教育が担ってきた。第２講（不

登校の歴史）でみたように、高度経済成長期に高校・大学等の進学率が大きく上昇し、1970

年代には高校進学率は９割を超えた。一方、その頃から毎年増え続けてきたのが不登校の

児童・生徒数である。平成26年度には、その数は12万3千近くに上る。 

 憲法26条では、すべての国民には教育を受ける権利があり、同時に子どもたちに普通教

育を受けさせる義務を規定している。その普通教育をこれまで全面的に担ってきたのが、

学校教育法に定める学校である。学校で学びたいと思う子どもが学べる世の中になったと

いうこと自体は大変喜ばしいことである。ところが、それがいつしか「子どもは学校に行

くのが当たり前」で、「義務教育とは子どもたちが学校へ行く義務である」という誤った認

識が社会に広まってしまったのではないかと思える状況がある。 

 国のこれまでの不登校対応は、適応指導教室の設置による学校復帰策、スクールカウン

セラーを配置しての早期発見・早期対応など、あくまでも学校に通うことを前提としたも

のばかりであった。それは、学校制度を問題にしないで、学校に行かない子どもを問題に

した対応である。結果として、不登校の子どもは学校以外で普通教育を受けることができ

なかった。そうした中で、今日におけるフリースクール等の広がりである。 

 奥地圭子氏は著書（『学校は必要か』）において、「日本でのフリースクール運動は、いわ

ば登校拒否にリアリティをもつのであって、このくらい学校絶対化の意識がきつい国では、

自由な学校をつくるといっても、理念からだけではむずかしく、具体的に行かない、行け

ない子が出てはじめて、認めざるをえない形で市民権を得る。」と述べている通り、日本に

おいては不登校当事者である子どもの存在なくして、今日のような子どもを中心とした学

校以外の場の成立は極めて困難であっただろうと思う。 
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○常識を問い直してきた不登校 

 私たちは、不登校を通して、学校とは何であるかを問い、そこから見えてくるさまざま

な社会の常識と向き合ってきた。第１講（不登校大学は何をめざすのか）でふれた、渡辺

位氏の言われた「不登校は文化の森の入り口」である。 

 不登校に対しては、今でも「学校に行かないのは甘えだ」、「学校に行かなければ必要な

学力や社会性が身に付かない」という考えを持っている人が多いが、実際にフリースクー

ル等に通っている子どもたちを見れば、そうではないことがよくわかる。 

 しかし、第８講（不登校研究はどう行われてきたか）でみたように、過去の研究者が不

登校を人間の多様性ではなく、異常・異質な存在、対処すべき問題として捉えていた側面

があり、そうした捉え方が不登校に対する大きな誤解や偏見を生んだとも言える。 

 また、第７講（不登校とスクールソーシャルワーク）では、山下英三郎氏から「不登校

になることが問題ではない。不登校になってどう扱われるかが問題なのだ」という指摘が

あったが、例えば、子どもの不登校を専門家に相談する場合、その専門家がどのような不

登校観を持っているかということは極めて重要である。実際、親が子どもの不登校のこと

で専門機関へ相談に行ったら、これまでの親の子育てを問題にされる、子どもを発達障害

と診断される等々の対応をされ、かえって傷つけられるということがあるからだ。 

 なぜそのような見方、対応をされるのかということを考えたとき、そこには専門家・関

係者のさまざまな考えがあるのだろうが、彼らの中で勝手な“あるべき像”が作り上げら

れてしまっているように思う。“あるべき子ども”、“あるべき親子”、“あるべき発達”、“あ

るべき教育”・・・。そうした“あるべき像”が現実との乖離を生み、そこから外れた人を

結果的に苦しめることになっている。 

 私たちは、不登校を通して、専門家が示す“あるべき像”が正しいわけではないこと、

常識とされていることが本当に正しいことなのかを問い直してみることが大切であること

を学んできたのだと思う。 

 

○居場所と自己肯定感 

 子どもたちにとって不登校という生き方は、今の日本ではまだまだ多くの困難を伴う。

その困難な中を自分らしく生きていくためには、支えとなるもの、土台となるものが必要

である。それが「居場所」と「自己肯定感」だ。そのことを改めて教えてくれたのが、第

16講（子どもが語る不登校）の子どもたちや第25講（不登校と進路）の不登校経験者の OB・

OGたちである。 

 彼らは、学校に行かなくなったことでラクになれたかと言えば、そうではない。学校に

行かないことを親や周囲から責められたり、自己否定の念に駆られながら苦しい生活を送

ってきた。 

 そこで何よりも大切になるのが、そのままの彼らを認めて、受け入れてくれる居場所で

ある。はじめのうちは親がなかなか理解してくれないかもしれないが、少しずつ家で過ご
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すことを認めてくれて、自由にさせてくれていると感じられるようになると、まず家が子

どもの居場所になる。子どもの不登校には親の理解が大切であり、また、子どもにとって

誰よりも理解してほしいと願っているのが親なのである。 

 家が安心して過ごせる居場所となれば、そのまま家で育つこともあるだろうし、必ずし

も家が居場所にならなかったり、家以外の居場所を望んでいる子どもにとってはフリース

クール等に出会い、そこが居場所にもなるだろう。 

 家であれフリースクールであれ、自分のことを認めてくれる居場所で過ごしていく中で、

子どもたちは少しずつ自己肯定感を回復していくことができる。それは、学校の成績が上

がったからとか、部活で優秀な結果を残したからとか、友だちがたくさんいるからとか、

特別な何かがあるからではない。日々のフリースクールでの友達とのやりとり、何をして

もしなくてもそれを認めてくれる家族のまなざし、そんな日々の積み重ねから子どもたち

の自己肯定感が回復し、一歩一歩、一日一日を生きる力を得ていくのだ。 

 

○おわりに 

 学校に行くしかない生き方と、学校以外にもいろいろな道がある生き方と、どちらがよ

り豊かで、楽しく、可能性を秘めた社会になるかと言われれば、明らかに後者だろう。不

登校はその後者の生き方である。東京シューレができた30年前に比べれば、社会の不登校

に対する理解、フリースクールの認知度は高まり、不登校の子どもを支援する人・場所は

たくさん増えた。まだまだ十分ではないけれど、それでもここまで来た。 

 私は、現在進行形の多様な教育を認める法制化の動きを追い風に、私たちが学びたいこ

とを学べ、私たちに合ったやり方・ペースでそれができ、今日を、明日を楽しいと実感で

きる生き方を創っていきたいと思う。その希望と活力を不登校大学から得られたことを感

謝したい。 
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不登校を入り口に、市民として成長する 
（匿名） 

 

１．不登校大学入学の動機 

 

 不登校の当事者の保護者という立場で、不登校大学に参加した。息子は、中学校時代を

殆ど家で過ごし、現在は全日型の通信高校１年生。家で過ごした中学時代が終わるころ、

シューレ中で教えてもらった「子どもは家で十分育つ」「社会性もつく」ということを実感

した。まだまだ課題もあるだろうが、今の息子は、「自分で決める、自分のことは自分で引

き受けていく」という覚悟と頼もしさがある。 

 私自身が「価値観のリストラ」をした 3 年間だった。ちょうどシューレ中の卒業が目前

となった時に、「不登校大学」の案内がきて、奥地さん、シューレ中、シューレ中スタッフ

との別れがたさに、申し込んでしまった。また、「価値観のリストラ」は苦しくも幸せな時

間であり、これをまた違う角度で味わってみたいと思ったのかもしれない。実際に、不登

校大学では、プロフェッショナルな方々の講演という刺激と、世代を超えた学友と一緒に、

もう一度自分の体験を別の角度からとらえ直し、自分の血肉とする贅沢な時間となった。 

 

