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フリースクールフェスティバルの概要 

 

■フリースクールフェスティバルとは 

フリースクールフェスティバルは、NPO 法人フリースクール全国ネットワーク

が主催する、フリースクールの合同文化祭。ひとつひとつのフリースクールは規模

が小さいため、単独では外部に向けた活動の成果発表の場所が持ちにくいという課

題を解決し、他のフリースクールと、子ども同士が交流する機会を持ちたいという

願いもかなえるため、ネットワークの設立時より、様々に形を変えながら開催をつ

づけてきました。 

近年ではフリースクールの存在と活動を広く社会に発信する役割も持ちながら

毎年秋に開催、このフェスティバルに照準を合わせて日々の活動を組み立て、フェ

スティバルでの成果発表を目標とする子どもたちや、毎年のフェスティバルの開催

を楽しみにしてくれる応援者も増えてきています。 

 

■子ども実行委員会 

フリースクールフェスティバルの最大の特徴は、複数のフリースクールに通う子

どもたちによる「子ども実行委員会」が主体となってフェスティバルを開催すると

ころです。当日のプログラムについてはもちろん、広報や必要な機材の選定とその

準備、予算など、フェスティバル開催にかかわるあらゆる内容が子ども実行委員会

で検討されます。 

フリースクール全国ネットワークに加盟する多くのフリースクールが「ミーティ

ング」の時間を持ち、子どもとスタッフがともに日々の活動や場のルールをつくっ

ています、フリースクールフェスティバルでは、それをもう一歩すすめ、普段は別々

の場で生活する子ども同士がお互いの意見を出し合いながら、協同し、イベントを

つくっていくのです。 

 

■プログラムの概要 

フリースクールフェスティバルネットワークは、不登校に関する講演会やフリー

スクールに通う子どもによるシンポジウムなどの保護者向けプログラム、各地のフ

リースクールの子どもたちによる活動展示、作品展示、お化け屋敷、ライブハウス、

ステージ、パレード、特別講師を呼んでの体験活動、模擬店（食堂）などを企画し

ています。長年続けている活動ですので、ライブハウスなどおなじみのプログラム
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もいくつかはありますが、それ以外にも、子ども実行委員で出された様々なアイデ

ィア、企画が実行されています。 

 

■各地のフェスティバル 

ここまでは、東京で開催する「全国フェスティバル」を中心に紹介をしてきまし

たが、各地域でも、地域独自のフェスティバルを開催しています。 

フリースクール全国ネットワークが財団等の支援を受け、各地域の開催費用を確

保していた時期を経て、現在では各地域ごとのフリースクール等のネットワークが

できており、それぞれの地域で独自に予算を獲得し、フェスティバルを開催してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2014年の開催概要＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

フリースクールフェスティバル 2014 

－こんなに楽しいのは全部妖怪（みんな）のせいだ－ 

日 時：2014年 11月 22日 10：30～16：30 

会 場：東京シューレ葛飾中学校 

主 催：NPO法人フリースクール全国ネットワーク 

参加者総数：約 550名 

参加団体数：17団体（当日来場しての活動紹介など） 

      30団体（ポスター展示など） 

実行委員会参加団体： 

・NPO法人東京シューレ 

・東京シューレ葛飾中学校 

・NPO法人越谷らるご／フリースクールりんごの木 

・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 

助 成：独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業  
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当日プログラム 

 

■タイムテーブル（当日資料より抜粋） 

 体育館 ライブハウス 飲食コーナー その他の会場 

10：30 

 
オープニング  

 
 

11：00 

 子ども・若者 

シンポジウム 
ライブハウス① 

12：10 まで 

11：15 

11：30 
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12：00 

 
  

 

 

 
 

13：00 

 
どうなる！？ 

国のフリースク

ール支援 

ライブハウス②  

13：30 

 
  

14：00 

 
  

14：30 

 

ステージ発表 

  

15：00 

 
  

15：30 

 
15：50 まで 

15：45 

  16：00 

 
エンディング  

16：30 終  了 

 

■プログラム一覧 

オープニング アトラクションと参加フリースクールの紹介 

ぼくんちカフェ フリースクールぼくんちによるカフェ 

ふとうこうカフェ フリースクール OBOG 有志によるカフェ 

OyaCafe フリースクール会員保護者有志によるカフェ 

みずあめ屋  

お食事処 怨霊 実行委員会による焼きそば、フランクフルト屋 
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プログラムのご紹介 

