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これからのフリースクールを考える 

NPO法人フリースクール全国ネットワーク代表理事・中村尊 

 ２０２０年は世界中が新型コロナ感染症の影響を受け、日本でも想定していなかった多

くの困難とともに、生活スタイルや働き方など日常の見直しを余儀なくされた１年でした。 

子どもたちも大きな不安が押し寄せたり、社会のストレスのしわ寄せを受けたり、希望を奪

われたりしています。通学時に利用する交通機関・駅などでの市中感染リスクや学校での集

団生活感染を恐れてか不登校は増加しています。また、親の収入減や失業のしわ寄せが虐待

を誘発したり、社会に閉塞感が漂う中で親兄弟とともに過ごす時間が増えたことがストレ

スを増幅させ家庭も息苦しくなってもいます。４月から１１月までの子どもの自殺は３２

９人で前年比３０％増、特に８月の１０代女性の自殺は前年比で３．６倍だったと報道され

ています。コロナ禍も夏過ぎには終息傾向が見え始めたかと思ったのも束の間、秋からまた

増えだして年末には感染者は激増、２０２１年年明け早々に２度目の緊急事態宣言発令に

至りました。自分たちの生活への影響もさることながら、子どもたちへのさらなる影響も心

配な年始となりましたね。今後はコロナ前に戻ることを待つよりも、コロナ禍の中でいかに

生きるかということが大事になってくると思います。「新しい生活様式」ですね。おとなが

「働き方」を見直しているように、子どもの「学び方・育ち方」も見直されるべきだと思い

ます。フリースクールがコロナ禍において子どもたちにできることは何か？「新しい生活様

式」における子どもたちの学び、フリースクールのあり方はどうあるべきかを考え実践して



2 

 

いくことが求められます。日本に学校外の子どもの居場所・学びの場としてフリースクール

ができて３５年が過ぎました。これまで多くの不登校の子どもたちがフリースクールに通

い巣立ってくれました。今後は、まだ増えるであろう不登校の子どもたちのみならず、「新

しい学び・育ち」を求める子どもたちからも選ばれるためにできること、そして、困難な時

代に不安を軽くし希望を見出し安心して安全に過ごせる居場所としてすべきことを、フリ

ースクール全国ネットワークでは加盟団体の皆様とともに考え取り組んでいきたいと思っ

ております。文部科学省は学習指導要領においても、「不登校児童が悪いという根強い偏見

を払拭し、学校・家庭・社会が不登校児童に寄り添い共感的理解と受容の姿勢をもつことが、

児童の自己肯定感を高めるためにも重要である。（小学校学習指導要領（平成２９年）第４

節）」と明記しています。どんな時代でも子ども自身が安心して学び育つ場を選べる社会と

なるために、根強い偏見や得たいの知れぬ不安を払拭し、子どもたちと共に進んで行きまし

ょう。 

 

 

 

第７回多様な学び実践研究フォーラム・JDEC日本フリースクール大会 

 

    フリースクール全国ネットワーク／NPO法人東京シューレ  中村国生 

2020 年 9 月 5 日・6 日に開催した第 7 回多様な学び実践研究フォーラムと第 13 回 JDEC

日本フリースクール大会（Japan Democratic Education Conference）は、NPO法人フリー

スクール全国ネットワークと多様な学び保障法を実現する会が企画主催するかたちで回を

重ね、たびたび同時共同開催してきました。 

  

私たち両団体は、フリースクール等の多様な学びの保障をめざした立法運動と、同時にフ

リースクール等の関係者で実践の広がりや質を高めあう取り組みを推進してきました。多

様な学びの存立基盤である制度上のしくみづくりと、学びの中身づくりを両輪に、四輪駆動

で走ってきたと言えます。 

 

今フォーラム大会は、過去最大の 434 人の申込みがあり、うち学生が 3 分の１の 147 人

を占めました。研究者・学生に着実に関心が高まっていることは素晴らしいことです。全部

で 23のプログラムが実施されましたが、今回は、時代状況的に以下のような点で、いくつ

も大きな機転、発展への契機を確認したフォーラム・大会となったと思います。 

 