２．不登校の問題の捉え方（自分の世界 と 社会全体からみて） 

 

 不登校大学に参加して、不登校の課題の捉え方を整理しなおせたことが一つの収穫だっ

た。図１は、不登校大学第 7 講山下先生が示された「不登校をめぐる従来の対応と、ソー

シャルワークの対応」だ。一般的に不登校は問題行動とされ、「治さなくてはいけないもの」、

解決のゴールは「学校に行くこと」と考えられている。私も息子が不登校になったときに

はその枠組みでしか考えられなかったし、当時息子が所属していた学校も、最初に通った

カウンセリングセンターもこの考え方だった。「できるだけ早く、こじらせないように、い

ろいろな手を使って学校に復帰させねば」と考えていた。私の育て方が悪かった、この子

をもっと強い子にするにはどうすればよいのか。図１の「従来の対応」を地でいっていた。 

 その後、親の会やシューレ中の保護者会や勉強会に参加するうちに、「不登校を選んだ」

息子の気持ち、「不登校を『治そう』とした親、『治そう』と思ったが苦しかった息子の気

持ち」が時間をかけてやっと解るようになり、「学校に行けばよい」という価値観から、「息

子らしくあればいい」「すでに十分力をもっているし、どこでも育つことができる」という

考えに変化した。これは、自分にしっくりする信念となったし、元気を取り戻していく息

子の姿がそれを証明してくれた。図１の「ソーシャルワークの対応」で説明すると、「『問

題』は子どもと環境（社会）の『不適合』」であり、子どもにはエンパワーメント（力を信

じ、支援する）が必要だということである。 
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 一方で、私には、「社会はこれでよいのか？」という視点、図１の「ソーシャルワークの

対応」の「環境調整」の視点が欠けていた。不登校大学で何度も取り上げられた「日本の

不登校の子どもの数の推移」グラフは、1975年から不登校は増加の一歩をたどり 2000年か

らは小中学生で 12万台を微減微増していることを示している。30年間、不登校を問題とし

てとらえ、各学校にスクールカウンセラーを置くなど対処しているにもかかわらず減らな

い。これは「個人的な問題」「その個人を治す」という話ではなく、また、それぞれの家庭

が「すでに十分力をもっているし、どこでも育つことができる」と思えればよいというこ

とだけではない。自分の家庭はその考えを持つにいたることができても、同じ苦しみをも

つ子どもがどんどん生み出される構造であるし、また社会全体の考えが今までと同じであ

ればこれからも生き辛いことは明らかである。真に「豊かな社会」であるために、私は何

ができるのか。 

 

 

図１ 不登校をめぐる従来の対応とソーシャルワークの対応 

 

３．子どもの成長、本当に得たいものは？ 

 

 もう一度、子どもの成長の話に戻る。第９講内田良子先生の講座で、この時期に感じて

いた違和感に対する答えを得ることができた。今、息子が「学校に通っていること」をま

わりがとても喜んでくれることに、有りがたいと思いつつ違和感があった。内田先生が、

子どもに得てもらいたい力は、二つで、「学びに対する豊かな好奇心」と「人への信頼」だ

と話してくださった（図２）。そうだ、これが得られれば素晴らしい、親としても嬉しい、

と腹落ちした。「学校に通っていること」だけに焦点をあてるのではなく、そのもっと先、

子ども

懲戒的

治療的

指導
・教育

従来の対応
子どもを「問題」とみて「治す」という視点

子ども 環境
不
適
合

問題

問題
環境調整エンパワー

メント

ソーシャルワークの対応
「問題」は「関係」の不適合
両方にアプローチしていく

家庭
学校
近所
社会
世界
制度
・
・

問題の個人還元化
⇒社会的要因の不問

不登校大学第７講山下英三郎氏資料より



不登校大学 論文集（ＷＥＢ版）  各論文の著作権は執筆者に属します。無断転載はお断りします。  63 

本当に「得たいもの」を考えていくことが大切だと思った。 

そしてふと、これは、大人でも十分にその力を持てているのだろうか、持てると素晴らし

いと感じた。 

  

図２ 子どもが真に得たい力とは 

 

 また、別の講義で「豊かな子ども」の定義があった。「理解し、尊重し支えてくれる人々

に囲まれて生きる子ども」。「人々」とは、まずは家族、次に社会。さらに社会は、多様で

あることが重要だ。 

 「学びに対する豊かな好奇心」が育つために「豊かな学びの場」との関係を考えたい。

人への信頼が育つためには、信頼できる人との出会いと関わり、そのベースとなる自分へ

の信頼が育っていくことが大切である。 

 

４．信念と社会の常識について 

 

 前項の考えを支えるものとして「力のある存在としての子ども観」（第 29 講 喜多先生）

が重要である。「子どもは教えなければ何もできないという弱い存在ではなく、もともと力

をもった存在」だという信念を自分のものとすることで、矛盾なく子どもをエンカレッジ

することができるようになると思う。 

 この信念が揺らぐと、自分の内なる声を閉ざし、あふれる情報やまわりの意見に頼るこ

とが最善策のように思ってしまう。本当に向き合い、話をきき、感じなければならない子

どもではなく、専門家や強い発言をする人の話を、そして何よりそれまで自分が作り上げ

てきた信念や常識ばかりを信じてしまう。しかしこれは、逆に本人の生きる力を弱めてし

まう。振り返るとまさに私がそうだった。今、繰りかえし自分に呼びかけるのは、自分で

考えろ、思考停止になるな、今まで常識と思っていたことを疑え、価値観のリストラを恐

豊かな子ども
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れるな、である。 

 第15講「矯正施設で命を失った子どもたち」（奥地先生）、第14講「つくられる病」（井上

先生）では、犠牲になった子どもたちの話をたくさん聞いた。同じことが繰り返され、続

いているが知られていないこの課題は、世の中の常識や世の中で良かれと思われているこ

とがなかなか変わらないこと、私のようにここで紹介された事実も知らない社会への無関

心が、問題を問題のままにしているのだと、強く反省している。 

 

５．市民として学び 

 

 当事者になって初めて、見ていた世界が少し広がり、素晴らしい人達と出会うことがで

き、仕事も、生き方も視点を変えてみることができるようになってきた。自分のようなも

のが社会を良くする、作っていくことができるとは信じていなかった。今は、まずは個人

的な動機として息子が活き活きと力を発揮できる社会にしたいと思うし、さらにその社会

はきっと子どもも大人も自分らしく生きていくことができる社会なのだと思う。そして、

その社会を作ることに寄与できれば、自分は「本当に」社会の一部なのだという感覚をも

つことができるだろう。社会の一部だという感覚はそれだけでとても幸せな状態なのだと

思う。 

 オランダのように市民が「オルタナティブな学び場づくり」を当たり前にできたら。市

民としてしっかり学び、活動し、それぞれが自分の信念を持ち、受け入れ合い、意見を持

ち寄って議論し、知恵をしぼって市民が社会を作る世界であれば、不登校に限らず今ある

多くの社会課題を乗り越えることができるのではないか。第6講 天外先生の言葉「平和で

豊かなすばらしい世界をキープしながら生きる力を強くしていく」の解を私たちで本当に

だせると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 市民が社会を作る 
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 市民としての学びの場の一つとして、まずは不登校で苦しんでいる親の方に向けて、一