 

子どもシンポジウム 

フリースクールもあるんだよ 

今年はスカイプを活用し、北海道、福島のフリ

ースクールも参加。 

子どもシンポジウム 

不登校を経験した私たちの今までとこれから 

フリースクール現役メンバーに加え OBOG も

参加するミニシンポジウム 

ライブハウス 8 ヶ所のフリースクールから 13 バンドが参加 

体育館ステージ！ ダンス、合唱、演劇など、8 グループが参加 

梶原徹也さんのリズムワークショップ  

ポニー乗馬体験  

どうぶつとのふれあい  

しっぽとり大会  

わなげ／射的し隊  

参拝肝だめし お化け屋敷 

房総まつり寿司実演（すし BAR） まつり寿司（飾り巻き寿司）づくりの実演 

妖怪パレード「百鬼夜行」  

スタンプラリー「どっか～ん！！」  

イラスト交流部屋  

ゲーム集会所 2014  

遊戯王大会  

子どもそうだんコーナー フリースクールに通う子どもが相談を受けます 

不登校・フリースクール相談コーナー  

ポスター展示コーナー 全国のフリースクールの活動紹介展示 

Theater Room 子どもたちのつくった映像作品の上映 

IDEC2014 報告会 世界フリースクール大会の参加報告会 

どうなる!? 

国のフリースクール支援 

文部科学省のフリースクール等担当官をゲスト

に招き、国のフリースクール等支援の政策につ

いて意見交換を行った。 

ヒューマン・ハーバーの部屋 それぞれのフリースクールの活動紹介 

東京シューレ葛飾中学校の部屋 それぞれのフリースクールの活動紹介 

ようこそ、東京シューレへ それぞれのフリースクールの活動紹介 

エンディング  
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■フォトギャラリー① 

オープニングアトラクションではダンスを披露 
 

オープニングでの参加フリースクール紹介 
 

全体会場での子どもシンポジウム 
 

どうなる！？国のフリースクール支援 

ポニー乗馬体験 
 

初等部（小学生）メンバーによる射的コーナー 

調理から販売まで、子ども中心で 昼食時が終わり、ほっとひといき…。 
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■フォトギャラリー② 

ライブハウス 
 

体育館ステージ 

活動展示コーナー 
 

テーマにちなみ全国から「妖怪フラッグ」を募集 

ヒューマン・ハーバーの部屋での人形劇 
 

イラスト交流コーナー 

エンディング 後片付け… 
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事業成果 -参加者総数とその属性より- 

 

■受付人数 ： 511名 

※受付は、入場時に「受付カード」に記入をお願いする方式でおこなった。 

※出展準備等の理由で受付開始前に入場した者、約 50 名。 

 

 

■参加者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イベントの性質通り、10 代の参加者が最も多

く、全体の 3 分の 1 をしめている。 

次いで多い 40 代の参加者はほとんどが親・保

護者の立場で、40 代の中では最も多いフリー

スクールに通う子どもの保護者が 44 名、不登

校の子どもの保護者が 33 名と 40 代の 8 割を

しめている。 

 

■参加者の居住地 

 

 

 

 

※北は北海道、南は九州ま

で全国から参加者が集ま

ったが、関東圏からの参

加者が最も多く、東京都

内だけで 202 名、東京以

外の関東で 227 名、とな

っている。 

関東からの参加者の中で

は東京に次いで千葉県、

埼玉県からの参加が多

く、交通の便に加え、実

行委員会参加団体が積極

的に広報をしたことが功

を奏した。 
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■参加者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※フリースクール（FS）に通う子

どもの数は 114 名、その家族が

95 名、スタッフ・ボランティ

アが 66 名、フリースクール関

係者の合計は 275 名となった。 

不登校の子どもとその家族は

合計 101 名、その他の層が 114

名となっている。 

 

■参加者の属性（詳細） 

・属性「その他」の内訳 

 

 

 

 

※自らの立場を「その他」と記入した者の

中では OBOG(フリースクールの卒業生)

