
 

 

誰もが認められ、学べる法律をつくろう！ 

 

多様な教育機会確保法 

ここまできた︕ 
報告会 

次の国会へ向けて 
【増補版】 

 

 

       

  

日時： ２０１５年１０月２０日（火）１９時～２１時 

会場： 早稲田大学戸山キャンパス３３号館３階 第一会議室 

主催： 多様な学び保障法を実現する会 

 特定非営利活動法人 フリースクール全国ネットワーク 



      1 

 

■ごあいさつ 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
今、全国にはホームエデュケーション、フリースクール、シュタイナー学校、デモク

ラティックスクールなど、⼀般の学校とは異なった場で学んで いる子どもたちがたく
さんいます。 

⼀般の学校では自分らしさを認められなかったり傷ついたりした子が選んでいるこ
うした場は、それぞれに個性と味わいのある豊かな学びの場で、21 世紀のモデルとなる
可能性があります。 

けれどもこうした多様な学びの場で育つ子どもには、⼀般学校のような法的な保障や
社会的な支えがありません。彼らの学びの場を法的に支えることは、それ自体、日本の
社会の多様性と豊かさを実現することになります。多様な学びの場を支える新たな法の
実現にぜひご協⼒ください。 

汐⾒稔幸（多様な学び保障法を実現する会共同代表／⽩梅学園⼤学学⻑） 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
皆さんは、本当に学びたい事を学んできましたか︖本来の学びとは、自分自⾝の意思

で、自分らしく⽣きていくための⼒を得るための自発的な営みです。そんな活動を皆さ
んはしてきましたか︖ 

日本の子ども・若者は、今の社会に⽣きていくために必要な知識や技能を組織的にま
とめ上げた「学校カリキュラム」を⼀方的に押し付けられてきました。受け⾝になって
いては本来の学びはなかなか⾒つからないでしょう。子どもの権利（＝意思と要求）を
真ん中に置いた多様な学びの場を保障していくことが求められています。 

喜多明人（多様な学び保障法を実現する会共同代表／早稲田⼤学教授） 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  



      2 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
いじめや体罰に苦しみ、ついにはかけがいのない⽣命を自ら落とす子が続いてきた社

会。学校のあり方や人間関係に苦しみ、傷つき疲れて不登校にいたる子が約 40 年前か
ら増加し続け、今も小中高 20 万人はいる社会。 

それら子どもたちが苦しむかげに、学び育つ場が「学校」しかないというこの国のし
くみの問題があります。安心して学び育つ、自分の個性に合った場を選べるようにする
ために、私たちは新しい法律を求めて活動しています。 

奥地圭子（NPO 法人フリースクール全国ネットワーク代表理事／ 

多様な学び保障法を実現する会共同代表） 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
私のこれまでの人⽣で学んだことは、「学ぶ」というのは個人的な営みであり、「気づく」

というのは共同的な場で⾏われるものだということです。現状の公教育では⼗分な学びも気
づきも得ることができない子どもたちが、自分の学びの場を得る事は、非常に⼤切な事です。 
 戦後 70 年をつうじて、多くの子どもたちが学校以外の場を求めたにもかかわらず、⼤人
たちは、法的に公教育以外の場を認めさせる事ができませんでした。ある意味これは、学校
に⾏かない時点で子どもの教育権や学習権を放棄せざるを得ない状況にあるという事でも
あります。教育は人を豊かにし、権利は人を強くします。 
 多様な学びの場を法的な根拠をもって実現させてゆく事は、子どもに対して⼤人が権利を
保障してゆく事でもあると思います。外国籍の子も、オルタナティブ教育の子どもも共に、
この法案をつうじて、自分の学びを獲得できるように⼒を尽くしたいと思います。 

江川和弥（フリースクール全国ネットワーク代表理事） 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■プログラム 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
PartⅠ 

19：00 あいさつ・経過説明 
奥地圭子  

実現する会共同代表/フリースクール

全国ネットワーク代表理事 

寺田 学 

衆議院議員 
超党派フリースクール等議員連盟 

私はこう見る 

 喜多明人 

実現する会共同代表 

/早稲田大学教授 

/子どもの権利条約ネットワーク代表 

彦田来留未 
不登校の子どもの権利宣言を広める 

ネットワーク代表 

前北海 
フリースクール全国ネットワーク 

理事/フリースクールネモ代表 

杉山まさる 東京サドベリースクール代表 

質疑応答  

PartⅡ 

 リレートーク 
山本菜々子 

不登校・ホームエデュケーションで 

育った若者（シューレ大学ＯＧ） 

萩原朋子 保護者（東京シューレ新宿） 

子ども・若者から  

佐藤雅史 横浜シュタイナー学園事務局長 

小貫大輔 
チルドレンズ・リソースインターナ 

ショナル/東海大学教授 

加瀬進 東京学芸大学教授 

矢倉久泰 教育ジャーナリスト 

会場から  

これからの取り組み 

・終わりのあいさつ 
奥地圭子/喜多明人  

21：00 終了  
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法案資料 
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（保護者に対し、子を小学校・中学校等に就学させる義務を課す） 
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（保護者に対し、子を小学校・中学校等に就学させる義務を課す） 
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「現在の国の教育政策の基本動向と教育の多様化 

〜法律策定の意味について〜」 
 

２０１５年７月２６日集会 VTR 講演 

（実現する会共同代表 白梅学園大学学長 汐見稔幸） 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。汐見俊幸です。 

 

私はみなさんに二つの事だけ、要点をしぼってお話しさせていただきたいと思っています。 

 

 一つは現在の国の教育政策の動向についてであります。実は「フリースクール、あるいは夜間中学校

に様々な援助・支援を」という流れが起こった時に、「それはどうしてか？」という疑問が一斉におこっ

たことがあります。しかし現在の国の教育政策の動向をある程度知ると、それは一つの流れの中に沿っ

たものであるということがわかります。現在、国は、例えば小中一貫校の制定をはじめ、例えば６・３・

３制は「５・４・３だとか４・５・３だとか４・４・４制とか、様々な制度を試みて変えていってほし

い」ということを国の方から言い出していますし、すでに小中一貫校については制度化が進められてい

ます。 

 

 それだけではありません。実は平成３１年度から新しくなる学習指導要領では「従来のような教科書

と黒板を使った授業のやり方を大きく変えて、なるべく子どもが主体となるような学びに変えていって

ほしい」、「そのための学習指導要領を作ってほしい」ということを文科省から中教審に諮問しています。

あまり評判が良くなかった「総合的な学習」のような、ああいう形の授業を全ての教科で、もっと比重

を高めてやってほしいということを今度は国が言い始めているわけです。そういうことを上から言って

ですね、現場がうまくそれに呼応して変わるかどうか。これには大きな課題がまだたくさんあるんです

けれども、しかし国がそういうふうに従来のやり方を大きく変えてほしいと言わざるを得なくなってい

るということには、きちんとした理由があります。 

 

 いくつか理由があるのですが、一番大きいのは、２１世紀という時代が予想していたよりもはるかに

困難が大きい、様々な課題が山積している時代であり、かつ、そういう中で日本が上手に産業を振興し、
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みんながきちんと働いて幸せになってゆくような社会を担う――そういう人材を育てるには現在の教育

では難しいという判断が生まれてきたということであります。 

 

 たとえば環境問題ひとつとってみても、「誰か政治家さんがなんとかしてくれるだろう」と、そういう

ことでは絶対に解決しません。すべての国民が、自分たちの生活の足元の環境問題と地球全体の環境問

題を常につなげて考えられるような、そういう知性と、そして行動力。さらには貧困問題がこれから蓄

積してゆく――そういう社会をどう克服してゆくのかについてのアイデアをどんどんどんどん、小さなレ

ベルでもいいから出してゆく。さまざまな発想の豊かさ、あるいはデザイン力・企画力・行動力、そし

てそれが深いところで「人々の平等」だとか「平和」につながってゆくような知性――そういうものがい

わば客観的に見て必要になってきているわけです。 

 

その中で現在の政府は、どこまでをこれからの教育に込めようとしているか――そのことについてはこ

れから大いに議論しなければいけませんが――大きな流れで見ると、そうした時代を担う人間を育てなけ

れば、２１世紀では持続可能な形では持続しない――そういうことが見えてきたわけです。 

 

 そのために教育の水準を上げる、あるいは従来の学力とは異なる学力を国民に育ててゆく。このこと

が現在、大変大きなテーマになってきている。それはすでにヨーロッパ社会あるいは国家が着手してい

るところであります。たとえば現在ヨーロッパの旧西側諸国は、ほとんどの国が３歳あるいは４歳から

の幼児教育をすべて無償にしています。あるいは旧・東側であったハンガリーなどは、今年の４月から

「３歳から義務教育」に切り替えました。これはすべて教育をもっと早い時期から、一人ひとりの豊か

な可能性・発想力・デザイン力というものを丁寧に社会の力で育てていかなければ２１世紀は難しい、

という判断があるからです。 

 

 フリースクールや夜間中学に対して国が目を向け始めたのは、現在の学校制度だけでは、知識集約型

の答えが決まった問いに対して「こう答えれば良い」という訓練はやっているけれども、さまざまな問

題を自分で見つけ出したり、あるいは自分たちでその解決方法を模索したり、そして見つけたことを上

手にプレゼンテーションしていく――そういう力が必ずしも育たない。逆にフリースクール等で学んでい

る生徒達の中に、そういうことをどんどん心がけてやっている――そういう生徒達が実はたくさんいるん

だということにようやく気がついたわけであります。 

 

 その点で下村文部科学大臣（当時）は、その中心に今いるわけですが、必ずしもフリースクールある

いは夜間中学、多様な学校だけではなくてですね、それらをふくめて日本の学校教育を２１世紀バージ

ョンに変えてゆかねばならない。２０世紀バージョンの学校教育から２１世紀バージョンにどれだけ早

く切り替えられるか――このことを国自身が焦って、今、考え始めたということであります。私たちは、

自分たちがやってきたことがある意味ではようやく認められつつある。 

 

 教育というのは一人ひとりの子どもの教育の権利を豊かに保障するために行なわれるわけですが、子

どもの遺伝子が多様であるに応じて、学び方は本来多様であっていいわけですね。それを保障するとい

うことが――現在の政権でも――必要になってきたということを認めたということであります。このこと

に私たちは確信を持って議論を進めるべきだというふうに考えています。 
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 これから紆余曲折ありますが、大きな流れは「多様な学校をつくらざるを得ない」という方向に向い

ているのだということであります。 

 

 

 それからもう一つ簡単にお伝え、あるいはお話ししたいことは、新しい制度あるいは法律をつくる際

に、細かな所までを一致させてからつくるということは大変難しいということであります。むしろ「こ

ういう教育システムが必要」あるいは「こういう支援が必要だ」ということを理念としてしっかりと書

いたような法律を、まずつくる。そしてそれを具体化してゆく段になって、さまざまな制度上の課題が

見つかっていって、その度に少しずつ改善していく。それが実はこういう法律をつくる時には大事な手

順になります。 

 

 私自身いくつかの法律の作成に関わりましたが、特にかなり代位になりますけれども「育児休業法」

の策定に関わった時にその思いを強くいたしました。「育児休業法をつくる必要がある」ということは認

めたのですが、最初につくられた法律は「育休をとっても、一銭もお金が出ない」というような内容で

した。「これじゃ誰も（育休を）とらない」ということを私たちも問題にしたのですが、しかし「まずは

つくるんだ」と。そして実際にやってみて、この制度が大事なのに使われていない――それは何故か――

手当が出ないからだということがはっきりしていくことによって、この理念がしっかりしていれば、（法

律は）やがてそれにふさわしく変わってゆくということが、最初説明されたのですが、実際にやってみ

てそのとおりになってきている――今ではかなり改善されてきています。 

 

 それと同じように今回の法律も理念法としてしっかりつくらせて、実際の運用上はこれから私たちの

努力で本当に良いものに変えてゆく――その出発にしたらいいと私は思っています。 

以上です。ぜひ議論の参考にして下さい。 
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「義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律」案 

（8 月 21 日立法チーム提案、9月 2日議連総会提出） 

法律案に関する論点別の解説―10 の疑問に答える 

            

   2015 年 9 月 5 日  

喜多 明人 

（早稲田大学・多様な学び保障法を実現する会共同代表） 

 

「義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律」案（8月 21 日付、

以下、単に「法案」といいます）が、9月 2 日のフリースクール推進議連の総会に提出され、

各党がこの法案を持ち帰り、党として 9 月半ばに意思表示することになりました。早けれ

ば今国会にこの法案が提出され、審議されることになる見込みです。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

論点 1 なぜこの国会でなければならないのか 

 －法制化にむけての 15年の取り組みの成果として 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 なぜ、この法案が安保法を審議している安倍政権下で出されなければならなかったのか。 

 なぜ、このタイミングで、とお考えの方々も多いと思います。 

その疑問に答えるには、学校以外の学びの場の公教育参入の法制化運動の流れを知る必

要があります。 

 

＜15年のわたる法制化運動の成果として＞ 

学校以外の学びの場の公教育参入の法制化運動は、21世紀に入り、2001年「フリースク

ール全国ネットワーク」設立のころから始まり、フリースクールの公教育参入の歴史的実

験といってよい 2007年の葛飾中学校が設立され、その後、2009年第 1回ＪＥＤＣ（日本フ

リースクール大会）で新法制定への政策提言が採択されて本格化し、2010 年の新法骨子案

（第一案）の公表、その後、第三案まで検討され、2012 年 7 月の本会設立総会を経て、現

在に至っています。 

 

＜義務教育段階で 12 万人にのぼる不登校の子どもの学習権保障と教育行政責任＞ 

 その背景には、小中学校だけでも 12 万人、高校（中退含む）までで 20 万人にのぼる子

どもたちが学習権を奪われた状態で放置されてきた現実があります。いわゆる不登校「高

止まり」傾向が続く中で、文科省や教育委員会などの教育行政責任が問われてきました。

そしてようやく、これらの子どもたちへの学校以外の学び、居場所への普通教育参入の法

案が、現政権下でまとまりましたが、わたしは、どの政権下ではあっても、当然に求めら
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れてきた制度改革であると確信しております。 

 しかも、学校に行かないことへのプレッシャーを感じ続けている多くの不登校の子ども

たちや保護者にとっては、「待ったなし」の状況にある、と思います。 

 だからこそ、「多様な学び保障法を実現する会」では、不登校の子どもの最善の利益（子

どもの権利条約 3 条）のために、不登校の子どもを支え続けてきた保護者のために、どう

しても「学校以外の居場所、学びの場の公認が必要だ」と信じて国会対応をしてきたので

す。 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

●論点２ 子どもの最善の利益、意見の尊重の理念（法案１・２条）の制度適用 

―普通教育法制の「２本立て法」にはならなかったけれど・・・・ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