緒に学ぶ場を作りたいと思う。幸運にも、地元で活動していた方に声をかけてもらい、仲

間と一緒に、6月に第1回のイベントを開催することができた。この会で悩みを共有し、物

事の違う見方、視点、情報を提供することができたと思う。私たちは学びあい、体験から

成長し、社会を作っていくことができる。社会の一部であるという感覚、少しは誰かをエ

ンカレッジできたかもしれないという感覚はとても得難い。 

 こういう活動は継続が難しいが、今回の不登校大学の講師陣を代表する、30年、40年と

真剣に実践されてこられた先人達に会ってしまうと、弱音を吐けない。そんなことを笑い

ながら、励ましあえる仲間は必須だ。 

 

６．まとめ 

 

 息子の不登校のおかげで私自身の価値観をリストラし、新しい学びや気づき、新しい仲

間を得ることができた。そして、息子の力、素晴らしさに気付くこと、だれにも力がある

ということを心から信じることができるようになった。私は社会の一部、全体の一部で、

影響を与えていくことができる存在だという私自身の自己肯定も取り戻せたように思う。

「豊かに生きる」ことを決心させてくれた息子に感謝し、市民としての学び、成長を続け

ていこうと思う。ありがとうございました。 
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不登校大学を終えて、今思うこと 
（匿名） 

 

 ２ヶ月間の、ぎっしりと内容の詰まった「不登校大学」が終わった。実際に自分の子ど

もが「不登校」になった当事者であり、私はその母親として、「不登校」のことをもっと深

く学びたいと思い参加を決意した。フリースクールへ通う息子の付き添いをしながら、平

日の夜や土日の週末に「不登校大学」に通うことは、体力的には大変だったが、いろいろ

なことを学べて本当に良かったと思っている。「不登校」について、様々な角度から考える

機会を与えていただいたことに感謝している。 

 息子が、いじめが原因で不登校になった６年前だったら、このような学びの場にはとて

もではないが参加する事は出来なかったと思う。そんな心の余裕は無かったと思う。 

 この６年間で、息子も落ち着いて穏やかになり、笑顔も戻ってきたし、私も価値観がす

ごく変わった。 

 今から６年前、「僕、もう死んでもあんな学校には行かない!!」と言って、ランドセルを

背負いながらガードレールを何度も蹴りつけていた息子。そのとき私は、一体何が起こっ

ているのかわからなかった。それが私と「不登校」との出会いの始まりだった。当時は「不

登校」という言葉も、「フリースクール」や「ホームエデュケーション」という存在も何も

知らなかった。「学校」に行くことしか道がないと思っていた。「他の道」など考えたこと

もなかったし、知らなかった。周りに誰も教えてくれる人もいなかった。なので、「学校」

というレールから外れてしまって、とても不安だったし、これからどうしたらいいのかわ

からなかった。子どもが「学校」へ行けなくなったとたんに、親子共々ポーンと社会に放

り出されて、世の中から見捨てられたかのような心細さを感じた。「この国では子どもが不

登校になっても誰も助けてくれないのか。」と絶望感を味わった。わらにもすがる思いでパ

ソコンで情報を求め、「フリースクール東京シューレ」の存在を知った。 

 どんな所かわからないので、とても不安だったが、もう他に頼れるところがないので、

必死の思いで説明会に行った。シューレに出会えて私たち親子は救われた。もしシューレ

に出会えていなかったらと思うと考えるのが恐ろしいほどだ。 

 「不登校」になった子どもたちや、その親たちが、私のように絶望感を味わわなくても

済むような世の中に早くなってほしいと思う。 

 学校を「不登校」になったとしても、他の学ぶ道や他の生き方がたくさんあるから心配

しなくてもいい、大丈夫だよ、と子どもに自信を持って教えてあげられるような社会に早

くなってほしい。 

 「不登校」とは一体何なのだろうか？ 

 子どもが学校に行けなくなるということは、一人の子どもの人生や、その家族の人生を

狂わせてしまうような「悪いこと」なのだろうか？ この国では、いったん「学校」とい
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うレールから外れてしまうと、挫折感を味わわされ、自尊心も希望も夢も好奇心も全て奪

われてしまうのだろうか。この国では、「学校」が大事なのか？それとも、「一人の子ども

の命」そのものが大事なのか？ みんな何が大事なのだろう？ 私は、「子どもの命が大事」

だと思う。 

 「学校」が絶対であるとして、「不登校」は悪と見なし、嫌がる子どもを無理やりに、あ

るいはソフトにでも学校に戻そうとすることは、子どもへの精神的な暴力ではないだろう

か。子どもは、いじめられて命の危険を感じたような「学校」になど絶対に戻りたくはな

いし、親も戻してはいけないと思う。 

 「いじめ」にあって、人間不信になり、人間が恐くなっている子どもの心の傷はそう簡

単には治らない。心が回復するには長い年月がかかる。親や、子どもに関わる関係者は、

その子どもの傷ついた心の回復をまず第一に考えないといけないと思う。 

 本当なら、「学校」でいじめなどによって、人間不信になり、自尊心を失い、学びに対す

る好奇心を奪われてしまい、心を深く傷つけられてしまう前に、子どもがまっさらな状態

のときに、「フリースクール」や「ホームエデュケーション」が自分に合っていると思い選

べるといいけれど、多くの子どもやその親たちは、多分まずは「学校」に行くことを選ぶ

のではないだろうか。全国どこにでもフリースクールがある訳ではないだろうし、「フリー

スクール」や「ホームエデュケーション」を自分は経験していない親にとっては、おそら

くピンとこないだろう。それだけ、日本は「学校に行くことが当たり前」な国なのだ。そ

う考えると、海外で「フリースクール」や「ホームエデュケーション」が国に公に支援さ

れて認められているということがとてもうらやましく思えた。多様な学びが認められる海

外でなら、息子も自信を持って生きていけるのではないかと思った。でも現実的には、子

どもも私たち家族も日本で生きていかなければならない。というより、日本で生きていき

たいと思っている。なので、海外の国をただうらやましがって、今の日本での状況をあき

らめているのではなくて、今生きているこの国でも、「フリースクール」や「ホームエデュ

ケーション」が広く世間からも認められ、国から支援されるようになることを願っている。

「多様な教育機会確保法（仮）」が成立して子どもが自らの学ぶ場所や方法を自信を持って

選べるようになる日が早く来るといいと思う。多様な学び、多様な生き方を認め合えるよ

うな社会になってほしい。 

 「不登校」の子どもたちが、自分の人生をかけて私達大人に訴えていること、教えてく

れていることに気付いて、受け止めて、この社会を変えていくことが出来るように働きか

けていきたいと思う。自分一人の力だけでは無理そうな気がしてしまうが、たくさんの人

達と力を合わせて、あきらめないで、やっていきたい。自分たちが少数派だということを

忘れずに、孤立しないで、人とのつながりを大事にしていきたいと思う。 

 

 今、「発達障害」がだいぶ認知されてきて、早期発見・早期対応という流れがあるという。

一つ気がかりなことがある。就学前に「発達障害」と診断された子どもは、「学校」でいじ
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めにあう確率が高いのだろうか？ また、「不登校」になる確率が高いのだろうか？ 発達