が最も多かった。 

次いで多いのは教育等について研究する

研究者・学生で、4 番目のその他の NPO

（中間支援団体、子ども系 NPO など）

と合わせ、「どうなる！？国のフリースク

ール支援」を目当てにやってきたと思わ

れる。 

「知人から｣には、友人に誘われてきた、

知人がフリースクールで働いている（30

代）などの人物をまとめている。 

 

 

■評価 

当初見込んでいた「参加総者 600 名、その半数である 300 名が本事業をきっかけ

にフリースクールの活動を知る者」という数値目標は達成できなかったが、不登校

をしている子ども本人や保護者の他、研究者、学生、議員、マスコミ関係者が参加

したことも勘案すれば「フリースクール等の存在をアピールする」という本事業の

目的は充分に果たせたと考えられる。 
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事業成果 -相談コーナーの設置- 

 

■相談コーナーの利用件数、相談内容等について 

4 名の相談員が各 2 時間ずつ、最大 16 件の相談を受ける体制を整えたが、利用

件数は 5 組にとどまった。来場者のニーズが、相談よりもフリースクールに通う子

どもの活動している姿を見ることや、実際に自分の子が通えるフリースクールがあ

るのかということを知りたいという所に集中していたことも要因と考えられる。 

それぞれのフリースクールの活動展示コーナーにて、展示コーナーの担当者（各

フリースクールのスタッフ）に相談をするなどの様子は各所で見られ、相談コーナ

ー時間外に、各フリースクールへの入会相談に個室を利用するケースも 2 件あった。 

また、子ども実行委員会の提案でフリースクールに通う子どもが相談を受ける

「子どもそうだんコーナー」も設置、こちらには 4 組の相談が訪れた。 

 

■不登校・フリースクール無料相談コーナー 

利用件数：5件 

相談者属性：不登校の子どもの保護者  2名 

通信制高校生保護者    1名 

フリースクール会員保護者 1名 

フリースクールスタッフ  1名 

相談内容：地元にフリースクールがないか知りたい、祖父母からのプレッシャー、

「ズルをしているのではないか」と自分を責めてしまう、自立へのプレ

ッシャーが強く自分を追い詰めてしまう、フリースクールに通う子ども

の進路について、等…。 

 

■子どもそうだんコーナー 

利用件数：4件 

相談者属性：不登校の子どもの保護者  1名 

フリースクール会員    1名 

フリースクール卒業生   1名 

フリースクールスタッフ  1名 

相談内容：睡眠の悩みについて、無くしものをしてしまうことについて、退屈な時

間の過ごし方、進路について、（子どもが親と）口をきいてくれない、

等…。  
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緊急フォーラム -どうなる!? 国のフリースクール支援- 

■企画趣旨 
2014 年 6 月「超党派フリースクール等議員連盟」結成、7 月「教育再生実行会

議第五次提言」発表など、突然進みだした国のフリースクール等への支援施策検討、

ようやく、やっとか、という歓迎と同時に、なぜ？どうして？という疑問もわいて

しまうほどの進み方に対応し、様々な疑問やこれからの可能性、私たちが取り組ん

でいくべきことなどを議論するため、文部科学省に新たに配置された「フリースク

ール等担当」の職員もゲストにお迎えし、緊急フォーラムを開催しました。 

 

■企画概要 

時 間： 11月 22日 13：00～14：30 

会 場：東京シューレ葛飾中学校 3階 体育館 

参 加：フリースクールの運営者、スタッフ、保護者等の関係者、 

教育研究者、学生等約 90名 

ゲスト：亀田徹さん（文部科学省 初等中等教育局 視学官（フリースクール等担当） 

 

■会場でだされた意見など（一部抜粋） 

・不登校という言葉自体をなくしてほしい、学校は子どもが育っていくためのひと

つの手段。 

・子どもたちが自立してやっていけるため、進路・自立に向けた支援が必要。 

・カウンセラーをふやすなどの方法ではなく、学校外の居場所を認めるという方針

は画期的。 

・現場と行政の間に立ち、活動を推進していく中間支援組織が必要ではないか。 

・NPOや既存のフリースクール、不登校の親の会とも一緒に考えて、学校中心と

は違う仕組みをつくっていってほしい。 

・認定保育園の仕組みも参考になるのでは。 

・フリースクールのよさを損なわないよう、支援のあり方も一緒に考えたい。 

・不登校の子どもの大半は家で過ごしているので、フリースクール等に通う子ども

だけでなく、家で過ごす子どもにも目を向けた支援を。 

・フリースクール等の “等” にはオルタナティブスクール等も入っているのか。 
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子ども実行委員の感想より 