解説 

この法案は、残念ながら学校教育法の特例法という位置づけであり、普通教育法制の 2

本立て法には、なっておりません。ただし、今後もなり得ないかどうかは、8 月 21 日法案

の今後の運用の仕方にも左右されていくものと推察されます。 

とくに以下の理念が追加されたところに注目しておく必要があります。 

① 「児童の権利に関する条約・・・の趣旨にのっとり」・・多様な教育機会の確保に関する施

策を総合的に推進することを目的（第 1 条） 

② 「（子ども）・・・の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事

情にかかわりなく、・・・教育を受ける機会が十分に確保される」ことがめざされているこ

と（第 2 条 1 項）です。 

 この条項（①、②）は、当面は、のちに述べる法の運用面、施行規則に組み込む制度設 

計面にしっかり反映させていけるよう注視していくべきでしょう。 

 

＜個別学習計画の制度的枠組みと子どもの権利条約の適用可能性＞ 

とくに、第 4 章の個別学習計画の規定は、いわば学校以外の学びの場の普通教育、義務

教育への参入をはかるための制度的枠組みを定めたものであって、それ以上の運用上の中

身については、文科省令などの基準にゆだねるものとしています。 

教育委員会による認定という制度的な枠組みは、義務教育法制（市町村教育委員会によ

る就学指定、就学督促など就学義務制度など）を執行する市町村教育委員会を抜きには考

えられません。ただし、これまで学校復帰一辺倒であった教育委員会が、直ちに学校外の

学びの計画に関して認定できる保証がないことも現実です。したがって、「認定」（12 条）、

「変更」（13 条）、「支援」（14 条）、「勧告」（15 条）、「修了認定」（16 条）の実質的な運用

に関する制度設計が大変重要になります。これら一連の手続きにおいて、不登校の子ども

の最善の利益、意見の尊重の理念がどう適用され、反映されるのか、がポイントとなりま
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す。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

●論点３ 個別学習計画制度の導入と教育委員会による関与 

―個別学習計画の条項は、「申請しない自由」が確保されている任意規定であること 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

解説 

もっとも大切なことは、条文の読み方です。 

個別学習計画（第 4 章）の認定の制度的な枠組みを定めた 12 条 1 項は、「認定を受ける

ことできる。」と規定されています。この「できる」という語尾の定め方は、一般に任意規

定と呼ばれている規定の仕方で、認定を受けたければ受けることができる、という意味で

あり、受けたくないものは受けなくてもよい、という任意性を基本においた条文です。 

 この規定の語尾が、もしも「認定を受けなければならない」という義務規定であったり、

「認定を受けるよう努めなければならない」という努力義務規定であったりした場合には、

仰るとおり、「家庭への行政の介入」を問題にしなければなりません。しかし、任意規定で

ある以上、計画書を申請しない自由が確保されていますから、この１２条を持って「行政

介入」と理解するのは早計だと思います。 

 ただし、学校外の学びの場とはいえ、認定を受けた保護者だけが就学義務を果たしたも

のとみなされると、申請しない保護者に対して、現状以上にプレッシャーを与えることに

ならないか、という懸念が生まれることでしょう。そのような不安感を取り除くために、

適切な制度設計がはかられることが必要になります。 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

●論点４ 教育委員会の形式的な関与と支援機構の整備 

―国・地方公共団体・教育委員会の義務と支援協力体制の整備について 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

解説 

法案は、学校以外の学びの場を普通教育法制に組み込んでいくための行政の責任、法的

義務を定めることが軸の一つですので、国や地方公共団体、教育委員会を主語にして、そ

の責任や義務を規定しています。 

＜民間団体・多様な学びの実践者の参加、行政の意見聴取義務＞ 

法案では、文科大臣が基本方針案の作成の際に民間団体等の意見を「反映させるための

必要な措置を講ずるものとする」（8 月 21 日法案 6条 3 項＝義務規定）として、国の義務を

うたいました。また、市町村教育委員会が、個別学習計画の認定の際に、学習支援の実務

経験者の「意見を聴くものとする」（8 月 21 日法案 12 条 4 項＝義務規定）と、市町村教育

委員会の義務を定めました。いずれも、行政の限界を民間団体や、学習支援の実践者でカ
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バーしていくための意見聴取義務、言い換えれば民間団体や多様な学びの実践者の参加制

度をとして、支援体制の一角を占めています。 

＜市町村教育委員会の限界をカバーする支援協力体制の整備＞ 

さらに法案では、行政やとくに教育委員会の限界をカバーしていくための支援協力体制、

その先にある支援機構の整備（財務省は「新規組織」に難色）について、どこまで踏み込

んでいるかを見定めることが大切です。 

法案では、学校外の多様な教育機会に関する希望調査研究（7 条）、多様な教育機会への

国民的理解・広報（8 条）、そのための人材確保（9条）、多様な「学習」への環境整備（10

条、カッコ内、8月 21 日法案で「教育」を「学習」に修正）、子ども、保護者からの「教育

および福祉」に関する相談の総合的整備（11 条、カッコ内 8 月 21 日追加） という一連の

多様な学びの場の整備機能とそのための支援協力体制を 14 条 1 項で以下のように構築して

いくことを求めています。 

 

8 月 27 日法案 14 条 1 項 

「市町村の教育委員会は、個別学習計画の作成及び当該学習計画に従った学習活動を支

援するため、学校関係者、第十二条第四項に規定する専門的知識を有する者、学習活動に

対する支援に係る実務の経験を有する者その他の関係者との間において必要な協力体制を

整備するものとする。」（＝義務規定） 

 

ただし、では、どのように支援協力体制を整備していくか、については明らかにしてい

ません。その点は、現在中断している有識者会議および文科省フリースクール担当部局に

おいて今後検討される制度設計にゆだねられていること、その中身は、次項で述べるよう

に、新法の施行規則、基本方針において体現されることになると思います。その意味では、

7 月 26 日集会（多様な学び・総会）に私が解説した支援機構の考え方にだんだん近づいて

いる、といえます。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

●論点５ 学校教育法 21 条の教育目標と多様な学びの実践 

―文部科学省令（新法の施行規則）で定める基準がポイント 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

解説 

8 月 21 日付法案では、法案 12 条 3 項の 4 号は、11 日法案から、以下のとおりに修正さ

れています。 

 

「四 前号に定めるもののほか、学校教育法第二十一条各号に掲げる目標を踏まえ、当

該児童又は学齢生徒の発達段階及び特性に応じて定められていることその他の文部科学省
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令で定める基準に適合するものであること」 

 

 「学校教育法第二十一条各号の目標を達成するよう定められていること」（8月 11日付法

案）という言葉は、子どもの「発達段階及び特性に応じて定められること」に置き換えら

れています。かつ、4号の基本条件は、学校教育法 21条各号の「目標を踏まえ」、今後、有

識者会議等での議論や報告を受けた文部科学省の省令＝施行規則で定める基準に従うこと

が示されました。 

 したがって、この法案では、基本的には、学校以外の学びの場を普通教育に参入させる

ための基本理念を定めた理念法であり、かつそれを実現していくための制度的枠組みを示

したものと理解できます。 

 その制度の運用については、新法の施行規則や基本方針（6 条 2 項―2）などに示される

予定の制度設計の如何にかかっているといえましょう。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

●論点６ 営利企業の参入・競争主義の教育となる懸念 

―自由競争の歯止めとしての教育委員会の役割 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

解説 

 多様な学びの場の公的支援とかかわって、バウチャー制度の導入などにより、営利目的

の団体などが参入し、自由競争化する懸念があるといわれています。そうであるからこそ、

その歯止めとして、個別学習計画の認定手続きに、公教育事業を担う教育委員会が関与す

る実質的な理由があると思います。 

 これまで「民営化反対」という大雑把なくくり方により、「公」の活動よりも、子どもの

支援領域ではるかに実践的な蓄積を積んできた「民」の活動＝ＮＰＯ・非営利市民活動（フ

リースクールやプレーパーク、シェルターなど）の社会的な役割や意義があいまいにされ

てきました。また、営利企業の中には、良心的な学習支援活動に従事している場合もあり、

ＮＰＯ活動が発展していない地方、地域における学校以外の学びの場として「認定」対象

からすべて除外するわけにはいかないでしょう。 

 不登校問題など子どもや保護者の支援活動が市民・ＮＰＯによって支えられてきた現状

をふまえて、自治体と市民・ＮＰＯとの連携・協働による支援協力体制づくりが求められ

ます。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

●論点７ フリースクールなどが、発達障がいの子どもなどの排除の手段とな

りうるか？ 

－文部科学省令（新法の施行規則）で定める基準がポイント（質問 2－③、④と同じ） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



 

      26 

 

解説 

発達障がいなどを疑われる「手のかかる」子どもが、むやみに特別支援学級に押し込め

られるという現実がある。その延長として、ホームエデュケーションやフリースクールも

利用されることは確かに想定されるところです。 

しかし、その現実は、不適切な制度運用から生まれたものであり、主には、学校教職員

の発達障がいへの無理解（研修の不備等）など、教育力量と見識、さらには人権感覚など

が問われる問題です。 

ご指摘のような特別支援に関する問題と、今回のフリースクールなど多様な学びの場の

公教育参入の問題は、目的、性質の異なる事柄です。前者は、障がいのある子どもの学習

権を通常の学校の場で平等に保障する取り組みであり、後者は、不登校の子どもの学習権

を、通常の学校ではない「多様な学びの場」で自分に合った方法で学ぶことを保障する取

り組みです。 

そのような目的や性質の違いを無視して、現象面で同じ問題性が認められるからといっ

て、制度改革自体の正当性を否定してしまうことでよいのでしょうか。もちろん、その点

を含めて、ご指摘の問題は法の運用に関する問題であり、文部科学省令（新法の施行規則）

で定める基準がポイントの一つになると思います。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

●論点８ 多様な学びの場への公的支援 

―文部科学省令（新法の施行規則）で定める基準がポイント 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

解説 

法案では、附則 2 で、「政府は、速やかに、多様な教育機会の確保のために必要な経済的

支援の在り方について検討」し、「必要な措置を講ずるものとする」としています。 

冒頭で述べましたように、この法案は、学校外の学びの場を義務教育、普通教育に参入

させることにより、不登校の子ども、保護者が長い間苛まれてきた自己否定感から解放さ

れるような環境づくりとなる、という趣旨にもとづいて、その推進をはかることが妥当と

判断しました。 

フリースクールやフリースペース、あるいはオルターナティブスクールなどにおける居

場所作りの取りは、子どもの命と暮らし、遊びとも一体化した居場所こそが、子どもの真

の学び、自己決定による学びとなり、自己肯定感を高める場ともなる、という考えに立っ

ていると思います。その考え方が、法案にも反映されていくことが望ましいと思います。

そのため、個別学習計画認定にともなう保護者への経済的な支援のあり方も、個別対応（「学

習支援金」等）以上のものが構想されていいと考えます。 

ただし、その点を含めて子どもの命と暮らし、居場所を創り出してきた多様な学びの場

への公的支援のあり方は、当面は、法案に基づく運用面、制度設計として具体化していく
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ことが望ましく、そのための文部科学省令（新法の施行規則）で定める基準がポイントに

なると思います。憲法 89 条で、公的支配が及ばぬ団体、機関への公的支援の禁止がうたわ

れているために、機関助成が困難という認識が一般的ですが、子どもの命、暮らしを守る

居場所に対する公的支援は、十分に公共性のある活動であり、私学助成のように、機関助

成の道を探っていくことも大切であるといえましょう。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

●論点９ 二重学籍の解消問題と「修了認定」による差別的な扱いへの対応 

－文部科学省令（新法の施行規則）で定める基準がポイント 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

解説 

二重学籍の問題とは、学校外の学びの場、たとえば、フリースクールやオルターナティ

ブスクールに在籍していても、卒業時には原籍校で校長の許可を得て卒業資格を得るとい

う意味での二重籍でした。せっかく学校外の学びの場、居場所で長い間生活し学んだにも

かかわらず、卒業証書は、まったく通ったこともない学校から授与される、ということは

子どもにとっても苦痛だったと思います。その意味では、今回自身が選んで学んだ場での

学習成果を基にして修了証書が出るということで、子どもも達成感を味わえるし、二重学

籍問題も基本は解決することになります。 

ただし、教育委員会の修了証書と学校での卒業証書とが、同じ義務教育修了の証明であ

って質的に異なるものではないとはいっても、場合により「差別的な扱い」をうける危険

性がないとは言えません。特に高校進学の際に、これまで不登校の子どもが内申点で不利

な扱いを受けてきた現実があります。今回の「修了」認定が、同様に不利な扱いを受ける

可能性がないとはいえません。ただし、その点への配慮を含めて、今後検討される制度の

運用、制度設計上の問題であり、その中で重要な課題のひとつになるでしょう。そこでは、

基本方針や文部科学省令（新法の施行規則）で定める基準がポイントになると思います。 

 

＜義務教育修了証書一本化、原籍校一本化は、将来の課題＞ 

なお、義務教育修了証書を一本化するという道もありえますが、それは新しい制度改革

の問題であり、学び場、学校単位での修了行事（卒業式）や生徒の母校愛、達成感への配

慮などから、すぐに解決できる問題ではないように思われます。また、上記のような差別

を心配して（さらには、子どもの所在確認システムとして）、原籍校に一律、籍を残すとい

う考え方もありえますが、それでは、まさに学校教育法の補完法として学校至上主義の制

度的な枠組みを越えられないだけでなく、「学校外の学びの場の義務教育参入」という趣旨

を大きく踏み外してしまうことになりかねないと思います。 
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●論点 10 法案成立のよって生じる地方の経済力格差、地域間格差の問題 

ー学校至上主義の制度的な壁に風穴をあける 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 わたしは、どんなに実践的な努力をしても、どうしても超えられなかった制度上の壁に

対して「風穴をあける」こと、その突破口となるのが、今回の法案だと考えています。 

 いったん制度ができると、地方における経済力格差や地域間格差の問題がよく指摘され

ます。多様な学びの場や民間団体の実践についても、確かに格差が生じるでしょう。ただ

し、だから制度がいらないということにはならない、実践的にはどのように苦労しても超

えられなかった制度の壁を突破する、その意味を考えていきたいと思います。 

制度改革で、確かに多様な学びの場作りなどにおいても地域差、経済力差が生じること

になり、いろいろ混乱も生じるでしょう。しかし、その「格差を自覚できること」も制度

あってのことです。かつ、法制度があるからこそ、その格差を是正していくことが行政の

責務になるわけです。 

 学校以外の学びの義務教育、普通教育への参入という制度改革は、学校至上主義の制度

とそれを支えてきた考え方に対して、「風穴をあける」効果があります。 

 最近、西野博之さんが文科省の職員を集めて講演されたと聞いています。おそらくこの

法律が通ると、教育委員会職員に対しても、「学校以外の居場所づくりと学びの重要性」な

どについて研修が始まるでしょう。 

 学校至上主義と学校復帰という発想にとらわれ続けている日本の教育行政、学校教職員

に対して始めてメスが入れられるのです。制度の壁を突破するという取り組みは、至難の

業ですが、そのような今まで想像できなかった効果を期待できます。 

法案に限界があることは百も承知です。しかし、制度的な突破口を開きたい、という思

いで進めてきた取り組みにご理解をいただければ幸いです。 

 



