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■はじめに 

この報告集は、NPO 法人フリースクール全国ネットワークが 2014 年 7 月 25 日から 8 月 3 日

にかけて行った「IDEC（世界フリースクール大会）を通じたフリースクール、代案教育実践者及

び子どもの交流事業」の報告集です。 

このツアーは、7 月 25 日～27 日の韓国代案学校訪問交流と 7 月 28 日～8 月 3 日の IDEC への

参加からなるツアーで、フリースクールの会員、スタッフ、OBOG、保護者が参加しました。 

いじめ、過度な学力（受験）競争、就職難・経済不安からくる若者の生きづらさなど、多くの

共通の課題を抱える者同士が、「民主的な教育」「子ども中心の学び」という切り口から来るべき

未来のあり方を考えるきっかけとなるツアーになりました。 

フリースクール全国ネットワークにとっても、2000 年の IDEC 日本大会開催がネットワーク誕

生のきっかけとなったという経緯もあり大変感慨深く、また、フリースクール等への公的保障を

求める動きを強めている今日、韓国の「代案学校法」「代案教育法案」とそれをめぐる動きからは

学ぶべきことが多く、有意義な企画となりました。 

最後になりましたが、本事業の開催を応援してくださった日韓文化交流基金、大会開催と参加

者の受け入れに尽力してくださった大会実行委員の皆様に厚く御礼を申し上げます。 

 

 

■ツアー日程 

7 月 25 日 先発組日本出発 

ハジャセンター訪問（社会的企業のインキュベーションセンター） 

7 月 26 日 ソンミサンスクール訪問（地域に根ざしたオルタナティブスクール） 

サランサランスクール訪問（認可型特性化学校） 

7 月 27 日 ビューティフルスクール訪問（非認可オルタナティブスクール） 

IDEC 会場入り、前夜祭 

7 月 28 日 後発組日本出発、IDEC 大会参加 

7 月 29 日 

 

～ 

 

8 月 2 日 

IDEC 大会参加 

大会主催：IDEC2014 実行委員会 

会場：ガンミョン市市民総合センター 

宿泊：ガンミョン市青少年センター（ホステル）、または近隣ホテル 

8 月 3 日 IDEC 大会参加 

帰国 

 

 

■IDEC2014 の概要 

2014 年 7 月 28 日から 8 月 3 日までソウル郊外のガンミョン（光明）市で IDEC が開催されま

した。IDEC とは international democratic education conference の略称で、直訳すれば「世界

民主教育大会」日本では「世界フリースクール大会」と呼ばれています。 

韓国が 2012 年に開催を立候補した時は、子ども実行委員の出身校であるビョプシスクールが

開催者として名乗りを上げましたが、最終的には IDEC2014開催実行委員会の主催となりました。

実行委員会の中核メンバーは、オンハンスというビョプシスクールの卒業生がつくった地域で子 
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どもの遊びや学びの相手をする活動をしている団体とオルタナティブ大学を立ち上げた若者メン

バーです。このメンバーをビョプシスクールとガンミョン市の生涯学習センターがバックアップ

する形で進められました。会場は、ガンミョン市の総合体育館、野外音楽場、隣接するハンブク

小学校でした。 

海外からの参加は 17 カ国から 100 人あまり。最多は日本からの 40 人弱で、大会側が招待した

ミャンマーとネパールがそれぞれ 20 人弱、台湾から約 10 人、アメリカから 3 人、他の国からは

1 人から 2 人の参加でした。韓国からの参加は非常に多く、毎日 300～500 人ほどが参加してい

たそうです。韓国各地のオルタナティブスクールの子ども、スタッフ、親たちを中心に一般の学

校の教員、学生、などが参加しました。 

今回の大会の特徴は主催した実行委員に 20 代のメンバーが多く、若者の問題に関心が高く、基

調講演などに若者の生きにくさやオルタナティブスクール出身者の進路のことなどが取り上げら

れていました。 

 

 

■大会のプログラム 

大会の時程は 9 時半からミーティングがあり、10 時から基調講演、午後からは複数会場で同時

並行的に講演、パネルディスカッション、ワークショップなどが 3 コマ(一コマ 90 分)あり、夕方

にはホームベースという参加者を十数人程度の小グループにランダムに分けて交流できるように

した時間が用意されていました。その後は夕食があり、食後はコンサートや映画の上映などが準

備されていました。ホームベースは、初めて大会に参加した人もいろんな人と交流できるように

と 2010 年のイスラエル大会で導入されたもので、その後多くの IDEC で採用されてきたもので

す。初めの頃はお互いを知り合うことから始め、それぞれがどんなものに参加して、どんな感想

を持っているのかなどを共有していく時間です。 

 

 

■政府の政策への反対キャンペーン 

今回の大会で、韓国のオルタナティブ教育関係者が重視していたことの一つに、朴槿惠政権が

非認可のオルタナティブスクールを管理下に置こうとして作ろうとしている政策に対する反対運

動です。非認可型のオルタナティブスクールはその数も、そこで育っている子どもの人数もわか

っていません。そこで、今の政権は登録を強制し、登録したオルタナティブスクールには何らか

の支援をし、しないオルタナティブスクールは閉鎖も命じ得るという内容だそうです。 

韓国のオルタナティブスクールはネットワークを中心に反対運動を展開しています。この大会

でも 4 日目(7 月 31 日・木)にソウル市庁舎前で記者会見を行ないました。また、その日の夜に急

遽、記者会見でスピーチをした海外からの参加者とガンディースクールの代表をパネリストに、

フリースクールと行政の関係についてのパネルディスカッションをしました。韓国の人たちは、

以前行政とのトラブルを経験したサマーヒルスクールの経験に関心があり、詳しく聞いていまし

た。次回の IDEC はニュージーランドで 4 月に開かれる予定です。  
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講演秒録 

 

行政における民主主義教育の実践と限界 

講師：郭魯炫 クァク・ノヒョン（前ソウル特別市教育監）7月 28日 AM 

 

講演要旨 

１）2010年教育監になる前の韓国の教育状況 

• 権威主義、エリート・競争教育、国際学力テスト重視、成績は良いが幸せを感じていない生

徒。生徒の疲労、無気力・校内暴力・うつ病が大きな課題、世界一優秀な教師だが生徒に尊

敬されない存在、教員同士は孤立し、議論や研究も不十分でバラバラ。会議は校長の伝達・

指示のみ。19世紀のシステムでつくった 20世紀の教育を 21世紀の子どもに与えているのが

現状。 

• 親たちは、1997年ＩＭＦ通貨危機後の格差社会を経験した世代。格差の苦しみを受けないた

めには、競争に勝つことという価値観、個人として考えずシステムを作ってそれに乗ってい

くこと、適応することを選んだ。 

２）教育監としての取り組み 

• 社会を変えるには教育を変える必要、「民主主義のための民主主義による民主主義教育」を到

達点・目標として取り組んだ。私の権力は、校長に、校長の権力は教師に、教師の権力は生

徒と分け合い、共同で取り組む必要があると考えた。 

• 進歩的教育監は少数派だったが、義務教育期間の給食無償化実現、教師による体罰禁止、生

徒人権尊重の新しい時代を拓いた。文化革命であった。教師と生徒の関係を、差別と暴力で

はなく自立と責任の関係に変え、教えることからではなく学びあうことから始める運動をス

タートさせた。 

• 教育行政文書を少なくし、校長・教師の事務・文書処理を減らし授業に集中できるようにし

た。 

• 革新学校というしくみの導入…民主主義的な教育実践、学校運営を一般学校で取り組むのは

むずかしいため、10人以上の新しい取り組み（発表授業、討論授業、暴力・体罰のない授業

などの実践）をしたい教員がいる学校を認定し実験的な取り組みができるようにした。校長

－教師－生徒の関係が民主的に変わった。 

３）現在の状況とこれから 

• セウォル号沈没事故…元教育監として申し訳ない気持ちだ。「静かに、その場にいて下さい」

という指示は、生徒たちが１２年間の公教育でいつも聞いていた言葉。危険を直観する子ど

も、議論する子どもはいなかった。もし、民主主義教育をやってきたら、自分のことを解決

する行動をとったのではないだろうか。 

• 2014年 6月教育監選挙は 17人中 13人が進歩的教育監で、「花が咲いたような状況」。皆さん、

希望を持って下さい。一番希望の明るいところは進歩教育監がいる地域です。今一歩踏み込

んで、公教育を民主主義教育に変えましょう。いっしょにやっていきましょう。 
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※ 教育監制度 広域市道（17 ヶ所）の教育行政を司る教育監が選挙で選出される（進歩 or 保

守） 

※ 郭魯炫 クァク・ノヒョン 2010年第 5回全国同時地方選挙にてソウル特別市教育監に選出。

学生生徒人権条例、公立校への「学びの共同体」の導入など進歩的改革を進めるが、2012年

選挙贈賄で有罪が確定し、教育監を解任された。 

 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

断続社会での青年、教育 

講師：Um,Keeho（韓国）7月 29日 AM 

 

「自分は必要な存在」だと思うか？子どもの存在は、必要かどうかではなく、愛で語られる。 

自分は必要な存在なのかをテーブルでディスカッションしてほしい。 

 

…各テーブルでディスカッション 

 

自分はいてもいなくてもいい存在。韓国には大学のランキングがあり、地方のランクの低い大

学では、学生は勉強しても就職できるのか確信がもてない。自分が必要どころか、親の負担にな

っていると考えてしまう。TOEIC の点数をあげて自信をもちたいと思う学生たち。自分の価値

は身体にしかないとも思っている。きれいな女性がよく店の宣伝をしている。人は身体にしか価

値がないのか。 

キーワードは自信感。代案学校は人を必要な存在かで判断するのを嫌がる、しかし、今の若者

にとってそれはとても大きなテーマ。 

「必要」とは利益・使える・助けになるという意味。助けとはお金ではなく実際に使えるもの

を指し、お金にならなくても利益になることはある、友情や友だちへのアドバイスなど。 

自分は人の助けになっているということは大切で、それを感じられなければ自分の人生はごみ

の人生になってしまう。 

子どもは未来の主人公といわれる。しかし、それは今の主人公ではないということ。普通、大

人は子どもの話に耳を傾けない。必要と感じる人の話に耳を傾ける。子どもの話は必要ないと思

っている。子どもを愛している大人は子どもの話を聞くが、それは必要性とは違う。問題にぶつ

かった時、親だけが乗り越えるのか。子どもと一緒に乗り越えるのか。 

「何がやりたい？」という質問で、子どもは頑張らなければならなくなる。「何をやりたいか」

を強制的に話させるのか、自由に話させるか。夢がないことは敗北者と同じと思わされる。成功

者はテレビに出ている「夢をかなえた人」、夢さえもてない自分。大人は自分の夢を語れるのか。 

近代は 18 歳で自分の将来を決めさせる。代案は自由を大切にしている。しかし、自由が自由

でないときがある。自由とは自分がやりたいことをやること。やりたいことをやりながら自由で

ない時がある。例えば、歌手になりたいという場合、歌う事はいつでもできるが歌手になるには
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歌がうまくなければいけない。好きな事を上手にやれるようになって、ようやく自由になれる。