 

私は今回のフリースクールフェスティバルで、「スタンプラリー」企画を担当し、

同時に実行委員長を務めました。まだまだ力不足で、他の実行委員や、スタッフのみ

なさまにご心配や、ご迷惑をおかけしてしまったことをとても反省しています。 

ですが、そんな中でも実行委員長を務めることで、様々なことを学び、成長できた

のではないかと思っています。 

失敗を学び、また来年に活かしていきたいです。 

一丸 真琴（フリースクールりんごの木 中等部） 

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

私は、今年初めて夏の全国合宿に続き、フリースクールフェスティバルの実行委員

に参加して、自分たちで企画、テーマを考え「フリフェスがこんなに楽しいのは全部

妖怪（みんな）のせいだ！」という 2014 年のフリフェスを完成させました。 

はじめてのフリフェスに実行委員として参加し、企画の担当の 1 人として食堂を飾

り付けから販売までしたり、テーマに合わせて妖怪のコスプレとして初めて着物を着

たりと純粋に楽しい経験になりました。 

田口 絢菜（フリースクールりんごの木 中等部） 

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

私は、今回初めて実行委員会に参加しました。 

オープニングでは「ようかい体操」をおどりエンディングでは「ゲラゲラポー」を

踊りました。 

担当は、食堂を担当し焼きそばを売ったりしました、いっぱい売れてうれしかった

です。 

来年も実行委員会に参加し、またフリフェスに参加したいです。 

とても楽しかったです。 

田久保 椰佳（フリースクールりんごの木 中等部） 

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

僕が今回のフリースクールフェスティバルで担当したものはオープニング、ゲーム

集会場、妖怪パレードの三つです。 

オープニングは、少し緊張していたのか、前日に伝えられた変更点をすっかり忘れて

しまい、奥地さんと一緒にオープニングを担当していた友人に迷惑をかけてしまいま

したが、友人の彼の機転もあって何とか見られるものになったと信じています。 

ゲーム集会場は、僕らがスペースから持参したＴＶゲームと参加者さん達で持ち寄
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った携帯ゲーム、トレーディングカードゲーム等で交流ができるブースです。ＴＶゲ