 

 （追加 1） 

 

《当日別添で配付した資料を加えて収録します》 

 

ここまで来た！報告会―次の国会に向けて 

パート 1  私はこう見る 

●喜多明人    実現する会共同代表/早稲田大学教授 

/子どもの権利条約ネットワーク代表 

（21～28 ページ＝喜多明人『法律案に関する論点別の解説―

10 の疑問に答える』9 月 5 日） 

 

                                          

 

 はじめに・ 

 
 

１ ①子どもの権利条約と②子どもの意見の尊重、③年齢、国籍を問わない義

務教育の保障、という法案の基本理念（①～③）がある以上は、法案成立を

前向きに捉えたいこと。（論点２から）・・・資料 1（論点 2～４） 
 

■①、②、③の理念に依拠した、「認定」（12 条）、「変更」（13 条）、「支援」（14 条）、

「勧告」（15条）、「修了認定」（第 16 条）の実質的な運用に関する制度設計が

大変重要（論点２） 

 

□子どもの学ぶ権利の行使の確保、子どもの意見の尊重の視点から、保護者による個

別学習計画の作成、計画の認定、学習支援、勧告、修了認定などについて支援（訪

問支援）するための、ガイドラインを作成していくこと 

 

  ◎法理念①～③は、今回の立法の法解釈基準、その後の法改正の指針となりうる。こ

の理念がある以上＝今後の与党内での修正立法に対する判断基準となる。 

 

 

２ 制度設計の際に、どこまで支援協力体制の整備、そして支援機構の整備が

進むのか、を見極めること 

 
 ■法案では、行政やとくに教育委員会の限界をカバーしていくための支援協力体制、

その先にある支援機構の整備（財務省は「新規組織」に難色）について、どこまで踏み

込んでいるかを見定めることが大切です。（論点４） 

 

□教育委員会の形式的な関与と①、②、③の理念に依拠し、子どもの学ぶ権利の行使

を目的とした支援機構の整備（論点 4） 

＊国・地方公共団体・教育委員会の義務と支援協力体制の整備について 

＊民間団体・多様な学びの実践者の参加、行政の意見聴取義務 

＊市町村教育委員会の限界をカバーする支援協力体制の整備 

 



 

 （追加 2） 

 

 

３ 支援体制が整うまでは、各地、各現場において、＜個別学習計画の任意制

度＞であることを最大限に活用すること（論点３） 
  

■個別学習計画（第 4 章）の認定の制度的な枠組みを定めた 12 条 1 項は、「認定を

受けることできる。」と規定されています。この「できる」という語尾の定め方は、

一般に任意規定と呼ばれている規定の仕方で、認定を受けたければ受けることが

できる、という意味であり、受けたくないものは受けなくてもよい、という任意

性を基本においた条文です。 

 

□個別学習計画の制度に、「不安を感じている」保護者は、任意制度であることをふ

まえて、適宜「申請しない自由」を行使できること。 

   （慎重論だけでなく、反対の立場の保護者、市民も申請しない自由を行使すること 

        ができること） 

 

■ただし、学校外の学びの場とはいえ、認定を受けた保護者だけが就学義務を果た

したものとみなされると、申請しない保護者に対して、現状以上にプレッシャー

を与えることにならないか、という懸念が生まれることでしょう。そのような不

安感を取り除くために、適切な制度設計がはかられることが必要になります。（論

点 3） 

 

   □当面は、上記の申請者数、申請率は高くないものと予測される。 

→学校外の学びの場の法認、という「風穴をあける」法制化が重要であり、各

地、各現場において、子ども・保護者への学習支援活動の広がり、各地におけ

る支援体制（協力体制、機構づくりなど）の整備にしたがって、任用制度の活

用＝計画申請率を高めていく、という方向性を確認したいこと 

 

 

 

 参考 

    韓国の事例 2005 年、代案学校法制化に対して、民間団体の同規定利用率はきわ

めて低かったこと。その後、各地で学校外の青少年支援機構が確立していき、学

校外の「青少年の居場所、学びの場」が確保されてきたこと 

 

光州広域市  2011 年 「学校外青少年保護および教育支援に関する条例」制定 

  (全国初) 

ソウル特別市 2012 年 ソウル市学校外青少年支援条例の制定 

2012 年 ソウル市 子ども・青少年人権条例の制定 

韓国     2014 年「学校外青少年の支援に関する法律」制定  

   (2015 年 5 月・施行) 

全国的に「学校外青少年支援センター」の設置 

 (200 ヵ所の予定) 
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（１）どんな法律なの？ 

不登校等の理由で、学校外で学び・育つことをえらんだ人、今、実際に学校以外で過ごしている人

を応援する法律です。 

家を中心に育っている人や、フリースクール等の多様な学びの場で育っている子どもがいる現状を

踏まえ、子ども一人ひとりが持つ学ぶ権利を保障する、そのために、学校以外の教育機会も正式に認

め、支援することを目的としています。保護者の就学義務を規制、強制、管理するための法律ではな

く、「不登校をして、『学校には戻りたくない』という子どもの現状を追認するための法律」と立法チ

ームの中で説明されています。 

 

（２）なぜこの法律が必要なの？ 

現在の法律では、どんなに学校で傷ついても、学校が合わなくても、子どもの教育を受ける権利（学

ぶ権利）は、学校で保障するしかないのです。学校以外のあり方を正式に認めるには、法律できちん

と位置づける必要があります。そして、保護者の憲法上の義務（子どもの学ぶ権利を保障する義務）

も、学校以外の方法でも履行できるように法律で位置づける必要があるのです。 

 

（３）どのような子どもがこの法律の対象となるの？ 

学校以外の多様な学びでやっていくことを希望する者のうち、個別の学習計画を立てて、申請をし

た人が対象になります。毎日学校に行っているわけではないけど、行ける時は学校に行きたい。今は

学校に全く行っていないけど、そのうち学校に戻りたい（今はフリースクール等に通っている場合も

含めて）という人は、この法律を使わず、今まで通り学校に籍を置いたままでよく、学校を休む権利

も当然認められます。 

 

（４）なぜ今、急に法律化する必要があるの？ 

この法律案は、急に出てきたものではなく、長い間フリースクール全国ネットワークが議論を重ね、

政策提言をしてきたことによって出てきたものです。フリースクール全国ネットワークは、その設立

の年から、フリースクールや不登校の子どもの学ぶ権利の拡充と、学校に行かないでも安心して過ご

せるための環境整備を求めて政策提言をしてきました。そして、2009 年の日本フリースクール大会

で新しい法律の必要性を提言、どのような仕組みが必要なのか、今日まで、市民と有識者や国会議員

の方々と議論重ねてここまで来ました。そして 2014 年 6 月に再び結成された「超党派フリースクー

ル等議員連盟」が中心となって立法を目指すことになったのです。 

年間 300 人以上の子どもが自ら死を選択してしまう日本において、学校以外で学び育つことを国が

はっきりと制度化し認めることで、死を選択するまで追いつめられることは激減するでしょう。１年

多様な教育機会確保法（仮称）Q&A 
多様な教育機会確保法（仮称）について、これまで寄せられた質問にお答えします。 

このＱ＆Ａ は、⽴法チームに陪席してきたフリースクール全国ネットワークが、市⺠間の理解を
進めるため、2015 年 8 ⽉上旬に独自に作成したものです。それ以後、または今後の議連での議論
によっては内容を修正するべき点もでてくることをご承知ください。 
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早く成立すれば多くの子どもの命を救える可能性がある法案です。 

ひとりでも多くの子どもの命を守るために早期の実現を切望しております。そして、今も学校へ行け

ない、行きづらいのに、学校へ行くしかないと苦しみ、自責し、自己否定いっぱいになっていく子ど

もたちを、一日も早く安心できるようにしていきたいのです。 

 

（５）「個別の学習計画」って、家で学校の勉強をすることになるの？ 

学校の勉強（学習指導要領）とは違う、多様な学びができます。個別学習計画は「子どもの状況を 

考慮」しながら、これまでの（不登校の子どもたちや、フリースクール等の場の）実態を踏まえて、

子どもと相談しながらつくっていくものです。 

同時に、子ども自らがやりたいこと、学びたいことを表明し、それを支援するための根拠とするも

ので、子どもの意見表明権を具現化するものともとらえることができます。 

「個別学習計画」の内容は子どもの状況に応じるわけですから、多様で柔軟で、その子のニーズに

合わせた計画であることが重要です。決して詳細なもの、強制されるものを想定していません。たと

えば「好きな絵画を、家庭を中心に進めます」「今はゆっくり休むことを大切にしたい」というような

内容も認定されるようにしていきたいと思っています。 

 

（６）「個別の学習計画」はだれが認定するの？ 

法案では「市町村の教育委員会」となっています。これは、義務教育の学校（小・中学校）の管理

運営の責任が市町村の教育委員会にあるため、それと合わせて設定されています。審査するのは教育

委員会そのものでなく、「教育支援委員会」となっています。 

実際に法律ができれば、フリースクール等多様な学びの実践者、多様な学びで育った経験者、スク

ールソーシャルワーカー、有識者などが実際に審査を行う教育支援委員会に入ることや、審査の際に

助言・情報提供をする仕組みが検討されています。 

 

（７）この法律がない場合、フリースクールに通ったり、不登校をすることは法律違反になるの？ 

そんなことはありません。義務教育の「義務」は、国や保護者が子どもの教育を受ける権利を保障

するための義務なので、子どもはどのような場で学ぶことも、学ばないことも、当然の権利として選

択できます。 

この法律ができることで、不登校や学校外で育っている子、その保護者が今以上に負担を抱えたり、

なにかを強制・規制・管理されることがないように配慮する必要があることは、超党派の議員連盟や

立法チーム、文部科学省、市民団体との間で共有されています。学校に行かない選択をしている子の

うち、自らの学びを多様な機会を活用して選択する子どもについて、経済的な支援を含め様々な支援

ができるような根拠とするための法律です。 

 

（８）学校にも行かない、個別学習計画も申請しない子の保護者は、就学義務違反を問われるの？ 

そんなことはありません。現状、不登校の子の保護者に対して国が就学義務違反を問うていないこ

とと同じ状態となります。つまり、今まで通り、学校に籍を置き、不登校状態をつづけながら、学校

と連絡を取り合ってやっていくという意味になります。多様な教育機会を活用しないというだけです。 

 

（９）子どもと保護者の意見が対立した場合はどうなるの？ 

この「個別の学習計画」は、保護者が「どのようにして子どもの学びの機会を保障するか」という
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視点に立って子どもと相談しながらまとめる計画です。親子で意見が対立したら、子どもの意向を尊

重しながらよく話し合うことが必要でしょう。親だけで決めるのでなく、信頼できる人が相談・助言

に加わり、共に考え作成します。相談・助言にはフリースクールや NPO も入っています、必要に応じ

て不登校の親の会等に相談にのってもらう事もあるでしょう。学校や教育委員会も、これまでの学校

復帰とは違う道があるという前提の上で、加わっていいのです。 

子どもの意見が尊重されることを保障する役割を、この法律が制度化・実施されるときに設立予定

の学習支援センター（民間の意見を十分に反映する形で新設）が担うことも想定しています。 

 

（１０）公教育（学校教育）の質の低下につながらないの？ 

この法律は、学校を否定する法律ではなく、すでにいる学校外で学び・育つ子どもを応援するため

の法律ですので、学校教育の仕組みはこれまでと変わらず維持されます。 

また、家庭を中心にやっていくことや、フリースクール等の多様な学びの場・方法が公的に認めら

れれば、学校の先生たちもその取り組みをもっとよく知ることにつながります。子どもの意思を尊重

し、それに合わせて多様な学びの支援をするやり方を知っていくことは、学校教育そのものも、子ど

もひとりひとりの実態に応じたもっと良いものに変えていくことにもつながるでしょう。 

万が一、学校が「扱いにくい子は多様な学び場へ」というように子どもを選別するようなことがあ

れば、それは法律の精神とは異なり、違法性も問われます。オンブズマン制度など厳重に注意できる

ような体制も視野に入れています。学ぶ場を選ぶ権利は子どもにあるということが大前提です。 

 

（１１）学校以外の場で、本当に子どもの学ぶ権利を満たせるの？ 

日本の公教育制度は、学校設置基準、学習指導要領、教員免許、国定教科書など、国が定め、全国

一律の高い質と水準を持つ教育制度をつくってきました。しかし、高校生を含めると年間約 20 万人

が不登校・学校離れを起こしている現状において「全国一律」であることがかえってあだとなり、学

ぶ権利が満たされない子どももでてきているのです。学校が合わない子どもにまで学校復帰の指導を

するのではなく、その子に合った学びを保障することが必要であると考えています。 

 

（１２）教育格差が広がる心配はないの？ 

フリースクール・民間団体＝お金のある人しか利用できない、このようなイメージから、格差の拡

大になることを心配される方もいるようです。 

しかし、いまの教育制度はどうでしょうか。国の用意した学校に登校している子どもは公的にお金

が出て学ぶ権利が保障されていますが、不登校など、学校以外の場でやっていきたい人は全て自分の

お金で何とかしなければいけなかったのがこれまでの制度であり、これこそが格差と言えるのではな

いでしょうか。 

お金に余裕のない家庭では、フリースクールに行きたいと子どもが言ってもかなえてやれず、生活

保護家庭では、フリースクールに子どもを行かせる余裕があるなら保護を打ち切ると言われた実例も

あります、また、各地で取り組みが進められている「貧困家庭への塾代支援」等の仕組みの対象から

フリースクール等の会費が除かれている事例も多くあります。それらはすべて「学校以外のものは（公

的には）教育（学習）とは認めない」という現在の教育制度から生まれた問題であり、法律でもって

学校外の学びを認めることは、それらの状況にも一石を投じ、お金がなくても学校外の学びを選びや

すくする事になるでしょう。 

また、フリースクール全国ネットワークが加盟団体に向けた調査では、回答団体の 3 分の 1 以上が
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すでに会費減免等の制度を自前でつくっており、どのような経済状況であっても、子どもが望めばフ