やりたいと思っても自由になれず、あきらめる。親は夢を許してくれたのに、できなかったら自

由ではない。これは欲求の奴隷になることではないか。 

哲学的に言うと、やりたいことをやった後にきちんと考えた時を自由という。代案学校では、

体験学習をたくさんやる、体験した後、その意味を見つけたあと、自由がうまれる。私たちはい

ろんな体験をしすぎて過剰状態かもしれません。 

やりたいことを見つけるには、自分がやってきた事を振り返り、考える時間が必要。やりたい

ことが見つからないとあせり、いろいろな事をやる、そこから悪循環がうまれて罪の意識も生ま

れる。自己実現は幸せのためのものだが、今はそれが罪の意識やあせりをうむ。 

1970 年代～1990 年代のも反教育の時代だったが、実際に学校を出る人は少なかった。学校を

出たら素晴らしい未来が待っていると約束できた時代。この先に良いものが待っているのは「延

期の文化」。この状況から、順応の文化がうまれた。順応の文化で求められるのは、話すことでは

なく聞くこと。 

学校では「静かにしろ」「席を立たないで」という言葉がよくつかわれた。つまらない学校に耐

えるのが大事、この文化の中で、学生たちの反抗は髪を染めたりスカートを短くすることだった。

自分が学校でやることは社会では使えないというのが学生の意識で、社会と密接に関わった学び

を求めていた。自己実現欲求が生まれ強くなると、文化に関わりたくなる。代案学校の先生に聞

くと、自己実現したいからと、夢をもってくれるだけでありがたい時代になったという。学生が

無気力なのは家と学校の往復だから。店では、服を着替え変わっている子を見る。自分は車の勉

強をしたいのになぜ自分がやりたいことをできないのか。そして代案学校は増加した。私の意見

では学校は終わっている。新しい時代に入った。進学しない時代が始まった。 

グローバリゼーションによって時代が変わった、進学することへの疑問。経済成長は止まって、

失業率も上がった。経済高成長の時代でなければ、国も高等教育を受ける人が増えるのを望まな

い。「あなたの準備が足りないから就職できない」と国はいう、ここから青年たちは自分は必要の

ない存在と思う。 

産業が発達し、機械が働いてくれる時代、人間の労働力は必要なくなっている。インターンば

かりで不安定、自分の人生をデザインできない。 

社会に不安があると、鬱になる人も増える。それを防ぐ手はシニカルになること「うまくいか

ないのは当たり前」と考えること。日本で言う「新人類」人の痛みを感じず、自分が生き残るた

めに行動するようになってしまう。 
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エデュケーション・シティ！デモクラティック・エデュケーションで都市を変える 

講師：Yaacob Hecht（イスラエル）7月 30日 AM 

 

20 年前デモクラティック・スクールを設立。学生が自分のイニシアチブで何をするか決めるこ

とのできる学校。大事なのは質問を投げること。どうして学校が必要なのか。デモクラティック・

エデュケーションをするにしても、どうして学校の枠が必要なのかよく考えた。一つのアイデア

が浮かんだ。一つの都市は大きい学校と考えられる。都市には全ての学校が含まれる。一つの学

校にはこだわらない。民間機関も図書館もある。工場でもいい。都市すべてを学校として使おう。

道で授業することも考えられる。へデラには４つのデモクラティック・スクール、2000 人の子ど

もがいる。世界一の大きさ。イスラエルエネルギー工場を訪れ、エネルギーの学習をしている。

一つの大きなアカデミーとなったその中心にはエネルギーがある。プログラムの目標は人と人の

中で学べるようにすること。どうしてエデュケーション・シティが成功するのか。デモクラティ

ック・エデュケーションはイスラエルで共感を得ている。 

 

経済の変化について。18 世紀まで人類は農業、19 世紀は産業、20 世紀は情報だった。21、22

世紀は知識が必要。情報と知識は違う。情報を仕入れ、他に流すことが人の役割。学校で教えて

いることはグーグルでわかる。新しい未来をつくるときには新しい知識が必要。私たちは情報時

代の人々。私たちは新しい知識をつくらなければならない。知識時代には革新がおこった。複雑

なことを単純にする役割。スカイプもそう。遠い所の人とも話せる画期的な革新。10 年前直接行

っていたところへスカイプで行ける。写真フィルム会社大手の Kodak は 2005 年まで高利益を出

していた。デジカメは長く続かないという間違った予測で会社はダメになった。多くの人が職を

失った。インスタグラム（デジカメ会社）で働く人は数十人。それでいて高利益。少ない人数で

利益を得ている。アメリカ、デトロイトの自動車産業では人が必要なくなった。機械がつくって

いる。200 万人働いていたが、必要なくなり街は壊滅した。 

 

都市で生き残るためには大学、良い就職につくためには多くの資格、それでも就職できない人

が増えている。仕事がたくさんなくなっている。今の学校制度は昔の学生のためのもの。今生き

残るためには新しい能力が必要。世界を見る観点を持たなければ。これまではピラミッドの形式

だった。上の者が下の者に情報をおろす。今は新しい知識をつくるためにネットワーク形が必要。

これと関連するのがエデュケーション・シティ。今、ピラミッドは崩れている。授業はピラミッ

ド。一人の教師が情報をおろす。学生は情報を受け入れるだけ。ピラミッドの上に行くことが成

功とされる。ネットワークは自分だけが持っていることを探す。他の違いを受け入れ、他に教え

る。自分が学ぶこともできる。全ての人が教師で全ての人が学生。いろんな人と出会うことで新

しいことが生まれる。ネットワークとエデュケーション・シティは考えが一緒。イスラエルの委

員は学生が何も知らない前提で話をする。指示するだけ。校長→教師→学生の順で指示する。全

ての人が独特で何かを持っている。全ての人が特別である。自分の特別を認識してネットワーク

でつながると新しいことが生まれる。私たちに今必要なのは、新しい時代をつくってネットワー

クの中心になるようにすること。今の教育がピラミッドでは続くことができない。エデュケーシ

ョン・シティとしてまずは学校を変える。全ての学生が先生になるという活動。クラス単位で成
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績を決める。個別もだすが、みんなで決めるようにする。先生は一人で教えていたが、これから

はチームワークで。デモクラティック・エデュケーションの革新は学生に選択権を与えること。

先生にも選択権をあげたい。どのような革新をしたいか。ネットワークは学校でも社会でも同時

におこる。同じ地域の学校はなぜ競争しなければいけない。協力し合うべき。どの学校の授業を

受けるか決められる。教育の一貫性を持つことができる。我々が追求したいのは都市の問題を他

の都市の人々と共有する、問題解決を一緒に図ること。世界でも。カリキュラムに大事なのは人

の才能と動機。それぞれの学生が自分の学習計画をたてる。先生が何を教えるかも選択できる。

ゴールは国立学校を変えること。 
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分科会・ワークショップ報告 

 

我ら学校の学生による運動会議（ミーティング） 

司会：キム・ドンオク（韓国）7月 29日 PM 

 

この分科会の司会は、ニジゲ高校の一年生キム・ドンオクさんが司会を行っていた。 

ニジゲ学校にはそれぞれのクラスの代表からなる「学生委員会」があり、キムさんはその学生

委員会のメンバー、他の学校ではどのようにミーティングを行っているのか聞きたいと思い、こ

の分科会を企画したという。 

ニジゲ高校では、学生自体が講座をつくり講師になる、講師を呼ぶためのお金を集める等をミ

ーティングを通じて実現してきた他、半年に一度、5 時間かけて思ったことをなんでも話し合う

時間を持っていることなど実践例を聞くことができた。学生委員会の取りまとめには苦労するが、

それがきちんとまとまれば学校と学生委員会で意見が対立することはあまりなく、学生員会の提

案は受け入れられやすいのだという。 

 

参加者は、研修のために参加した一般学校の教員、特性化学校でもあるインターナショナルス

クールの生徒、代案学校の教師など。日本からの参加者も多くおり、韓国人と日本人が半々くら

いの割合となった。 

これから先の時代、一般学校・公立学校が生き残っていくために子どもの自治が必要と考え、

ミーティングをとりいれる学校も出てきているようで、そのような考えが社会に生まれてきてい

ることは、羨ましい状況である。 

しかし、上記のインターナショナルスクールでは、子どもたちから「ミーティングは時間の無

駄だから廃止してほしい」との意見も出ることがあるという。また、一般学校の生徒たちも塾な

どで忙しく「子ども主体の活動」をやる余裕が子ども自身にもないとのことで、全てがうまくい

っているわけではない。 

 

ミーティングへの参加率の低さ、内容が伝達中心になってしまっていることなどの悩みがださ

れた他、ミーティングの中で意見が対立した時にどのように意見をまとめていくのかについても

意見交換を行った。たとえば体育の授業の内容をミーティングで決めたとき、全員一致でひとつ

の種目に決定した時は良いが、意見が分かれたときにはどのようにしたらよいかという事だ。 

日本側の参加者からは、体育の授業に出たくないときにはその授業を欠席する自由はあるのか。

二つの種目が候補になったのなら、時間数をふやして両方の種目を実行することはできないのか

という意見が出され、韓国側の参加者からはそのような解決方法もあるのかと新鮮味を持って受

け止められたようだ。 

 

一口にミーティングと言っても、学校の運営のためであったり、子どもの教育（ミーティング
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への参加を通じての成長）のためであったり、あるいはそのフリースクールや代案学校の思想の

根幹となるものであったりする。子ども中心と言いつつも、その中身や意義については必ずしも

一致するわけではなく。私たちが考える「子ども中心」とは一体なにかを伝えていくことの必要

性を改めて感じる時間となった。 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 

シューレ大学・自分の人生を創る大学 

企画：シューレ大学（日本）7月 29日 PM 

 

 シューレ大学では今回の大会は、実行委員会のメンバーの多くが 20 代で関心が重なるという

ことから、シューレ大学でやっていること、話し合っていること、関心のあることを是非発表し

たいという熱い思いでこのワークショップに望みました。 

 それでも人が関心を持ってきてくれるのかと、どきどきしながら会場で時間を迎えましたが、

次々に来てくれて、延べで 50 名弱の参加がありました。一番多かったのは地元韓国ですが、ア

メリカ、台湾、ミャンマー、ニュージーランド、など海外参加者も来てくれました。 

 シューレ大学の仕組みや活動をパワーポイントで説明し、学生と OB が個人の経験や自己否定

感をどのように解体したのかという研究を発表しました。韓国の参加者は同時通訳の翻訳機器の

セットがあって大丈夫でしたが、英語で参加する人たちの人数がそれなりに多かったため、英語

で聞く人たちの輪を作り訳をするなど工夫をしました。 

韓国語や英語での通訳を挟んでやり取りをせざるを得なかったのですが、大きく笑いが沸いた

り、質問も「どの講座も自分で選んで、講座の進め方も学生の意見で作っていくということです

が、途中で気が済んでしまったらどうするんですか」などのように具体的な質問が出たりしまし

た。必ずしも広報が十分でなかったにもかかわらず、参加者が多かったのは、オルタナティブ大

学に対する関心が高ったからかもしれません。 
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代案学校で学んだことが社会で活用できるか？            7月 30日 PM 

 