ーム、携帯ゲーム、カードゲームそれぞれで大会をやることが出来て、去年に負けな

い盛況ぶりでした。 

妖怪パレードは、サブタイトルを｢百鬼夜行」と構えて跳び入り参加アリ！の仮装

パレードをやりました。元々はエンディングの始まる頃に合わせて校内を一周し終え

てゴールの体育館に到着する予定でしたが早く着きすぎてしまい、パレードに参加し

ていたスタッフの案で校内をもう一周しました。参加者もそれなりに集まり、中々見

栄えのする行列になったと思います。パレード独特のお祭り感のある雰囲気はやって

いて楽しかったので、また企画が上がれば参加するかもしれません。 

色々と書いてきましたが、どの担当した企画も抜けたところのある僕の力だけでは、

成功どころか実現させることもできないものばかりです。困ったことがあったとき、

助けてくれて、甘えさせてくれた仲間や、スタッフ、ボランティアの皆には感謝し、

自分はもっと精進しようと思いました。思い返せば失敗したことばかり浮かぶのに、

不思議と嫌な気持ちにならない。今回はそんなフリフェスでした。 

佐藤響（東京シューレ新宿 高等部） 

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

全体的に忙しかったです。チラシデザイン、映像部屋、エンディング映像を担当し、

当日は HIPHOP ダンスを発表しました。 

実行委員会は、最後のフリフェスなので、去年もやったしやろうかなと思って参加

しました。実行委員会には、チラシを作り終えるまでが一番参加した感じです。当日

の仕事が多かったです。 

チラシは、今までのチラシと全然違うものにして目立ちたい、「これ俺が作ったん

だぜ」と言えるものがあるとかっこいいと考えていました。順調に淡々と作り、周り

からは良いと言われましたが、会場の最後のステージでも実行委員会の一人一言でア

ピールしておけばよかったかなと思いました。背景の色を決める時、自分はこれがい

いと思った色がありましたが、周りの人の意見を聞いて、自分が一歩引いてみて、色

を変えました。自分が最初思っていたものよりも、いいものができました。 

エンディング映像は、限られた素材と限られた時間で、一定の尺の作品を作らなく

てはいけなかったので、やっぱり大変でした。頼まれたからやりましたが、ちょっと

納得はいっていません。映像も自分で撮りに行けば良かったかなと思います。 

HIPHOP ダンスは、自分が振付を作る部分があり、急いで作ったこともあり、時

間が無くてとても大変でした。思ったより難しい振付を、他の人にも教えることが大

変でした。やりきったかなと思います。 

吉田耀平（東京シューレ王子 高等部） 



14 

 

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

妖怪フラッグとビデオ記録を担当し、装飾を少し手伝いました。 

妖怪フラッグは、面白そうと思って、やることにしました。70 団体中 30 団体から

集まって驚きました。皆が絵を描いてくれている中、いったんもめん型に切って縫っ

てくれた団体があり、おお～と驚きました。 

ビデオ記録は、腕試しがしたくて提案しました。当日は簡単でしたが、事前にやり

方を相談するのが大変でした。撮影したのは当日だけでしたが、リハーサルを見て撮

影の計画を立てておけばよかったかなとちょっと反省しています。 

最終実行委員会の振り返りでは、反省点が意外と多く出てきて、皆考えているなと

思いました。妖怪というテーマでフリフェスができたことが、面白くて楽しかったで

す。 

匿名希望（東京シューレ王子 高等部） 

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

実行委員会に参加するのは、三回目です。去年のフリフェスが終わった時から、実

行委員会を三年間やっちゃおうと思っていました。大きいイベントで副実行委員長を

やったのは、初めてでした。実行委員会は、最年少の実行委員長をみんなでサポート

し、良い雰囲気でした。 

今回は、ステージ出演が多くて、創作ダンス、HIPHOP ダンスを発表しました。

創作ダンスは最初一人で踊る予定でしたが、二人で踊ることになってよかったです。

去年と同じ曲でしたが、去年は完成することができませんでした。今年は完成して発

表できて良かったです。 

HIPHOP ダンスは、今年初めてで不安でしたが、大きいミスも無く発表できてよ

かったです。すごく大変だったけれど、楽しかったです。 

そして、エンディングを担当しました。初めは妖怪体操をやろうと思っていたけれ

ど、オープニング担当と考えがかぶってしまって、こちらは最終的にゲラゲラポーに

しました。ダンスの練習や他のやるべきこととかぶっていて、目玉がなかなか決まら

なくていろいろ悩みました。最終的に大きな失敗もなく、うまくいったので良かった

と思っています。 

個人的には、当日は２曲のダンスの着替え時間が無く、大変でした。本当は演劇を

やる予定だったけれど、きつくなってやらないことにしたのが残念です。来年はフリ

フェスの実行委員会と、演劇と、創作ダンスも続けてやっていきたいと思っています。 

木下わか菜（東京シューレ王子 高等部） 

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

ステージ、司会、当日資料を担当しました。 
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初の実行委員会で、前々からやろうと思っていました。実行委員会に参加するのは