リースクールに通えるよう努力をしていて、この取り組みも、今後さらに広げていけるよう運動を進

めていきたいと考えています。 

また、通える範囲にフリースクール等の場がない等の理由から、学校外の場を選ぶことができない

という地域もありますが、この法律ができれば訪問支援員の派遣、教育支援センター利用など、多様

な学びができる環境を整える責務が国・地方自治体にうまれ、民間のフリースクール等の設立もこの

法律の後押しによりしやすくなり、地理的要因による教育格差も改善の方向へと向かうでしょう。 

 

（１3）学校外でやりたくても、計画を立てられない状況の保護者はどうしたらいいの？ 

「計画を立てられない」ということの背景には、いろいろな事情があると思いますので、それぞれ

のケースに応じた対応が必要になると考えられます。 

この法律ができ、学校以外で学ぶことが公的に認められれば、教育委員会やスクールソーシャルワ

ーカー等の教育行政の人だけでなく、ケースワーカー等の福祉分野の職員、フリースクール等民間の

立場、学識者などが計画づくりに協力をする道が開かれることになっています。不登校や多様な学び

で育った経験者も計画づくりに協力できる仕組みが必要だという事も、しっかりと共有されています。 

子ども・保護者の意見を聞きながら、関わる人でまとめ、保護者として申請をしていけばよいわけ

です。 

 

（１４）国や行政が家庭を管理・監督・指導したり、不登校の家庭が競争教育的な評価にさらされるこ

とになるのでは？ 

「個別学習計画」の作成は強要されるものではありませんし、その内容は子どもの意思を尊重して

作成されます。その子に合った多様な教育機会の確保という法律の精神に基づくので、国や行政が管

理・監督・指導するものではなく、子どもの学びを支援する立場です。また、計画の実施についても、

偏差値や点数等で評価されるようなものではありません。現在、学校教育をもとにした競争教育のも

とで、家庭にも絶えず教育評価のまなざしが入り込んでいますが、子どもひとりひとりが求める多様

な学びが根拠になれば、違うものを一律の物差しで測って競争させることはできなくなり、むしろ競

争教育的な視線は後退すると考えられます。 

 

 

（１５）経済的支援が教育バウチャーで行われるなら、営利目的の参入をまねくことになるのでは？ 

この法律は現在の学校教育を複線化しようという目的のものではなく、既存の学校が合わない子ど

もたちに学校以外で教育機会を保障するものです。 

毎年 12 万人いる不登校の子どもですが、全小中学生に占める割合は１％程度、さらに、そのほと

んどは学校に全く行っていないわけでなく、休みが多いながらも、時には学校に行っている子どもで

す。この法律ができても、新しい仕組みを選んでやっていくのは数千人から一万人程度だろうと言わ

れています。 

新しい仕組みを選んだ子にしても、地理的にも日本各地に散在しているうえ、学習の理解度はさま

ざまな上、塾のように「効率よく」学習していくということは望まない子も多くいるでしょう。つま

り、営利目的のみで参入するには、そもそものパイが小さな上、効率も悪い市場です。 

また、多様な学びを選んだ子どもが、具体的にどこ（家庭やフリースクール等、塾など）でやって

いくのかを自由に変えられるのはもちろん、これまで通りの学校制度を利用するのと多様な学びをし
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ていくことの行き来の選択をする権利も子どもがもっています。いったん塾を選んだ子も、そこを辞

めて別の場を選択することもできるのです。この権利は、子どもの学ぶ権利を守るために大切な権利

であると同時に、営利目的で参入をしようとするものにとっては大きな障壁になるでしょう。 

それに加えて、法律が制定されたあとの実際の制度運用の中でも、営利目的の企業の参入により、

万が一にも子どもの学ぶ権利・環境が損なわれないよう、歯止めとなる仕組みを考えていきます。 

 

（１６）「本当は学校に行きたかった」という子もいるのでは？ 

「本当は学校に行きたかった」という不登校の子どものことを考えるとき、なぜ学校に行きたかっ

たのかを考える必要があると思います。「学習したかったから」、「友達がほしかったから」、「どこかに

所属していたかったから」という理由でしたら、この法律が成立した場合、多様な学び場でその希望

は叶えられることになります。 

また、多くの場合、不登校の子どもは、学校以外が認められない環境の中で、心配されたり、自分

でも不安だったり、実際的に不利益を受けたりした経験から、「行きたかった」という言葉を発するし

かないのではないでしょうか。たいていの場合、「学校に行きたい（でも行けない）」という言葉は「行

かねばならない」という意味であり、それが苦しさ、自責感にもつながるのです。「（学校に）行かね

ばならない」という考えから解放されることによって気持ちが楽になることは、フリースクールに来

た子たちの言葉や姿、長年の不登校の親の会の活動の中からもわかります。この法律はそのためにも

必要です。 

また、「学校に行けなくなっても、別の場所で学べるし友達もつくることができる」という安心感が

あると、思い切って学校に行けるように子もいます。 

大切なのは、「学校に行けなかったら終わり」と思い込み、退路がないから動けない状態になってい

る子どもにも、学校が合わなくても別の方法もあるという選択肢を示すことによって、安心感をもっ

てやっていけるような環境をつくっていくことではないでしょうか。 

 

（１７）現政権で実現することに違和感がある 

この法律は、超党派の議員立法で成立を目指しています。政権との直接的で密接な関係で制定され

ようとしているものでなく、「教育は百年の計」といわれるように、政権に左右されるものでなく、す

べての子どもたちの未来を開いていくものとして検討されている法案です。ですから、今国会におい

ても様々な案件で対立している与野党が、この法案に関しては超党派で議員連盟や立法チームをつく

り、検討を進めているのです。それは、「子どもを守り育む政策に、党や派閥は関係ない」という思い

や姿勢の現れだと思います。 

様々な案件で意見を異にしている与野党ですが、すべての案件において対立しているわけではなく、

本当に必要なものには党利党略を超えて検討しています。そのことに、この法案が真に子どもたちの

ために検討されていることを感じているのです。 

法案の内容も、非常に丁寧に検討されており、国会会期中に毎週超党派の議員が集まって検討をし

ています。７月末現在、立法チームの会合は７回開催され、そのうち３回は私たちを含めたフリース

クール関係者、教育委員会や地方公共団体、保護者、ＯＢ・ＯＧ、有識者のヒアリングが行われまし

た。８月も条文検討やヒアリングが毎週行われる予定です。 
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◎おわりに 

不登校の小・中学生の人数が 10 万人をはじめて超えたのは 1997 年のこと、それ以来その数が

10 万人を下回ったことは一度もなく、今では毎年 12 万人の不登校の子どもたちが存在します。これ

は、学校だけでは、すべての子どもたちを支えることが出来ないということの現われです。 

また、これまでの学校復帰一辺倒の不登校対策で苦しんできた子どもたちも無数に存在します。同

じような苦しみ・つらさをこれ以上繰り返してはいけません。これまで不登校を経験した子どもや若

者やその保護者の声を反映しながら、この法律が早期に成立することが望まれます。 

私たちは、ネットワークの結成以前から、長いところでは 30 年以上学校外での多様な学びを実践

してきました。しかしフリースクールや居場所につながっている子、親の会に参加している保護者は

一握りです。学校に行けない（行かない）だけで、多くの不登校の子どもやその保護者が、孤立した

り、閉塞感や不安を感じながらつらい日々を過ごし続けています。法律で多様な学びが認められれば、

子どもたちや保護者が「学校だけじゃないんだ」と思えるようになり、フリースクールや居場所、不

登校の親の会に出向いてみる気持ちが芽生えたり、家庭で育つことに自信を持てたりするようになり、

つらさは軽くなり、将来に希望も持てるようになるでしょう。 

そして、学校以外の道があることを知らず（選べず）に、学校に縛られて、休むこともできず（休

む権利も知らないまま）他に道がないと思い、死を選択する子どもをひとりでも減らすために、私た

ちはこの法律がよりよいものとなるよう進んでいきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎おねがい 

Ｑ＆Ａを読んでいただきありがとうございました。 

もし、わからない点、違う意見、疑問などありましたら遠慮なく、事務局まで、どうぞ声をお寄せく

ださい。このＱ＆Ａで、より多くの人に法案を理解していただけるよう、また、子どもたちの権利が

しっかりと守られる仕組みになるよう、努めていく所存です。 

 

 

≪お問合せ・連絡先≫ 

 NPO 法人フリースクール全国ネットワーク 

 東京都北区岸町 1‐9‐19 

 E-mail info@freeschoolnetwork.jp 

 TEL&FAX 03-5924-0525
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不登校、フリースクールに通う子どもの権利保障を求める 
これまでの取り組み 

 

 
●実現する会発足以前● 

「フリースクール全国ネットワーク」設⽴（200１年２月３日） 
全国各地のフリースクールなどを結ぶネットワークとして、正会員団体 37 団体、支援会員（個人・

団体）46 団体名の合計 83 団体名にて設⽴。ネットワークづくりと情報発信、交流イベント、人材

育成、国際交流、調査研究、そして不登校・フリースクール等をめぐる政策提⾔などへの取り組み

をスタート。 

国会議員との対話集会「私たちの政策提言」を実施（200１年 8 月 6 日） 
不登校の子どもたち、フリースクールを取り巻く状況を変え、安心して学校外育つことを選べる社

会の実現を目指し、自⺠、公明、⺠主、共産、社⺠の各党より 1 人ずつ、5 名の国会議員を迎え対

話集会を実施。200 名を超える参加者が集い、子ども 2 名、保護者 2 名、フリースクール関係者 3

名が指定発⾔、会場からも多くの声があがった。 

『フリースクール白書』完成（2004 年 3 月） 
フリースクール等団体 410 団体、フリースクール等に通う子ども 1230 名、保護者 1230 名、スタ

ッフ 820 名に向けたアンケート調査を実施し「フリースクール⽩書」を作成。同年 5 ⽉の「フリー

スクール⽩書フォーラム」には国会議員、⽂部科学省⽣涯学習局担当者などを含む 100 名が参加。 

「フリースクール環境整備推進議員連盟」発足（2008 年 5 月） 
フリースクール全国ネットワークの働きかけにより、「フリースクール環境整備推進議員連盟（小宮

⼭洋子会⻑、馳浩幹事⻑、寺田学事務局⻑）」が発足。小・中学校に在籍していない（15 歳以上の）

フリースクールに通う子どもたちへの通学定期の適⽤を求める運動の中で、超党派での議連が設⽴

されました。同年 9 ⽉には高校に在籍する子どもがフリースクール等に通う際「実習⽤通学定期」

が適⽤できるようになり、また在籍高校への出席扱いも実現しました。 

『フリースクールからの政策提言』を発表（2009 年 1 月 12 日） 
NPO 法人フリースクール全国ネットワークが、学校外の学びの場を認める新法制定や、学校復帰を

前提とする不登校政策の⾒直しなどを盛り込んだ政策提⾔を作成、第 1 回 JDEC（日本フリースクー

ル⼤会）で採択し発表（参加者 120 名）。 

 

 



 

39 

 

新法骨子案作りに着手（2009 年 1 月〜） 
JDEC にて採択された政策提⾔をフリースクール環境整備推進議員連盟や⽂科省に提出。馳浩議連幹

事⻑より、法案を考え議連に提案してはどうかとのアドバイスを得て、法案骨子づくりに着⼿。 

新法骨子案（第一案）を発表（2010 年 4 月） 
実現する会の前⾝となる「新法研究会（フリースクール全国ネットワーク）」が「（仮称）オルタナ

ティブ教育法骨子案（第⼀案）」を発表しました。 

実現する会 発足の方針固まる（2012 年 2 月） 
新法骨子案について、多様な学びの実践者、指揮者、議員など、多様な主体との意⾒交換を重ね、

骨子案 ver.2 を発表。「新法研究会」をフリネットから拡⼤して独⽴させ、「実現する会」とし、関係

者・市⺠で作り上げ推進してくことが決定されました。 

 

●実現する会の発足● 

設⽴総会の開催（2012 年 7 月 8 日） 
東京・代々木のオリンピックセンターにて設⽴総会を開催、約 230 名を超える来場者を得て「実

現する会」がスタートしました。 

「多様な学び保障法を実現する会」へ改称（2012 年 10 月 8 日） 
法案の目的を「子どもの学習権保障」と明確化し、法案名を「子どもの多様な学びの機会を保障

する法律」に変更、それに合わせて会名も「多様な学び保障法を実現する会」と変更しました。 

各地で学習会を開催（2012 年 12 月〜） 
会の活動目的や、新しくなった法案の内容についての理解、賛同を広め、また議論を深めるため、

各地で学習会を開催。 

助成⾦を得て、パンフレットを作成（2013 年 1 月〜） 
助成⾦を得て、国内で活動する多様な学びの場の事や私たちの活動の事をより多くの方に知って

いただくためのパンフレット「すべての子どもが自分らしく輝く社会へ」を作成。 

骨子案の再検討（2013 年 2 月） 
「第 5 回 JDEC（日本フリースクール⼤会）」にむけ、第⼆回総会や関⻄学習会などで寄せられ

た意⾒を元に骨子案を再検討しました。 

いじめ防止対策推進法をめぐり、各党に要望書を提出（2013 年 2 月） 
当時検討中だった「いじめ防止対策推進法案」について、「いじめがあったら、学校を休んでも

良いという事を明記すること」、「⺠間教育施設等を含む学校外での学習を認め、それを支援す

ること」、「いじめによって不登校となった児童⽣徒が継続して学べるような制度の創設につい
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て検討することを附則等に入れること。その際、児童⽣徒や保護者、⺠間教育施設などの関係者

の意向を⼗分に尊重すること」、以上の三点を法案に盛り込むよう、フリネットの名義で各党に

要望書を提出しました。 

実現する会第 3 回総会・発足一周年記念集会 
〜新しい法律が子どもたちの未来を⽀える〜（2013 年 7 月 14 日） 

発足⼀周年を迎えるこの日のイベントには、会員・⼀般合わせて約 100 名が参集。リレートーク

「多様な学びの場から」では、フレネ学校、ブラジル学校、インターナショナルスクールから実

践者が、フリースクール、サドベリースクール、シュタイナー学校、ホームエデュケーションの

⽴場からは実践者と実際にその場で学ぶ子ども・若者がその実践について発表を⾏い、好評。実

践者や子ども自⾝による多様な学びの意義の発信の重要性が再認識され、その後 2014 年２⽉に

「実践研究交流集会」を開催することが決まりました。 

各地で学習会を開催②（2013 年 7 月〜） 
7 ⽉ 11 日に完成した「すべての子どもが自分らしく輝く社会へ」第⼆版の配布と合わせ、各地で

の学習会も、2012 年度にひきつづき開催。⼤阪、函館では定期的な開催がもたれ、おるたネッ

ト関⻄（8/29 ⼤阪）、東京シューレ保護者会（9/14 東京）、おるたネット東京（9/８29 東京）、

東京学芸⼤学（11/10）、⻑野（11/30）、ホームシューレ全国合宿（11/30 東京）、広島（12/15）、

クレイン・ハーバー（12/22 ⻑崎）、オトナカフェ（2014.1/14 東京）など、多数の場で学習会

がもたれました。 

教育関連集会での発表、パンフレット配布など（2013 年 7 月〜） 
学習会のほか、登校拒否・不登校を考える夏の全国⼤会（7/27,28 兵庫）、東京都高等学校教職