障害のある子どもは、最初から「フリースクール」や「ホームエデュケーション」のほう

がいいですよ、などと専門家や行政などから口に出して言われないまでも、そういう「暗

黙の了解」が生まれたりはしないだろうか？ 

 学びの場を選ぶのはあくまでもその子ども本人（とその親）なのだから、発達障害のあ

る子どもを、本人が行きたがっている「学校」から最初から排除するような動きがあって

はいけないと思う。学校に行って、いじめなどによって心が傷ついてしまう前に、フリー

スクールやホームエデュケーションを選んでほしいとは思うけれど、最初から、「発達障害

のある子どもは、学校でいじめられて当然」というように思われると悲しいし、その考え

方は違うと思う。 

 脳科学者の茂木さんが、「脳の個性に上下はない。」として、自閉症スペクトラムについ

ても、「『障害』という考え方は脳科学ではもう使わない。あくまでも『個性』です。」とお

っしゃっていた。私も、「個性」だと頭では理解しているのだが、実際に生活上、他人とコ

ミュニケーションをとることが苦手な息子のことが気がかりである。サポートする私がい

なくなったら、息子はこの社会の中でどうやって生きていくのだろう、幸せな人生を送れ

るのだろうか？という心配は消えない。 

 だが、息子に、「発達障害」とか「自閉症スペクトラム」という言葉を言うと、とても嫌

がるのだ。息子にとっては、「自分は自分」であり、周りから「発達障害」とラベリングさ

れることは、いい迷惑で、余計なお世話なのかもしれない。発達障害を「障害」ではなく

「脳の個性」と考えるのならば、誰にでも得意なことや不得意なことがあるのだから、得

意なことはうまく生かして、不得意なことは補い合えば良いのだと思う。実際、私は息子

のコミュニケーション面は少しサポートをしているけれど、他のことでたくさん息子に助

けられている。息子のほうがしっかりしている面もあるし、記憶力も良い。「お互い様の精

神」なのだと思う。 

 

 日本の長い「不登校」の歴史を見ると、その時代その時代で、「不登校」への偏見と戦っ

てきた子どもたちや親たちや関係者たちの、苦労と涙と汗の上に、“今”が成り立っている

のだということがわかる。私も、息子の「不登校」に直面してからのこの６年間、いろい

ろなことを考え直すようになった。学校とは、医療とは、カウンセリングとは、発達障害

とは、いじめとは、教育と法律との関わりとは、などなど、関心を持って考えることが多

くなったと思う。これからも、新聞を読んだり、ニュースを見たり、本を読んだり、人の

話を聞いたり、自分の話も聞いてもらったりもして、「不登校」が開いてくれた、社会につ

ながるたくさんの扉を通して、考えるということを手放さないようにしたい。 

 一人一人の子どもたちが、その個性を尊重されて、自分に合った学び方で楽しく学べ、

自己肯定感を持って、生き生きと暮らしていけるような世の中になるといいと思っている。



不登校大学 論文集（ＷＥＢ版）  各論文の著作権は執筆者に属します。無断転載はお断りします。  69 

「不登校の子どもたちは、フリースクールやホームエデュケーションを発展させる原動力

であり、」、「社会を変革するエネルギーになっている。」という言葉に納得した。 

 一人一人の子どもたちの持っている可能性を信じて、「不登校」の子どもたちが少しでも

元気になって、楽しい子ども・若者時代を過ごせるように、そして幸せな人生を歩んでい

けるように、私たち大人は力を合わせて、知恵を出し合って、この社会を変えていかない

といけないと思う。 

 そして、圧倒的に多数派である「学校」と敵対するのではなく、共に「子どもの幸せを

願い、その成長を見守る立場にある者」として、協力していけるような未来が訪れること

を希望する。 
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不登校大学に参加して 
                      （匿名） 

 

１ はじめに 

 

 第１講「不登校大学は何を目指すのか」に始まり第30講「不登校が拓く未来」で幕を閉

じた不登校大学から多くの学び、示唆、気づきを得ることができ、また自分史を振り返る

機会ともなった。そして、今、現在の日本における「不登校」の持つ意味は第30講のタイ

トル「不登校が拓く未来」に凝縮されていると考える。 

 文中、講義資料から数多く引用させていただき、最後に参考文書として記させていただ

いたことについてご容赦願いたい。 

 

２ 教育、学校、不登校 

 

（1）教育について 

 

 そもそも教育とは何なのだろうか。 

 紀元前のソクラテス、プラトンの時代から現代に至るまで、世界の多くの思想家、哲学

者、教育者等が教育について論じてきた。 

 古代ギリシャにおける人間主義、理想主義、現実主義思想や古代中国における孟子の性

善説、荀子の性悪説に基づく教育思想から、教育の２面性をみることができる。社会が持

っている集団的価値を個々人の内面に実現する側面と個人に内在する能力や可能性を引き

出す側面である。教育方法としては、「教え込む」立場と「引き出す」立場になる。 

 17世紀のヨーロッパ、学校制度がそれぞれの国家の中に形成されようとしていた時代に

活躍した教育学者、コメニウスは著書「大教授学（あらゆる人に あらゆる事柄を教授す

る 普遍的な技法を提示する 大教授学）」において、段階的な学校制度や多くの子どもた

ちへの一斉教授について述べ、近代教育の原型を示したが、指導者からの感化や暗記主義

を否定し、子どもたち自身の感覚的直観を重ねることで知恵を身に付けることを説いた。 

 フランス革命前の18世紀に活躍したルソーは、「エミール」を著し、その教育論は、「自

然主義教育」「自然人教育」「消極教育」といわれ、その後の教育思想に多大な影響を与え、

後世「子どもの発見者」と尊称された。 

 19世紀末から20世紀にかけて、アメリカのデューイは、旧教育からの「教育におけるコ

ペルニクス的転回」といわれる「子ども中心主義」の教育思想を論じ、世界各地の学校に

影響を及ぼしているといわれている。 

 非常に雑駁な概観であるが、古代の教育思想において、すでに現代に通じる議論がなさ

れていることに驚くとともに、その後も営々と子どもの教育について論じられた思想、中
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でもデューイの「子ども中心主義」の思想などが、現在の教育制度にどれだけ生かされて

いるのか疑問である。 

 人間性教育学を提言する天外伺朗氏は、著書「教育の完全自由化宣言！」において、「私

の提言は決して新しいとはいえない。心ある教育者が提唱する多くの教育学が、表現は違

うものの同じ方向の主張をしている。 ～略～  これらの教育学と、いまの日本の公教

育の現状との間にある、どうしようもないほどの大きなギャップは、いったいぜんたい、

どうしたというのだろう。」と述べている。そして、モンテッソーリ、シュタイナー、デュ

ーイ、ニイルなどの教育学を紹介している。講座では、人は無我夢中で何かに取り組む「フ

ロー」状態になると、内発的動機に基づき行動し何かを成し遂げることと、その「フロー」

状態においては、大脳の新皮質でなく古い脳が活性化されているということを学び、現在

の日本の教育において、子どもたちがどれだけこのような体験ができているだろうかと考

える。 

  

（2）学校教育と不登校 

 

 ①近代国家における学校教育 

 海外での学校の歴史は、紀元前のエジプトの中王国まで遡る。ヨーロッパにおける近代

学校の原形は、18世紀末、産業革命下のイギリスにみられるとのことだが、フランスでは、

1800年頃、ナポレオンの時代に病院（精神医療）と学校が設立された。当時のモラルから

はずれた人は精神病とされ、学校では富国強兵のための人づくりがなされた。石川憲彦氏

によると、管理機関としての精神医療と洗脳機関としての教育ということである。 

 日本における学校の歴史を遡ると、明治時代以前は、飛鳥時代の大学寮、平安時代の種

芸種智院、室町時代の足利学校、江戸時代の寺子屋や藩校があげられる。明治時代に入り、

西洋の近代学校を移入する形で、1872年（明治5年）、学制が敷かれ学校が設立され義務教

育制度開始となった。同年、徴兵制も敷かれている。この頃の学校教育は、軍隊において

指示に従って行動できる人間や工場において指示に従って製品を作れる人間を作ることが

目的とされた。いわゆる国民教育として、国家の維持・発展のために必要な教育が行われ

た。汐見稔幸氏によると、1800年頃の日本の教育水準（読み書き能力）は世界の中で高か

ったが、寺子屋は明治時代の学校としては認められなかった。江戸時代の子どもが学ぶ場

として有効であった寺子屋は庶民の願いを受け止めて教えるところであり、近代国家が必

要とする人材育成機関とはなりえなかったということになる。 

 