１. ウィズ・コロナ時代と多様な学び 

この事態は不安をもたらしつつも、多様な学び・教育が拡大していく希望を私たちは実感
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することとなりました（汐見稔幸さんのプレ講演 https://youtu.be/M86Q__Yqq_M 録参

照）。 

 

２.不登校の急増、多様な主体による多様な学びの場の創出 

2019 年度の不登校数も過去最高、小学生が急増でしたが、今回のフォーラムでは、幼児

教育・小学生年齢教育に一つの焦点を当てました。「智頭の森こそだち舎」（鳥取県）、「もあ

なキッズ自然楽校」（神奈川県）など森のようちえんのムーブメントは、学齢期の学び場づ

くりへの志向性を持っており、公民連携・公的認証の展開は大いに示唆に富むものです。ま

た、イエナプラン教育による「大日向小学校」、フリースクール実践を活かした不登校特例

校である「東京シューレ江戸川小学校」など、多様な学びを学校制度内で展開する事例、ホ

ームエデュケーション家庭のつながりである「共育ステーション地球の家」や地域で多様な

学びの場を応援するネットワーク「多様な学びプロジェクト」など、多様な主体が多様なか

たちで多様な学びの場を創出してきており厚みが感じられまました。 

 

３. 公民連携による多様な学びや地域ネットワークの形成 

確保法の成果は、各地で教育委員会・学校との連携、議会・議員との連携などが形成され

始めたこともその一つです。千葉県、宮城県、東京都、栃木県、横浜市でつくられたフリー

スクール等の多様な学びの場の地域ネットワークが分科会で報告されました。その成果は、

12 月の議連総会でエビデンスとして示すことができました。フリースクールが主体的に呼

びかけ、行政や議員との窓口になって情報交換、情報発信、協働事業を行い、条例化も視野

に入れて活動を始めています。 

 

４. 普通教育機会確保法施行後３年以内の見直し 

確保法附則３には、「政府は、…多様な学習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年

以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の

在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする」とあります。文科省は 3年を待た

ずして 2018 年 12 月からフリースクール等に関する検討会議、不登校に関する調査研究協

力者会議、夜間中学設置推進・充実協議会の合同会議を再招集して検討に入りました（2019

年 6月 21日「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法

律の施行状況に関する議論のとりまとめ」文科省）。「国は、学校以外の場における学習活動

の制度上の位置づけについて、その実態や就学義務との関係を踏まえつつ、引き続き検討す

る」の文言を入れることができました。あらためて次のステップへ向け制度改革への契機と

なる議論が喜多明人共同代表基調講演や分科会では展開されました。 

 

５．フリースクール・子どもの居場所の安心・安全 

 ＪＤＥＣ企画の「フリースクールの人権侵害と権利擁護」、東京シューレ企画の「セーフ

https://youtu.be/M86Q__Yqq_M
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ガーディングって何だろう？」は、昨年のＪＤＥＣからの展開です。私の属する東京シュー

レは以前の活動で性加害事件を起こしてしまいました。多様な学びの場・フリースクール等

で強化していかなくてはならないことです。フリネットでも検証やガイドラインづくりに

取り組んでいます。 

 

６. 学びを選ぶ時代の到来、いよいよ 

本フォーラム大会は、多様な学びを選ぶ時代が到来していることが強く実感できました。 

私たちの多様な学びの広がりは、外国籍の子どもの義務教育、母語教育、日本語教育、外

国学校の制度保障の取り組みとも交差しながら進んでいること、また、海外特にアジアの隣

国のオルタナティブ教育の運動や研究者との交流などとも交差しながら進んでいること

（小貫大輔さん、王美玲さん全体会講演）を確かめることができた大会だったと思います。 

 

第 13回 JDEC日本フリースクール大会 

第 7回多様な学び実践研究フォーラム 

実行委員長 中村国生（ＮＰＯ法人東京シューレ） 

 