代案学校に 2 年通い、その後高校を卒業した実行委員の人が進行。卒業してからいろいろ悩み、

いろんな人の意見を聞きたいという人からの発案でできたプログラム。参加者 25 名ほど。 

・参加者からの意見 

• 小４の時に代案学校に来た。もっといろんな学校に通っていたらよかった。今回いろんな

代案学校の話を聞いて、ほかの色々なところの経験もしたかったと思った。 

• 中学までは一般校。勉強しかしてなかった。今の代案学校ではいろんな経験ができて後悔

はない。 

• プログラムの中にインターンジョブ進路プログラムがある。現場に行き、自分のやりたい

ことを真剣に考えることができた。 

• ガンジー学校、羨ましいと思った。いろんなところにあり多様なプログラムがある。 

• 山の中で一人で暮らすというプログラムがある。子どもからの提案ではないが（スタッフ） 

• チェジュ島に行って住むプログラム。生活しながら話をする中で関係を作っていく。 

• シューレ大での美術、演劇、自分研究。絵が好きだけれど社会の観念にとらわれていたの

が、シューレ大で学ぶことによって解かれていった。 

• 子どもの頃から内向きで、一人で考えたりすることが好き。代案学校に通って音楽、美術

のことがすきになり、少しづつ自分が変わっていった。 

・発案者（進行）の人の話 

 中３の時まで代案学校のことはすごく好きだった。プライドもあるし、堂々と生きてきた。誰

かに見せようと思っていた人生だったのかな。優越感があった。すごく田舎の学校で環境が良か

った。全校生徒が 20 名で、雪が降ったらそれで遊んだりしてとても楽しかった。社会に出て、

学校でやっていたことは違っていた。代案学校から大学に行く人は裏切り者だと思っていた。そ

の間、高卒ぐらいはとったほうがいいんじゃない、ということも色々言われた。代案学校でのこ

と、教え込まれたことじゃなかったのかという思いがしている。（たとえば、ハムの禁止、サムス

ンのこと等） 

・発案者からの話を聞いての参加者からの意見 

• 価値観、生き方はすべての過程の中で考え、形成されていくもの。代案学校だけのという

ことはない。 

• 代案学校で資本主義の勉強をした。半資本主義的になり、今自分は社会運動に関心がある。 

• 一般学校では価値観がひとつ。選択肢がない。代案学校では自分で選択する、ということ

が大事にされている。 

• 代案学校に入って、反原発に興味を持ち、話を聞きに行ったりしる。社会は直ぐに変わら

ないかもしれないが、あきらめないでおこうと思う。100 度で水は沸騰する。今何度まで

いっているかわからないのに、その前に自分自身諦めないほうがいいと思った。もしかし

たら沸騰直前かもしれないのに。 

• 社会参加的な学びができた。自分ができることをやっていくことが大事。社会を批判ばか

りしていたが、すべての問題は自分の中にあった。 

日韓交際企画「若者はどのように生き難いのか」 
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企画：IDEC実行委員会（韓国）・シューレ大学（日本）7月 30日 15:45～ 

 

 今回の IDEC は 20 代の実行委員メンバーが中心になって準備をしてきました。基調講演にも

韓国の若者の生きがたさについての韓国の研究者の発表もありました。日本も韓国と近しい状況

があり、シューレ大学の学生たちからワークショップをしたいという希望もありました。そこで、

韓国の IDEC 実行委員会とシューレ大学の共催で、日韓の若者の生きがたさについてのワークシ

ョップを開くことになりました。 

 当日は、二十数人の参加がありました。参加者は韓国と日本が半々くらいでした。会の進行は、

韓国の実行委員のヒョヌさんが担当してくれました。韓国の実行委員会のチームは、韓国の 20

代に聞き取り調査をして、発表をしてくれました。その調査をもとに典型的な大学生の一日を紹

介してくれるなど、具体性のある発表でした。その発表だと、韓国の子ども・若者は将来のため

に受験や資格取得のための準備をたくさんするけれど、将来には見通しを持ちにくいということ

でした。 

 シューレ大学の発表は、講座の中で取り上げてきた日本の若者の生きづらさを概括的に説明し

て、ついで学生が自分の経験している生きづらさを体験的に話しました。 

 フロアーの参加者も含めた意見交換で、韓国の参加者は日本の若い人たちの生き辛さと、韓国

の若者の生き辛さと殆ど一緒だと言っていました。将来のために今の時間を使わなければいけな

いだけでなく、友人同士のコミュニケーションでも SNS などで縛りあうようなことが珍しくな

く、人間関係の中にある孤独なども話も語られました。プログラムでの表記が若者の生き方につ

いてのような意味の抽象的な言葉でのってしまうなど、情報がうまく伝わりきらなかったのが残

念でした。 
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フィンランドの教育 

企画：マルコ（フィンランド）7月 30日 PM 

• 概要 

参加者数は通訳を入れて 28 名。若い人が多かった。最初通訳がいなくて、何人かがそれを

発信したため、結果として通訳は４名となったが、あまりに待ったため、隣にいた韓国女子

高校生が英語を韓国語に通訳して始まっていった。マルコさんは、フィンランドの一般高校

の教師。フィンランドからの参加者は一人であった。マルコさんは最初まとめて短くお話し

され、あとは質疑で答える形で進んだ。ここから、マルコさんの話の要約を紹介するが、良

い教育として知られるフィンランドの教育が実は問題を抱え、悩んでいる事も伝わった。 

 

• 韓国とも日本とも異なるのは学校滞在時間で７歳の子なら４時間。学校は遊びに集中。学生

は先生の名をファーストネームで呼んでいる。多くの先生は成績をつける。 

• フィンランドでは、代案学校はあまりない。以前代案学校を始めたが、学生数が減り、経営

が困難になり、３年後にやめた。公教育が完璧だからあまり代案学校がないとも言えるが、

自分は代案をやりたい。もっと民主的にしたい。 

• マルコさんが主催しているホームエデュケーションの学校では、ミーティングは強制ではな

い。途中で退席してもかまわない。国家カリキュラムが開かれていて、先生たちには自由が

ある。 

• 評価方法は決まっていない。自己評価でやっており、自分について肯定的になるようつけて

いる。 

• ホームスクーリングも国が認めていて、学生が選べるが金銭的支援はない。 

• 大学の自由が認められており、大学なりの入試を設定する。高校側の加算点があり、勉強だ

けでなく働いてみたい人にもある。通信教育も大学受験時に加算点になり、お金は安い。 

• 教師同士のミーティングは毎週開かれ、雰囲気は学校によって違う。話し合う機会は多い。 

• 1960 年頃デモクラティック・エデュケーションへの動きがあり、そこから平等な教育をしよ

うとなった。2016 年からは新しいカリキュラムが始まり、学生参加が強制されている。 

• 学力が高いとしたら、教える科目が少ないからである。 

• 子どもの学校への満足度は低い。いじめ・不登校は日本より少ないと思うが存在する。 

• 個別対応についてはあまりうまくいってない。心理的な面が大事なのに学習が先になってい

る。 

• 自分はフィンランドの教育は民主的と思っていない。学生に発言権が与えられていないから、

自分はデモクラティック・エデュケーションを提案している。子どもに参加権を与え対話で

きるように求めている。 
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ドイツの多文化教育 

企画：Anne Pleins（ドイツ）7月 31日 PM 

 

発代者は Anne Pleins さん。現在はドイツの公立高校の教師だったが、今はアフリカのケープ

タウンで教師をやっているという。アフリカでは 11 の言語が使われており、自分の受け持つク

ラスでも 5～6 の言語を使う生徒が通ってきている。 

Anne さん自身は英語で授業を進めているのだが、子どもたち同士の会話やグループ活動はそ

れぞれの言語で行われているため、英語での説明が完全に理解されていないこともある。また、

言語の問題だけでなく、文化的な背景、考え方などもあるので、教師より子どもたち同士の方が

お互いのことをよく理解していることは多くある。教師としてではなく、ともに学ぶ一人として

いることが大切だと思える環境だということだ。 

南アフリカは多言語、多文化の社会。ドイツは単一言語の社会。しかし、ドイツにも元々はた

くさんの文化が存在しているのに「ドイツに慣れろ」と殺してしまっていることに、アフリカで

教員をやって気付いた。他の文化を尊重するという事は、その存在を受け入れる、お互いの文化

を学びあい、認識すること。自分も他の国で仕事をしたり、旅行に行く際は「好きで行くのだか

ら、その国の文化を学ばねば」と思っていたが。そうではなく、お互いの文化の良い点を学ぶこ

とが大切なのだと思ったという。 

文化とは、食べ物や伝統的な事柄だけでなく、「時間を守る」という事をどのように考えている

かなど、普段の行動の違いにも表れる。ドイツでの常識からすれば、アフリカの子どもたちは時

間やスケジュールをあまり重視していないように見えるが、結果を見れば（直前に猛烈なエネル

ギーを出すなどして）素晴らしいものを作り上げることもある。子どもたちから学び、信頼する

こと。多様な文化を学びあえる教室が良いのだという。 

 

追記 

分科会の最中、それぞれの国での「外国人差別」はどのような状況かという質問が Anne さん

からあった。ドイツでは、イギリスやフランス、アメリカからの旅行者や移住者は対等、あるい

は学ぶところのある存在と考え、その国の文化を尊重するが。トルコやアフガニスタンから来る

人は一段下、ドイツの文化を学べという態度になることが多いのだという。韓国でも、アメリカ

やヨーロッパの文化は優れたものとしてみるが、ベトナムなどの東南アジアの文化を一段下の物

としてみる傾向はあるという。 

日本での状況も重ね合わせると、それらの意識は文化の優劣によって生まれるものではなく、

経済の状況や戦後から続く支配・被支配の歴史から生まれてきていることがよくわかる。それら

の歴史を踏まえたうえで、互いの文化を尊重しあう関係をつくることは難しいことかもしれない

が、だからこそ余計に互いを尊重しあう事が必要だと感じる時間だった。 
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東京シューレ＆東京シューレ葛飾中学校の発表 

企画：東京シューレ＆東京シューレ葛飾中学校（日本）8月 2日 AM 

 

１．概要 

参加者が２３名、ほとんどが韓国の方で、欧米の若者が２名。会場が表示より変わったり、

当日資料に「東京」シューレ葛飾高校と書かれていたり、広報の面で心配でしたが、次第に

人数が増え、若い人や代案学校のスタッフに加え、保護者の参加が目立った。遅れて始まっ

た上、２ヶ所の実践を発表するため、次のように進行した。終始車座ですすめた。 

２．発表 

不登校の背景に学校が苦しいと感じられる状況があること、しかし不登校は理解され

ず追いつめられる子どもが多かったこと、その中で自分の子の不登校から、学校中心に

考え子どもの立場に立って考えられなかった間違いに気づき、まず親が大切、と親の会

をつくり、学校外の場・東京シューレを生み出したこと、シューレは子どもが創る場所

であり、日常のようすをＤＶＤ11 分で紹介。また、王子シューレ高等部の岡君、寺村さ

ん２人の子どもに登場してもらいフリースクール選択の理由など語ってもらった。 

 次に、それら東京シューレの活動を土台に教育特区制度を利用して、私立学校東京シ

ューレ葛飾中学校を 2007 年に開校したこと、フリースクールは非認可の代案学校であり、

中学は認可された代案学校であるが、子ども中心の考え方で独自カリキュラムをもち、

市民が創り出した学び場であること等を報告。葛飾中の紹介ＤＶＤをはしょりながら７

分見てもらった。 

３．質疑 

• 国から財政支援されるようになったなら、中学の教育内容が管理されないのか。 

• 代案教育を作るのに、学生の役割が大きいのにびっくりしたが問題ないのか。 

• 両親が学校づくりに参加、スタッフも子どもも親も位置が同じ（対等）で問題ないか。 

• 不登校が多い背景は何か、原因をどう考えているか、ネガティブに扱われないか。 

などの話が出た。 

 特に、韓国では、代案教育を管理する法律案が出され、このＩＤＥＣ期間中にさえ抗議行

動が行われたタイミングであったため、認可と管理の問題は強く関心をもたれた。特区で学

習指導要領が緩和されている事、日本では私学の独自性を行政が損なうような事はかえって

問題になるので、自由にできている事を話し、最後にネガティブにみられないため仕組みを

変えようと多様法への取り組みを知らせた。 
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日本のフリースクールの今       