員組合教育研究会（8 ⽉）、これからの子育て・教育を考えるフォーラム（2014.1/13 ⼤阪）、

JDEC 日本フリースクール⼤会（3/29,30 東京）などの場でも、多様な学び保障法についての講

演、シンポジウム、分科会、資料配布等を⾏いました。 

オルタナティブな学び 実践交流研究集会（2014 年 2 月 1 日、2 日） 
7 ⽉総会での好評を受け、初の「実践研究交流集会」を開催。リヒテルズ直子さん（日本イエナ

プラン教育協会代表）、汐⾒稔幸、喜多明人の講演、多様な学びの実践報告、テーマ別分科会等

の⼆日間で。多様な学びのありかたを多くの人に知っていただくことはもちろん、その活動実践

を発表しあい「多様な学びにおける『普通教育』」とはなにかを考え、新法の実現に向けての多

様な学びの質の確保、外部からの不当な介入を防ぐための基盤づくりをスタート。日本シュタイ

ナー学校協会など、それぞれの分野でのネットワークの⽴ち上げについても報告がされました。 

フリースクール等議員連盟 発足（2014 年 6 月 3 日） 
これまでのロビー活動の成果もあり、超党派での「フリースクール等議員連盟」が発足しました。

加盟議員は設⽴時点で 50 名。戦略上、不登校問題を⽪切りに、じょじょに「多様な学び」へと範囲

を広めていく計画でしたが。設⽴趣旨⽂には不登校のみならず、教育ニーズの多様化、グローバル
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化の⽂⾔も入り、設⽴総会当日には、議員の側からも「学校だけが学びの場ではない」、「戦前には

在宅での学習が認められていた」、「学習権の保証のための法律が必要」などの発⾔があり、多様な

学び保障法の内容についても関心の高さを感じた発足集会となりました。 

実現する会第 4 回総会・発足 2 周年記念イベント 
〜新しい法律 実現すると、子どもの学びはどう変わる︖〜（2014 年 7 月 6 日） 

設⽴⼆周年目となるこの日のイベントには、90 名が参集、またフリースクール等議員連盟に加盟す

る多くの議員からメッセージが寄せられました。内容は、作家天外伺朗さんの講演等。 

政府がフリースクール等への⽀援検討を開始（2014 年 7 月〜） 
教育再⽣実⾏会議第 5 次提⾔「不登校の児童⽣徒が学んでいるフリースクールなどの学校外の教育

機会の現状を踏まえ、その位置付けについて、就学義務や公費負担の在り方を含め検討する」、安倍

総理「東京シューレ」視察、下村⽂科⼤⾂「フリースペースえん」視察、⽂科省フォーラム開催、

有識者会議が 2015 年 1 ⽉に発足し検討に入りました。 

⽂部科学省「フリースクール等に関する検討会議」スタート（2015 年 1 月 30 日） 
学校外の学びの場の制度的な位置づけと、その支援のあり方を検討するための「フリースクール等

に関する検討会議」が設置されました。委員には、当会共同代表の奥地圭子を含む、4 名の多様な学

び場の実践者・運営者が選任されました。 

第２回「オルタナティブな学び実践研究交流集会」開催（2015 年 2 月 7,8 日） 
⼤阪府⽴⼤学を会場に第2回の実践研究交流を開催。関⻄のオルタナティブ教育が集って企画準備。

基調講演は清⽔眞砂子さん、多様な学びについてのパネルトーク、若⼿研究者による多様な学びの

研究発表などをおこないました。（参加者延べ 416 名） 

超党派フリースクール等議員連盟第２回総会、⽴法を宣言（2015 年 2 月 18 日） 
第２回目となる議員連盟の総会には、⽂科⼤⾂も参加。当事者からのヒアリングの後、学校外での

学びを認めるための法律を議員連盟として作成、⽴法をめざすことを宣⾔して閉会しました。 

議員連盟が「多様な教育機会確保法（仮称）」の⽴法を決定（2015 年 5 月 27 日） 
超党派フリースクール等議連は、夜間中学等義務教育拡充議連と合同総会を開催し、「義務教育の段

階における普通教育の多様な機会の確保に関する法律案（仮称）」馳浩座⻑試案を提案、⽴法チーム

の設置を採択し、2015 年度通常国会会期中の成⽴を目指すことを決めました。 

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開催 

（2015 年 6 月 16 日） 
多様な学び保障法を実現する会、フリースクール全国ネットワークの共同主催、超党派フリースク

ール等議員連盟の協⼒により院内集会を開催、200 名が参集し⽴法の推進を訴えました。また、院

内集会終了後の市⺠による意⾒交換会では、⽴法の推進に向けた意⾒だけでなく、懸念や改善して
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ほしい点等についても活発に意⾒が交わされました。 

ロビー活動を再加速（2015 年 6 月 18 日〜） 
院内集会に前後し、議員連盟、⽴法チームに関わる議員の本を訪問し、不登校の子どもたちや、多

様な学びの場の実情、必要とされる支援について訴えました。 

合同議連、⽴法チームでの検討が始まる（2015 年 6 月 19 日〜8 月 27 日 計 11 回） 
超党派フリースクール等議連、夜間中学校等義務教育拡充議連合同の「⽴法チーム」（馳浩座⻑）が

始動。計 11 回の会議がもたれ、意⾒交換、論点整理、ヒアリング（フリースクール等、夜間中学、

教育委員会、当事者・保護者、有識者）、条⽂審査が⾏われ、⽂科省、衆院法制局のほか、フリース

クール全国ネットワーク、全国夜間中学校研究会が陪席者として参加しました。法案作りのチーム

である⽴法チームでしたが、自⺠党メンバーの多くは出席せず、共産党ほか野党議員の⼀部は異論

を主張するなか、11 回に及ぶ丁寧な議論が進められました。座⻑⼀任で議連総会に託されました。 

実現する会発足 3 周年記念公開イベント 

～多様な教育機会確保法を知ろう～（2015 年 7 月 26 日） 
設⽴三周年目となるこの日のイベントは、「多様な教育機会確保法（仮称）」は⽴法チームが条⽂検

討に入る直前というスケジュールを踏まえ、関係者・市⺠の関心も高く 135 名の参加がありました。

これまでの取り組みや⽴法推進を確かめ合うとともに、懸念を訴える市⺠もあり対話フォーラムと

して賛否を丁寧に意⾒交換し合いました。 

学校外の学びを応援する法律をつくろう︕全国キャラバンを実施（2015 年 8 月〜9 月） 
「多様な教育機会対話フォーラム」の盛り上がりを受け、同様の機会を各地でつくる「全国キャラ

バン」の開催を決定。札幌、仙台、東京、⻑野、⼤阪、⻑崎、福岡、沖縄で開催し理解を深めあい

ました。 

超党派フリースクール等議連・夜間中学校等義務教育拡充議連 合同総会 
8 ⽉ 12 日第 2 回合同議連総会（中間報告）、9 ⽉ 2 日第 3 回、9 ⽉ 15 日第 4 回が開催されました。

⽴法チームによる条⽂案は第 2 回の議論を受けて⽴法チームでさらに修正され、第 3 回で⽴法チー

ム馳座⻑⼀任による条⽂案が提案されました。個別学習計画によって就学義務履⾏とみなす点への

異論から多様な教育の選択や対象が限定されていく議論になるも、子どもの権利条約、子どもの意

志を⼗分尊重すること、⺠間と密に連携していくことが随所に盛り込まれました。しかし、⽴法チ

ームで検討してきた野党議員が合同総会で反対するなどもあり、⼀致しないまま各党⼿続きに回さ

れることになりました。第 4 回総会では、各党・各会派から進捗が報告されました。自⺠党が継続

検討となっていることから、超党派議連としては⽴法に向けて馳座⻑の調整に期待する意⾒が相次

ぎ、通常国会での法案上程は⾒送られ、各党⼿続きを進めることが確認されました。 
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⾃⺠党⽂部科学部会での検討づづく（2015 年 9 月 17 日、9 月 24 日） 
⽴法の要となる自⺠党では、合同議連直後から検討が続けられ、9 ⽉ 17 日は⽂科省、フリースクー

ル、夜中からのヒアリング、24 日は教育委員会ヒアリングが⾏われました。フリースクールからは

東京シューレ、クレインハーバーが呼ばれました。9 ⽉ 27 日通常国会が会期末を迎えたため、臨時

国会へ向けて進められることになりました。 

馳浩⽂科大臣就任（2015 年 10 月） 
安倍内閣改造により、馳浩議員が⽂科⼤⾂に就任しました。10 ⽉ 7 日⼤⾂記者会⾒で、記者の質問

に答えて次のような会⾒をしました。 

 

2015 年 10 月 7 日 馳浩文部科学大臣記者会見（部分抜粋） 

 

Ｑ  フリースクールの関係で超党派の立法チームの座長を務めておられましたが、その超党派の議連

の議員立法で出そうとしていた法案が今後どうなっていくのか。また、文科省の大臣としてフリー

スクールの関係で、議連の法案とは別に取り組みたい政策は。 

Ａ  記者クラブの皆さんは、文科省がこれまで不登校の問題にどのようにとりくんできたかというこ

とは重々にご承知だと思いますので、これまでの取り組みは、改めて皆様にもぜひご評価をいただ

きたいと思っております。 

また、同時にこれは文部科学省本省の問題ではなく、義務教育の設置者は市区町村でありますか

ら、市区町村の教育委員会、そして現場である学校の先生方は本当に涙ぐましい努力をして取り組

まれてきたことを、改めてお伝えしたいと思います。 

私も、たまたまですが昨日地元金沢市に戻りまして、いち衆議院議員として、議連の立法チーム

座長という立場で金沢市の教育委員会に参りまして、教育長、指導主事、直接お会いして、一時間

ほどではありましたが、金沢市の実態とともに、それぞれの学校でどういう取り組みをしているか

をお聞きしました。それは文部科学省今取り組んでいる取り組みをはるかに超える努力をして、家

庭訪問であったり、適応指導教室における取り組みであったり、本当に大変な努力をしておられま

した。 

それで「議連の話を私がここで申し上げるのは適切ではないので話しません」と言ったら終わっ

てしまうので、議連の夜間中学校の方の会長、フリースクールの方の幹事長、また立法チームの座

長として取り組んできた責任のある立場で、今から皆さんにもご報告したいと思います。 

今、作業は各党手続きに入っております。自由民主党は、実は次の勉強会で私が逐条解説をする

という予定になっておりましたが、大臣という職をいただいたので、党の活動にあれこれ口を出す

というわけにはなかなかいきません。それで、党内においては、この、大変心配をしておられる有

力な議員に座長の役割を変わっていただくようにお願いするつもりです。そのことは立法チームの

事務局長である林久美子先生にも了解を求めたいと思っています。その上で各党手続き、その後議

連の合同総会をし、法案の取り扱いをどうするかということが決められて、国会に提出をされると

いう段取りを踏むものと、そういうふうに理解をしています。私の大臣という立場では、この立法

チームの作業、また自民党においては法案の手直しも明言されているところでありますから、その

作業を見守り、あるいは必要な情報等は提供して、また法制局とも連携をするというかたちで側面

的な対応をしたいと思います。 
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皆さんすでにご承知のように、不登校というものの実態は千差万別であります。したがって現場

の教職員の対応も涙ぐましい努力をしています。この現実も踏まえながら、総理のこれまでのフリ

ースクールや夜間中学校に対する取り組みもみなさんご承知のように、全ての子どもに教育の機会

を、その教育の機会を得ることによってより豊かな心、社会生活を営むことができるように、そう

いう観点でのフリースクールを、これまでの文部科学行政ではどちらかというと主流ではありませ

んでした。しかし、そこにしっかりと目を向けるべきである、そういう信念のもとにご指示もいた

だいているし、また子どもの貧困対策という観点からも、いろんな教育課題を内包しているのが不

登校の実態でありますから、そういう総合的な不登校対策として文部科学省としては取り組みたい

と思っておりますし、それをリードする役割を立法府の議員連盟でされているということは、足並

みをそろえて見守っていきたいと思っております。 

したがって私のこの発言が、立法チーム、議員連盟、また国会の何らかの制約にならないように、

ていねいに慎重にやらなければいけないと思っております。 

 

Ｑ  今回、一億総活躍大臣に加藤大臣がなり、首相が今回新三本の矢で不登校児などのフォローをす

るという教育を打ち出して、加藤大臣の担当とかぶるんじゃないかと思いますが、それについてど

う考えるか。また「活躍」という言葉をめぐっていろんな意見が出ていますが、大臣にとって「活

躍」とはどういう意味か、どう考えているか教えてください。 

 

Ａ  かぶってどこが悪いの？ むしろ、この不登校の問題に、一億総活躍担当大臣の所管の中に入っ

ているというのはものすごい私は嬉しいです。今まで、ともすればですよ、ともすれば、担任の先

生も、学校の管理職も、教育委員会の指導主事も、不登校児に対してどういう対応をとってきたん

ですか？ということを考えると、より多くの国民の方々、また政策の決定にあたって責任のある方

に、不登校の問題についてより深く理解をいただくことは素晴らしいと思います。 

私はこの不登校の問題にたずさわってまだ 15 年くらいしかたちませんが、何度も現場を見たり、

当事者に話を伺ったり、保護者に話を伺ったり、教育委員会に話を伺ったりしてきました。一億総

活躍というのは「競争して強いものが良ければいいじゃない」と、そういう意味ではありません。

憲法第 26 条にもある通り、その能力に応じて等しく自分の能力を発揮できる、そのために教育があ

る。特に義務教育の段階においては、就学義務を学校ではたしていただきたいわけですが、それが

できない事情があるわけで、その子どもたちに対しても、またいわゆる形式卒業生という言葉もあ

りますけども、不登校のまま学校卒業をしてしまった人たちが、その後どのような思いで人生を過

ごすことになるのか考えると、その能力に応じて自分の希望や夢ややりたいこと、やらなければい

けないこと、課題を設定してそれを解決していこうとする、その毎日の足並みを実感することこそ

が私は活躍だと思います。成果主義だけではないというのが私の考えです。そう考えると、不登校

の課題を加藤大臣にも所管していただけるというのは本当にうれしく思いますので、かぶってどこ

が悪いの、と思います。 

おかげさまで、文科省でも実態調査をし、私も関係者の方々ともお話しを伺っている中で、続々

といろんな声を寄せていただいております。その思いを加藤大臣にも共有していただいて、一億総

活躍社会とは何ぞやということの問いかけを、行動で実践していく、政策で実践していく、口だけ

ではなく現場と足並みをそろえながら実行していくという姿勢が必要だと思います。 
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■メッセージ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