 第 13回 JDEC 報告 ―新しい形とかつての懐かしさと― 

     

(フリースクール全国ネットワーク理事／NPO 法人フリースクールみなも 今川

将征) 

去る 2020年 9月 5日、6日、第 13回 JDEC 日本フリースクール大会（Japan Democratic 

Education Conference)は第７回多様な学び実践研究フォーラムとの同時開催として行われ

ました。昨今のコロナ禍により、初めてのオンラインでの開催となりました。 

私が参加した分科会は主に「スタッフシンポジウム」と「JDECミーティング」でしたが、

やはり全体的に、参加者のご興味はこのコロナ禍における各スクールの変化や活動におけ

る工夫についてでした。例えば電車移動が主な都市部での影響と、車移動が主な地方での影

響の違いや、各スクールのオンラインの活用方法など、自分たちにはない視点を多くいただ

き、実のある情報交換となりました。その他には教育機会確保法の施行から３年経ち、それ

ぞれの地域での影響や変化についても多く語られました。出席認定が認められるようにな

った等の変化のあった所、まだ具体的な変化が感じられない所、学校の先生方も意識はしは

じめてるけど、まだ様子見ムードな所…。こちらも地域により様々な様子が伺えました。 

 

今回はオンラインでの開催ということで、運営サイドとしても初めてのことが多い会と

なりました。コロナ禍の始まりから半年近く経ち、Zoom の活用にも慣れ始めた人もいる一

方、戸惑いもある中、やはりご参加の皆様との双方向のやりとりには苦労しました。質問を
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チャットに書き込んでもらう、非言語フィードバック機能（サムズアップや拍手等の記号）

を活用してもらう等、それらの機能があることを随時司会から促すことで、少しずつですが

ご質問や反応が増えていったと思います。ただやはり対面での会と比べると発言や質問等

は難しかったようです。 

 

オンラインならではの利点もありました。ご発言の中で「沖縄からなので、オンラインが

なければ参加できなかった」という方もおられましたし、何よりこの日、九州では台風 10

号が接近しておりました。もしオンラインでなければ、九州の方の多くはご参加できなかっ

たでしょう。 

 

一方で参加者の方から印象的なご発言がありました。「オンラインには『申し訳なさを感

じるもの』と『そうではないもの』がある。『申し訳ないけど今回はオンラインでしかでき

ない』というのを感じさせてくれる会なら参加したいと思える。けど『オンラインでできた

からこれでいいよね』という会には参加したくない。」 

やはり、オンラインのよさもある一方で対面でなければ得られないものや空気感も多く

あるのだと思います。オンラインだから参加できた、新しい出会いもある一方、やはり肌で

感じあえる交流はかけがえのないもの。オンラインは新たな可能性として、オプションの一

つとしては活用しつつ、時期が落ち着いた後には、これまで通りの出会いのよさもある会を

改めて開催したいものです。 

 

検証委員会 

（フリースクール全国ネットワーク理事／NPO法人ネモちば不登校・ひきこもり

ネットワーク 前北海） 

NPO法人フリースクール全国ネットワーク（以下フリネット）は人権侵害再発防止対策に

ついて基本指針を 2020年 7月 15日に発表しました。その後理事会にて検討を重ねた結果、

フリネットの子どもの権利擁護に関する取り組みとして、2020年 11月 2日に「子どもの人

権擁護に関する調査検証委員会」（以下調査検証委員会）の設置に致りましたのでご報告い

たします。今回の調査検証は、フリースクール運営にあたっての性被害を始めとした人権侵

害の未然防止のあり方について公開されている同種事件記録や文献の調査、関係する団体・

当事者からのヒアリング等を行い、人権侵害の未然防止のための運営方法・仕組みや、万が

一人権侵害事件が生じてしまった場合における適切な被害者保護や調査検証、情報開示の

あり方を検証していきます。調査検証結果におきましては、2021 年度フリネット定期総会

を目処にとりまとめ、当法人 HP等でご報告させていただきます。 
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IDEC 報告 

（TDU・雫穿大学 朝倉景樹） 

 