企画：フリースクール全国ネットワーク（日本）8月 2日 PM 

 

 参加者は約 18 名、ほとんど韓国の人が多く、若者、代案教育のスタッフ、母親、一般参加者

などだった。発表は、次の５人で手分けして行い、最後に質疑とした。 

 

① 概要（奥地） 

 文科省学校基本調査の不登校数の変化と、学校教育のストレス度の高さ、学校には行かねばな

らないという社会の価値観、国の学校復帰一辺倒の施策の中で、フリースクールの誕生は大きい

意味を持ってきたこと、国は出席認知や通学定期の適用は認めているが、公的支援はなく、運営

状況は厳しい等報告。 

 

② フリースクール全国ネットワークの組織と活動（松島） 

 IDEC の日本開催の翌年の２００１年誕生、現在７０団体つながって、全国的交流イベントや

スタッフ養成研修、調査、政策提言などおこなっていること、その中から新法を求める動きが強

まり、フリースクールではない分野の人々ともつながっていることなど報告。 

 

③ 単体フリースクールの紹介その１（江川） 

 福島で行っている「寺子屋方丈舎」の活動のやり方、内容、行政との関係から報告。特に東北

大震災後、被災者支援を自分のフリースクールとともにすすめてきて、不登校が増えている状況

や居場所の大事さが述べられていた。 

 

④ 単体フリースクールの紹介その２（高村） 

 北海道で行っている「札幌自由が丘学園」の活動のやり方、内容、行政との関係が報告され、

午前中の学習は最近必修カリキュラムにしたことや、子どもが企画してつくる楽しいイベントの

数々が映像と共に紹介された。 

 

⑤ 多様な学びが選択できる仕組みを求める活動（中村） 

 学校教育法一本しかない法律を変え、子どもが学ぶ権利の保障という観点から、シュタイナー

学校や外国人学校などとも連携し、新しく「多様な学び保障法（略称）」の骨子案をまとめ、国会

議員の動きも期待できる方向であることを報告した。 

 

 質疑では「選択を必修化する際の子どもの反応は」等については「親は賛成だったが、子ども

は反対、但し午後の体育、音楽など選択することで落ち着いた」の答弁があった。 

 また、「公的支援を受けるとは、国に管理されることだが、その点あなたたちは、自信があるよ

うに見えるが」の質問については「どういう仕組みならいいか、我々のもっていき方が大事、葛

飾中の例は内容は代案教育だが、国の認めた枠を使っているため等と答えた。終了後も、進路や

経済的なことを熱心に聞いてこられた。 



IDEC2014 -講演秒録- 

17 
 

世界の代案教育 青少年の即聞即答、愚問賢答                                    8月 2日 PM 

各国から参加したフリースクールの 10代のメンバーが会場からの質問に答える IDEC開催中に急遽決まった企画。司会はユリ・ハム（韓国）。以下、それぞれが話した内容を抜粋。 

登壇者名、国籍、 

所属ＦＳ、年齢 
所属ＦＳについて＆入会まで 学校のルールの作り方 学歴認定について ＦＳの選択時、親や親戚への説明 

皆さんは成功例。 

ＦＳで慣れない人もいるはず。 

Bi En-ru 

台湾 

Exploration Humanities 

High School 

Exploration～では、人文学、好奇心

をもって調べ、他国へ行き、多様な文

化を持つ人と出会うことも好き。 

小学校時代は友人関係が良くなく、

先生は「友だちより勉強が必要」とい

った。 

中学まで一般校に通い、試験が多

く、良い学びができなかった。 

ルールではなく「哲学」。 

学校の全てを生徒が決め

るのではなく、先生・校長

から意見が出た時に生徒

も議論。いやだったルール

は無い。 

台湾では、学生証に学校かＦＳかホー

ムスクーリングか明記。 

ＦＳ入学時に、政府の公務員の前で、Ｆ

Ｓの志望理由を発表し、許可を得る必

要有。 

半年後、計画通りに勉強したか発表、

承認されると、大学進学のために受験

する。 

Exploration～では、普通の数学は学ば

ない。大学に行きたい人は受験勉強を

する。 

親はＦＳ入会を良いことと支持してく

れた。 

台湾では、親戚が皆で集まる休み

は、自分の子どもの話をし合うため、

子どもにとっては負担。 

演劇をやった時に親が親戚を招待、

親戚は「感動した、ＦＳに行かせた理

由がよく分かった」と言った。 

学校の哲学ややっていることを

知らずに入学した人がたくさん

いた。 

自分が嫌なのは何なのか意識

して、自分がどうやりたいか意

見を出し、チャレンジ。 

どうしても嫌なら他校を選択。

パーフェクトな学校は無い。 

ジャスリン・ルイス 

アメリカ 

テュートリアル・スクール 

１７歳 

テュートリアル～は自分のアイデンテ

ィティを探す機会をくれる。授業を選

ぶ自由がある。 

以前は教育や学校を考えるだけで苦

しく、楽に息をできるところが必要だっ

た。 

便器の中に物を流さない

ルールを皆で作った。 

アメリカでは、政府が学校訪問、インタ

ビューして検査。学校がやると言ったこ

とを本当にやっているか。 

母が学校を探して行かせてくれたの

でありがたい。 

父は一般的な考えで、公立校がいい

人、公立がダメだったから仕方がな

いと思っている。 

ＦＳで一番大事なのは、自分が

行きたい気持ち。 

強要で行かせることはない。 

そういうケースは見たことが無

い。 

Caru 

韓国 

Hajaスクール 

Hajaは平和、社会を理解すること、自

然を大事にする方法を学ぶ、２年。 

小中時代はビョプシ学校。小卒時に

他ＦＳや一般学校も悩んだが、先生・

友人関係からビョプシ。自分のやりた

いことを企画、技術を学び、社会でや

っていきたい思いから、高校は Haja。

2010年 Hajaのモットーが変更、人や

地域に自分が役立つかを大事にして

いる。 

Hajaセンターの中に Haja

学校がある。 

センターが持つルールは、

1.差別しない、2．やりたい

こと&やらなきゃいけないこ

とを両方考える、3.他者を

尊敬すること。 

ハジャは数学や化学を学ばないため、

一般的な受験は難しい。 

韓国も親戚が集まる時はいろいろ言

われるので大変。 

ＦＳを卒業し高３になって、親戚から

「最初は心配だったが、あなたの考

え、やっていることを見ると安心した、

よくがんばったね」と言われた。 

ハジャのモットーが変わり、以

前の方針「やりたいことを追

及」しようと入ってくる学生がい

る。 

スタッフや学生で続けていける

よう手助けする。 

結果、別の場所を選択すること

になっても手伝う。 

寺村恵理加 

日本 

東京シューレ 

１６歳 

シューレは子どもが自分で何をする

か決める場所。 

自分のペースでやりたいことがやれ

る、やりたくないことは無理にやらな

いスタンスが気に入り、親に相談せ

ず中３入会。 

音楽や語学をやっている。 

週１回のミーティングで子

どもが話し合う。ゲームの

音がうるさい等、不満・問

題は迷わずミーティングに

出す。我慢せずに言うこと

がＦＳを良くする。 

高認を受けないと資格が得られない。 

学歴や単位を気にして勉強したくない。 

学びたいことをやりたいやり方でやって

いきたい。 

ＦＳに行くと言った時、親はＦＳの内容

を知らず、良いともダメとも言えない

顔をした。完全に応援していないが、

意思を尊重してくれた。 

祖父母や知人はまだ理解していない

が、ＦＳを知ろうとしており、変わるよ

う話し続けたい。 

入ってすぐになじめない人はい

る。 

すぐになじまないといけないプ

レッシャーは自由ではない。 

続けてもいいし、他の学び場で

もその子の意思を尊重すれば

いい。 
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ツアー・見学報告 

 

DMZで出会う平和物語（DMZツアー）                    8月 1日 

 

１．スケジュール 

① 最北端の駅(今は使われていない)月井里駅を見学 

② DMZ 平和学校の訪問・庶務の人からの学校説明、質疑応答 

③ 平和展望台（国境線を見る） 

 

２．DMZ とは…韓国と北朝鮮を分断する非武装地帯のこと。北緯 38 度線にある軍事境界線から南

北に幅２kmずつ設定されている地帯。 

３．DMZ平和学校について… 

・ 2013 年牧師でもあるジョン・ジソク博士がＤＭＺ平和プラザ（国の施設）に、平和運動家を教

育する目的で BPS(Border Peace School)を設立。 

・ 高卒以上で、南北の平和のために働きたい人が学ぶ 

・ ３年課程、寮制、 

・ 現在は８人の学生（10代、20代、30代、50代と様々） 

・ 人文学や歴史、語学、様々な平和のための実践、知恵を学ぶ。毎日北朝鮮が見える山に登り、

祈祷している。 

 

４．感想 

 BPSのある平和プラザはとても新しく施設も充実しており、国が施設を提供している。日本の

報道では、南北は緊張関係にあり、南北の平和のために国がお金を動かすイメージがなかった。

実際に、韓国の中でも南北が統一することを望まない人もいるそうだが、同じ民族の統一を願

う想いが強くあることを、恥ずかしながら初めて実感した。 

 DMZの周辺地域には軍人以外は住んでいない。しかし、田畑が青々と広がり、とてもきれいな

場所だ。田畑の所有者は移住させられ、そこから農作業に通う。また DMZ にさらに近くにくる

と、何度か軍人に出会った。皆若い。韓国の徴兵制を実感した。展望台ではモノレールが敷か

れ、DMZの紹介映像や展示室がある等、観光化されていたが、北の方を撮影することは禁止され、

またカメラを向けると軍人に止められ、データを消された人もいた。 

 平和運動家を育てる学校が存在し、そこに政府がお金を出していることに希望が持てる。IDEC

で出会った韓国の方も南北の平和を願っている人も多いのだろう。案内の方は、私達が見たこ

とをまわりの人に伝え、「平和の種をまいてください」と話していた。テレビや報道で知り得る

ことは、本当に限られており、そこで見聞きした事だけを自分の知識にして、ものを考えては

いけないなと改めて感じた。 
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山
サン

スクール                           8月 2日 PM 

 

１．山スクール概要 

・ IDEC会場から車で５分程度、近郊都市の中にあるが、自然に囲まれた場所 

・ 小学部…子ども６８人、教師１３人 

・ 中学部…子ども１３人、教師２人（中学部は始めて数年） 

・ 韓国発の代案小学校 

・ 寄付や親からの支援、授業料で成り立っている。（入学時の寄付も合わせてこれまでに 8,000万

円） 

・ 非認可の代案学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．見学した時の様子や質問でわかったこと 