面白かったし、楽しかったです。前はステージ裏方のみで実行委員会には参加してい

なかったので、今回はしっかり関われている感じがして良かったです。 

葛飾時代から音響をやっていたので、ステージを担当することにしました。前日、

当日共に、リハーサルの時間がかぶったり、出番が近いのに来ない人に、やきもきさ

せられました。 

司会は、極度の緊張、焦りを感じながらも、とても楽しくやれました。人に直接見

せるということで、機材の扱い方、視線、話し方などに気を遣いました。裏方は支え

る側なので、表で支えられる側がわかったのが良かったです。表に出る人が実際やっ

ていてどう思うか知ることができ、いい機会になりました。終わった直後は、あっと

いう間で実感が湧きませんでした。 

当日資料は、前に似たようなことをやったこともあるので引き受けました。原稿が

来ないなど大変なことも様々ありましたが、スケジュールを細かく設定し、連絡をも

っと密にするべきだったと思います。 

フリフェス全体としてはとても楽しく、いい思い出になりました。少し経つと冷静

にみられるので、反省点・問題点が見えてきます。次回実行委員会をやるときは、今

回の反省点を忘れずに望みたいです。 

角田匠（東京シューレ王子 高等部） 

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

フリフェスに参加するのは今回が初めてでした。 

人がたくさん来るようなイベントが苦手だった私が、実行委員会に加わったり、司

会をしたり、人前で歌ったり、自分でも驚くくらい積極的になっていました。 

みんなでイベントを作ることは、とっても大変なことでした。他の人が準備したも

のに参加する方がきっと楽だと思います。 

だけど、みんなで文句を言いながらも作業したり打ち合わせをする時間は楽しかっ

たし、準備の中で他の子と仲良くなったりもしました。 

当日は 6 時間半あったとは思えないほどに時間が早く過ぎて、舞台の幕が閉じた瞬

間、急に寂しくなりました。終わったあとは疲れたというより、ますますエネルギー

が出てきた感じです。もっと良くしたい、うまく歌いたい、だから次のイベントを早

くやりたい！と強く思いました。 

体調を悪くしてしまったり、両立ができなくて諦めてしまった発表があったりした

けど、とにかくこのイベントに携われて本当に良かったです。 

寺村恵理加（東京シューレ王子 高等部） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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ライブハウスの装飾を 4 年連続で担当し、バンド、ダンス、打楽器を発表しました。 

りんごの木のメンバーと共にライブハウスを担当し、装飾を任されました。趣味全

開の装飾をやらせてもらってよかったです。いつもより、やるぞスイッチが入るのは

遅かったですが、作るのは楽しかったし、本番に間に合いました。そこで、自分で発

表できたことがうれしかったです。 

ダンスは、HIPHOP をやりたいといってから 3 年目です。担当講師も最後のステ

ージでした。ステージでは、すごく楽しく踊り、あっという間に終わってしまいまし

た。3 年間で一番難しい振付で大変でしたが、このメンバーで踊れるのが最後だから

こそ、頑張れました。楽しくできました。 

実行委員会では、毎年それなりの人数でイベントを創ります。意見がまとまらなか

ったり、形になるまでがすごく長いです。全部が自分の思うようにはならず、やめた

いと思うこともありました、フリフェスを創るなかで、日が経つにつれて、形ができ

てきました。自分は先が見えてくるとやる気が出てくるタイプなので、だんだんいい

アイデアが出て楽しくなり、良かったです。 

全体的に、今年は、装飾もバンドもダンスも打楽器も、自分の中ではすごく良かっ

たです。 

実行委員以外の発表については、前日まで、うまくいかないことがあり、不安で泣

きました。ステージに立ち、本番になってみると、案外うまくいくもので、自分は全

然できないと思っていましたが、練習に比べたらすごくできました。今年のフリフェ

スは、いろんな気持ちになりましたが、すっきり終わり、すごく良かったです。 

松本萌（東京シューレ王子 高等部） 

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

当日は、朝早い時間からの作業でしたが、いつも通りの体調で取り組むことが出来

ました。一番大変だったのは、スタンプラリーのスタンプ係です。本番は、みんなで

一緒に楽しく出来たので良かったです。 

また、機会があったら来年以降も実行委員会に参加して、今年以上面白い企画を考

えたいと思います。今回の企画で関わった方々、王子シューレの人本当にご苦労様で

した。 

山田一輝（東京シューレ王子 高等部） 

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

今年のフリフェスはシンポジウムにステージ発表、ライブハウスなど恒例となって

いるプログラムに加えて動物とのふれあいの場や子ども相談ブースなどの企画もあ

り、沢山のプログラムが充実していたなぁという印象です。 

準備期間もあっという間に過ぎ、毎日お祭り気分で当日を向かえるのが楽しみで楽
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しみでしかたなかったです。 