2020年 10月 23日～11月 9日までインターネット上で IDEC(世界フリースクール大会)が

開催された。主催は 2020年 10月にネパールで IDECを主催することになっていたアウロビ

ンドというオルタナティブスクールを持つコミュニティだ。ヨーロッパデモクラティック

教育コミュニティ関係者のフランスの人たちがインターネット上の技術面を受け持った。 

 IDECが予定した年に開催されなかったことは今までもあった。2001年のパレスティナ大

会はパレスティナとイスラエルの政治的緊張が非常に高まったため、また、2009 年の韓国

大会では新型インフルエンザの流行のため中止された。しかし、これらの際にはそれに代わ

るインターネット開催はなかったため、今回のように現地に集まっての大会の代わりにイ

ンターネット上での開催というのは初めてとなった。５、６月頃まではネパールは感染者も

少なく、現地での開催を志向していたが世界的な感染がおさまらず、またネパールや隣国イ

ンドの感染が深刻な状況となり、急いでインターネットに場を移すこととなった。 

 参加人数は主催者も人数を集計しておらず、人数を聞いてもわからないということだっ

た。大体の見当をつけるなら 300 人から 500 人の間位ではないかとのことだった。主催者

が現地で開催予定だった時から計画していた基調講演者だけでなく、急遽、講師を依頼し、

合計 39人の講演を用意した。講師が多かったのは地元ネパール、インド、インターネット

上の発信をしたフランス、隣国イギリスなどでそれぞれ５～６人だった。フランスの技術担

当の人はオルタナティブ教育に関心があるけれど、IDEC には参加したことのない人で、講

師として登場した人は講師にはヤコブ・ヘクトさん、ヘンリー・レッドヘッドさんのような

常連ばかりではなく、IDEC に参加したことのない講師も多かった。そのほかの講師は北米

から 6人、アジア・太平洋地域からは 4人だった。他にも参加者が企画した時間、おしゃべ

りの時間も持たれた。 

次回の IDEC は 2021 年 8 月にサマーヒルスクール 100 周年を祝うイベントと同時開催と

して英国南部のサマーヒルスクール近くで開催される。アジア太平洋フリースクール大会

も大会期間中に集まりを持つなどのことをして兼ねた開催とする。今年の夏までにはコロ

ナが収まらないこともあり得るのでその場合は来年に順延し 2022年夏に開催する。 
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〜新型コロナウイルス対応緊急支援助成  社会的脆弱性の高い子どもの支援強化事業〜 

 

（特定非営利活動法人フリースクール全国ネットワーク代表理事・江川和弥） 

 

 

フリースクール全国ネットワークでは 2020 年 11 月から公益財団法人セーブ・ザ・チル

ドレンを資金分配団体とした、休眠預金か活用した助成事業を行なっております。目的はコ

ロナ禍の中で、経済的に困難を抱えたこどもたちへ相談事業、フリースクール、通信制高校

に通うための助成事業を行っています。 

コロナの感染拡大は、１年を経ても収束を感じられません。私たちは、子どもたちの学び

を支えてゆくために今回の助成事業を活用し、年間２００件の相談と毎月４０人の子ども

に対して助成金を出す助成事業を行っています。 

すでに 15あまりの団体の申し込みを受けて事業を進めています。相談は、予想を上回る

速さで増えています。この事業には、途中からでも参加が可能です。全国各地で活動するフ

リースクールが、本来の活動で子ども達を支えられるように。またこの事業を通じて、フリ

ースクール同士の学びも深まることを大事にしています。ご興味のある方は、事務局（担当：

檜山）までお問い合わせください。 

info.freeschoolnetwork@gmail.com 

 

 

 