 

・ 住宅地の一角に自然が残っており、その中に山スクールがある。 

・ 畑（15m×4mくらい？）、グラウンド(小さな幼稚園くらいの) 

・ 子ども達が作った土壁の家、小屋、橋など、遊び心のあるものが沢山あった。 

・ 校舎は一階建てレンガ作り。 

・ 教室は壁も床も木造で、前向きに机が並ぶ。一教室１２〜４名分の机。 

・ カリキュラム等、詳しいことは時間がなくて聞けなかったが、先生によると「きのくに子ども

の村」に似ているとのこと。何年生は農業をやる等、カリキュラムがある。必修科目（計算・

韓国語…等）もある。 

・ 学校としては、子ども達の習い事や塾通いを禁止しているが、それでも通っている子はいるそ

う。 

・ 授業は４〜５時間で昼過ぎに終る。小学校３年生くらいまでは、授業のあとも山スクールで遊

ぶことになっている。 

・ 来年この場所が再開発されるため、移転。６年前から自然の多い場所を探していた。 

 

感想 自然に囲まれ、ちょうどいい広さ、ぬくもりのある校舎で、先生達は毎日幸せだと話してい

た。とても素敵な雰囲気だった。 
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韓国代案学校訪問交流報告＆メモ 

 

 

ハジャセンター                         7月 25日 PM 

 

１．ハジャスクール 

 ハジャスクール(ハジャ作業場学校)は、高校年齢の子どもたちを対象とした非認可のオルタナテ

ィブスクールとして始まった。その後中等部部門も始まった。小学校だけのオルタナティブスクー

ルや、高校の無いオルタナティブスクールからも子どもが来ている。2010 年までのシーズン１は、

ハジャセンターの映像、ポップミュージック、ヴィジュアルデザイン、ポップミュージック、ウェ

ブデザイン、シビルカルチャーの６つの工房と密接に連携して、様々な表現活動を積極的に展開し

た。2010 年からのシーズン 2 では自分自身と社会のためになることを学ぶという方向性を掲げ、「都

市農業」「適正技術」「学んだことを世界に伝える」ということを軸にした学びをしている。都市農

業や適正技術を軸にしているのは、エネルギーや食料などを国内外の分業によっていることが、貧

富の格差や福島原発事故の原因でもあると考え、自足的自立を都市でもできる形で実現しようとい

う考えからである。 

 

２．インキュベーションセンターとしての hajaセンター 

 現在のハジャセンターは持続可能な社会の構築へ向けての社会的企業のインキュベーションセン

ターであり、コミュニティー創出の基盤となっている。ハジャセンターには現在、8 つの社会的企

業がある。①ハジャの中で食堂を経営したり、ケイタリングサービスを展開している社会的企業、

②リサイクル素材を使って、より良いものをデザインする“アップサイクル”という発想で環境に

やさしいプロダクトを制作する社会的企業、③訪問先を収奪するのではなく、理解し、尊重する旅

行を企画する旅行会社、④公正な資金集め、配給方法、製作スタッフの公正な雇用などに基づいた

映像制作会社、⑤本屋物語の持つ力で生活を豊かにすることを趣旨とした社会的企業、⑥環境にや

さしい結婚式をプロデュースする婚礼サービス会社、⑦若者を対象に音楽教育のプログラムを提供

する社会的企業、⑧健康な社会を創造的な音楽教育を通して実現しようという社会的企業の 8 つだ。 

 これらの社会的企業の中にはオルタナティブスクールを運営しているところもある。フェアトラ

ベルを専門とする社会的企業が運営する３年制のオルタナティブスクール、様々な場所で外食をす

るなどフィールドワークを交えた２年間のコースで料理を学び、独立したり、料理人の職が得られ

ることを目的としているオルタナティブスクール、引きこもりを経験した若者が音楽を通して自己

肯定感を得たり、人との関係を構築していけるようなプログラムを提供している３つがそれにあた

る。この３つにハジャスクールと自分と社会のためになる働き方を模索するオルタナティブスクー

ルをあわせた５つがハジャネットワークスクールというネットワークを組んでいる。 

 さらに、ハジャセンターにはこれらのオルタナティブスクールや社会的企業が共有している施設

がある。木工工房、陶芸工房、自転車工房、カフェなどである。これらの施設は一般社会にも開い
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ている 

 

３．結び 

 ハジャは韓国内のみならず見学者が引きもきらない。ハジャセンターのこの大きな存在感は、次

代の若者たちが必要としていることを捕らえ、国内外からその参考となる実践を貪欲に調べ、自分

たちや韓国社会に最適化して形にして見せ、そして、広めるということを積み重ねてきたからだ。

ハジャは変化が速く大きい。来年訪れるとまた違った顔を見せてくれるのかもしれない。 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 

 

ソンミサン学校                                  7月 26日 AM 

 

夏休み中で校長先生から話を聞き（通訳チョンさん）、チョンさんの案内で校舎見学 

 

１. 概要 

2004 年開校。現在の生徒数…小学校（1~6 年）90 名、中高学校（7~12 年）80 名、教員数 25 名 

 

２. 成り立ち 

共同保育活動（1991 年法制化により 4 ヶ所設立）がきっかけ。親の意識、共同性の意識も高く、

青少年の文化活動、NGO 市民団体など多様な活動が生まれた。2001～2002 年の「ソンミサンを守

る会」の運動が転換点となり、オルタナティブ小学校を作ろうという話になり、マウル（村・共同

体）の学校として、寄付、借入をして教師を招いて 2004 年開校した。実験的にいろいろなことを

やってきたこの 10 年の歴史をまとめている作業中とのこと。 

 

３. 10年の特長 

① まちの資源や人材を活用する…才能を持った人や保護者、スタジオなど多数ある。（住民で

あっても勤務先が別地域であったり、都会人は忙しいなどの問題も） 

② 子どもたち中心でまちをつくる…必要なものを町の中につくる。（例）4~5 年生は「暮らし

の教育」がテーマで、「おばあちゃんの食卓プロジェクト」（高齢者への配食サービス） 

③ 働く場としての街…本当にまちづくりを成功させるなら、地域で暮らし仕事をし食べてい

けることが必要。協同組合、社会的企業等の取り組み。藤村靖之『月 3 万円のビジネス』

を参考にした点もある。 

④ 新しい良い仕事への関心…生態系を考えた仕事、自給自足的な仕事。ソウル市長は原発を

一つなくしエネルギー設計しという新しい職業を生み出した。代案学校はそのような仕事

に関心を持つ人材を育成していく。 
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４. 2011年訪問（代案教育ツアー）時以降の変化 

 

• 当時は入学希望者が多かったが現在は定員程度の入学希望数。親は教育運動という意識から、

洗練された教育の消費者に。また公教育でも革新学校が始まり制度内でも満足いく教育が得ら

れるという保護者も増えている。 

• もともとの住民とミッションを持って生きる人が混在して生きていくのが地域。多様性を認め

るべき。 

• 7 学年の 3～11 月、9 ヶ月の合宿（共同体）生活をしながら農業体験をして学ぶ構想を実現化

し 3 年目。今年は 27 人。人間関係の問題もある。もっと上の年齢でやるべきか検討している 

• 統合的な教育は継続している。 

• この 2 年で 10 人の卒業生を出した。プルム代案農業大学に進学した者もいる。 

 

５. 補足 通訳チョンさんの話 

 

• 「ソンミサン・マウル（村・共同体）」のイメージ…行政区ではなく、1200 世帯くらいが生活

協同組合員としてつながっており、そのネットワークで、ソンミサン学校、共同保育所、総菜

店、カフェ、家庭料理店などの事業を展開している。神奈川ネットワークのようなイメージ。

地方選に候補者を出したが落選。90 年代 30 歳台、80 年代学生、60 年代生まれの 386 世代が

中心。 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 

サランサランスクール（愛を分かち合う学校）            7月 26日 PM 

 

・２０００年から代案教育を始め、２００４年からソウル市の委託を受ける。 

・２０１０年からは非営利活動＋営利の社会的企業 

・３つの事業を運営している。放課後学校、代案学校、委託事業 

・小学部門は認可。他は非認可。 

・小学生８人、中学生３７人、高校生２０人、職業訓練１０人 

・スタッフは１２人＋非常勤１０人 

・発達障害や知的障害の子どもを積極的に受け入れ。特別支援教育に近いイメージだが、それとは

別だと強調していた。 

 

 職業訓練を活動に取り入れている。一階のカフェで話をした。カフェの店員はサランサランの卒

業生。自閉症だがカフェを一人で任されることもある。 

 障害の重い子でも受け入れる。５段階のプログラムで自立をサポートしている。大人が見解を決

定するのではなく、とにかく本人のやりたいことを引き出すようにしている。話せない子も別な表

現で引きだす。自分がやりたいことを出すことでアイデンティティを追求し、自分を知る。それが
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自分を愛することにつながる。１対１の教育はせずグループの活動が基本。子どもの段階に応じて

小中大のグループを調整。小グループでも３～４人。中は６～７人。代は１０人以上。現在の生徒

は６０人。グループだとカリキュラムがうまくいかないことがほとんどだが、そこをうまく調整し

ている。カリキュラムは社会的に貢献できるものと結び付けている。 

例）歌を公共の場で発表する。塀に絵を描く。街に出て買い物をする。 

  CD の制作と販売で世間にアピールする。（僕たちを特別な目で見ないで） 

 

実践→失敗→学びが教育の基本。一人じゃなく集団。人との関わりの中で自分の可能性を広げる。

失敗を通して学ぶ。 

 

理念 

・専門的・体系的な領域 

・自らやる意思をだせる環境 

・それを支援する家庭・社会  これらのトライアングル 

 

人間は知覚・聴覚で知覚し判断する。これができない子へのトレーニングプログラムがある。生活

のバランス感覚を養う。 

・時間通りに顔を洗う。日常の訓練。 

・感情を表現する訓練。 

・性の勉強。（男女の社会的役割など） 

・複合教育認めている（国語＋音楽など） 

 

プログラムの段階 

① 日常 ②表現 ③実践 ④計画・企画 ⑤プロジェクト化・外での実践 

これらができてから進路選択へ 

 

お金の流れを身体的に認識するためにマーケットを開いている。日常が全て訓練。一時的に暴れ

る子も、それが原因で（この教育は合わないと親が判断して）辞める子もいるが、そこを乗り越え

たときに成長がある。 

子どもが興味のありそうな活動を少しでもやり、それを全力でサポートする。地域インターンシ

ップを週１ペースだが１年以上行う。５か所以上で行い、その中には必ず興味のありそうなところ

を入れる。他の仕事とそれを比べることができる。それから専門的な教育をした方が良いと親には

伝えている。 

例えば、コーヒーショップに興味のある子が集まれば、親や支援企業が共同出資してショップを

立ち上げることもある。一般企業に勤めることもある。１０年ぐらい長い目で見つめれば、子ども

も自立することができる。 

 

・授業のゲーム化 

・月１旅行。企画・トラブルも学びに。 
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・美容師と客役を繰り返し。 