 ②現代の学校教育と不登校 

 戦後、新憲法のもと教育改革が行われ、子ども本位の思想も芽生えたが、高度経済成長

期、点数による選別が主流となった。その後、重工業社会から消費社会への変化や情報シ

ステムの変換など社会状況が大きく変化したにもかかわらず、教育は変わることがなかっ
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た。そのような中、1970年代後半から不登校の児童・生徒が増加し始め、2000年以降は12

万人台を微減微増している。また、不登校の高校生も約7万人いる。 

 汐見稔幸氏は、不登校児を「学校が近代社会づくりの使命を帯びて、義務的に来させる

段階から、新たな段階に移行しなければならなくなったのに、古い慣行を敷いた狭間で、

適応できなくなった子ども。」としている。学校が、連綿として学歴重視社会の選別機関と

して存在し、一人ひとりの子どもの個性を大切にして、個々の能力を引き出す教育の場と

なっていないと考える。 

 教育システムの問題と同時に、いじめが不登校の原因である場合もある。いじめについ

て考えると、ストレスフルな閉塞状況の中での人間関係が浮かび上がってくる。いじめが

原因で不登校をした児童・生徒は、とりあえず苦しい状況を回避できたことになるが、い

じめが原因と思われる自殺の報道がなくならないことから、いじめの状況にありながら我

慢して学校に通っている子どもたちが相当数いるのではないかと推測される。 

 脳科学者の茂木健一郎氏は、毎日学校へ行くのも学校へ行かないのも個性、脳の個性に

上下はない、長所・短所が表裏一体になっているのが個性と述べている。脳に無理をさせ

てはいけないとも述べている。一つの基準で人をはかるのではなく、個性を生かしあえる

関係性が望ましい。 

 朝倉景樹氏によると、現在、世界においては怠学の問題はあっても、日本におけるよう

な「不登校問題」はない。それは、他の国々では多様な学び方が認められていて、自分に

あった学び方を選択できることによるとのことである。 

 日本では、フリースクールに通う児童・生徒は、公立学校との２重籍という現状であり、

学校外で学ぶことができるだけ早く制度化されることを望む。 

 

 ③不登校への対応 

 明治から戦前にかけて就学率がほぼ100％まで上昇したが、実際は長期欠席者がみられた

ことが、1928年の東京府文書に記されている。 

 戦後になり、欠席者を把握する調査として、1951年に「公立小学校・中学校長期欠席児

童生徒調査」が実施された。1954年の文部省調査局統計課の文書に「～略～種々の事情か

ら学業の中止を余儀なくされ、または長期にわたって欠席しなければならない環境に置か

れている児童生徒の問題がある。」と記されている。欠席理由は、小・中学生とも、男子は

本人の疾病や勉強嫌い、女子は家庭の無理解の割合が大きい。ただし、奥地圭子氏による

と、1952年、青森県八戸で、今日的な不登校がすでにみられたとのことである。 

 1958年、長期欠席児童生徒が減少したとして文部省は調査を終了したが、東京都は調査

を継続した。なお、1957年の調査から、「学校嫌い」ということばが見られる。 

 1966年度以降、毎年「学校嫌い」（後に「不登校」）の統計が取られ、不登校（当初は登

校拒否）への文部省の対策は、1971年、1983年の生徒指導資料に表われている。いずれも、

本人の性格傾向や親の養育態度・性格傾向を主な原因としている。そして、早期発見し治
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療する対象とされた。 

 1983年の生徒指導資料が通知される4年前、1979年に久徳重盛氏の「母原病―母親が原因

でふえる子どもの異常」―子どもの身体的あるいは精神的な病気の多くは、母親の子ども

への接し方に原因があるという内容―がベストセラーになった。個人的なことを記すと、

1984年、長男が小１の時に欠席した際、担任の先生からその本を渡された経験がある。今

の自分であれば、母親だけに原因を帰すのはおかしいと反論するところだが、子育てに自

信たっぷりとはいえない当時の未熟な母親としては、何とも神妙に読んでしまった記憶が

ある。 

 その後も不登校の児童生徒が増加する中、1989年、稲村博氏が「不登校を放置しておく

と、成人になって“無気力症”になる」と発表し、マスコミに大きく取り上げられたため、

当事者や関係者を含め多くの人々に不安と動揺を与えた。しかし、石川憲彦氏、渡辺位氏

らが批判するとともに、日本児童青年精神医学会の調査で稲村氏の発表論文の証拠がずさ

んであることが明らかにされた。稲村氏の失脚とともに、不登校を病理現象として捉えな

い研究者が増加してきた。 

 1992年、文部省は、「登校拒否問題への対応について」において、「登校拒否はどの児童

生徒にも起こりうる」と記した。従前の考え方からすると画期的といえるが、対策として

行われたのは、学校制度の改革ではなく、各相談窓口の拡充と適応指導教室の増設、スク

ールカウンセラー制度の導入であり、早期発見し対応していくという学校側のスタンスは、

以前と変わらないといえる。西村秀明氏によると、「何も変わらなかったどころか、子ども

たちにとっては益々窮屈なシステムで縛られていった。」ということである。1973年から相

談活動を行っている内田良子氏は、「早期発見、早期対応のために対策をすればするほど不

登校が増えている。子どもたちは、友人関係、あるいは教師から傷つき疲れている。休ま

せない対策により子どもが追い込まれる。」と述べている。ソーシャルワーカーの山下英三

郎氏は、「不登校を問題視するのが問題、個人が問題なのではなく関係の問題、子ども（当

事者）主体の対応を」などと述べている。 

 山下氏が専門家に傷つけられたひとが多かった、と述べているように、当初から相談機

関や医療機関において、治療の対象として対応されたことにより苦しんだ子どもは少なく

ないと思われる。そして、内田氏によると、最近、乳幼児健診で発達障害と診断される件

数が増えているという。他の子どもたちと同じように行動しなかったり、突発的に、大人

からみると奇妙な行動をとったりした場合、その子にとっての理由があるにもかかわらず

安易に発達障害と診断してしまうのはおかしいと述べている。「つくられる病」を講義した

井上芳保氏は、子宮頸がんワクチン接種による被害者の事例を紹介し、ワクチンが仮説に

基づいた薬で効果が極めて限定的であるにも関わらず公的補助により実施されていること

の構造的な問題を指摘した。我々を取り巻く社会状況を所与のものとして捉えてはいけな

いと強く感じた。また、同名の著書において、『つまらない話に耐えることが「正常」か』

の見出しで「～略～集団に対してなされ、そこに集まった全ての子に一定時間おとなしく
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してもらう必要がある学校という空間のほうこそ、むしろ問い直されるべきである。～略

