はじめに
この冊子を手にしてくださる教職員や学校関係者のみなさんへ
NPO 法人東京シューレ理事長
奥地圭子
先生がたには子どもとの日々の教育活動で、さまざまな取り組みを
されていることと思います。
時代の変化や家庭、社会をめぐる状況の中で、努力しても報われな
い思いや、以前うまくいった成長支援が、今は合わなくて戸惑うこと
もおありかもしれません。とりわけ、不登校の子どもとの関わりにつ
いては、登校してくれない、登校しても教室に入れないなど、悩んで
おられるかもしれません。
そんなとき、気軽に、この小冊子を開いてみてください。
私たちは、1985 年から活動を続けてきたフリースクールですが、
2005 年度より文部科学省の委託事業を受け、不登校への成長支援の
あり方を実践的に研究してきました。
私たちは、学校へ行きづらい子どもの気持ちを受けとめ、学校外の
居場所・学び場を創ってきましたが、決して、学校否定ではありませ
ん。その子、その子で事情や個性の異なる子どもたちへの支援は多様
になってくると考えられます。フリースクール活用もその一つです。
でも、フリースクールについては、どこかで聞いたことはあるが、
詳しくは分からないという先生方は多いことと存じます。
今回、文科省の協力を得て、このような冊子を発行することになり
ました。ご一読いただき、参考にしていただければ幸いです。
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Q1. フリースクールってどんなところですか ?
Q2. どんな人たちがやっていますか ?

Q3. フリースクールにはどんな人が通っていますか ?
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2 フリースクールの学習・活動・進路
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Q9. 地域や社会とどう連携していますか ?

15

●●●●

子どもの手記より

でしょうか ?

●●●●

衆議院文部科学委員会視察や教員の視察団も来訪
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1 フリースクールとは
Q1. フリースクールってどんなところですか ?

A.

一般に、学校外の子どもの居場所・学び場をさし、友達づく

態は次のようにさまざまです。
【A.】NPO 法人が行っている ...NPO 法人とは社会公益のために非営
利で活動する法人をさします。
【B.】何らかの任意団体が行っている ... よくあるのは不登校の子を持
つ親の会や、青少年支援の市民活動団体。まれに宗教団体や政
治団体がやっている場合もあります。
【C.】既成の学校教育ではない独自の教育の場をめざして、個人や小

りや体験活動を行ったり、子どもたちでさまざまなイベントを行った
りしています。

さなグループで行っている。
【D.】株式会社が行っている。だからといって営利主義とは限らない。

学校外の子どもの学習の場として、放課後や土・日に多くの子が通っ

【E.】学習塾、病院のデイ・ケア、適応指導教室などが、最近、フリー

ている学習塾とは異なり、学校のある時間に、主として不登校の子ど

スクールとよばれるようになってきています。それは、90 年

もたちが活用する場として 1980 年代半ば頃から誕生してきました。

代半ば以降不登校の子が行く所をさすよう社会的に語られ始め

現在日本に数百あるといわれ、その考え方、やり方は様々です。お

たためであり、矯正施設までフリースクールだとの勘違いも生じ

おむね、朝から夕方まで、月〜金で開室している所が多く、スタッフ

ています。

やボランティアがいて、子どもと話しをしたり、学習やスポーツに取
り組んだりしています。入会・退会も自由で、子どもの意思を尊重し
ています。
まず、その子が安心して居られるか、不登校で自分を責めたり、不
安でいっぱいになっていないかスタッフは子どもの気持ちをよく聞く
ことから始め、
やりたいことを共に考えながら応援していきます。ミー
ティングでものごとを決めているところが多いといえます。

Q3. フリースクールにはどんな人が通っていますか ?
A.

多くのフリースクールでは、6 歳前後から 20 歳前後の、主

として不登校の子どもや不登校の経験のある若者を対象としていま
す。また、不登校の経験がなくても、フリースクールに通いたいとい
う気持ちのある人ならどんな人でも受け入れています。多くのフリー

Q2. どんな人たちがやっていますか ?

A.

4

スクールが年齢によるクラス分けはせず、異年齢集団での活動をして
います。

フリースクールは自由に作ることができます。また、とりた

フリースクールによっては、年齢制限が無く、もっと上の年代の人

てて行政の監督があるわけではありません。学習も国の学習指導要領

達も通っているところや、逆に特に中学生年齢（小学生、高校生）の

にはしばられておらず、子どもと相談しながら自由に進めています。

人など、年齢を区切ってその年代の人を積極的に募集しているフリー

そのため、どんな人でもできる、ということになります。団体の形

スクールなどもあります。しかし、そのような場所でも異年齢集団で
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の活動を大切にしていることにあまり違いはありません。学校に行か
●●●●

スペース紹介

●●●●

なくなった時期が違えば当然勉強の進み具合も人それぞれですし、そ
れ以外の日常生活も、人それぞれの個性とペースに合わせて動いて行

東京シューレは 3 つのフリースクールを運営しています。受入対象は
6 歳〜 20 歳。
「子どもが創る、子どもと創る」子ども中心の教育をモッ
トーにしています。安心して居られる居場所であること、子どものやり
たいことを大切にしスタッフはそれを応援すること、年齢は違っても子
どもどうし対等、スタッフも子どもと対等で、共に参加し話し合って活
動をつくっていくこと、一人ひとりの違いを大切にし「個」を尊重するこ
と、などを大事にしています。

くフリースクールの場では、年齢によるクラス分けはあまり意味が無
いとも言えるでしょう。
また、発達障害と言われたり、実際にそのような診断を受けた子ど
もや、発達障害以外にも様々な障害のある子どもを受け入れているフ
リースクールも数多く存在します。ここでも、それぞれの個性・あり
ようをお互いに尊重し、共に学びや活動を創っていくというフリース
クールの理念が活かされているといえるでしょう。

【王子シューレ】
所在地 : 東京都北区岸町 1-9-19
最寄駅 :JR 京浜東北線、東京メトロ、都電荒川線「王子」駅
連絡先 : 電話 03-5993-3135 FAX03-5993-3137
月〜金午前 10 時〜午後 6 時開室、約 70 名が在籍

Q4. どんな人がスタッフになっていますか？
A.