朝倉 景樹(シューレ大学) 

日本ではたった一つのカリキュラムしか教育として認められていません。国公私立のどの学校も

この唯一のカリキュラムに基づいた教育をしなければいけません。この国定カリキュラム学校しか

認められていない社会では、このたった一つのタイプの学校に合わないと、その子どもの教育を支

えられる仕組みはありません。今の日本の現状は、そのような過酷なものです。子どもはそもそも

多様な存在ですから、国定カリキュラムである学習指導要領が仮にどんなに完成度の高いものにな

ったとしても、合わない子は出くくるものです。諸外国では、教育として一つしかカリキュラムが

認められていないという日本の状況は驚かれるようなものです。日本にしか「不登校問題」という

問題の仕方が存在しないのも特徴です。多くの社会では、一つのタイプの教育が合わない場合、他

の教育(オルタナティブスクール、フリースクール、ホームエデュケーションなど)を選ぶことが可

能です。また、そのような教育を選ぶことに否定感を持たされないで済みます。そのような選択を

しても、その教育は社会から認められ、支えられ、引け目を感じなければいけないことではないの

です。この法律は、日本のこのような過酷な状況を変えるものです。多くの人が議論をし、中身を

充実させ、運用を子どもにとってよりよいものにしていく必要があると考えます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

《「確信犯支援法」の必要性について》 

小貫 大輔（チルドレンズ・リソースインターナショナル／東海大学） 

私は、2009 年から 2013 年にかけてブラジル政府が実施したオンライン「在日ブラジル人教育者向

け教員養成講座」で、日本側ホスト機関としてスクーリング授業を実施した東海大学の実施責任者

を務めました。全国のブラジル学校の先生たちや公立学校の通訳の先生たちなど、200 人以上にブラ

ジル国の教員資格を与えることができました。その経験から、現在でも日本全国のブラジル人教育

者の皆さんと緊密に連絡をとっています。 

今回の法案提出については、市民運動の段階からかかわり、その進展の状況を逐一ブラジル学校

の関係者に伝えてきました。今年のゴールデンウィークには、そういった関係者 400 人ほどが滋賀

で集まり、このテーマについて話し合いました。奥地圭子さんにも来ていただいて、運動の説明を

していただいたので、ブラジル人コミュニティでもかなり理解が進んだことと思います。 

そういった活動の中ではっきり自覚しているのは、日本に住む外国人の子どもたちは、憲法と教

育基本法の規定によってそもそも「教育を受ける権利が保障されない」とされる「政府の憲法解釈」

を覆さなければいけないのだ、ということです。 

この運動の中には憲法学者のメンバーもいるので、ぜひコメントいただきたいところですが、憲

法で言う「国民は…」の表現は、本来二つの異なった意味で使われています。「日本国籍所有者は…」

を意味する場合と、「人間は…」を意味する場合です。 

教育の権利を保障するくだりは、明らかに「人間は（すべて人は）…」の意味で「国民は…」と
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いう言葉を使っているのであって、それは、「旧日本語」の表現にすぎず、憲法の現代語訳を作るな

らば「すべて人は（何人も）…」と訳されるべき箇所です。 

そのことを乗り換えない限り、日本に住む外国籍の子どもたちの教育に未来はありません。 

そんな中、「多様な学び保障法」の市民運動は、運動のごく初期からこの問題を正確に認識し、常

に「国籍による教育上の差別があってはならない」ことを主張してきました。今回提示されている

法案は、その点において高く評価されるものです。 

他方、重要な懸案事項もあります。 

それは、「国籍による平等」が、「鯨と猿の木に登る権利の平等」（形式上の平等）になってはなら

ない、という点です。国籍が違うということは、多くの場合、使用言語や文化、価値観まで違うこ

とを意味します。その違いがもたらす異なった状況を鑑みずに、ただの「平等」というのでは、現

在政府がとっている「来るものは拒まず」の外国籍児童生徒への教育政策となんらかわらなくなっ

てしまいます。 

ブラジル人の子どもたちの多くは、日本の学校の文化風土になじまず、いじめなどの被害にあう

ことも多いことから、自分たちの学校を作ってブラジル式の教育をブラジルの言語でブラジル人の

先生たちから受けています。 

Yes、そこで学ぶ子どもの多くは、日本の公立学校を「不登校」になった子どもたちです。Yes、

そういったブラジル学校は地域のかなめとして「不登校」の子どもたちを救うフリースクールと同

じ役割をはたしています。しかし、そこには「確信犯」の子どももたくさんいます。つまり、最初

から日本の公立学校には通うことをしなかった子どもたちです。彼らにとって、ブラジル学校に通

うことは家族の選択でした。その方が、子どもが幸せになるだろう、という家族の戦略でした。な

ぜならば、すらすらと木に登ることを学ぶのではなく、ゆうゆうと大海原を泳ぐことを学ぶのが教

育のあるべき姿だと考えたからです。 

そのような子どもたちがいることを理解してください。 

日本人のご家庭の中にも、フリースクールに通うことが「確信犯」である人がいるのではないか

と思います。「確信犯」万歳！ と思います。子どもが不登校になり傷つくことを体験してから初め

て、「その子ども」の必要とする教育に気が付くのではなく、最初から家族で「その子ども」の必要

とする教育を求め、他の親御さんたちと一緒に、先生方と一緒に学校づくりをしている方々が日本

にはたくさんいることを知っています。 

「確信犯」万歳！ そういう人たちがいるからこそ、新しい教育が生まれていくのだと思います。

そういう人たちがいるからこそ、すべての異なった子どもたちの、すべての異なった必要に応じよ

うとする社会が作れるのだと思います。 

では、「確信犯」は犯罪者でしょうか。「確信犯」はその「確信」によって、市民としての権利を

はく奪され、卒業証書や公的助成を受け取る権利を放棄しなければいけないのでしょうか。実際、

これまでのオルタナティブな教育を作ってきた人たちは、ブラジル学校の関係者も、フリースクー

ルの関係者も、シュタイナー教育の関係者も、みなさん、そういった意味で市民権のはく奪に耐え、

自らの信じる道を歩んだ殉教者のような人たちでした。しかし、それでは、日本の教育はかわりま

せん。 

これまでの日本の外国籍児童生徒への教育政策は「来るものは拒まず」の「鯨と猿の平等」だっ

た、と申し上げました。公立学校に通うことは、外国籍の児童生徒にとっては単なる「お慈悲」だ

った。新しい法律が、同じことを「不登校」の子どもたちに繰り返さないことを訴えます。「確信犯

支援法」としての、真に「多様な機会確保」の法律となることを願ってやみません。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「子どもを“護る”」ということ 

加瀬 進（東京学芸大学特別支援科学講座 教授） 

 東京学芸大学では学部組織の再編が行われ、2015 年度より教員養成を行う「学校教育系」と、教

師と協働して子どもを支援する「教育支援系」が改めてスタートしました。特に後者の新設にコミ

ットしてきた、そして教育支援系に位置付く「ソーシャルワークコース」担当となった私としては

特別の想いを抱いています。大学院は従来と同様に「特別支援教育」の担当であり、教育と福祉の

コラボレーションにホームグラウンドで取り組むことになったからです。 

 その想いの中に「多様な学び」を教員養成大学のカリキュラムに位置づけ、教員を目指す学生諸

君とソーシャルワーカーやカウンセラー等を目指す学生諸君が一緒に学びあう授業を創りたいとい

う夢が込められていました。組織再編と連動する形で展開してきた自主ゼミ「教育支援人材とは何

か」の中で、養護教諭を目指す学生 N さんが示してくれた鮮やかで、しなやかな感性に我が意を得

たり！と感激した情景をお伝えしたいと思います。 

 それは、かつて大変評判になった（1995 年）、中学生女子、小口さんと福岡さんによる意訳『子

どもによる、子どものための、子どもの権利条約（小学館）』を読み進めていたときのことです。N

さんが静かに、次のような報告をしてくれたのです。 

 

   「あの、この本で「子どもを“まもる”」って言うとき、必ず「守る」っていう漢字じゃなく

て、養護教諭の「護」、にルビをふって「まもる」って使っているんですね。それで･･･ちょっ

と調べてみました。そしたら、「守る」の方は「手の中に包み込んで、放さない」という意味合

いがあり、「護る」の方は「そこにある何ものかが壊れないように、外から支える」っていう意

味があるそうなんですね。なんだか、そこにこだわって「護る」っていう漢字を使っているよ

うな気がしたんです。自分が養護専攻だからかもしれませんが･･･。」 

 

当日、参加してくれていた学生諸君と議論を重ね、私たち自主ゼミでは次のようなスタンスに立

とうと強く心に抱いたのです。 

 

＜守る＞ 

語義：手の中に包み込んで、放さない 

解釈：多様な支援者が、それぞれの都合や「専門性」なるものによって「子どもを手の中に

包み込んで、放さない」という事態は決して子どもの最善の利益を「まもる」ことにはな

らない。 

 

＜護る＞ 

語義：そこにある何ものかが壊れないように、外から支える 

解釈：子ども自身が壊れずに、成長していけるように、多様な支援者が手を携えて外から支

える～例えて言えば、人の手によるトランポリンのように～ことこそが子どもの最善の利

益を「まもる」ことになる。 
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 私は今回の組織再編にあたって、その意味するところは「学校教育系」と「教育支援系」が「子

どもの最善の利益を“護る”」ために真の意味で脱皮し、協働することだと考えています。そのため

には「一条校」に通うことを支援する「教育支援」ではなく、一人ひとりの子どもにとって最善の

利益を保障する「学びの場」を追求し、実現する新たな組織であって欲しい。そのために大学人と

してできる限りのことをしようと決意しています。まずは来春、本学で初めて『多様な学びと子ど

も支援』という授業を開講することになりました。 

 「多様な学び」については賛否両論、様々な議論があります。ですが、少なくとも教員養成大学

の中で、中心的なテーマの 1 つにならなくてはならない。そのことが「未来の学校」を描き、実現

する必要不可欠な道筋である。新法の内容、成立、運用はもちろん重要ですが、そのプロセスで行

われる議論を多くの人々と共有したいものです。 

 今後も、皆さんと一緒に確実にネットワークを拡げてまいりましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

確保法の立法に向けて 

佐藤 牧子（フリースクール OB保護者） 

法案に向けて、としましたが、私がどういう思いでかかわってきたかを書きたいと思います。 

私がこの運動に参加したのは、７年ほど前になります。小５からシューレに通っていた息子が高

３年齢になり、東京シューレを卒業した日、新しい法律を作るための研究会があると聞き、”法律を

作る過程を見れる”という興味だけで参加したわけです。 

 憲法やら 教育法やら多方面から勉強していくうちに、こんなに理想的な憲法の下での教育法が、

学習指導要領などを経て、どうしてこんなにも、子供達を追い詰めるものになってしまうのか、わ

かりませんでした。 

 何回もの話し合いの中で、子供の頃に漠然と抱いていた疑問が甦りました。 

 

 どうして、興味のある事だけずーっと勉強しちゃいけないんだろう？ 

 

 小学校当時、私は生命の起源とか、宇宙の成り立ちとか、そういう事ばかり考えるのが楽しくて、

歩きながら考えて登下校し、中学生になるころには、SF 小説を読みあさる毎日でした。当然、宿題

も勉強もしないから、成績は下がり、塾に行く事になるのですが、学校で勉強しないのに、塾です

る訳がない。全くの無駄で、今では両親には申し訳なく思っています。でも、学校に行かない選択

肢はありません。なんとか高校には入りましたが、教科書には落書き以外の書き込みもなく、一切

勉強した記憶はありません。 

 私の子供の頃は、そんな感じでも、いじめられてはいましたが、死にたくなるほど追い詰められ

る事もありませんでした。学校を休めたら楽なのに、と思う事もありましたが、言いだせる環境で

はありませんでした。 

 自分がそんな感じだったので、子供が出来たとき、将来この子が学校に行きたくないと言ったら、

行かなくてもいいよというつもりでしたが、まさか本当にそうなるとは、思ってもいませんでした。 

 小５から高３までシューレで過ごした息子は、働いてはいますがアルバイトです。社員待遇と思

って行った北海道の牧場では、中卒だから給料は１万円引きと言われたそうです。牧場の肉体労働
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の仕事ですよ！信じられません！ 

 結局、半年 も経たずクビになるのですが、帰ってからは、ブラック企業のような警備会社のシフ

ト勤務を続けています。言われた事を要領よくこなす事が出来なかった自分に自信が持てず、転職

に踏み切れずにいるようです。 

 私は、この法律が出来ても、すぐに何か変わるとは思いません。社会が○○学校卒というブラン

ドで、判断している事もしょうがないと思います。 

 でもやっぱり、今のままでいい訳がない！ 人を同じ基準で測るのには、どうしても無理があり

ます。色んな個性がこの社会を支えているのだと思います。もっと色んな選択肢があって、立ち止

まって考える時間があって、自信を持って社会に出ていける世の中になって欲しい。この法案が、

社会的な考えを変えるきっかけになるはずだ、と思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

坪谷ニュウエル郁子（東京インターナショナルスクール理事長） 

日本の学校教育は、これまで学級等の集団の教育力を生かした指導によって大きな成果を上げて

きた。一方、一人一人の子どもたちの中には、様々な可能性を持ちながら集団での生活や行動にな

じみにくい子どもたちや、学校で力を十分に伸ばせない子どもたちがいる。 

 

これらの状況にある子どもたちも含めて、他の子どもたちと違う事を「駄目なこと」とするので

はなく、むしろ「多様性」という観点から社会にとって「多様な個性」として積極的に認め、受け

入れ、その子達の力も最大限に伸ばせる学校教育へと転換する必要がある。 

 

その際、全てのニーズや課題に学校だけで対応しようとするのではなく、学校外の様々な関係者、

関係機関、団体等との恊働、連携も含め、「社会、地域全体で全ての子どもたちの力を伸ばす」とい

う発想に立つ事が重要である。 

 

上記は、平成２５年１月、閣議決定により「内閣重要課題の一つとして教育改革を推進する」た

めに開催されている教育再生実行会議が、新たな検討課題として検討する課題の要約である。つま

り「多様な個性が長所として肯定され活かされる教育」への転換と言える。 

 