～ 学ぶとは何か、成長とは何か、深いところから問わねばならない。」と記している。登

校拒否・不登校を病気とさせないために何ができるか考えなければいけない。 

 また、登校拒否を治すという名目の民間施設に本人の意思に反して入所させられ、凄ま

じい暴行を受けた末、死に至ったという悲惨な事件が発生したことにやり切れない思いを

強くする。人権、命の重さは一体どこへいってしまったのか。さらに驚くのは、入所者に

対する傷害致死罪で実刑判決を受け服役した校長の運営する施設が、出所後も継続してい

るという事実である。 

 

 一方、不登校児童・生徒に寄り添い支えてきた市民の活動がある。 

 自身の子どもの登校拒否をきっかけとして活動を始めた奥地圭子氏は、1984年に「登校

拒否を考える会」を発足させ、1985年に学校外の子どもの場・学び場として東京シューレ

を設立（1999年ＮＰＯ法人認証）した。1990年、登校拒否を考える各地の会ネットワーク

（後に NPO 法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク）が発足し、活動が全国的な

広がりをもつこととなり、悩む親同志が学び、つながる場として大きな役割を果たしてい

る。不登校の子どもたちに安心して過ごせる居場所を提供し、自ら選択・決定する学びの

中で成長する子どもたちを支え、さまざまな活動を実践してきた。活動を一歩一歩積み重

ねる中で行政への働きかけを積極的に行い、1992年、フリースクールに通うことも出席扱

いと認められ、1993年には、フリースクールに通う小・中学生の通学定期が認められる（2009

年、高校生にも認められる。）など、不登校の子どもたちの環境改善に力を尽くしてきた。 

また、1998年に設立された不登校新聞社は、同年「不登校新聞」（2004年、148号より「Fonte」

に改名）を創刊し、不登校に関する専門紙として、長年にわたり情報を発信し続けている

ことは有意義である。 

 2000年に日本でＩＤＥＣ（International Democratic Education Conference）―世

界フリースクール大会―が開催されたことをきっかけとして、2001年、ＮＰＯ法人フリー

スクール全国ネットワークが結成される。2009年からは、JDEC（Japan Democratic  

Education Conference）―日本フリースクール大会―が開催されている。 

 2007年、構造改革特別区域制度（特区）を利用し、中学校を開校したことは特筆すべき

出来事である。チャンスを捉えて、子どもたち中心の子どもの自発性・内発性を重視する

学校を創り出したことについて、関係者の熱意や地道な努力があってこそ実現できたもの

と思う。 

 2012年、「多様な学び保障法を実現する会」が設立され、学校以外での学びを制度的に保

障する社会実現のため、政策提言を行うなどの活動を進めている。多様な学びの場には、

フリースクールだけでなくホームエデュケーション、外国人学校、インターナショナルス

クールなどが含まれる。 

 現在、「多様な教育機会確保法（仮称）」の立法が目指されている。 
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【登校拒否、不登校のことばについて】 

 1992年に「登校拒否はどの子どもにも起こりうる」という見解が示され、その頃から、

不登校ということばが使われるようになったが、木村元氏は、著書「学校の戦後史」の中

で、『「登校拒否」ということばは、精神医学や臨床心理学領域の専門用語に由来しており、

子どもや家庭の病理現象であるというとらえ方である。他方で、「拒否」ということばには、

主体的な判断で「学校に行くのをやめる」という意味があり、学校のあり方を問う姿勢を

強調するとらえ方でもあった。これに対して「不登校」は、「学校に行かない・行けない」

という状態を示すものであり、欠席行為についての価値判断を行っていない点に特徴があ

る。「学校に行かない」ことを問題とするとらえ方から距離をおき、さまざまな立場から子

どもの欠席について議論することが可能になったといえる。「登校拒否」にかわり「不登校」

ということばが選好される社会の背後には、「誰もが学校に行かなければならない」という

登校規範の揺らぎをみることができる。』と述べている。 

 

３ 未来へ向けて 

 

 国会では、2008年、フリースクール環境整備推進議員連盟が結成されたものの、その後

立ち消え状態になっていたが、2014年6月、新たに超党派フリースクール議員連盟が結成さ

れている。同年7月、教育再生実行会議第5次提言において「国は、小学校及び中学校にお

ける不登校の児童生徒が学んでいるフリースクールや国際化に対応した教育を行うインタ

ーナショナルスクールなどの学校外の教育機会の現状を踏まえ、その位置づけについて、

修学義務や公費負担のあり方を含め検討する。」と示された。同年9月、10月には、それぞ

れ首相、文部科学大臣がフリースクールを視察するという動きもあった。 

 同年11月に文部科学省主催の「全国フリースクール等フォーラム」「全国不登校フォーラ

ム」が開催され、2015年1月からは「フリースクール等に関する検討会議」や「不登校に関

する調査研究協力者会議」での検討がなされている。 

 文部科学省時代「ゆとり教育」や「総合的学習」、「生涯学習」に尽力した寺脇研氏とか

つてコミュニティスクールなどの文部科学政策を推進し現在文部科学行政に携わっている

鈴木寛氏の対談では、何人も学ぶ権利が保障されなければいけないということやそれを実

現するための法整備の動きなどについて聞いた。二人とも、既成の価値観にとらわれず精

力的にご自身の活動に取り組んできたことが伝わってきて刺激的だった。寺脇氏は、著書

『「学ぶ力を」取り戻すー教育権から学習権へ』の中で、『これから必要なのは、矮小な「教

育」論議ではなく、もっと広い視野に立った未来論である。』と述べている。鈴木氏は、理

念を実現するためには、小さな成功体験を積み重ねていくしかないと講義の中で述べてい

る。そして、アイロニックに「遅々として進む」と表現されたことが、現実の困難さと、

しかし決して諦めてはいけないメッセージとして心に残った。 
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 多くの不登校の子どもたちと関わってこられた弁護士の多田元氏は、子どもの学ぶ権利

について判例から説明し、学びの本質を見失うことなく新法を成立させることで子どもの

学びの自由と平等の保障の拡大をと述べている。 

 子どもの権利条約と子どもの学ぶ権利について講義した喜多明人氏は、新法について、

「不登校の子どもの権利宣言」でいう「学ぶ権利」が法案の核となること、12万人の子ど

もの学習権保障は法案が成立するかどうかによると述べた。また、著書「子どもの権利―

次世代につなぐ」では、子どもの権利がわがままとみなされがちな日本において、子ども

の権利の視点から状況を改善していくことが次世代へつなぐことと述べている。 

  

 今回、かつて不登校をして学校外の居場所で学び、現在は成人して仕事をしている人た

ちから率直な体験談を聞き、学校で苦しんだ子どもたちが安心できる居場所を得て、いか

に自主的に物事に取り組み活動し成長したか具体的に知ることができ、未来へつながる実

践をしていると確信した。誰もが、学校外の居場所を数ある学びの場の一つとして選択で

きる社会が実現することを願う。 

 自分自身を振り返ると、子どもが小学校へ入学する前に子安美知子氏の「ミュンヘンの

小学生」を読んでシュタイナー教育に感銘を受けたものの、日本では無理と、現実には、

奥地圭子氏のいう「学校信仰」の価値観から脱却できず、小学生の子どもに対応していた

といわざるを得ない。フリースクールに出会い、親として少しずつ学んできたが、今回、

さまざまな分野の方々から講義をうけ、改めて学びを深め自分自身を問い直す機会をもて

たこと、また多くの参加者の方と時間を共有できたことに感謝したい。 

 