資格や学歴は不問としているフリースクールがほとんどです。

子どもが好きなこと、子どもと対等な関係を持てることは、フリース
クール共通で大事にされています。大学や大学院で教育や心理学など

【新宿シューレ】

を学んだ人、学校や適応指導教室の先生を辞めてなった人、親の立場

所在地 : 東京都新宿区若松町 28-27

から運営に関わるようになった人、フリースクール卒業生や不登校経

最寄駅 : 都営大江戸線「若松河田」駅

験者など、さまざまです。専任の常勤のほか、ボランティアや講座の

連絡先 : 電話 03-5155-9803 FAX03-5155-9804

講師として関わっている人などがいます。

月〜金午前 10 時〜午後 6 時開室、約 40 名が在籍

【柏の葉シューレ】
所在地 : 千葉県柏市柏の葉 4-3-1
			

さわやかちば県民プラザ 2 階

最寄駅 : つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅
連絡先 : 電話 04-7131-6003 FAX020-4664-7396
火・水・木 午前 10 時〜午後 5 時開室、約 15 名が在籍

スタッフは日常を子どもと一緒に過ごします。子どもと遊ぶことや
話を聞くことが上手な人、いろいろな経験や体験をしてきた人、好奇
心や魅力的な技能を持っている人、子ども尊重の人権意識の高い人な
どはスタッフに向いているでしょう。善意であっても押しつけがまし
いと子どもは離れて行ってしまいます。
また、カウンセラーや精神科医、スクールソーシャルワーカー、弁
護士、学識者などを非常勤スタッフや運営アドバイザーとして協力し
てもらい、充実を図っているところもあります。
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スタッフの声 ● ● ● ●

2

フリースクールの学習・
活動・進路

大学院出身の A さん（男性）
私は、大学生時代に海外で子どもの権利を侵害する様々な現実を
目の当たりにし、主に海外の子どもの権利保障を目指す NPO に関わ
るようになりました。
その後参加した「国連子ども特別総会」
（2002 年、NY）をきっか
けに、国内の子どもを対象に子どもの権利（条約）を伝える活動に参
加するようになりました。また、大学院博士前期課程に進学し、コミュ

Q5. フリースクールではどのような学びを
行なっていますか ?
A.

具体的には教科学習、音楽、ダンス、パソコン、手話、外国語、

料理、スポーツなどを行っています。これらのプログラムは選択参加

ニティ心理学を修了しました。その後、子ども ( 若者 ) 中心の居場所・

で、初、中、高等部と基本的に分かれてはいても、可能なものは共に

活動創りに関わりたいという想いから、東京シューレのスタッフにな

参加して行なわれます。教科学習は習熟度別に異年齢の数人のグルー

りました。

プでの学習か、または個人学習で行なっています。
同年齢だからといって、同一の学習内容をやることがその子に合っ
ているとは限りません。学習に不安や負い目を持ち、学習から遠ざかっ
フリースクール出身の B さん（女性）

ていたい心理や、学びたいが一歩が踏み出せないという場合もあるこ

私は小学校 2 年から不登校になり、中・高時代を東京シューレで

とを考えて、学びをサポートしています。特に基礎学習は午前中の落

過ごしました。その後、ボランティアなどの経験をして、フリースクー
ルのスタッフになりました。現在、スタッフになって 15 年目、2 人
の子どもの母親でもあります。

ち着いた時間に取り組めるようにする、ボランティアの方に個別のサ
ポートに入っていただくなどの工夫をしています。

不登校ということで、差別を受けて来た人、自己否定感、大人への

継続的な講座とは別に、多くのフリースクールでは、ものづくりや

不信感を持っている子が多いので、子どもを理解して受けとめ、自分

見学、ハイキングや料理など実体験を通して学ぶ時間をとっていま

に自信が持てるよう安心して過ごせる居場所作り、信頼関係を大事に

す。また合宿やイベントの計画を立てる実行委員会では、予算やスケ

しています。

ジュール、目的に沿った内容作りなど子どもたちは多くのことを学ん

大人という上から目線の関係ではなく、同じ目線にたって、同じ時
間を共有する仲間でありたいと思っています。

でいます。また子どもの問題に関わる他の活動団体との交流や、通信
物の発行などの活動を通して、多様な経験と社会性を培っています。
東京シューレでは、まず子どもたちそれぞれが、何をどのくらい、
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どんなやり方で学びたいかを自分で決めて行なっています。スタッフ
はその子の興味、関心を大事にし、その子の目的やペースを考えま
す。そして、子ども本人が納得しながら学習を進めていけるようにし
ます。そのために各学期の始まりに一人一人とテュートリアルの時間
を持ち、何に力を入れて取り組もうか一緒に考えます。
プログラム（時間割）はミーティングで、どんな時間が欲しいか、

Q6. フリースクールでは、どのような活動や
行事がありますか ?
A.