特集：地域ネットワークの試み  

「みえ不登校支援ネットワークとみえ不登校フォーラム」 

NPO 法人フリースクール三重シューレ 代表 石山佳秀     

みえ不登校支援ネットワークは、2010 年に三重県の不登校の子どもたちの「とぎれない

成長支援」を目指して生まれました。県行政、市教委、適応指導教室、病院、臨床心理士会、

NPOなどが参加し、発起人のようなものである当 NPOは事務局を担当しています。 

ネットワークでは、不登校支援について当事者の声から学ぶとともにホームページで支

援情報を発信しています。ネットワークが主催するみえ不登校フォーラムは、2010 年から

毎年開催しています（2020年度はコロナへの対応で開催していません）。県内では不登校経

験者の声を直接聞くことができる数少ない機会であり、毎年 130～150名前後が参加されて

とても好評です。 
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このフォーラムは、経験者 2名による 1部と保護者 2名（支援者数名の時も有り）による

２部のシンポジウムで構成されます。各部それぞれ約 90分と長いのですが、じっくりお話

を聞くことができます。1部・2部の出演者の各 1名は三重シューレ関係者、もう 1名は教

育支援センターの関係者の場合が多いです。なるべく初めての方にお願いしているので、出

演していただける方を探すのは大変です。成功のモデルとしてでなく、一人一人の異なる葛

藤や生き方を聞けることが目の前の子どもへの信頼につながるように感じています。出演

者がしばらく沈黙される時もありますが、ゆっくり絞り出すように話す姿には迫力があり

胸を打たれるという声を聞きます。 

進行は次のようになっています。司会は三重県教委の生徒指導課が担当されます。1部 

の進行は副会長の志村浩二さん（前三重県臨床心理士会副会長、浜松学院大学短期大学部幼

児教育科 教授）と私です。2 部は会長の西田寿美さん（前三重県立小児心療センターあす

なろ学園園長、NPO法人ライフ・ステージ・サポートみえ理事長）と三重県教育相談のご担

当者です。   参加者は、保護者、当事者、教員、カウンセラー、医療関係者、フリース

クール関係者などです。終了後のアンケートには「当事者のシンポジウムは何度でも聞きた

い」「支援を考える上で目からうろこ」「子どもを信じきり、日々関わっていきたい」「ずっ

と続けてほしい」などの言葉があふれています。 

不登校の経験者の声を聞くことができなければ、不登校の子どもを問題視する支援が中心 

になるように思います。フォーラムによって、不登校の経験者の声を関係者・支援者に 

伝える機会ができました。案内チラシは県教委から各小中高校に送られます。三重シューレ

が出来た 18年前に比べれば不登校の声が届くようになったと思いますが、もっともっと特

に学校現場の先生方に声を聞いていただくことを願っています。 

 学校から子どもの歓声は聞こえても、そこを不登校した子どもの声は遠くにあります。

不登校の声を当たり前のように伝えられる地域は風通しがよく、互いを尊重できる地域で 

す。そこは誰にとっても生きやすい地域になるのではないでしょうか。 

                       NPO法人フリースクール三重シューレ 

代表 石山 佳秀 
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地域ネットワークについて 

 小山フリースクールおるたの家・稲葉祐一朗 

未来の先生フォーラム 2020のプログラム「学校外の地域ネットワーク」に参加しました。

私は「とちぎ教育ネットワーク」のメンバーとしての参加でしたが、当団体は本格的に始動

したばかりでまだはっきりとした実態がありません。そのため今回はこのプログラムに参

加し、全国で地域ネットワークを運営している方々のお話を聞き、参考にさせてもらえたら

と考えていたのでした。 

登壇された中村みちよさんは宮城県で、中村国生さんは東京で、そして前北海さんは千葉

県でそれぞれフリースクール等のネットワークを作り、活動されてらっしゃいます。そして

この３つのネットワークはそれぞれ設立の経緯も違えば、構成するメンバーにも違いがあ

ります。たとえば千葉県のフリースクール等ネットワークでは議会への働きかけから議員

連盟を発足させるところから足場を固めていたり、宮城県のみやネットは教員に対する勉

強会なども実現させていたり、地域ネットワークと一言で言ってもやり方が本当に多様で

あることがよくわかりました。 

その中でも私がもっとも興味を持った部分はフリースクールなどの民間団体に対する財

政支援をどう考えるかという話でした。これも施設に直接支援をする方法だったりそこに

通う子どもを通して間接的に支援する方法だったりいろいろありますが、東京の中村国生

さんのお話では就学が困難な世帯を対象とした就学援助金が国の予算として用意されてい

るのだということでした。これは都道府県が申請する必要があるとのことで、そういう使え

るお金を使っていくためにも地域の団体が連携し、自治体と結びつくことが肝要だと感じ

たのでした。こうした先進事例を参考に、全国的に同様の地域ネットワークが広がっていく

ことを願います。 

 