【参考文書】 

・奥地圭子氏講義資料「日本の不登校の子どもの数の推移と不登校の歴史」 

          「矯正施設で命を失った子どもたち」 

・朝倉景樹氏講義資料「不登校政策の変遷」 

・汐見稔幸氏講義資料「学校の歴史と不登校」 

・西村秀明氏講義資料『「不登校」、及び「ひきこもり」の理解と支援について―不登校と

心理学/不登校とひきこもりー』 

・「教育と心理の巨人たち」岩永雅也・星薫著（放送大学教材） 
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不登校大学を受講して 
（匿名） 

 

 受講動機は、シューレ中で娘達二人が大変お世話になり、現在次女は王子シューレ・フ

リースクール高校2年でお世話になりますが、親子とも未だにもやもやし、悩ましい日々を

送ることもあり、この好機にぜひ様々な専門の視点からのお話を伺わせていただき、ヒン

トが欲しい、考え方を整理したいと思ったためです。 

 職場では3月末に大量の希望退職者があり、かつてない混乱、違和感の多い煩雑で苦しい

時期でしたが、今機を逃したら後悔する気がし、全講座は出られなくても、できる限り受

講させていただきたいと思い申し込みました。 

 この年齢になっての学びの場への参加は思った以上に楽しく興味深く、大変貴重な経験

となりました。 

 若い時は何を学びたいか深く考えるよりも、父から言われた通り、潰しが効くように(笑)

広く学び、社会が求める人間になり、技能を身に着けるべく進学し、自立するために就職

する、という親の敷いたレールに大きな疑問も持たずに生きてきました。自身が受け身で

あったことと、時代の勢いもあったかもしれません。 

 就職1年後、思いがけず、補欠合格していた都立高校の教員にと転職の話をいただきまし

たが、迷い考えた末、自分に教師はできないかなと。教員だった母や祖父を落胆させてし

まいましたが、改めて自分の職業、環境を自覚して選ぶという経験でもありました。その

選択が良かったのかはわかりませんが、その後長く企業社会で生きることになり、人間は

環境の動物だなあと自戒を込めて感じております。 

 

 振り返りますと、長女は保育園から行き渋りもあり、小１で集団登校も難しく、その後

なかなか教室の中には入れない子でした。小５で学級崩壊もあり、小６の３学期からは不

登校になり、ほぼ２年間引きこもりました。シューレ中には中１の夏から編入でしたが、

娘は地元中へ戻らなければ未来は無い位に自分を追いつめておりました。私も１年間休職

し、娘が中１の2月頃から毎日車で地元中の周りを、ストーカーのように？１日何周も回る

のに付き合う日々でした。多分、中２から地元中に戻りたかったのでしょう。中２の５月

半ば頃にとうとう車中で、「今すぐ病院に連れて行って」、「私を殺して」という娘の悲痛な

叫びで、こんなことはもう止めなければと我に返り、それからは家の中でゆっくりと過ご

すことになりました。シューレ中は家での育ちも見守ってくださる場でしたから、落ち着

いて静かに過ごすことができて大変ありがたかったです。休職中に、スクールソーシャル

ワーカーの鈴木さんが、保護者である私の話を丁寧に聴いて下さったことはとても気持ち

に沿って貰えて救われました。 

 長女は強烈な学歴信仰の父と、異動先の仕事で余裕を無くした母に不信感、絶望をした

ようで「ママとパパの精神年齢が３歳だから、私が一気に５０歳になっちゃったよ。こん



78  不登校大学 小論文集（ＷＥＢ版）  各論文の著作権は執筆者に属します。無断転載はお断りします。 

なに早く年を取りたくなかったよ。返してよ！私の年を返してよ！」と責めました。私は

申し訳ない気持ちで謝り涙が止まりませんでしたが、「泣けばいいってもんじゃねぇんだ

よ！」と。本当に辛かった小学校5、6年の頃、子ども電話相談も利用していたようです。

一番聴いて欲しかった時にちゃんと話を聞けず、ごめんね。それでも、辛い胸の内を明か

してくれてありがとう、と感謝しています。 

 西村さんのひきこもりの考察であった、「さなぎ」はこの頃の長女であり、「三年寝太郎」

はどこか次女の趣があります。 

 外が明るいうちの外出は一切できませんでしたが、夜になると落ち着くのでしょう、娘

達と3人で夜のドライヴをしました。ドライブスルーのお店や、大型本屋さんに。 

 復職期限が近くなっても、学校復帰しない状況に夫は業を煮やし、「ゲームばかりで人生

棒にふるぞ！」「あいつら人生終わった」「金をどぶに捨てるようなもんだ！」「馬鹿な奴ら、

3人で死ね！」「どうでもいいよ！あんな馬鹿なやつら」「まともな大学行けるのかよ。履歴

書に傷がつく。結婚できねえよ！」等、活字にするのも憚れる暴言が続き、かなり重い空

気でした。 

 夫は、初めの頃は不登校になった長女を攻撃することが多く、次女はただ、ひたすらそ

の場の雰囲気を人一倍感じとり、怯えたり布団を被って声を殺して泣いたりもしていまし

た。子供達への暴言を聞きたくないし、言いたくない、聞かせたくないため、娘達と夜遅

くまで家に帰らず、車中で過ごすこともありました。 

 別居提案も受け入れられず、区の DVセンターにも通ったりしました。相談員の方が、涙

して聴いて下さり気が楽になりました。「読まれない手紙」という手法を教わり、夫に手紙

を書きましたが、文字通り、封が切られていないので、読まれなかったようです。それで

も書くことによって、吹っ切れた気がします。 

 私はどうしていいかわからず、本当は仕事を辞めて娘達とどっぷり一緒に過ごしたい希

望もありましたが、夫はそれを許さなかったので、腹をくくり、自分と娘達の為に1年で復

職しようと決断しました。学校へ行こうが行くまいが、本質はそこじゃないし、一緒に美

味しいものでも食べながらゆっくりやっていこう、と自身に言い聞かせ。しかし、ほどな

くして、長女の足がシューレ中へ少しづつですが向かうようになりました。中３の2学期以

降は大好きな嵐の話をする友達もでき、最後は楽しく通うようになりました。 

 「試験の無い高校」が希望で入学。シューレのように自分の考えを「レポート」にまと

める学びや、音楽祭、卒業式、入学式などの実行委員会を経験し、今は女子大で心理学を

学んでいます。 

 大学では、いわゆる世間の価値観とのギャップ、壁を感じる状況もあるようです。学歴

を自慢したり、卑屈になったりと、滑稽に感じつつも、自身の不登校経験を簡単にオープ

ンにできるほど人間関係は易しくはなさそうです。 

 そんな中でも、彼女なりに分かりあえる関係を模索し、日々奮闘努力する姿を頼もしく

感じています。暫くは、母娘で今まで通り色々と話し合い、共にゆっくり成長していけれ
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ばいいなと思います。 