フリースクールでは、1 年間を通して様々なイベントを企画・

実行しています。
イベントには、節分、ひな祭り、端午の節句、ハロウィンパーティ、

どんな力をつけたいか、何をやってみたいか意見を出し合って決めま

クリスマスパーティといったような季節の行事のほか、旅行、キャ

す。学期途中でも、その時ある物事に関心を持った子はその都度提案

ンプ、スキー合宿といった宿泊型のイベントも行っています。

することができるので、プログラムが年間の途中で変更することもあ

また、子ども中心の居場所・学び場を運営しているフリースクー

ります。スタッフも自身の興味関心から作りたい講座を提案したり、

ルやフリースペースが加盟している NPO 法人フリースクール全国

バランスを見て、関心を持ってもらいたい分野の講座を設置したりし

ネットワークでは、夏の全国交流合宿、フリースクールフェスティ

ます。希望が 1 人の場合は、個人学習として位置づけます。

バル、スポーツ交流会、音楽フェスティバルなどを主催し、個々の
フリースクールでは実現することが難しい比較的規模の大きいイベ

●●●●

ントなどを実行する大切な機会となっています。

プログラムの例 ● ● ● ●

東京シューレの一例を紹介します。上記に挙げたイベントの他に

B0<|n~

王子シューレの高等部のプログラ
ムです。
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す。「長崎・水俣合宿」では佐
賀県で夏の全国子ども交流合宿
が開催されるのをきっかけに計
画され、訪問地から宿泊所、予
算に至るまで、子どもたちが中
心となって相談しながら進めて

水俣病についての施設見学
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いきました。長崎では爆心地公園・長崎原爆資料館といった施設を中
心に回り、水俣では水俣病の関連施設訪問や被害を受けた方の話を聞
く機会などをもちました。宿泊所も、長崎ではつながりのあるフリー
スクールに泊めさせていただいたり、水俣では水俣病について活動を
している団体が運営する宿に泊ったりと、様々な情報を調べ、工夫し
ながら企画していきました。
合宿終了後は、自分達が学んだことを広く伝えたいという思いから
報告書を作成したり、秋のフリースクール全国フェスティバルで報告
会を開きました。
以上のように、
「子どもが創る・子どもと創る」という想いを大切
にしながら、子どもが中心となって、様々な行事・イベントを企画し、
実現しています。

Q7. 子どもの生活の問題にどのように
取り組んでいますか？
A.

不登校の子どもたちは、学校・フリースクール・家庭にいる等

の形にかかわらず、夜昼逆転の生活となり、約束しても朝なかなか起
きられない状態がよくみられます。そのほかにも、片付けなかったり
約束を守らないなどの問題なども、よく聞かれることです。
フリースクールでは、まずその子の心理状況を考えながら、寄り添っ
ていきます。
これらの行動は、だらしないから叱咤激励して厳しくすればなお
る、というものではありません。背景に登校への葛藤やプレッシャー、
学校へ行けない自分を責める気持ちがあり、朝はつらくて寝ているう
ちに過ぎてほしい時間であり、夜は誰も活動していない時間でプレッ
シャーが低く、音楽をきく、本を読むなどやりやすい時間です。それ
らが心理的に生じるため、夜昼逆転となってくるので、無理に起こす
と、よりこじれさせ、荒れてきたり、ひけめを強めたりするのです。
そこで、フリースクールでは、自分が眠りたい時間にしっかり睡眠
をとる事を大事にし、起床できない自分を劣等感にしないように子ど
もの話をじっくり聞いたりしながら寄り添います。多くの実例ではそ
のような状態のあった人が、必要になれば高校・大学・職場などに朝
起きて通うようになっています。
起床だけでなく、規則正しい生活や通学ができない問題も本人の
ペースを大事に考えていくのです。

（上）夏合宿での勉強会
（下）講師を呼んでのドラム講座
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Q8. 進路指導と進路はどのように
なっていますか ?
A.

概ね以下のように分けられます。

❶進学：高校（全日制、定時制、単位制、通信制）、サポート校、高
等専修学校、専門学校、特修生、大学、大学院、留学など
❷働く：会社員など正規雇用、アルバイト、見習、職業訓練校、起業、
自営、ボランティアなど
❸やりたいことをやる：パソコン、音楽、演劇、イラストなど
❹在宅：家事、介護、家でゆっくり過ごすなど
高校卒業程度認定試験取得の勉強や、通信制の学習サポートは、多

Q9. 地域や社会とどう連携していますか ?
A.

地域や社会との連携は、フリースクールでの学びや活動を充実

させるうえで、重要なポイントとなっています。
財政的にも教育環境的にも恵まれていない分、実は多くのフリース
クールが社会にオープンにしていくことで充実を図っているのです。
環境問題を学ぶために環境系 NPO とのつながりを活用したり、海
外のことを学ぶために国際協力の NGO に協力を依頼することもあり
ます。また、地域の行事やお祭りへの参加をとおして体験活動を充実

くのフリースクールで行なっており、子どもたちは自分が安心してや

させたり、近隣の方々にフリースクールや不登校への理解を深めても

りたいことをやれる場で、高等学校卒業の資格を取得しています。中

らったりしています。

学卒業時は不安になる子もおり、15 歳の子だけでミーティングを持

スタッフ確保のために大学と連携したり、社会体験や職業体験のた

ち、焦らずに今後をどう考えていくか話し合う機会を設けたりしてい

めに地域や企業に協力をお願いしたりする場合もあります。同時に理

ます。様々な選択肢を知った安心の上で、自分に合った高校を選ぶ子

解や協力を求めて寄付やチャリティイベント等を求めることを通し

も多くいます。例えば、東京都のチャレンジスクールは、不登校を経

て、社会にオープンに働きかけています。その結果、多様な人材が出

験した子や高校を中退した子でも受けやすい選考の形と、個別に応じ
た教育を実施しているため、進路先として人気があります。
就職の積極的な斡旋は行なっていませんが、「しごと体験」のプロ
グラムを設置しているフリースクールでは、実習とアルバイト経験を