教育再生実行会議の末席に加えさせていただいた以上、微力ながら精一杯努めていく所存である。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今は、切り拓くとき 

中村 国生（フリネット／東京シューレ） 

 2008 年、東京シューレで政策提言をまとめた。それはまだまだ稚拙であったが、フリースクール法の

ような立法を提言した。翌 2009 年からフ リースクール全国ネットワークとして、より広く、より深く

議論を始めた。時を同じくして、数年来、「子どもの権利条約」を学び続けてきた東京シューレの子ども

たちが、「不登校の子どもによる権利宣言」をまとめ、第 1 条に「教育への権利」、第 2 条に「学ぶ権利」、
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第 3 条に「学び・育ちの あり方を選ぶ権利」をはじめとする全 13 条にまとめた。このとき、私の中で

は、未来の構想として描いていた立法が、宣言を突き付けられた大人の責務として、一刻も早く実現す

べきものとして決意に変わった。そう、誰かが変えてくれるのではない。私たちで変えていくしかない、

変えていくべきも のなのだ。その後、実現する会としてさらに広がりと深まりを経て、「多様＝一人ひ

とりの子どもの学習権を保障する」という建て付けで洗練されてき た。 

 この 20 余年、不登校・フリースクール運動と共に、私たちが経験しつくり上げてきた貴重なものが、

もう一つあると実感している。市民運動から市民活動へ、そしてＮＰＯへ。運動であり活動であり日々

生活の中で展開する事業という実体をつくり上げてきたことだ。アドボカシーも、政策提言も、行政批

判や政治批判も、その方法が変わった。市民の関わり方・志向も変わった。協働・連携という概念とし

くみが身に沁みこんで、本当に変えていくには、私たちが関わっていくしかない、誰もやってくれない

し、求める相手には、やるノウハウもないのだから。行政や議員といっしょにやっていく、パートナー

シップでやっていく、それ以外に責任を持ってやっていく方法があるだろうか。いまのところ、他には

ない。 

 いま、ようやく制度上「学校外」での学習権行使が拓かれようとしている。不登校、フリースクール、

オルタナティブ教育、インターナショナルスクール・・・夢はどこまでも広がる。しかし、学校外の道

が大きく開かれるかもしれないし、ほんの針の穴程度かもしれない。でも、切り拓くことが大 事だ。そ

のときは、“今”ではないのだろうか。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

          藤田 美保（認定ＮＰＯ法人 箕面こどもの森学園 校長） 

こんにちは。 

大阪にある箕面こどもの森学園というオルタナティブスクールの藤田美保といいます。今回、み

なさまにお伝えしたいことがあり、メッセージを送らせていただきました。 

私たちは、フレネ教育をベースとした小学校を 12年間運営してきました。フレネ教育の最大の特

徴は、子どもたちが自分で立てた学習計画に沿って学ぶところです。私たちの学校でも、子どもた

ち一人ひとりが、毎週末、次の週の学習計画を自分で立て、その学習計画に沿って学んでいます。 

 学習計画の内容はさまざまです。基礎学習の時間では、足し算をやっている子のとなりで、漢字

を書いている子、読書をしている子、作文を書いている子、九九のカードをやっている子がいます。

自分のやりたいことをやるプロジェクトの時間には、木工をやる子、お菓子作りをする子、けん玉

の練習をする子、ゲーム作りをする子、手芸をする子、レゴで作品を作る子など本当にいろいろで

す。私たちの学校では、それらはすべて学びとして見なされ、毎週毎週の学習計画表が学びの軌跡

としてファイリングされていきます。 

 子どもたち自身が決める学習計画を中心とする学校では、話し合いがとても重視されます。一人

ひとりの声や気持ちが最大限尊重される経験を通して、自分も人も大切にしながら生きていくこと

を子どもたちは深く学んでいます。こうした学びのスタイルは、持続可能な地球市民を育む教育Ｅ

ＳＤとして認められ、国連機関であるユネスコから、ユネスコスクールとして認められています。 

 個別の学習計画を基盤とした学びの営みを続けてきて感じることは、「与えられる教育ではなく、

自らの気持ちを大切に自ら創り出す教育が、子どもたちのもつ可能性をより一層拓くことができる」

ということです。 

 オルタナティブスクールなのだから、「学習計画が立てられる子」が通っていると思われる方もい
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ると思います。オルタナティブスクールに通ってくる子もいろいろで、中には不登校の人、自分の

気持ちを表現することが難しい人、やりたいことが思い浮かばない、やる気がでないという人もい

ます。それでも、自分が認められ、安心できる場所であれば、しだいに自信とやる気を取戻し、自

分にあった学習計画を立て、いろんなことにチャレンジできるようになっていきます。 

 個別学習計画への懸念の声が多くあがっていますが、実際に子どもたちといっしょに一人ひとり

が望む学習計画を毎週立てながら、日々の学びを積み重ねてきた経験から申し上げると、個別学習

計画そのものは、それほど大変なことでも、難しいことでもありません。 

 むしろ、「学校」に通うこと以外の選択肢が認められず、自分に合わない、あるいは行きづらいと

感じた場合でも、自分の気持ちや考えに蓋をしながら、半ばあきらめて、周囲に合わせることに神

経を使いながら学ぶことしか認められない今の日本の教育制度がこのまま続いていくことの方が、

子どもたちの心にかける負担は、はるかに大きいと思います。 

 一人でも多くの子どもたちが、自分に合った自分が選んだ場所で堂々と学んでいけるためにも、

この日本でも、「学校」以外の多様な教育の場が、認められていく法律ができることを、心から願っ

ています。どうぞ、よろしくお願いします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これは教育多様化の第１歩にすぎない 

      古山 明男（多様な教育を推進するためのネットワーク「おるたネット」代表） 

 不登校という現象は、日本だけにある現象です。もちろん、学校恐怖、学校嫌いは世界中にあり

ます。しかし、社会問題になるほどの不登校があるのは日本だけです。 

 不登校の本質は制度問題です。日本に、子どもに合わせて教育ができてくる仕組みがなくて、学

校に子どもを合わせようとだけしているために、学ぶ機会を失った子どもたちが大量に発生したの

でした。しかし、これを、学校に適応できない子どもたちの問題だ、と捉えたために、日本の不登

校は解決が不可能になっていました。 

 今回、議員立法の動きのあった「多様な教育機会確保法」は、これまでではじめて、教育のほう

の幅を拡げようとしている法律です。はじめて、学校外の教育を義務教育と認めようとしています。

「個別学習計画」という形で、一人一人に合った教育が発生することを可能にしていることは、「一

人一人をたいせつに」の具体化として評価できます。 

 目指すところは、教育の多様化です。しかし、この「多様な教育機会確保法」は、まだはじめの

一歩としか呼べない法律です。たとえば、「学校に合わない」ことが明白でも別な教育を選ぶこと

ができず、不登校まで追い詰められるのを待たなければなりません。 

 就学義務を緩めることを怖れる守旧派の方たちが多い政治情勢ではやむを得ないことかもしれま

せん。しかし、授業をしないサドベリー校型の教育、家庭で育てるホームエデュケーションなどが

堂々と選べるようにならないと、日本の教育はほんとうに可能性を開かせることができないでしょ

う。 

 今回の法律は、将来にわたる教育多様化の大きな流れの中で捉え、これからの大きな動きの第一

歩としていくことが必要でしょう。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

松島 裕之（フリースクール全国ネットワーク事務局長） 

私自身、小学校 4 年生から不登校をし、中学にはほとんど通わず（入学式を合わせて三日程度）、

高校は受験もせず、最終学歴は中卒のまま今日まで過ごしてきました。 

なぜあれほど苦しまなければ学校を休めなかったのか、なぜ「学校に行かない」というだけで教

科学習を体系的にやれる機会、同年代の仲間と出会う機会、集団スポーツ等をする機会が激減し、

家の外に出るのもつらくなってしまったのか、学校に行かずに育つことを公的に認める制度をつく

りたいと考える理由はいくらでもありますが、ここでは「学び」ということに絞って書きたいと思

います。 

私は、いじめ自殺などに関係する報道の中で「つらいのなら学校を休んでいい」ということが言

われるたび、違和感をもちながら生きてきました。学校はつらくなければ休んではいけないのか。

また、学校に行かないことはイコール「休み」なのか。という疑問が、私の違和感のもとにありま

す。 

もちろん、休む権利が認められることは大切ですし、しばらく休んでまた学校に行くという人も

いるでしょう。でも、学校を休むだけでなく、やめてしまいたい人もたくさんいます。あるいは、

学校をやめるかどうかは別にしても、学校に行っていない間、休むだけではなく何か別のことをし

たいという人もたくさんいるでしょう。「休む」ことの他にも、学校外の場でやっていくということ

も認められる必要があるのです。 

「多様な教育機会確保法」について、「個別の学習計画」が批判の対象になることがありますが、

私は逆に「学習」の文字があるからこそ、ただ「休む」というだけではない、学校に行かない育ち

方が公認され、不登校の子どもたちも「（つらくて）学校に行けないかわいそうな子」という社会の

見方から解放され、堂々と学校に行かずに生きていける世の中に近づけるのではないかと考えてい

ます。 

法律そのものは「学校教育法の特例」であり、「相当の期間欠席している人」でないと学習計画を

提出できないというのは残念ですが、それでも学校以外の場所で、学校に通うのに相当する「学び

（教育）」ができると公的に認められることには大きな意味がある、たとえ小さな一歩でも、その一

歩を踏み出せることには大きな意義があると感じています。 

そして、もちろんここで言う「学校に通うのに相当する」というのは、社会的な認知の話。家庭

やフリースクールで学校の勉強をやる必要はありませんし「学校でつらいことがあって、今は休み

たい」という時には、学習計画を立てずに休んでも良いし、休むことそのものを成長に必要な過程

として学習計画に入れても良い、どちらでも、子ども自身の気持ちにフィットする方を選べるよう

にしたら良いのです。 

そうやって、「学ぶ」ということの意味を広げ、子どもは学校に行かなくても育っていけることが

認められるのを第一歩として、その仕組みを使えるのが「不登校の子ども」だけに限定されないよ

う、もっと多くの人が使えるように広げるため、皆さんと一緒に運動を進めていきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

具体策を提案しよう 

矢倉 久泰（教育ジャーナリスト） 

 多様な学びを公的に保障する法律を要求してきた私たちにとって、この議員立法案は歓迎すべき

ことだと思います。なにしろ明治 5年の学制発布以来、教育は学校が行うものと定められてきたこ

とを改めるという点で、教育史上、画期的な法案です。しかも教育基本法だけでなく、子どもの権

利条約（政府は「児童の権利条約」という）の「趣旨にのっとり」と規定してあるのもいいですね。

教育関係の法律に子どもの権利条約が謳い込まれたのは、これが初めてです。 

とはいうものの、法案の文言の中には、「これって、どうなの？」と気になる文言もあります。個

別学習支援計画が学校教育法第 21条に掲げる「義務教育の目標」を踏まえること、「相当の期間学

校を欠席している」などです。「これがあるからだめだ」と法案に反対するのではなく、これを乗り

越える方法を考える必要があると思います。 

どうするか。文部科学省に質問状を出せば、国の方針が示されるでしょうが、これではダメです。

私たちの側で、学校外での学びを求める子どもの立場に立って、「欠席の期間」や普通教育の内容を

含む個別学習支援計画のモデル案をつくり、文部科学省に提示して議論し、「ここまで許される」と

いうお墨付きを確保することです。 

さいわい、議員立法案の作成に携わった馳さんが文科大臣に就任しました。上記のことについて、

彼と「大臣交渉」を行ってはどうでしょうか。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

木村 砂織（東京シューレ葛飾中学校） 

不登校のことに 30 年近く関わってきて、その間さまざまな変化がありました。 

全国各地で親の会ができ、フリースクールも増えてきました。 

しかし不登校をマイナス視する社会的な状況は、改善された面もありますが依然として続いています。

不登校したことでの子どもの自己否定感、将来への不安は相当強く、本人だけではなく、保護者もまた

同様です。 

実際に不登校を経験した人たちは大勢いて、成人し、社会の中で生きています。その人たちは世間の

偏見や社会的制度が不十分な中を生きてきました。不登校の人達と出会う仕事についた私は、その姿に

励まされエネルギーをたくさんもらいました。と同時に学校に行かなかった、というだけで不登校の人

が多くの困難を持たざるを得ないことに常に理不尽な思いを抱えていました。いつまでこの歴史を続け

るのかと思います。 

制度を整えるには、多くの条件が必要ということは今回のことでよくわかりました。そして、今が千

載一遇のチャンスであることは確かだと思います。 

不安や懸念は私たちの向き合ってきた経験、実践の蓄積で解決していき、まずは制度を整えることに

多くの方々と力を合わせて取り組んでいきたいと考えています。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

木村さとし（子どもの幸せ研究所 Happy Children 代表／おるたネット 会員／ 
八ヶ岳サドベリースクール スタッフ／東京シューレ葛飾中 保護者／ホームスクーリング 保護者） 

自分にあった学び方を選べる、というのは人間として大事な権利のひとつだと思います。 

大人には選ぶ権利がありますが、子どもにはまだありません。 

毎年、多くの子どもたちが学校に行かなければならない、という理由で命を落としています。 

学び方=生き方を選ぶ権利を子どもたちに。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜学校だけじゃない道を︕＞ 

前北 海（NPO 法人フリースクール全国ネットワーク 理事／フリースクールネモ スタッフ） 

 

私自身は中学校のころ不登校を経験し中学校はほとんど行かずに育ちました。そして現在はフリース

クールのスタッフとして働いています。 

まず一番私が言いたいことは「子どもの自殺を少しでも減らしたい」ということです。内閣府から 40

年間の子どもの自殺の日別のデータがでました。そのデータによると 9 月 1 日に子どもが一番自殺をし

ています。これは夏休みが終わる日に、「学校に行きたくない」という抵抗の表れではないか？と私は考
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えてます。子どもが自殺する原因はすべてが学校とは言いませんが、＜9 月 1 日に自殺が多い＞というこ