当日は不登校の子どもの権利宣言ネットのシンポジウムに出たりステージの司会

を担当したり、フリースクールの会員としてはおそらく来年が最後のフリフェスとな

ると思うのでとにかく楽しみました。 来年も最後にまた楽しいことをいっぱいでき

たらなーと思ってます。 

牧野芙美（東京シューレ王子 高等部） 

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

私が、この実行委員会をやりたいなと思った理由は、1 年前の文化祭の時でした。

その頃は、外に出るのがまだ怖くて、シューレに行くのがとてもキツイ頃でした。2

学期になり文化祭の準備が、始まりました。スタッフやいろんな人とやる準備がとて

も楽しくなり、シューレに行くのが楽しいなと思うようになりました。 

去年のフリフェスは、お客さんとして行きました。フリフェスはとても楽しくて、

来年のフリフェスはお店としてやりたいなと思いました。でも今年になって、フリフ

ェスの実行委員会があることを知って、もっとたくさんフリフェスに関わりたいなと

思い、フリフェスの実行委員をやりました。 

フリフェスの実行委員会は、2 週間に一回多い時は週に一回集まってやりました。

時間が夕方からだったので、帰るのが遅くなってしまい、明日の生活に支障があるか

なと心配でしたが、とても楽しくて、支障もそれほどなく、マイペースに参加できま

した。私は、子どもが遊べるスペースと子どもが悩みを聞く相談ブースと受付を担当

しました。全部とても楽しくできましたが、一番印象に残っているのは、子どもが悩

みを聞く相談ブースです。子どもが、大人や子どもの悩みを聞くのは、あまりないと

思うので、変わった試みだなと思いました。私は二回に分けて相談を聞く係をやりま

した。どちらも大人の方が相談しに来て、子どもは来ませんでした。一回目の時は、

フリースクールの子と 2 人で相談を聞く係をやりました。相談に対しての答えが、私

とその子では、全く反対の答えだったので、そういう考え方もあるんだなと勉強にな

りました。子どもの話が直接聞ける相談ブースは、とてもいいなと思いました。来年

も、またこの相談ブースをやりたいです。今年のフリフェスは、とても楽しかったで

す。 

村田結衣（東京シューレ葛飾中学校） 
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おわりに 

 

■子どもが中心となってのフェスティバル開催 

2014 年のフリースクールフェスティバル子ども実行委員会には、4 つのフリース

クールから 30 名の実行委員が参集、それぞれのメンバーのやりたいことを持ち寄

り、また同時に普段過ごしているフリースクールのメンバーの意見ややりたいこと

も、それぞれのスペースから参加する実行委員が委員会に持ち込むというかたちで

プログラムを検討しました。 

実行委員会スタートの時には、当日実現したプログラムの他、ファッションショ

ー、お化け屋敷、もちつき、おみこし、櫓をたてたい、盆踊り、○×ゲーム、布小

物作りなどなど、様々なアイディアが出ました。全てのアイディアを実現するのは、

会場の広さ、部屋数からみても、時間の都合からみてもなかなか難しいということ

になり、フリースクールフェスティバルの機会でしかできないもの、はじめてフェ

スティバルに参加する人も楽しめるものを優先しながら、同時に目的ややりたいこ

とが似ているアイディアについては、二つのアイディアを合体させて新しい企画を

つくっていくなど、出された意見がなるべく活きるようにと検討を重ねました。 

サブタイトル（テーマ）の検討にも時間をかけ「こんなに楽しいのは全部妖怪（み

んな）のせいだ」と決めました。初等部（小学生）の子どもたちにもたくさん来て

もらいたい、興味を持ってもらいたいという意図から最近流行のゲームにひっかけ、

それと同時に、人間はみんな同じように見えても、本当は人それぞれの個性や違い

があり、違いがあるからこそ楽しいんだという意味が込められています。 

 

■小さな子どもでも安心して参加できるフェスティバルに 

子ども実行委員会では、それぞれのやりたいことを実現するだけでなく、フリー

スクールの活動を多くの人に知ってもらいたい、中等部、高等部（中学生、高校生

年齢）のメンバーだけでなく、初等部（小学生年齢）のメンバー、はじめてフェス

ティバルに来る小学生も安心して楽しめるフェスティバルにしたい、ということも

考えられました。実行委員会としては「小さい子どもがすごせる部屋」としてわな

げコーナーをつくること、「妖怪」をテーマとする会場装飾も、かわいい妖怪、怖

い妖怪を分けてつくり、怖いものは場所を区切って飾り付けるなどの工夫がなされ
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ました。また、フリースクールに通う初等部のメンバーも、実行委員会そのものに

は参加できなくても、模擬店や受付、スタンプラリー等の運営を中等部、高等部の

メンバーとともに引き受ける、子どもそうだんコーナーの相談員を務める、初等部

メンバーのみでダンスチームを結成し発表を行う、射的コーナーをつくるなどの活

躍を見せてくれました。 

 