入りし、それが教育資源にもなるのです。
世の中の多くの人々の関心と評価は、子どもたちの自信にも結びつ
いていきます。

重ね、正社員になった人もいます。また自由な時間の中で、自己の感
性に沿った生き方をフリースクールで培いつつ、バンド、絵、カメラ
など趣味などにエネルギーを注ぎ、その後収入につながっている人も
います。また、まずボランティアからの社会参加を選ぶ人もいます。
子ども達が進路を考えるきっかけとしてフリースクール OB.OG、
ミュージシャンなどのアーティスト、ヘルパーなどの福祉職、NPO・
NGO 職員、漫画家、声優、カメラマン、記者、飲食店員、会社経営者、

仕事体験の様子
出版社にて本の改装作業

弁護士等の専門職など、多様な方々のお話を聞く機会もあります。
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●●●●

子どもの手記より ● ● ● ●

【自分らしさが出せるところ】
私が学校に行かなくなったのは、クラスがうるさく勉強が自分の
ペースでできなかったり、友達が本当の友達に思えなかったり、アト
ピーのことをからかわれたりしたからです。また、自分へのいじめだ
けでなく他の人のいじめを見るのも嫌でした。

3

フリースクールと
学校との関係

Q10. 民間のフリースクールを教員が紹介して
  もかまわないでしょうか ?

A.

文科省は、1992 年に、民間施設に通う子どもを学校の出席

日数にカウントしてよい、という通達を出しています。また、小・中

そして友達が給食の時間に吐きそうになってしまい、それを飲み込
もうとした友達を先生が「偉い」と言った時「先生それは変じゃない
の ?」と思いました。
その時、障子がピリッと破けるように、私の心にも穴があきました。
みんな違うはずなのに、みんな同じようにするように言われるのが嫌
でした。
フリースクールに入ったら、学校では怖くて意見を言えなかったけ
れど、本当の意見を言えるようになりました。
私にとってフリースクールは自分らしさが出せるところで、みんな
違っていいんだと気づかせてくれた所です。
まだまだフリースクールは社会的に認められていないところもある
ので、もっと多くの人にフリースクールの良いところを知ってもらい
たいです。
（12 歳 女子）

学生はフリースクールに通う子どもへの通学定期券適用を 1993 年
より認めています。
しだいに NPO と行政の連携もすすみ、文科省からの助成金も出て、
委託事業もひきうけており、先生方のご紹介で見学に訪れる親子も少
なくありません。子どもに合う場とはそれぞれです。公的立場、民間
の立場にかかわらず、子どもに合った場が見つかることが大切だと考
えています。
2009 年４月には、フリースクールに通う高校生も、校長裁量で
出席扱いできることになりました。ですから、安心してご紹介くださ
い。

Q11. 出席認定はどのようになっていますか ?
A.

文部科学省通知「不登校への対応の在り方について」で示され

ましたが、フリースクールの出席は一定の条件の下、校長裁量で指導
要録上の出席扱いとすることができます。その際の条件および「民間
施設のガイドライン（試案）」に関しては、基準を満たす施設として
認められているフリースクールもあり、児童生徒の通所が指導要録上
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の出席扱いとされています。
東京シューレでは、現在、多くの小中学生が、原籍校との連携・協
力のもと、通所を指導要録上の出席扱いされています。各学校の要望
によって、学期ごとに報告書を作成・提出することも行っています。
また、在籍校の先生とスタッフの面会・相談には随時応じています。
こうした官民の協力関係は、子どもや保護者に、大きな安心を与える

Q12. フリースクールの現場を見ることは
  できますか ?
A.

フリースクールには様々な方からの見学の依頼があります。

子どもが在籍する学校の担任や校長、スクールカウンセラーの方々
が、生徒や施設の様子を見に来られたり、養護教諭等の実地研修、教

ものとなっています。

育委員会や地方議員のグループの視察、教育や心理を学ぶ学生など、
研修や調査を目的とした訪問依頼も数多くあります。
●●●●

フリースクールのスタッフにとって、子どもが学校でどのような経

報告書の一例 ● ● ● ●

験をしてきたのか、不登校に対して学校がどのような理解をしている

報告書には決められた様式はなく、フリースクールから学校への協力・
連携として任意に行われていますので、決まった報告があるというわけ
ではありません。
学校あるいは担任の先生の

vO

の報告を希望する場合は、連
絡して要請してみてください。

fpm
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よいのか等、学校との連携を深めるうえで、訪問の依頼は貴重な機会
です。
フリースクールや不登校への社会的な理解を進めるためにも、様々

WPo

側から、フリースクールから

のか、フリースクールでの子どもの様子や変化をどのように伝えたら

$^q}w&

WP


Ed}w`mlEdml
pmm
pmm
pmm
pm~S
NEdmlm
zI}w

?^qD]{ANaLH F axRz&  Fm

な皆さんに知っていただくことは基本的にありがたいことです。興味
を持って見に来て下さった方が、その後、ボランティアや講師として
参画されることもあり、活動の充実にもつながります。また、教員、
児童民生委員、保健所、弁護士会などの研修に呼ばれてスタッフがお
話しする機会も度々あります。
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しかし、人数の少ない小さなフリースクールでは大勢の訪問は子ど
もに与える影響を考えて控えざるを得なかったり、子どもが自分の担
任には来てほしくないと言う場合もあり、フリースクールの実情やそ
の時の状況によって受け入れの仕方は異なります。

r=JKc^s
su

このような状況を理解していただき、まずは直接、問い合わせをし
てみてください。
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●●●●

東京シューレ見学会 ● ● ● ●

東京シューレでは、毎月 1 回、
「見学会」を開催しています。フ
リースクールや NPO 活動についての説明、日常のプログラム、紹介

Q13. フリースクールは教育行政と
  連携していますか ?
A.