の事実から手をつけてもいいのではないか？と思っています。「死ぬくらいなら逃げていいよ」というの

は一般的になってきたかもしれませんが、現在 FS は何の制度としての保障もありません。果たしてそん

な場所に気軽に逃げてくることは出来るでしょうか？逃げる場所をしっかり確保していくことで守れる

命もあるのではないだろうか？と考えています。 

それでも必死の思いをして FS 等にたどり着くと、最初はとても疲れていたり、人間関係にとても臆病

になっていたりして、まずは休息が必要とします。FS 等は安心と安全は確保されています。そこで十分

に休息を取ることができると、何かをしたいという欲求を取り戻し、様々な探究心が戻ってきます。 

ここで学校に･･･。という道だけではなく『子どもがいたいと思う場所で子どもが育ち、学ぶ』という

選択肢の必要性を感じます。また不登校対策の中で学校復帰前提とした支援だけではかえって子どもの

状態が悪くなるような逆効果になることも忘れてはいけません。 

最後にですが、学校に行っていないだけで『学びの権利』を捨てたわけじゃないということです。高

校進学等で、学校の学力が必要なときに学び直しは自己責任です。このことからも夜間中学校も含めた

法律整備はとても必要と考えます。 

FS 等で行われる「学び」は個人に寄り添った「学び」です。この「学び」は「子ども」と捉えても間

違っていません。子どもの多様性を認めていくには、同時に場所も多様になければ実現しません。そし

てその場所には実に多様な子どもを支える大人が関っています。その大人たちが責任を持って社会を変

えていき、「学校に行くのが辛い君も見捨てないよ」そんなメッセージをすべての大人は言える遠くない

未来を作っていける機会と捉えています。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜人が育つ方法は⼀つではない＞ 

杉⼭まさる（東京サドベリースクール） 

私自身、東京サドベリースクールの立ち上げメンバーであり、日々生徒と向かっていますが、子ども

の個性というのは本当に全員違います。でもこれは改めて考えなくても当たり前のことで、「人はそもそ

も違う存在」なのだということです。 

 

それなのに、子どもが多くの時間を過ごす日中の時間を、ひとつしかない道で限定させてはいけない

と思います。教育界は「子どもの個性を伸ばそう！」と言いますが、そもそもひとつしかない教育で子

どもの個性がどうのこうのと言えるわけがありません。今の教育をこまごまと変えたところで根本的な

ところでは何も変わっていないのです。なぜなら、結局のところ道はひとつしかなく、その道が合わな

ければ“不登校”だなんだと言われてしまうからです。そして、「子どものため」という執拗な大人の引

き戻しにあいます。それは本当に子どものためでしょうか。大人の自己満足、もしくはそんなことしな

くてもいいのになと思いながら、システム上しかたなくしているので はないでしょうか。 
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大人に置き換えればわかりやすいのです。大人だって営業に向いている人もいれば、研究者に向いて

いる人もいるでしょう。ひとりでいることが好きな人もいれば、毎日新しい人に会っていたい人もいる

でしょう。 

大人だって全てのことができる必要などないのに、子どもは教科を何でもできなくてはいけない。ス

ーパーマンじゃないんだから無理です。 

 

私はよく、私が死んだあとの世代のことを考えます。 

どうなっていたら彼ら、彼女らが自然にリラックスして自らの人生を全うできるような社会なのか。 

私は教育に携わらせていただいているものとして、様々な会社がたくさんあるように、様々な学校や

学びの場、育ち方が選べること。 

また、それを支える制度が必要だと考えています。 

私はサドベリースクールという現場でまさに子どもたちが育っている環境を大切にしながら、新しい

制度として法律も整えていきたい。 

 

もしかしたらその制度は、すぐに１００％完璧なものとはならないかもしれません。しかし、一歩を

踏み出さなければ何も始まりません。誰かが勇気を出して、自由に結婚相手を選べたり、仕事が選べる

ようになったり、女性の選挙権が当たり前になってきた歴史があります。今思えばとんでもない時代で

す。 

 

いつか将来の子どもたちが、「昔は子どもが学校とか学び方を選べなかったんだって？信じられない！」

という日が来るでしょう。その日を１日でも早く実現しましょう。本当に子どもたちの個性を大切にで

きる社会へ！ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※当日資料に収録できず別添でお配りしたメッセージを加えて収録いたしました。 
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呼 び か け 団 体 
名  称 特定非営利活動法人フリースクール全国ネットワーク 

本  部 〒114-0021 東京都北区岸町 1-9-19 コーエイビル 

設  ⽴ 2001 年 2 ⽉ 2 日設⽴、同年 8 ⽉ 17 日法人認証 

役  員 

代表理事 奥地圭子（NPO 法人東京シューレ理事⻑） 

代表理事 江川和弥（NPO 法人寺子屋方丈舎理事⻑） 

理  事 木村清美（フリースクールヒューマン・ハーバー主宰） 

理  事 中林和子（NPO 法人 For Life 理事⻑） 

理  事 中村 尊（NPO 法人フリースクールクレイン・ハーバー理事⻑） 

理  事 前北 海（NPO 法人ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク理事⻑） 

理  事 増田良枝（NPO 法人越⾕らるご／フリースクールりんごの木理事⻑） 

監  事 児玉勇⼆（弁護士） 

会 員 数 団体会員 77 団体 ／ 個人会員 32 名（2015 年 8 ⽉ 1 日現在） 

設⽴趣旨 

私たちは、子どもの育ちは多様にあることが望ましく、子どもに合うものが
選択できるような社会になるといいのでないか、と考えています。私たちは、
既存の学校制度のみにとらわれることなく、子どもの最善の利益と、学び・育
つ権利を保障するために活動する全国のフリースクール・フリースペース・ホ
ームエデュケーション家庭のネットワーク等が連携し、活動しています。 

私たちが考え、目指している社会は、子どもたち⼀人ひとりが、⼤人と同じ
⼀人の人間として、人権を守られ、尊厳ある存在としてあつかわれる社会、誰
もが自分らしく⽣きられる社会です。    （団体パンフレットより抜粋） 

 

名  称 多様な学び保障法を実現する会 

設  ⽴ 2012 年 7 ⽉ 14 日 

共同代表 

汐⾒稔幸（⽩梅学園⼤学学⻑） 

喜多明人（早稲田⼤学教授／子どもの権利条約ネットワーク代表） 

奥地圭子（NPO 法人フリースクール全国ネットワーク代表理事） 

会 員 数 個人会員 374 名 ／ 団体会員 39 団体（2015 年 8 ⽉ 1 日現在） 

設⽴趣旨 

わたしたちは、親や子どもの教育などに関わる関係者、また各界の専門家で
構成されています。様々な⽴場や教育実践者として、そして親としてお互いの
経験と新しい発想を組み合わせて、未来の社会を⽣きる子どもたちにとって必
要な、新しい法律をつくりたいと集まりました。（団体パンフレットより抜粋） 
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■加盟団体一覧 
「フリースクール全国ネットワーク会員団体一覧」 

2015 年 9 月 20 日現在 
（支）＝支援会員 

北海道 

ＮＰＯ法人訪問と居場所 漂流教室 
ＮＰＯ法人フリースクール札幌自由が丘学園 
スクールさぽーとネットワーク 

 

東北 

ＮＰＯ法人アスイク 
ＮＰＯ法人ＴＥＤＩＣ 
ＮＰＯ法人まきばフリースクール 
ＮＰＯ法人Ｗｉｔｈ優 
ＮＰＯ法人フリースクールビーンズふくしま 
ＮＰＯ法人寺子屋方丈舎 
フリースクール青い空（支) 

 

関東 

ＮＰＯ法人越谷らるご フリースクールりんごの木 

ＮＰＯ法人東京シューレ 
東京シューレ学園 東京シューレ葛飾中学校 
フリースクール僕んち 
人の泉オープンスペース“Ｂｅ！” 
東京ＹＭＣＡ“ｌｉｂｙ” 
フレネ自由教育 フリースクールジャパンフレネ 
フリースクール＠なります 
ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク フリースペース コスモ 
フリースクール多摩川 
学び場 ほしのたね 
フリースクールＪＡＴ 
フリースクールあおば 
ＮＰＯ法人ネモちば不登校・ひきこもりネットワーク フリースクールネモ 
アトリエ・ゆう（支） 
フリースクール恵友学園（支） 
フリースクール「フェルマータ」（支） 
心理相談室サウダージ（支） 
友だちひろば なゆた（支） 
寺子屋一休（支） 
フリースクール興学社（支） 
共育ステーション 地球の家（支） 
我孫子学院リベロ（支） 
ＮＰＯ法人フリースペースたまりば（支） 

 

中部 

一般社団法人葵学園 

ＮＰＯ法人フリースクールＰ＆Ｔ新潟校 
フリースクールＷＩＬＬＢＥ 
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ＮＰＯ法人子どもサポートチームすわ 
ＮＰＯ法人ドリーム・フィールド 
フリースクール アサンテ 
ＮＰＯ法人国際フリースクールＩ ＣＡＮ 
ＮＰＯ法人登校拒否の居場所づくりの会「こどものフリースペースにいがた」（支） 
フリースクールみんなの広場（支） 
フリースペースＩＭＡ（支） 
不登校の子どもの居場所「ひなたぼっこ」（支） 
大橋みなと学園（支） 
フリースクール JIJI（支） 
ゆいまーる学園（支） 
デモクラティックスクールまんじぇ（支） 

 
近畿 

ＮＰＯ法人フリースクール三重シューレ 

ＮＰＯ法人フリースクールみなも 

近畿自由学院 

ＮＰＯ法人フォロ 

ＮＰＯ法人夢街道国際交流子ども館 

神戸フリースクール 

ＮＰＯ法人ふぉーらいふ フリースクールＦｏｒＬｉｆｅ 

不登校支援ＮＰＯいまじん 

志塾フリースクール ラヴニール（支） 

バンクーバー高等学院フリースクール スペースカナダ（支） 

ＮＰＯ法人箕面子どもの森学園（支） 

訪問型フリースクール「ツナグ」（支） 

結空間（支） 

アウラ学びの森 知誠館（支） 

聖母の小さな学校（支） 

フリースペースＳＡＫＩＷＡＩ（支） 

デモクラティックスクールまっくろくろすけ（支） 
 

中国・四国 

ＮＰＯ法人コミュニティーリーダーひゅーるぽん 心と居場所支援プログラム「じゃんけんぽん」 
ＮＰＯ法人Ｎｅｓｔ（旧フリースクール下関） 

ＮＰＯ法人フリースクールＡＵＣ 

フリースクール「ヒューマン・ハーバー」 

ＮＰＯ法人フリースクール木のねっこ（支） 

スクールピア（支） 
 

九州・沖縄 

ＮＰＯ法人箱崎自由学舎ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ 

子どもの居場所 ハッピービバーク 

ＮＰＯ法人フリースクール クレイン・ハーバー 

ＮＰＯ法人フリースクール地球子屋 

ＮＰＯ法人珊瑚舎スコーレ 
子どもの学びと育ちの場０００ｔｅｒｒａ ｃｏｙａ空（ＫＵＨくう）(支) 
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多様な学び保障法を実現する会 ●発起人・運営委員 

・明橋大二（精神科医／子どもの権利支援センターぱれっと） 

・朝倉景樹（シューレ大学） 

・江川和弥（フリネット／寺子屋方丈舎） 

・大田 堯（教育学者） 

・奥地圭子（フリネット／東京シューレ） 

・小貫大輔（チルドレンズ・リソースインターナショナル ／東海大学） 

・加瀬 進（東京学芸大学） 

・加藤彰彦（沖縄大学） 

・門眞一郎（京都市児童福祉センター／児童精神科医） 

・亀貝一義（フリースクール札幌自由が丘学園） 

・喜多明人（子どもの権利条約ネットワーク／早稲田大学） 

・木村清美（フリネット／フリースクールヒューマン・ハーバー） 

・児玉勇二（弁護士） 

・汐見稔幸（白梅学園大学） 

・杉山まさる（東京サドベリースクール） 

・高岡 健（精神科医／岐阜大学） 

・坪井節子（弁護士／カリヨン子どもセンター） 

・天外伺朗（作家） 

・十時 崇（元日本型チャータースクール推進センター／多様な教育を推進するためのネットワーク） 

・永田佳之（聖心女子大学） 
・中林和子（フリネット／ふぉーらいふ） 

・中村国生（フリネット／東京シューレ） 

・中村 尊（フリネット／クレインハーバー） 

・西原博史（早稲田大学） 

・古山明男（多様な教育を推進するためのネットワーク） 

・増田良枝（フリネット／越谷らるご） 

・森 英俊（医師／鳥取タンポポの会） 

・矢倉久泰（教育ジャーナリスト） 

・山下英三郎（日本スクールソーシャルワーク協会／日本社会事業大学） 

・吉田敦彦（大阪府立大学／京田辺シュタイナー学校） 

・若林 実（小児科医） 

・岡田佳子（長崎大学） 

・木村砂織（東京シューレ葛飾中学校） 

・木村 聡（多様な教育を推進するためのネットワーク／デモクラティックスクールネット） 

・木村由紀（多様な教育を推進するためのネットワーク／デモクラティックスクールネット） 

・久保田あや（八ヶ岳サドベリースクール） 

・京藤裕子（フリースクール会員保護者／ホームエデュケーション家庭保護者） 

・笹山洋子（ホームエデュケーション家庭保護者） 

・佐藤信一（東京シューレ） 
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・佐藤牧子（フリースクールＯＢ保護者） 

・辻 正矩（箕面子どもの森学園） 

・坪谷ニュウエル郁子（東京インターナショナルスクール/インターナショナルセカンダリースクール） 

・萩原朋子（フリースクール会員保護者） 

・藤田岳幸（東京シューレ葛飾中学校） 

・藤田美保（箕面子どもの森学園） 

・松尾和俊（東京シューレ） 

・松島裕之（フリースクール全国ネットワーク） 

・渡辺克彦（東京インターハイスクール） 
 

 

 

 

多様な学び保障法を実現する会 ● 会員 

 

個人会員 ３９９   

団体会員  ４０   （１５年１０月１６日現在） 
NPO 法人いまじん 

ふんどし屋 FUNFUN＊ファンふん＊ 

共育ステーション 地球の家 

株式会社 e.a.o.チャイルズ コミュニケーション スクール 

学校法人北海道シュタイナー学園 

NPO 法人シュタイナースクールいずみの学校 

特定非営利活動法人横浜シュタイナー学園 

NPO 法人東京シューレ 

学校法人シュタイナー学園（初等部・中等部・高等部） 

箕面子どもの森学園 

多様な教育を推進するためのネットワーク（おるたネット） 

NPO 法人文化学習協同ネットワーク 

NPO 法人東京賢治の学校 東京賢治シュタイナー学校 

NPO 法人京田辺シュタイナー学校 

土居自然学校 

NPO 法人子どもサポートチームすわ 

八ヶ岳サドベリースクール 

さいたまサドベリースクール PIERAILENTO 

わく星学校      他 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な学び保障法を実現する会           

NPO 法人フリースクール全国ネットワーク     

事務局 〒114-0021 東京都北区岸町 1-9-19  
TEL&FAX 03-5924-0525          
E-mail ae@aejapan.org            
 info@freeschoolnetwork.jp 