■全国のフリースクールと連携して 

実行委員会への参加フリースクールは関東の4団体のみとなった今年のフリース

クールフェスティバルですが、フェスティバル当日には北は北海道、南は九州まで

全国から 17 団体が参加、オープニングでのフリースクール活動紹介は 17 団体全て

が行い、他にも不登校・フリースクール相談コーナーの相談員を引きうける、カフ

ェ、人形劇、しっぽとりなどの企画の運営、ライブ・ステージ発表など、それぞれ

の形で参画しました。 

当日会場に足を運ぶことができない団体も、テーマにちなんだ「妖怪フラッグ」

や活動紹介ポスターの展示などを行い、全国的な広がりを見せてくれました。 

 

■国のフリースクール支援策 

政府、文科省のフリースクール等への公的支援の検討に先駆け、文科省担当者を

お招きしての緊急フォーラム「どうなる！？国のフリースクール支援」もフェステ

ィバルの中で開催することができました。多くの教育研究者、市民、大学生などが

参加し、フォーラムへの参加だけでなく、実際のフリースクールの活動も見てもら

うことができたことは、不登校の子どもやフリースクールの活動についての理解を

広げ、フリースクール等、学校外で学び・育つ子どもたちが安心してのびのびと生

きられる社会の実現に向けての有意義な発信になったと、てごたえを感じています。 

 

■広報等に関する課題 

フェスティバルその物のチラシを 10,000 枚印刷、内 7,000 枚をフリースクール

全国ネットワークから、3,000 枚を実行委員会参加団体から発送した他、上で述べ

た緊急フォーラムの案内も別送するなど、効果的な広報ができました。 

しかし、その一方でフリースクール等の民間の居場所につながっていない子ども

にも周知を図るため、関東圏内の精神保健センター、および適応指導教室（教育支
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援センター）219 ヶ所に 1095 枚のチラシを発送しましたが、約 3 割にあたる 68

ヶ所に案内が届かず、返送されたという課題もあります。無事に届いた 151 ヶ所に

ついても、参加者へのアンケートからはそれらの場所でフリースクールフェスティ

バルの存在を知ったという参加者は確認できず、公的な相談機関の利用者に充分な

情報届けていくためどのような手段が取れるかが今後の課題となりました。 

このことについては、たんなる広報の課題としてだけでなく、フリースクールと

適応指導教室という違いはあっても、同じ不登校の子どもが通う場同士として、将

来的には、必要に応じて連携活動を行うことなども視野に入れながら、まずは情報

交換等を進めていく必要があると感じています。 

 

■まとめと今後の展望 

2014 年も、事故もなく、子どもたちが主体的にのびのびと楽しめるフリースク

ールフェスティバルを開催できたことをうれしく思います。特に今年度は、独立行

政法人福祉医療機構の助成を受けたおかげもあり、子どもたちの「やりたい」とい

うことを資金の不安なく実現することができ、外部からの協力も得やすかったこと

に感謝しております。また、フェスティバル開催当日のための費用はもちろん、複

数のフリースクールが連携・交流しながら一つの企画を作り上げていくためのスタ

ッフ同士の打ち合わせにも助成金を活用させていただき、その費用のおかげで綿密

な打ち合わせができ、フェスティバル全体の大きな流れはもちろん、ライブハウス

や食堂、きもだめしなど、個々の企画についても、複数のフリースクールの子ども

が協力してひとつの企画をつくりあげるなど、例年より密度の濃い交流が生まれ、

それをサポートしていくことができました。 

また、参加者の中からは音楽やステージ発表等の時間をもっと長くとりたい、チ

ャリティバザーをひくなどして各フリースクールの活動への支援も集めたい、とい

うような意見も出ており、フェスティバルの中身を工夫だけでなく、それぞれの目

的に特化した催しを企画していくことも期待されていることがわかりました。また、

東京（関東）以外の地域でも独自のフリースクールのネットワークができて来て、

それぞれに活動発表のイベントを行っていますが、それらのイベントをどのように

応援、連携して全国的な盛り上がりをつくっていくかも、今後の課題となりそうで

す。 

NPO 法人フリースクール全国ネットワーク 
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～こんなに楽しいのは全部妖怪（みんな）のせいだ～ 
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