ざまざまな形で連携をしています。

2002 年の文科省「不登校問題に関する調査研究協力者会議」は、

VTR、卒業生たちの進路などの説明のほか、3 〜 4 人の子どもたち

NPO など民間と連携して対策を進めるよう答申し、2005 年度から

が自分の不登校体験やフリースクールでの実体験を話す「子ども登場」

「不登校への対応における NPO 等の活用に関する実践研究事業」が

があり、生の子どもたちの声を聞くことができます。
また、説明の時間の後、スタッフとの懇談や子どもとの交流の時間
も設けています。参加には事前申し込みが必要です。
お申込方法 : お電話 (03-5993-3135) またはメール (info@shure.

開始されました（このパンフレットもその一環として作成されまし
た）。フリースクールに委託して、そのノウハウを活かす試みです。
昨今は、行政と NPO の連携協働というテーマは、多くの自治体が
全施策・全事業にわたって積極的に位置付けるようになってきまし

or.jp) でお申し込みください。

た。温度差はあるものの教育分野においても徐々に広がりを見せてい
ます。
●●●●

衆議院文部科学委員会視察や
韓国教員の視察団も来訪

●●●●

東京シューレでは衆議院文部科学委員会の視察を受けたこともあり
ます。
20 名近い議員の皆さんと初等中等教育局長をはじめとする文科省
のみなさんに活動や子どもたちの様子をご覧いただきました。子ども
たちが自分の不登校経験を直接話すなど、交流の機会も持ちました。
また、海外からの訪問もあり、とくに近年では韓国から年 5 〜 6

例えば、不登校施策の策定にあたってフリースクール関係者を委員
に加える試みもあります。千葉県教育委員会は不登校経験者を委員委
嘱するといった斬新な方法を採用しました。福岡県教委や京都市教委
はフリースクールへの助成を行う事業を始めています。
また、福祉・子育て、市民活動促進といった非教育分野での連携・
協働事例もありますが、まだまだ学校関係者だけで不登校対策を行っ
ている自治体・地域が大部分ですから、今後、さらに連携が進むよう
フリースクールの多くが期待しています。

件の見学があります。受験競争、いじめ、不登校（辞退生）といった
日本と似た状況を抱える韓国では、教師や学生が代案教育の先進事例
に学ぶため東京シューレを訪れるのです。
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●●●●

施設は県、中身は NPO
〜東京シューレ柏の葉〜

●●●●

2004 年度から始まった千葉県教委による子どもの居場所づくり事
業は、ユニークで先進的な取り組みとして注目されています。
県は「さわやかちば県民プラザ」の一室を週 3 日実質無償提供し、
運営は NPO 法人東京シューレが人件費を含め経費をすべて負担する
形で行っています。
性急な学校復帰指導は行わず、長期的な自立支援の立場に立ち今を
生き成長する子どもたちの支援に徹した方法をとっています。また、
復学を目指す子どもにもていねいに寄り添います。
開室日は毎回 9 割以上が出席するなど、子どもたちに好評のスペー

4

相談・保護者への支援

Q14. フリースクールでは不登校の相談活動を
   行っていますか。
A.

フリースクールについてのお問い合わせに応じるのはもちろ

ん、多くのフリースクールでは、不登校・ひきこもり・いじめ・親子
関係の悩み・その他教育についての相談をお受けしています。
しかし、電話相談、来所相談、FAX やメール使用等の形態や日時は、
各フリースクールによって異なりますのでお問い合わせ下さい。

スとなっています。活動の様子はホームページでもご覧いただけま
す。

◆ホームページ◆
http://www.shure.or.jp/kashiwanoha/

●●●●

チャイルドライン ● ● ● ●

子どもがかけられる専用電話の活動をご存知でしょうか。
「チャイルドライン」といって、
全国どこの県からでも、
時間内（PM4
時〜 9 時）ならいつでも、無料で、安心してかけられる電話です。
全国に約 70 団体のチャイルドラインが力を合わせ、子どもの話を聞
く電話の体制を 10 年で築きました。東京シューレも、チャイルドラ
インに協力しています。
受け手は、押し付けや説教でなく、聞くことができるように研修を
何回も受け、訓練されます。緊急な場合にも対応しています。
◆電話番号（全国共通フリーダイヤル）◆
0120-99-7777
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●●●●

個人相談 ● ● ● ●

東京シューレではフリースクールについてのお問い合わせに応じる
のはもちろん、多くのフリースクールでも、不登校・ひきこもり・い
じめ・親子関係の悩み・その他教育についての相談をお受けしていま
す。
しかし、電話、来所、FAX やメール使用等の形態や日時は、各フリー
スクールによって異なりますのでお問い合わせ下さい。

Q15. 不登校の親の会をやっているそうですが、
  学校の保護者会のようなものですか ?
A.