 

 

 

 

未来の先生フォーラム：学校外の地域ネットワーク 

 NPO 法人とちぎ教育ネットワーク 中野謙作 

昨年 11 月に開催された「未来の先生フォーラム 2020」の分科会の一つ、『学校外の地域

ネットワーク』を開催させていただいた。 

2016 年(平成 28 年)12 月に公布された教育機会確保法が施行されて 3 年が経ち、各地域

で不登校支援の広がりを見せる一方、学校現場ではこの法律の理解が進まないことが多く

の報告を受けている。教育機会確保法で学校を休むことの正当性が、また学校外の学びの場
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の重要性が明記されているにも拘らず、不登校児童生徒への強制的な学校復帰対策や登校

刺激が行われ、忸怩たる思いに苛まれている子どもが多いのはこの法律が浸透していない

証でもある。 

それでも、全国には様々な地域ネットワークを構築しながら学校外の場を運営している

先駆者がいる。この分科会ではその方々にご登壇いただき、学校外の地域ネットワークの構

築についてとその重要性をお聞きし、そのことで全国各地の不登校・ひきこもりで悩み苦し

む子ども達の学校外の場をいかに増やしていくかに繋げられたいという趣旨でこの分科会

が開催された。 

ご登壇いただいたのは、出演順に、栃木県小山市の小山フリースクールおるたの家代表の

稲葉祐一朗さん、宮城県気仙沼市のフリースペースつなぎ代表のの中村みちよさん、千葉県

習志野市のフリースクールネモ（NPO法人ネモネット）代表の前北海さん、そして東京都フ

リースクール等ネットワーク事務局・NPO法人東京シューレ事務局 の中村国生さんである。 

まず、小山フリースクールおるたの家の稲葉さんは、デンマークのオルタナティブスクー

ル「フォルケホイスコーレ」に在学した経験を活かし、小山市になかったフリースクールを

設立した経緯を話してもらった。稲葉さん自身、まだ地域のネットワークはこれからだと謙

遜しながらも、既に近隣の白鴎大学からボランティアが開設当初から参加し運営に協力し

ている。つまり、開設から民民の地域ネットワークを構築している。 

次にお話しいただいたのが気仙沼のつなぎの中村さんである。東日本大震災の 2 年後に

フリースペースつなぎを設立し、子ども達の安心できる居場所を運営しながら、2019 年に

は多様な学びを共につくる・みやぎネットワーク（通称みやネット）を共同で設立し、「み

やぎ居場所マップ」「不登校 4000人アンケート」など続々と活発に活動されいる。また県議

会にも働きかけ、昨年 12月には不登校・ひきこもり対策調査特別委員会が設置されるまで

になった。中でもコロナによる学習支援員（いわゆる加配）をフリースクールにも適応させ

るというおよそ全国初の取組にも繋げている。まさに民民の地域ネットワークから公民連

携の地域ネットワークに繋がり大きな成果を出している。 

そして、千葉のネモの前北さんが登場された。2003 年から不登校支援の活動をされてい

て、2010 年には現在のフリースクールネモに繋がる居場所を開設された。その後、千葉県

フリースクール等ネットワークを発足し、その後県議への地道な説明などを重ねていき、

2018 年には超党派による議連「千葉県議会フリースクール等教育機会確保議員連盟」の発

足に尽力された。この議連は不登校の子どもの教育機会確保のための取組の推進を目的と

していて、県議の半数以上が名を連ねている。このような民民連携と公民連携が合体した地

域ネットワークはこれから各地で典型されることが望まれるのではないだろうか。その先

進事例としての前北さんの活動は今後の教育機会確保法の普及や学校外の場づくりのお手

本とも言える。 

最後に東京都フリースクールネットワーク（東京シューレ）の中村さんにお話しいただい

た。ご存じの通り、東京シューレの活動はフリースクールの公教育化を目指していて、2007
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年に東京シューレ葛飾中学校を、そして 2020年には東京シューレ江戸川小学校を開校した。