・自己理解→選択→試み それを実現する場が ASAC 

・ビジネスと教育の循環 

・横断歩道の交通ルール お店屋さんごっこ 

・卒業後の起業として、お弁当ケータリング 

・職業訓練＆お金 

・フェアトレード商品をつめる 

・通販やテレビショッピングもする 

・封筒づめ作業は自分の口座にお金が入る。もらう実感。 

・売り上げの６６．７％を学校に寄付。障害者でも寄付ができる。 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

ビューティフルスクール                     7月 27日 AM 

 

 公的制度に対応するのが大変な中高生が来ている。入試中心のカリキュラムに反対の人も。経済

的に恵まれない子もおり、多様な学生がいる。 

・非認可代案学校 

・子ども３２人、スタッフ８人 

・２００９年オープン 

・文化芸術に力を入れ、塀化プロジェクトも行っている。 

 

・哲学（理念？） 

・社会的な観点から機会を平等にする。 

・協同する。 

 大人は子どもがおかれる現実を見つめる。人は多様であるということ。子どもは自分の現実を認

識する。これらは機会を平等にすることがスタート。 

 

 来年からは中学生のみ。高校生になると就職か進学かしか選択肢がなくなる。それをじっくり考

えるためのコースとして進路コースをおく。経済、社会的企業、インターンシップ、青年仕事ハブ

などを学ぶ。 

第一段階：自分の哲学を持つ、人文学 

第二段階：社会的経済、共同組合、社会的企業 

第三段階：社会的なアルバイト、インターンシップ 

第四段階：青少年仕事ハブ、自分たちの仕事の場をつくる 

 

表現…自分の枠を外す。演劇・カメラなど。技術的なことではなく、カメラを通して自分を表現す

ることが目的。 
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自立…料理、DIY、家を建てる、畑（都市農業）など生活の知恵について。 

協同…ソウル歴史旅行、犬の保護活動、まちづくり企画→学年別 

合同…話・書き、知的（数学、楽器）、選択制（木工）、地域の人と祭りも行う 

 

・どうやってここに出会うか。 

学校合わない、いじめ、人間関係が７。親の考えが３の割合。 

韓国は不登校になっても家にいる時間が短い。外にでられないケースは少ない。親がいろいろと

進めるから。最初は子ども自身も不登校について否定的だけど、「学校のシステムの問題」と説明す

ると変わってくる。 

・スケジュール 

９：３０～ミーティング、AM カリキュラム、PM 選択授業 

１６：００～１８：００ 検定の勉強をする子も。週１でミーティングを開いている。 

・親との関わり 

性的なことや子どもとの対話の技術について、親に教育することも。 

 

・その他 

・備品等は全て寄付、設立当初はスポンサーがいた（企業など） 

・家賃は補償金１億ウォン、月２３０万ウォン 借家 

・内装は子どもたちで 

・ビューティフルスクール立ち上げ前 民主化世代 ２０００年～興味持つ都市中の小さな学校

を始めた 

・年間予算 ２億５千万ウォン、授業料・寄付・ソウル市で３分の１ずつ 

・ソウル市代案教育ネットワークがある 
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参加者の感想 

 

A ここ何年か諸々の事情からフリネットとして

IDEC への参加はできなかった中で、今年はツア

ーを組むことができ、当初の心配をよそに、日本

側参加者が 40 名にもなったこと、そして、参加

者のみなさんそれぞれ楽しめた、と言ってくださ

ったこと、元気に帰って来れたことにお礼申し上

げたい。また、私は IDEC 参加は日本開催も入れ

て８回目となるが、今回は従来担ってきた人達が

主でなく、若手の、特に青年層の就労問題に関心

の高い人たちが主体と聞いて、若干の心配もして

いたが、参加してみると、大変充実したプログラ

ムで、通訳問題もいろいろ配慮いただき、内容も

豊富で、韓国の実行委員会に大変感謝している。 

大会全体で感じたのは、まず、子どもや若い人、

保護者の参加が多かったことだ。ほとんどは代案

学校関係者のようだったが、一般の学校の親や教

師、生徒もかなり参加していて代案学校に社会の

関心が、以前より高くなっていることが分かり、

社会の中の選択肢となりつつあることを感じた。

代案学校は今 300 校くらいあるとされ、IDEC 開

催に関わったのはその一部であるが、プログラム

のテーマも「代案教育は社会をどう変えうるのか、

といった拡がり抜きには考えられないものもいく

つかあり、日本ではまだまだと思えることが提案

され、議論されていた。だからであろうか、大会

中、代案教育を取り締まる法律ができそうで抗議

団が派遣されたり、急なシンポジウムが開かれた

が、気になる話である。 

今回欧米関係者の参加はとても少なかったことが

残念であった。ただ、私は、フィンランドの教師

にじかに聞けたことが収穫であった。しかも、デ

モクラティック教育を志向する人の率直な自国の

教育への感想だから面白かった。 

韓国行きは、多分 5 回目くらいだが、今回初めて、

北朝鮮の国境の村まで行って、軍隊のいる中を緊

張しつつ、廃線になった鉄道や人間の争いには関

係なく広がる豊かで美しい山並みや草原を見たの

が一番印象に残った。 

私の父は、朝鮮戦争当時、弾痕を受けた機関車

が修理のため日本に戻されたその車輌工場で働い

ていた。戦争反対だった。そのあと解雇され、苦

しい生活となるが、平和を求める心は持ち続けて

今に至る。この地で平和学校も開校され、「平和の

種まきを忘れないでください」と何度もいわれた

ことが心に残っている。 

日本も今、中国・韓国と緊張状態があるが、私

たち庶民が常にこうして、交流していることが大

事だと思う。 

IDEC だけでなく地域 IDEC としての APDEC

の話も今回出来たのはうれしい。 

最後に、日本語通訳の皆さんに本当に良くして

いただいた。親切で、献身的で、仕事を越えた心

を感じることができた。幾重にもお礼を申し上げ

たい。 

奥地圭子 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

B 長年 IDEC の情報を追いつつも、実際の参加は

2000 年日本大会以降 2 回目、またずっと注目し

交流してきた韓国での開催とあって、私自身にと

って大変有意義で理解の深まりを実感する参加と

なった。 

日本では不登校に対する市民の取り組みからフ

リースクール運動が発展していったように、その

国の社会・教育状況をより理解すると、韓国の代

案学校運動の目指してきたものと現状、そして課

題がより理解できる。また今回、代案教育に携わ

ってきた方々自身が IDECという機会を活用して、

これまでの運動を検証し、これからを模索しよう

としていた。そのことは大会プログラムの所々で

表わされていたため、より多くのことが理解でき

たと思う。特に彼らが目指している“代案”とは

何か、“共同体”とは何か、“民主（教育）”とは何
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か、などがポイントとして理解できた。 

今回出会った韓国代案学校の多くは、経済発展

至上主義で過剰に競争的な社会の価値観とシステ

ムに異を唱え、非競争、持続可能性、自然回帰、

自給自足等に価値を置く市民運動が伴走する教育

運動であり、代案学校づくりがその目的であった

り手段であったりする。同じ価値観でつながる仲

間がコミュニティをつくる。それは生活圏や住居

を共にする場合もあるし、そうでない場合もある。

価値・意識を共有から具体的な社会的運動や社会

的事業に展開するときの場や組織を共同体と呼ん

でいるようだ。それは政府や行政の取り組みや企

業の経済活動ではなく、共同体である「私たちの

取り組み」であり、イコールそれを“民主”と言

うのだろう。そういう主義や価値意識を踏まえる

と教育の実践も理屈が通って見えてきた。自然、

農、自然エネルギー、リサイクル、ものづくり・

ＤＩＹ、カフェ運営などなど。 

興味深かったことは、そういった代案、共同体、

民主といった価値が閉塞感を破る新しいものとし

て一般韓国社会に浸透してきており、競争主義的

で権威主義的な一般学校の改革にも導入され変え

ようという動きが高まってきているらしいことが

一つ。セウォル号沈没事故で亡くなった生徒たち

の行動が、これまでの教育や学校の結果を象徴す

るものと語られたり、教育監選挙で 17 人中 13 人

が進歩的立場の人物となったりしたという。もう

一つは、代案教育法、代案学校法という法律制度

があり、制度が運動を大きく飛躍させているとい

う点だ。教育法だけでなく、社会的企業を創出す

る法律や制度も進んでおり、それが共同体や代案

学校の実践を効果的に後押ししているように感じ

られた。 

これからの日本のフリースクールは、多様性を

認めつつ制度化を具体的に目指すポイントに立っ

ている。その点からも様々な示唆を得たＩＤＥＣ

であった。 

中村国生 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

C 久しぶりの IDEC は、多くの刺激をうけました。

会場周辺は IDECの文字がかかれた鮮やかな旗が、

あちこちにはためき、一般の通行人の視界にもす

ぐに入りました。実行委員の人達は若い人が多く、

忙しく動き回って、生き生きと大会を運営してい

ました。プログラムはどれも興味深く、生き方そ

のものを考えるテーマがたくさんあり、IDEC 自

体が、どんどん幅を広げていっているという印象

を持ちました。 

内容も代案学校で学んだことが社会で活用でき

ているか、というタイトルの分科会、イスラエル

のヤコブヘクト氏が講演で話してくださった、エ

デュケーション・シティという考え方、代案教育

における安全とは？というシンポジウムなども大

変興味深かったです。 

代案学校で学んだことについての意見交換で出

てきた意見の中で ①中学までは一般の学校に通

っていたが、勉強しかしてこなかった。今の代案

学校ではおおくのいろいろな経験の中から学んで

いる。代案学校を選んで全く後悔していない。 ②

自分のやりたいことを真剣に考えることができた。 

③教師がいないプログラムというものがあり、そ

の中で生徒たち自身の自治を学ぶことができた。 

④社会参加していく学びをしてきた。自分ができ

ることをやっていくことが大事。無理、どうせか

わらない、ではなくあきらめないでおこうと思っ

ている。など、参加者の若者の発言に、こちらが

励まされるような思いでした。 

非武装地帯にある、平和学校に訪問できたこと

も印象に残っています。会場からバスで 3 時間揺

られていったところは、緑が青々と生い茂り、鳥

のさえずりが聞こえ、本当に美しい土地でした。

それゆえに今の緊張した情勢がより鮮明に浮き彫

りにされているような気持になりました。 

IDEC 関係者の方々のみならず、訪問した先々

で、韓国の方には大変優しくしていただいたこと

も感謝しています。平和学校のスタッフの方が「平

和の種をまいてください」という言葉も心に響き、

これから私自身フリースクールや不登校、オルタ

ナティブな学び、育ちに関わる仕事をするうえで、

心にとめておかなければと思いました。 

木村砂織 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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D 韓国に始めていったのは 2002 年春。オルタナテ