親同士懇談するという点については保護者会と似ていますが、

親の会の特徴はまた別にあります。
参加者の多くの方が不登校のお子さんの親であること、一つの団体
でなく、さまざまな市民が自由に参加されていること、専門家や教師
に指導されるのでなく、親同士、悩みや経験を出し合い考え合ってい
く点などは異なります。
このようなやり方によって、私だけじゃない、仲間がいる、と感じ

●●●●

親ゼミ ● ● ● ●

奥地圭子（当団体代表）がコーディネーター、アドバイザーになりす
すめていく、親どうしの学び合いの場です。
子どもの気持ちや親のあり方を考えたい方はもちろん、強迫行動、家
庭内暴力、自傷、ひきこもりなど、大変な状況を抱えている方には是非
お勧めしたい会です。
1 ヶ月に 1 回（第 4 木曜午後）に開催され、4 ヶ月連続参加が必須で、

たり、ぐちを聞き合って楽になれたり、他の方の経験から学び、お子
さんとの対応が変わっていかれます。
とくに私達は、子どもから学び、子どもの気持ちを理解し、親が子
どもにとって安心できる存在となるよう心がけますので、親子関係も
良くなり、子どもが楽になり、早いうちに元気を取り戻していきます。
もし、不登校のお子さんの親の方に出会われたら、ぜひ親の会を紹
介してあげて下さい。孤立せず、追いつめられず、よい結果につなが
ることでしょう。

4 ヶ月間を同じメンバーで

なお、親の会がたくさんつながった「登校拒否・不登校を考える全

経過を追いながら掘り下げ

国ネットワーク」が存在しています。巻末をご覧の上、気楽にお問い

ていきます。

合わせ下さい。

親ゼミの様子
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●●●●

保護者の手記より ● ● ● ●

【子どもの個性を大切にしたい】
息子が中学 1 年 2 学期から胃痛、不眠、食欲不振など、苦しげな
姿があり「もう行かなくていいよ」という親の言葉を待っていたよう
に、その日から家でゆっくり過ごし、その後フリースクールに通うよ
うになりました。
不登校になるまでは、学校から離れたら社会から取り残されるよう

5

在宅不登校や
ひきこもり支援

Q16. 在宅不登校支援はどのようにしていますか ?
A.

様々な不登校支援機関があっても、それらを利用しない在宅不登

校の子どもは全体の半数以上になると言われています。在宅不登校の子

な恐怖感が親にあり、学校のテンポに合わせ、かなりのエネルギーを

どもの場合、従来の不登校支援に限界があり、実際の支援が行なえない

注ぎ常に学校を念頭に置いた私の子育ては、息子の不登校のおかげで

ということがしばしばあります。「現状のままで、どれだけの支援が行なえ

終わることができました。

るのか」を、まずは現実的に考えることが重要です。

学校の先生によくお願いしていたのは、
「子どもたちにはそれぞれ

イギリスやアメリカ、
ニュージーランドなどの国々では、
在宅で学ぶ「ホー

個性があり、運動や絵が苦手な子、不器用な子、みんなと一緒が苦手

ムエデュケーション（ホームスクーリングとも言う）
」という考え方があり

な子、ゆっくり理解していく子いろいろな個性を認めて下さい」とい

ます。特に全米では 200 万人以上の子どもがホームエデュケーションで

うことでした。しかし、それがなかなか難しいのです。

あると言われています。在宅を前提として、子どもどうしがつながるサー

ところがフリースクールでは「みんな個性がそれぞれある」が前提
なのです。その中で運動が嫌いだった子が
（本当は傷つき自信がなかっ
た）
運動しはじめたりする。
「人は認めてくれる人がいると動けるのね」
と思いました。
息子がフリースクールと出会い通うことで、自分で考え、自分の意
思を持つのを見ながら、私自身のこと（息子との関係・自分の生き方）
も考え直すきっかけを与えてくれたと思います。
（中学生男子 保護者）

クルがあったり、専用の教材があったり家庭どうしが相互に協力しあうなど
しており、制度として認められています。
日本では、制度はありませんが、子どもが学校に通わない場合の教育
的支援として、この考え方を援用することは有意と考えられます。
東京シューレでは、ホームエデュケーションのネットワークをもつものも
あり、在宅不登校の子どもとその家族を対象に、交流機会、基礎学習の
支援、相談、進路支援の機会などを提供しています。
最近では、SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）のような会員
専用の WEB サイトや、TV 会議システムを使ったライブ交流などもあり、
在宅不登校の子どもにも、コミュニケーションの機会・学習の機会を用
意しようという試みが広がっています。
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文部科学省も 2005 年に「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

●●●●

ホームシューレ・ライブシューレ ● ● ● ●

ついて」という通知を出し、在宅のままでも出席を認めることができ
るようにしています。東京シューレでも、実践研究事業として文部科

不登校の半数以上は、公的支援機関や

学省の委託を受け、
「ライブシューレ」という在宅不登校のコミュニケー

フリースクール等を活用せず、家庭で過

ション支援を行っています。

ごしている「在宅不登校」だと言われて

行政の試みにも「メンタルフレンド」のような、年長の若者を在宅
不登校の家庭に派遣する試みが行われていますが、NPO でも独自に
研修を行い子どもとコミュニケーションをする人材を育て、家庭に派
遣する事業に取り組んでいます。
「同世代より、少し年上の人のほう
が話しやすい」
「いきなり大勢の中に出て行くより、自宅で 1 対 1 な
ので、きっかけとして始めやすかった」などの声が寄せられています。
●●●●