「子どもと創る・子どもが創る」こどもが主人公の学校をモットーに子どもたちが安心でき

る場を醸成している。また世田谷区より委託され、区の適応指導教室である「ほっとスクー

ル希望丘」を運営している。まさに公民連携の完成形とも言える場を次々と実現している。 

今回、『学校外の地域ネットワーク』を開催させていただき、改めて各地の先駆者の活動

の先進的な事例に感動し、驚きさえ覚えた。私どもの栃木でも 18年前に学校復帰を前提と

しない適応指導教室ひよこの家に関わったが、その後同様な動きが県内で増えているわけ

ではない。やはり、不登校の子ども達の安心できる場づくりを真に願い、そして必要であれ

ば作っていくといった NPO 独自の発想は仕組みと制度に縛られる公的機関には難しい。つ

まり、教育機会確保法の普及も、そして学校外の場づくりも民間主導が必然となってくるこ

とは自明の理である。しかし、一民間だけで広げるには限界があるのも当然であるからこそ、

地域のネットワークが何より大切になってくる。今回、登壇していただいた皆様の活動を振

り返ってもそれぞれ民民連携、公民連携による地域ネットワークを広げていき、活動を大き

くしている。今回のフォーラムにもある未来の先生も、学校だけでなく学校外の地域ネット

ワークで子ども達の安心できる場で活躍する選択肢は大きく広がっていくだろう。（文責 

NPO法人とちぎ教育ネットワーク事務局 中野謙作） 
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公式メールマガジンがスタートしました 

フリースクール全国ネットワークは、2018 年 4 月より公式メールマガジンの発行

をスタートいたしました。毎月一回、滑動のご紹介や報告、不登校やフリースクールに

関わる全国の動きを発信予定です。登録は無料、バックナンバーも下記 URL からご覧

いただけます。ぜひともご登録ください♪ http://freeschoolnetwork.jp/magazine 

 

 

 

 

 

 

 

 

■フリースクール全国ネットワーク 会員募集中■ 

フリースクール全国ネットワークをともに創り、支援して頂ける会員を募集しています。

多くの皆様の力と知恵を集め、フリースクール等の活動や、そこで学び・育つ子どもたちを支え

るため、一緒に活動をしていきませんか。 

□正会員□ 

フリースクール全国ネットワークの活動をともに

創っていくフリースクール等の団体。 

 入会方法・会費についてはお問い合わせくださ

い。 

□支援会員□ 

フリースクール全国ネットワークや各地のフリー

スクール等の活動を応援する個人。 

入会金なし 年会費 1 口 3000 円(1 口以上) 

□お振込先□ 

［郵便局から］ 

口座番号 00130-5-611018 

加入者名 特定非営利活動法人 

フリースクール全国ネットワーク 

［銀行から］ 

ゆうちょ銀行（金融機関コード 9900） 

〇一九店（ゼロイチキュウ、店番 019） 

口座番号 0611018（当座預金） 

口 座 名 特定非営利活動法人 

フリースクール全国ネットワーク 

■発行・お問い合わせ先■ 

NPO法人フリースクール全国ネットワーク 

〒114-0021 東京都北区岸町 1-9-19 コーエイビル 

TEL&FAX : 03‐5924‐0525 

（毎週平日  10：00～18：00） 

E-mail : info@freeschoolnetwork.jp 

URL : freeschoolnetwork.jp/ 

Twitter : twitter.com/#!/freeschoolnet 

FB: www.facebook.com/freeschoolnetwork 
 

 

 