ィブスクール・オルタナティブ教育を示す、代案

学校・代案教育という耳慣れない言葉と同時に、

「自退生」という言葉がセットで使われていた。

自退生は、当時は日本の不登校と同じような言葉

だと思われていたが、よくよく知っていくと、高

校中退も含めて、学齢期の学校に行かない子ども

を表した包括的な言葉だった。 

2006 年に行ったときは本当に驚いた。200 を超

える代案学校がある、と聞いてはいたが、噂に違

わず、代案学校百花繚乱という感じであった。

haja スクール、ミンドゥルレサランパンといった

都市型の代案学校、ガンディースクールを代表と

した農村型代案学校に限らず、一般の学校に近い

形式の代案学校、何らかの理由で親元で過ごせな

い子どものための代案学校など、およそ日本のフ

リースクールの概念とは違った代案学校は次々と

できていたのだ。そして、それぞれの基盤がとて

も安定しているように思った。 

そして 2014 年。今回の訪韓で強烈に感じたの

は、「代案学校の先の生き方」である。代案学校で

代案的な学びを経験したあとに、では実際に社会

の中でどのように生きていくのか。代案的な生き

方とは何か、というテーマの WS もあったし、話

題にものぼった。 

その議論には、「新しい生き方をつくっていく」と

いうような熱があった。 

代案学校の子ども・若者と話すと感じるのは、

「不登校の痛み」がないということだ。日本のフ

リースクールは学校でなんらかの傷を受けて、学

校や社会と隔絶した時間を経験した上でないと入

れない。しかし、代案学校は違う。そのような経

緯を経る子どももいるが、一般の学校を経験せず

に、直接代案学校に入ってくる子どもも少なくな

い。当然ながら、そのような子どもは、「一般の学

校での傷」を受けることはない。 

もう一つは、代案学校の子どもは、「代案学校で

学んでいる」という意識が強いのではないかと思

う。知り合った代案学校の子どもに一人は、目を

キラキラさせながら、「今日本語を勉強しているん

です！」と話す。アドレスを交換して、今も日本

語でのやりとりが続いている。 

学びとは何か。現在の学校教育の形が子どもた

ちを傷つけるとして、そうであるならば、どのよ

うな学びの形であれば、人は健やかに育っていけ

るのだろうか。 

近くて遠い韓国という国。そこでは新しい教育

が進んでいた。新しい生き方が形作られようとし

ていた。日本にいる僕は、僕たちはどのような教

育を求めるのか。生き方を求めるのか。韓国の代

案学校の実践が問いかけてくる。 

長井岳 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

E ずっと憧れていた韓国。代案学校として、日本

で言うフリースクールのような学びの場の多くが

公的支援を得て運営されているということに、希

望を感じていたのだった。日本ではフリースクー

ルへ通うということに対してどこか「学校へ行け

ないから行く」んだろうという多少の否定的ニュ

アンスを、どうしても引き受けざるを得ない空気

や流れが自他共にある（全ての人がそうだという

わけではない）。しかし IDEC で代案学校へ通う

若い人たちの話を聞いていると、代案学校へ通う

ことが、より自分に合う学びの場へ行くというこ

とであって、引け目に感じているという事はない

ように思った。 

また、資本主義社会を疑うところから始まって、

よりよく私たちが生きていくにはどうしたら良い

のか、という文脈でオルタナティブ教育が語られ

ていた事にも関心を持った。民主教育（オルタナ

ティブ教育）を進めることは、本当の平和を作る

ことであるとも共通してよく話されていた。あら

ためて、教育や学びのことを考えることは、子ど

もをどうこうするだけの問題でなく、この社会で

生きている全ての人の為にあることだと思いなお

した。私は学習指導要領に基づいた画一的な教育

が人のためになるとはやはり思えない。韓国

IDEC に思いを同じくする人たちが各国から集ま

った。そこでの出会いが、自分にまた勇気を持た

せてくれるのだった。 

山本菜々子 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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F IDEC は１週間もあり長いだろうと思っていた

が、色々知れたようでそうでもなく、もっと知り

たいことが沢山あり、短く感じた。自分に語学力

があれば、知りたい事を色々な人に自分から聞け

ただろうに…と思った。韓国の人達は英語や日本

語がとても上手な人が多く、感動した。私も少し

頑張りたい。 

「韓国の教育にまつわる状況（受験等）、若者の

生きづらさは共通点が多い。」 

韓国の受験競争、エリート志向は日本よりも激

しいとは聞いていたが、それによる若者の生きづ

らさは深刻なようだ。講演会の中で、「若者は価値

のない人間だと思わされている」 「その理由の

一つが、産業の機械化で労働者を沢山雇えなくな

っているのに、就職試験で不採用の学生は“あな

たの努力が足りないからだ”と言われるから」等

という内容を聞いた。これは、多くの先進国で共

通だ。これは深刻な問題だし、私自身も学生時代

からそう思っていた。より価値のある人間に、実

りある人生を送らねばならないという強迫観念に

かられ、苦しんでいた。韓国の代案教育では、こ

れらの問題に向き合った結果、「地方で暮らす

（村・共同体・農業・自然）」「人とつながって生

きる」という方向性を選び、積極的に取り組んで

いる学校が多かった。人間社会は複雑になりすぎ

た、それをシンプルに戻し、本当に大切なことを

見直す…という大きな流れがあることがわかった。

それを子ども達がどう感じているかは深くはわか

らないし、大人が押し付ける価値観なのかもしれ

ないが、私個人は共感を持った。 

「韓国の代案学校は日本のフリースクールと違

う面が多い」 

IDECの参加者がほぼ10代~20代だったのでは

ないかというくらい、子どもが沢山参加していた。

また、毎日行われるホームベースというシェアの

場では、それぞれ異なる代案学校から 1 人ずつ分

かれて参加していた。誰も知らないメンバー構成

の中で、自己紹介をしたり、その 1 日で感じたこ

と等を発信し合う。IDEC に来るくらい意識の高

い子が多いのだとは思うが、すごく堂々としてい

る印象があった。 

また、韓国の代案学校は日本のフリースクール

にみられる、プログラムから子どもが作る・活動

への参加は子ども達の自己決定…というような仕

組みではない学校が多い。一般的な学校に特色を

加えたような学校、例えば学生会議(自治の機関)

が運営出来る範囲を広げたり、学生発信で作れる

部活や授業の枠がある等だ。完全に子ども主体・

民主的ではないとはいえ、韓国には代案学校と呼

ばれる学校が沢山あることに本当に驚いた。代案

教育を認可する法律があるからだろうか。 

力石みのり 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

G 初めての海外が韓国で、IDEC への参加で本当

に良かったと思っています。私は不登校の中学生

への学習支援、居場所支援を仕事としています。

毎年韓国の受験競争の厳しさを伝えるニュースを

見て、そのような国の不登校の子どもたちはどの

ように過ごしているのだろう、と以前から関心を

持っていました。実際に行って見学や話を聞いて

みると日本との共通点もあり、日本より先進的な

点もあり非常に刺激を受けました。 

印象的だったことの一つはセウォル号の事故に

ついての話です。日本では報道されることはなく

なりましたが、やはり韓国ではショッキングな出

来事として今も変わらず心を痛めていました。

IDEC 期間中には追悼も行いました。それを聞い

て、見て私がずっと考えていたのは、日本の子ど

もたちが、あるいは私が関わるフリースクールの

子どもたちが同じ状況に陥った時、果たして自分

の命を守るための行動をとれるだろうかというこ

とです。結論としては、おそらく同じ結果になる

だろうと思います。大人の指示を従順に聞かせる

教育が講演では批判されていましたが、日本でも

私の勤めるフリースクールでも、意図的にそして

無意識にそのような教育をしてしまっていると思

います。他の国の出来事だからと遠巻きにせずに、

団体としても私個人としても教育について今一度

問い直さなければと感じています。 

食事一つをとっても（食べきると頼んでいなく

てもおかわりがでてくる“おかず”は驚きでした。）

韓国と日本の文化の違いはおもしろく魅力的でし

た。フリースクールの子どもたちも例にもれず勉
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強嫌いな面がありますが、「どうせ外国には行かな

いから、外国語なんて勉強しなくていい！」とい

う声をなだめながら、こうした文化の違いとその

おもしろさを伝えていきたいと思っています。 

高村さとみ 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

H 韓国の代案教育に関わる方々の、人とつながり

合いながら、自分たちが望むあり方を探っていこ

う、という姿に、勇気づけられる思いがしました。

一人じゃないよ、と背中を押してもらったような

気がします。 

また、今回の大会では、目の前の状況にただ流

されるのではなく、立ち止まって、ゆっくり省察

することの大切さに気づかされました。 

韓国の皆さんの発想と実践から、これからも刺

激を受け、学んでいきたいと思います。 

今回の交流を経て、このところ滞っていた、自

分の生き方を模索していこう、という意欲を、再

び自分の中に見いだすことができました。 

山田草平 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

I 私個人としては今回が初参加となった IDEC。全

体として活発で、普通であれば触れづらく話しに

くい問題も直球で扱う、熱気溢れる大会だったよ

うに思います。 

特に印象的だったのは、代案学校（韓国のフリ

ースクール・オルタナティブスクール）卒の若者

が問題提起し、他の若者たちと議論した時間です。

そこでは、代案学校を出た後に、その中で身につ

けた価値観（例えば、子どもが主体的に自分のペ

ースで学ぶことを重視するという姿勢等）が一般

社会で通用しない、理解を得られない、それ故に

代案学校で学んだことへの自信が揺らいでしまう

という問題について、率直に意見をぶつけ合って

いました。その熱気に刺激されて、私自身も普段

は展望が見えないために考えづらい問題について

も、避けることなく率直に、そして深く突っ込ん

で聞き、考え、話すことができていると感じられ

ました。ある種の解放感と目の覚めるような興奮

を覚えました。 

日本では近年、一般には「大学全入時代」など

と言われ、受験戦争、学歴差別が薄くなってきて

いるというようなことが言われています。しかし、

自分と同じようにオルタナティブ教育に関わる韓

国の若者たちの議論に反応して、自分たちの暮ら

す社会を振り返って考えてみれば、日本でも若者

（特にオルタナティブな学び、生き方を求める若

者たち）を取り巻く状況はある面ではより厳しい

ものとなっているように思われます。確かに、今

は選り好みしなければほぼ必ずどこかの大学には

入れる時代でしょう。しかし、だからこそ大学卒

の学歴を持つことがむしろ必要最低限の前提条件

となり、それ以外の学校制度の枠内に入らない生

き方を選択することや、そもそも発想すること自

体が非常に困難になりつつあるように思えます。

その意味で、日本もまた韓国と同じ（ある面では

より進んだ）問題を抱えているといえるのではな

いでしょうか。 

韓国およびその他様々な国々の、多様な年代、

立場の人々との交流や議論への参加、意見交換が

できた今回の韓国 IDEC は、世界と日本、そして

自分自身をとりまく多くの問題について考える、

刺激にあふれた良い体験だったと感じています。 

長畑洋 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

J 韓国のオルタナティブ教育は 1997 年から始

まり、今も大いに熱気があると感じた。韓国のオル

タナティブスクールの子どもや出身者には、自分た

ちは競争的でない、社会をよくする学びをしたとい

う誇りといいうるものを持っていると感じさせる人

が多い。このことは、今回の大会に集まった様々な

オルタナティブスクールの子ども・若者から改めて

感じたことだ。韓国のオルタナティブスクールは、

オルタナティブな生き方をしていくのに必要な学び

は何かを求め続けた積み重なりを持っている。苛烈

な学歴･学校歴社会の韓国で一定の説得力を社会の

中で持つ内容を積み重ねてきているのだ。この点で、

日本のフリースクールが韓国に学ぶことは多い。 

韓国のオルタナティブスクールは、環境問題への

意識が高く、自然との共生について真剣に考え、学
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んでいる。また、世界市民として生きるという意識