訪問支援 ● ● ● ●

希望するご家庭に週 1 回訪問しています。お兄さん、お姉さん的
なスタッフが、一緒におしゃべり、ゲーム、料理、お絵かき、学習な
どをして在宅での暮らしをサポートします。
買い物や映画館、コミケ、スポーツ観戦などに同行を求めるお子さ
んや、ホームシューレやライブシューレと併用しているお子さんもい
ます。

います。また、不登校のまま中学を卒業
し、所属先を持たずに在宅で過ごしてい
る若者も数万人に上ると言われています。
ホームシューレは、アメリカ・イギリ

交流誌「ばる〜ん」と
親向け冊子「メッセージ」

スなどで制度化された「ホームエデュケーション（ホームスクーリン
グとも言う）
」の考え方をもとに、在宅不登校の子どもとその家族を
支援しています。
在宅で過ごすことを否定的に見ることは、しばしば子どもに自己否
定感を抱かせ、社会を怖れたり、自信を喪失したりすることにつながっ
ています。私たちは、在宅の子どもが自分を肯定的にとらえることが
できるよう支援するため、ホームエデュケーションの考え方を大切に
しています（学校復帰を妨げるものではありません）
。
ホームシューレの参加者は北海道から沖縄県まで全国にいて、月刊
交流誌や会員専用ホームページ、合宿や年間に数十回開催される各地
のサロンのほか、双方向通信「ライブシューレ」( 文部科学省委託事
業としてスタート ) 等で交流しています。地域で孤立しがちな在宅不
登校の子どもや保護者にとって、仲間と出会うことは大変重要なこと
と考えています。
また、学習サポートや年長会員の進路支援、悩みに関する相談等、
総合的な支援を目指して活動しています。活動する中で、在宅不登校
の子どもが多数いることや、現実に即した支援が必要とされているこ
とを実感しています。

（上）「ライブシューレ」メンバーオフ会
（下）在宅でインターネットを使った学習支援
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A.

フリースクールの中には、20 代・30 代などで不登校・引き

こもりを経験する若者に対する取り組みをしているところがありま
す。

→

Q17. 20 代や 30 代の、不登校やひきこもりを
経験した若者への支援は行っていますか？

【自分の学びを自分でつくる】
あらかじめ決められたカリキュラムから授業を選ぶのではなく、一人

一人が自分の学びの計画を立てて進めます。講座、グループ・個人プ
ロジェクトなど様々な学びの形がありますが、何に関心をもち何を学
んでいきたいのかから考え自分の学びをデザインしていきます。
講座は基本的に学生の要望から始まり、学生と講師が相談して方向
性や頻度などを決定します。それらを劇作家の平田オリザさん、社会

月に 1 〜 2 回開かれて気軽に話をすることができるようになって

学者の上野千鶴子さんなど第一線で活躍する 50 人のアドバイザーが

いたり、料理を一緒に作って話をしたりなどします。会員制度にせず

学生を支えてくれています。大学の運営も学生が会議で進めています。

にかかわりやすくなっているものが多いです。
例えば、東京シューレで開いている「土曜サロン」では、引きこも
りを経験している当事者から提案があり、昼間にお茶菓子を食べなが
ら思い思いに話をできる場となっています。
また、地方自治体で不登校、引きこもりを経験した若者を支援する
取り組みも始まっています。新宿区では区が東京シューレのような
NPO などに呼びかけ不登校・引きこもりを経験している若者の支援

【自分の生き方をつくる】
職を得ていくことを考える時、自分のしたいこと、働くこと、人や社
会とのつながりなど、したいことがしっくりせず、身動きしがたいと思っ
ている人が少なくありません。シューレ大学では、
「働く」
「コミュニケー
ション」などから自分が持っている引っ掛かりを見つめ、自分がどのよ
うに生きていきたいのかを正面から問う講座もあります。
また、様々な職業につながり得る表現や技術を体験し、インターン
やパイロットプロジェクトを通じて経験を積み、自分が納得のいく人生

の連絡会を作っています。

を切り拓いていく模索を存分にできる場です。
●●●●

自分とは何者かを知り
生き方を創る NPO の大学

シューレ大学

●●●●

不登校・引きこもりを経験すると世の中で主流の「小中高大学から
就職」という流れから自分は外れていると感じることが珍しくありま
せん。そのような生き方が自分には合わないように感じられても、他
の生き方をしている人が身近に見当たらずどうしたらよいのかわから
ないという声をよく聞きます。知る・表現するということを通して自分

→

の生き方をつくっていくのがシューレ大学です。
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（上）シューレ大学の映像祭でロシアの
若者との共同作業
（下）世界フリースクール大会での若者交流
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6

フリースクールの
運営や費用

●●●●

フリースクール
環境整備推進議員連盟

●●●●

超党派・全会派の国会議員によって、2008 年 5 月に結成された議
員連盟です。フリースクールや文科省からヒアリングをするなどし

Q18. フリースクールはどのようにして
運営されているのですか ?

て、高校の不登校生徒のフリースクール通所を指導要録上の出席扱
いと通学定期券を適用することが実現しました。
今後、不登校対策にとどまらないフリースクール全般の環境整備
が推進されるよう期待されています。

A.