 次女は、そんな姉を保育園時代から見ており、健気に「お姉ちゃんみたい（保健室登校）

にはならないからね。」とママチャリの前の席で言ったりしておりました。 

 しかし、学童保育からも見つからないように逃げたり、給食時間の煩さや学校という雰

囲気が苦手だったのでしょう。姉が小6冬の中学受験頃から休むと、安心して？一緒に休み

はじめました。小３の３学期からです。それからは、主に家で育つ子になり早8年位でしょ

うか。ほぼ深夜２，３時に眠り、11時頃起床、ゲーム、漫画、テレビ、本、絵画、ピアノ、

合間に食事を作り過ごしています。ここ1年位は、近所の個人塾で英語、数学を学び始めて

います。最近の週末には、娘達と高尾山に行ったり、映画では「あん」や「HERO」を観て

感想を話したりと、楽しい時間も続いています。 

 長女はひきこもっていた時期に、「嵐」が、大好きになり、嵐ノートを作っていました。

昔のＤＶＤやＣＤも集めて、母娘でどんどんはまり、ファンクラブに入り、ライヴにも行

きました。 

 まだ外出できない時期でしたので、前日に東京ドームに練習に行きましたが、車外から

駐車場へすら出られませんでした。しかし当日、初体験の巨大なドームで、嵐のライヴに

夢中の娘の姿はミラクル☆でした。 

 天外さんの「内発的動機」が古い脳に入り、行動に繋がる！という瞬間でした。 

 西村さんの「星のうさぎ」のおとしものから、「我慢に価値を置く企業社会」と言われた

のは、職場で感じることの多い「体育会系」と通じる！とハッとしました。「体育会系」は

朝井リョウ著の『桐島、部活やめるってよ』で、スクールカーストの上位置として興味深

く、学校や会社では「体育会系」はイニシアチブを取りやすく、受け入れられやすい傾向

にあると感じることもしばしばです。挨拶ができて、ノリがよく、上下関係の訓練がされ

ており、理不尽なことにも耐える不屈の精神というか我慢強さが、日本の学校や会社とい

う組織運営には都合よく、上手く適応しやすいのかと思います。反面、自分で感じたり、

考えたりすることには無意識に？蓋をし、半ば感覚・思考停止状態で従うという軍隊に近

い体制であると感じることもあります。大企業病などはそれに近いと思います。 

 逆に、体育会系ではない文化系やオタクと呼ばれる人たちは、感性や思考を大切にし、

それを自由に表現できるようにしていくと、例え学校という枠や、会社、組織という枠に

あまり合わない面があったとしても、ゆっくり時間をかけて自分の特性に合った環境、居

場所、職業を見つけられるのではないかと感じています。 

 政治、経済のグローバル化、変化の早さ、第四次産業革命、少子高齢化、地球環境問題、

安保問題等の複雑で難しい時代を生きていく為に、体育会系、文化系問わず、広く問題意

識を持ち、知り学び続けることは大切で、お互いがそれぞれの良さを発揮し、理解しあい、

思いやり、分かち合える世の中であるといいなあと思います。 

 実際、復職後、幾分腫物に触るように(苦笑)接してくる人もいれば、ズバッと率直に、

え？お子さんまだ登校できていないの？じゃあ、お母さんは見ててあげなくちゃ。と親切
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に？言う方や、はたまた、実は子供の不登校やひきこもりや障害で悩んでいる人たちから

声を掛けられたりと、一見普通の組織の中で何でもないような顔をしていたとしても、様々

な事情を抱えている生き様があり、より深い本音の付き合いができるようになったりもし

ています。 

 渡辺位先生の「不登校は文化の森の入り口」のお言葉通り、何よりも大事なのは命だと

いうことを忘れないようにしたいです。 

 朝井リョウ著の『何者』というＳＮＳ世代の就活物語では、ＳＮＳを駆使しコミュニケ

ーションする若者たちの生き様が切ないですが、本当の自分自身を生きるしかないと気づ

き成長する姿にリアルを感じました。恐らく、娘達も進学以上に、就職することはどう生

きていくかを決める大きな決断になると思います。それまで丁寧に子供達と向き合い、付

き合っていきたいと思います。 

 

 奥地さんの不登校の歴史のお話は、人間が人間の作った制度、世間という枠の中で苦し

みもがいている歴史だと感じました。70年前、貧しかった義理の父は、高校時代に子守や

店を手伝いながら肉屋の親戚の家で育ち、仕事をしながら夜学に通った苦労人です。個人

史と国の制度の変遷も照らし合わせ、その後学歴偏重に進み、そしてこれから子供たちが

生きていく多様性の社会に繋がるという流れを捉え直すことができたことは、改めて貴重

でした。 

 「時間は友達」とおっしゃる奥地さんたちが、当事者や親として意見し、社会を変える

活動を継続してこられたことに心から感謝申し上げます。当事者や保護者の経験談は、学

び、気づきの宝庫、まるで宝物のよう、本当にありがたいことです。多数派で、割と合理

的に生きてきてしまった自分に対し、理由や言葉、思考が不足していた自分に対し、もっ

と主体的に生きてよ！自分の考えを自分の言葉で主張してよ！と、不登校をした娘達から

突き上げられているような気が致します。大事なことですね。考えて、かつ、動く。その

バランスをもっと意識していきたいと思っています。 

 多田さんの、「点数で競争なんかすることは恥ずかしい。」「学問はその気になった時にす

ればいい。」も、ハッと我に返りました。 

 その通りですよね。子供達が気づかせてくれたのですから、ちょっと待ってよ、本当に

大切なことは何？と問い考える余裕を失わないようにしたいです。簡単に言うと、もう二

度と自分を見失わないように生きていきたいと思っています。 

 例え障害があっても、弱さが目立ったとしても、お互いの弱さを認めあって豊かな人間

関係を作って、共に生きていく。なんて素敵なことでしょうか。弱肉強食な世間かもしれ

ませんが、広い視野にたち、優しさを忘れずに生きていきたいな、と思いました。 

 明橋さんの「ＨＳＣ」というキーワードは「ひといちばい敏感な子」という新鮮で、大

変合点のいく学びでした。早速ＡＭＡＺＯＮで購入、もう少し幼少の頃からこういう本が

あれば良かったけれど、今からだって遅くない、人の気持ちをとても敏感に感じ取る娘達



不登校大学 論文集（ＷＥＢ版）  各論文の著作権は執筆者に属します。無断転載はお断りします。  81 

なので、その良さを充分に活かして大切に付き合っていきたいと改めて思いました。不登

校経験をオープンにはできない娘達だからこそ内面の葛藤があり、世間と軋轢があるから

こそ、気が付ける視点、発信できる言葉もきっとあると信じています。 

 「多様な学び」が保証され、学校でもフリースクールでも家庭でも育つ、学ぶことが普

通に認められる社会に変化していくまでまだ暫く時間がかかるでしょう。娘達自身も、い

ろんな場面で開き直れるまでは苦しいこともあるかと思います。 

 それでも、従来の狭い価値観に負けることなく、自分を大切に、お互いの良いところを

発見しつつ、助け合い、楽しく生きていきければいいなと思います。 

 茂木さん、尾木ママのお話を娘達と聴かせていただけたことも大変貴重でありがたかっ

たです。茂木さんの「脳の個性に上下は無い。」「無理はしないで」という脳科学視点から

のメッセージとシューレでの学びが繋がっていたことに大変感動しました。 

 尾木ママは、ご自身が意外にもご苦労された学生時代を送ってこられたことに、真っ直

ぐな誠意が感じられ共感できました。日本の貧困化、幸福度等の状況も改めて楽観視でき

ないことを認識させられ、皆で考えていかなければならないと感じました。 

 何か大事なものを置き去りして、日本という国が進んでしまっている気がしました。 

 この30周年記念行事の不登校大学のすべての講師の皆様、経験談を語ってくださった先

輩方、また企画運営いただきました奥地さん始め、シューレのスタッフの皆様、シューレ

大学の皆様、そして一緒に学ばせていただきました同窓生の方々に心から感謝申し上げま

す。 

 講座内容が大変素晴らしかったので、広くシューレや関係する方々へ広報いただけると

嬉しいです。 

 纏まりなく思いつくままになってしまい申し訳ありません。 

 素晴らしい企画を本当にありがとうございました。 
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