があり、韓国内の社会問題はもちろん、世界、特に

アジアの問題に関心が高く、ガンディースクール、

ハジャスクールのように実際に現地を訪れて自分た

ちにできる取り組みをするというオルタナティブス

クールが少なくない。また、これらの問題意識に関

する考え方や情報を世界から探してくるということ

に意欲的であり、オルタナティブスクール間での共

有度が高いことも特徴だ。日本のオルタナティブな

生き方の例として「三万円ビジネス」について多く

のオルタナティブスクールのスタッフが知っていた

り、今回訪れた少なからぬオルタナティブスクール

で都市農業の取り組みをしていたことからも今回も

実感できた。 

韓国のオルタナティブ教育の人々はこれからも頼も

しい交流相手であり、今回、フリースクール全国

ネットワークの企画で多くのフリースクールの人

が交流できたことはとても意義深いことだったと

思う。 

朝倉景樹 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

K 初日から、韓国の状況は日本よりも厳しい面も

あるものの、生き難さや課題、目指していること

が共通していると感じました。日が経つごとに日

韓のみならず世界で共有していることが分かって

いきました。 

シューレでやっていること、子ども中心である

こと、子どもと大人が対等な関係であることが、

世界のスタンダードであったことが分かり、嬉し

くなりました。 

10 代の若者のコーナーは特に面白く、会場から

の質問もメンバーの答えも、フリースクールなら

ではの生きいきした感があったと思います。 

ホームベースグループでは、毎日顔を合わせる

ことで交流が生まれ、世界でつながることにワク

ワクしました。たくさんの出会いに感謝！ 

IDEC にまた行きたい、皆にも体験してもらい

たい、いつか日本でも開きたい、でも 2000 年の

日本 IDEC 開催時は大変だったようだし・・・と

話しながら帰国しました。 

海外に行くのは、今回が 2 回目。どちらも韓国

であり、前回もフリースクール全国ネットワーク

のツアーで、韓国の代案学校を訪問しました。飛

行機が苦手であった私は、海外に行くなんて、考

えられませんでした。シューレでスタッフをして

いなかったら、フリネットのツアーが無かったら、

この体験と喜びを感じる機会は得られなかったと

思います。 

学んだこと、体感したことを、日頃のフリース

クール活動に活かしていきたいです。 

安美留久見子 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

L IDEC に参加し、感じたことは「世界中で共通

の課題を抱え、相通じる理念を持ちながら活動す

る人・団体が多くいること」と、それらは「それ

ぞれの国の状況、目の前にいる子どもたちの状況

に合わせ、少しずつ違う活動をしている」という

2 点だった。 

一見すると矛盾しているような言葉だが、そう

ではなく、「国や文化、活動の内容に違いはあって

も、根本にある理念や理想には共通することがと

ても多い」という事である。互いの違いに目を向

け、無理に同じものをつくろうとするのではなく、

その違いはどのような状況によって生まれる違い

なのか、それぞれのおかれた状況に思いをはせ、

違いがある中でもどのように手を取り合っていけ

るかをお互いに考えていくことが、これから先の

時代に必要な考え方であないだろうか。 

そして、それは子ども一人ひとりと向き合う時

「表層のみにとらわれず、その行動の裏にある思

いを考え、理解しあう事により、より良い場をつ

くっていく」というフリースクールの活動とも共

通点が多いと感じた点でもあり。これからも活動

を続けていく中で、大きな勇気とエネルギーを得

られる気付きであった。 

また、それぞれの講演の中でも示唆に富んだ話

をたくさん聞くことができた。 

社会学者であり、ハジャセンターの講師でもあ
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ったオン・ギホさんの講演「断続社会での青年・

教育」を例としてあげると、“自信感”をテーマに

したこの講演では「子どもは“未来の主人公”で

はなく“今を生きる主体”」という言葉や、「子ど

もを愛しているからその言葉に耳を傾けるのでは

なく、子どもの意見も有用な意見としてとらえ、

聞くことが必要だ」という趣旨の発言が聞けたの

だ。学力競争、資本主義社会を支える企業戦士予

備軍としての子ども観から距離をとるため、「子ど

も（子どもに限らず、全ての人間）には力がある」

という事を知りつつも、あえてそれを口に出すこ

とをしてこなかった、あるいはその言葉を使う時

には、前述のような誤解を受けてもある程度は仕

方がないと考えてしまっていた自身を振り返り、

今一度私たちが考え、行ってきた事の意味につい

て、多くの人に伝わるメッセージにする必要性を

感じたのだ。 

IDEC の大会そのもの、そこに集まる人々から

得たエネルギー、それぞれのプログラムや、出会

った人々との対話から得られた知見を集め、今後

の活動の糧としていきたい。 

松島裕之 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

M 私が、IDEC に参加するのは 2 回目になる。昨

年のアメリカコロラド州ボルダーでの大会に続い

てである。私が、非常に興味がそそられるのは、

世界中のフリースクールが、公教育の限界（一方

的な教えや、受け身の理解、学びの中に効率性や

合理性を求められる事）を感じているという事。 

私たち、日本のフリースクールは、不登校の居

場所、学びの場として 1980 年代から「親がつく

る」場の運営形態として成り立ってきた。たしか

に、日本の不登校の問題も消極的ながら学校に行

かないという行為をつうじて公教育の限界から生

まれた運動であり、新たな教育の創造である。 

今回の主催である韓国の状況もまさに日本と共

通しているのは、大人が一方的に子どもに学びを

押し付けて効率的で一律な学びを執拗に行わせ、

大学受験という関門をくぐるまで、その手を休め

ようとはしない、という事である。公務員や大企

業に就職する事が見えるまで大人は安心しようと

はしない。 

その中で、大人に順応した子どもたちが生きる目

的を失ったり、やる気を失っている。「朝、早くか

ら夜遅くまで。学びつづける学生の姿は学びの「拷

問」を耐えているようでさえある。」と韓国の研究

者はのべる。 

この現象は東アジア（主に中国、日本、韓国、

台湾など）に共通しており、どの国においても公

教育への新たな模索がされている。韓国のフリー

スクールでの特徴をみてゆくと、学びをコミュニ

ティーのあり方や人の生き方と深く結びつけよう

としている。いや、不可分であるということを理

念としているのが印象的であった。 

それは、ガンディースクールのヤン・ヒチャン

さんの講座を受けた時により強く思った。多くの

若者が高学歴を身につけて就職ができない、みん

な疲れている。資本家が現状の文化の社会的な価

値や消費煽動する中で、若者は、ひたすら競争を

勝ち抜く事を求められている。ヤンさんらは、そ

の中で、仕事をしながら自己実現もできる「共同

体」＝コミュニティーのあり方を提唱している。

自給自足や農業での有機的なつながりに重きを置

いた社会づくりである。 

私は、このコミュニティーのあり方は、「農村主

義的」なもの？もしくはエコロジストによる「原

始的な共同体」を少しイメージしていた。率直に

感じたのは、現代社会の閉塞感の中で、ある一定

のコミュニティーに所属する人間だけが消費や就

職の問題から無縁である事はあり得ないとさえ直

感的に感じた。フリースクールやデモクラティッ

クエデユケーションは決して現代における「ノア

の方舟」ではないと。ただそこにいれば安心でき

て、救われる場所ではない。 

しかし、日本に帰って、ヤンさんが言いたかっ

た事をもう一度考えた時に、これからの「学び」

と「生き方」、教育を変える・社会を変える「運動」

を同時に伝えたかったのだという事に気がついた。 

たしかに、これからの学びは一律に、工業製品

のように、何ら子どもの状況も考えずに行われる

学びは何らかの形で終焉に向かうに違いない。反

面、天外伺朗さんが語るように、この一律化され
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た学びを全否定してしまう事は、私たちの現在の

ある場さえも否定してしまう事につながるので、

戦後高度経済成長を支えるためには必要な学びだ

ったと位置づける事は必要だ。 

私たちは、生き方として一人一人興味や，心の

ひっかかり。やる気が刺激される学びを、有機的

につないでゆく事を求められている。学びをつく

る上でも、未来をつくる可能性を拓き、十分に自

分自身が時間をかけて挑戦するに値するものでな

ければならない。またそれは、誰かを蹴落とした

り、痛めつけたり、優越感を感じ、経済的な富を

得るための無機的な学びではないという事。自分

自身の生き方に支えられた学びでなければ、頭と

体が分離されてしまうからだ。 

私たち日本のフリースクールの人間も、頭と体

をつないでゆく事が必要なのかもしれない。現状

では、どこかで生き方や共同体のあり方を丸ごと

考えてゆかなければ、不登校の問題も親と子ども

とが本当の意味で共感したり、支え合う関係には

ならないと頭ではわかっていても、あまりに超え

るべきハードルが高いとあきらめてしまっていた

かもしれない。 

しかし、私たちは、いま、東日本大震災以降の

大きな時代の転換点にたつ時に、フリースクール

活動を支える思想や生き方の日本でのあり方、も

しくは個々の生き方に根ざしたあり方が再度問わ

れている。それは、私たちの活動が欧米から生ま

れたものを模倣したのではなく、日本の不登校と

いう現象から生まれたものだからである。 

私たちは、不登校と向き合って「なぜ今、運営

が困難なフリースクールを持続させる為にさまざ

まな活動をしているのか？」その「なぜ」に、日

本のフリースクール固有のあり方が隠されている

かもしれない。私たちは、おそらくそれに気がつ

いているのであろうが、しっかりと言語化できて

はない。 

いま、日本でフリースクールが必要な訳。そこ

には、どんな生き方の模索や苦悩の解決の歴史を

言語化してゆく必要があるのかをあらためて、考

えさせられた。 

まさに、遠くにある理念を求めるのではなく「汝

自身の足下を掘る」事を再度確認させてくれた。 

ヤンさんの指摘にもあったように東日本大震災、

福島での原発の事故を超えて、私はフリースクー

ルでの学びのあり方は「ポスト FUKUSHIMA」

の思想にもつながると考えている。①科学が、あ

らゆる事故をふせぐ対策を持ってはいない。つま

り、万能ではない ②全員の利益が、一部の人の

抑圧上に成り立つはありえない ③共助、協力、

協働の社会は、現在の社会のあり方を補填するた

めにあるのではなく、新たな未来を構築してゆく

ために存在してゆくのであり、緊急的な状況をつ

くらない、もしくは、つくられた時には全員でそ

れに立ち向かう努力をする時が来ている。 ④エ

ネルギーを枯渇するまで使い続ける事の限界が証

明された。 

震災後の福島の状況は、非常に人間の尊厳を踏

みにじるものだ。避難や放射能被害をお金で賠償

する事しかできないこの国の思想の貧困さを露呈

してしまっている。自分たちが責任を取ったり、

生き方を変えるのではなく、お金で口を封じてゆ

く。この思想は、まさに事故以前の思想でしかな

い。 

人のあり方を、次世代を生きるしくみや、支え

合いの関係。学び方につなげてゆける思想が「ポ

スト FUKUSHIMA」のフリースクールのあり方

と理解した。公教育さえも変えてゆく思想が福島

から生まれてゆくことを信じている。 

その上で私たちは、人の未来をつくる「場」とし

てのフリースクールと、そこでの学びが求められ

ている事を今回痛切に感じた。 

江川和弥 
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