フリースクールの多くは、不登校の子どもを持つ親や地域の個

人または市民活動団体が開設しています。必要に迫られて学校外に自
前で子どもの居場所・学び場をつくってきた当事者運動でもあると言
えるでしょう。
親の会の活動が発展して開設されたフリースクールもあります。個
人や任意団体として運営されているものが多いですが、NPO 法人が
運営する形態をとるケースが増えてきています。そのほか、地域の学
習塾が昼間、不登校の子どもの受け入れをしているケースや、通信制
高校と連携するサポート校などが中学生を対象に学習サポートをして
いるケースもあります。
立ち上げや日々の運営に行政支援はありませんから、場所、スタッ
フ、教育活動経費などは、ほとんどすべてを自前でやりくりしていま
す。通常、活動の維持・継続性の確保のために子どもの親が会費や学
費を出し合って経営を支えています。また、ボランティアや寄付、民
間の助成金などが重要な支えとなっています。
フリースクールの社会的な役割を考えると、学校のように公費助成
の仕組みが整えられるべきでしょう。

Q19. フリースクールの費用は高くありませんか ?
A.

フリースクールは、活動内容や運営方法がさまざまであるため、

その利用者が負担する費用も多様です。通所 1 回ずつ数百円を参加費
として集める所、月、学期単位で納める所など個々違っていますが、月
単位が多いようです。
自宅開放や無償ボランティアによって慈善活動的に利用者負担を抑
えている所もあれば、賃貸スペースや有給職員を雇用し必要な金額を
設定しているやり方もあります。保護者にとっては子どもが在籍してい
る学校とは別に二重に教育費を負担することになるので、毎日通えるフ
リースクールの場合でも、現実的に高くても私立小中学校の学費程度
に抑えられています。とはいえ、利用者からすると保護者負担は大きく、
運営者からすると私学助成などがない分、経営が苦しいというのが実情
です。
このような状況を理解した上で、費用面の事前確認が大事です。中には
親子の悩みにつけ入り法外な費用請求をしたり、無理な寮生活等を強いて
高額な費用を設定する業者や団体もありますから、注意が必要です。
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●●●●

政策提言 ● ● ● ●

第 1 回日本フリースクール大会が 2009 年 1 月に開催され、
「フリー

7

フリースクール・
不登校に関する情報

スクールからの政策提言」が採択されました。
提言では、大きな教育制度改革として、フリースクールやホームエ
デュケーションなどを学校教育と並ぶ公教育として位置づける「新法
の制定」を求めています。

Q20. 全国のフリースクールや親の会と連絡を
とるには？ 不登校関係の情報を得るには ?

また、
「すぐにでも実現すべき 9 の提言」として、フリースクール
の公的支援や学校復帰のみでなく子どもに合った不登校支援、子ども
の意思を尊重した相談や医療の整備、子どもの権利条例制定の普及な
どを提案しています。
提言はフリースクール全国ネットワークのホームページからダウン
ロードできます。

A.

フリースクールについては、NPO 法人フリースクール全国ネッ

トワークが 2001 年から活動しています。
全国のフリースクールが約 70 団体つながり、夏の全国子ども交流
合宿、秋のフリースクールフェスティバル、冬のフリースクールスタッ
フ養成研修など、さまざまな事業も行っています。各地のフリースクー

●●●●

減免制度や企業奨学金制度で
●●●●
生活保護世帯でも通所可能に

東京シューレは自前で減額制度をつくっています。この制度の活用
によって、生活保護受給世帯や一人親家庭のお子さんでも通所するこ
とができています。
国・自治体の公的奨学金制度がフリースクールには適用されません。
保護者のみなさんで支え合う仕組みとして会費を減額し、その分を見

ル情報も提供していますので、下記へお問い合わせください。
NPO 法人フリースクール
全国ネットワーク
Tel・Fax 03-5924-0525
Mail info@freeschoolnetwork.jp
Web http://www.freeschoolnetwork.jp/
〒 114-0021 東京都北区岸町 1-9-19

込んだ年間予算を組んでいます。また、一部を企業などに奨学金とし
て寄付を求め財源としています。
他のフリースクールでも、家庭の経済力への配慮や努力をしている
ところが多いですので、最初からあきらめず、率直に相談してみるこ
とが大事です。
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また、各地の親の会については、NPO 法人登校拒否・不登校を考
える全国ネットワークが 1990 年から活動しています。
各地の親の会約 60 団体がゆるやかにつながり、年 1 回 600 〜
800 人が集まる夏の全国大会を行ったり、年 2 回世話人交流合宿も
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行ってきました。不登校の子どもをもつ親の方々が孤立しないことが
大事で、各地にある親の会を紹介いただければ幸いです。
NPO 法人登校拒否・不登校を考える
全国ネットワーク
Tel・Fax 03-3906-5614
Mail info@futoko-net.org
Web http://www.futoko-net.org/
〒 114-0021 東京都北区岸町 1-9-19
なお、不登校についての総合的な情報は、NPO 法人全国不登校
新聞社が発行する「Fonte（フォンテ）」があります。
市民がつくる専門メディアとして、月 2 回タブロイ
ド判 8 ページの新聞が発行されています。不登校や
ひきこもりの当事者の声がこれほど乗っている新聞
はありません。また、ニュース、識者による解説、
親の体験なども豊富に掲載されています。連絡先は以下の通りです。
NPO 法人全国不登校新聞社
Tel 03-5963-5526 Fax 03-5963-5527
Mail tokyo@futoko.org
Web http://www.futoko.org/
〒 114-0021 東京都北区岸町 1-9-19
そのほかにも、それぞれの全国ネットワークや東京シューレから、
不登校やフリースクールについての書籍も多数発行しています。詳細
とお求めはホームページをご覧ください。
【東京シューレブックス】
http://shurebooks.mediashure.com/
Tel・Fax 03-5360-3770（問合せ：東京シューレ出版）
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