
プログラム主旨
/登壇者プロフィール



基調講演「子どもの学ぶ権利保障と多様な学びのこれから
ー子どもの権利条約採択30年の節目に」

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

喜多明人
子どもの権利条約ネット

ワーク代表
早稲田大学名誉教授

9月5日（土）13:30～15:30

この講演は、「多様な学び実践研究フォーラム」の実践、意見交流などを進めていくうえで基
調となりうる論点を整理することにより、学ぶ権利と多様な学びのさらなる発展を期すること
をねらいとしています。とくに、１）2016年12月に成立した普通教育機会確保法の理念を深め
るとともに、２）その理念を現実化していくために、フリースクール関係者等の多方面の働き
かけもあり、2019年10月25日に出された文科省通知の意義を深めます。３）とくにこの通知に
よる「不登校政策」の全面転換により、今後進めていくことになる制度改革の論点、①「個別
学習計画」制度、②スタッフの養成・研修、③中間支援機構、④経済的支援、⑤セイフガー
ディング等のあり方について検討を加えます。



シンポジウム若い命が生き生きと育つ
ー幼児・小学生の多様な学びの実践

文科省学校基本調査によれば小中学生の不登校数は16万5000人にのぼり、1年間で2万人の増加
という加速度的な学校離れが生じている時代である。とりわけ増加の著しいのが小学生であり、
フリースクール、教育支援センター、オルタナティブスクールへの問い合わせ、説明会への保
護者参加、子どもの見学、入会が増えている実態がある。若い父親・母親が「学校」へ行って
ほしいと思いつつも、「無理はさせたくない」、「我が子に合った学び場がほしい」と前の時
代より、幅を持ち「学校」にこだわらない考え方をする人が増えていると感じられます。「普
通教育機会確保法」の施行、「学校復帰が前提」の文言の入った文科省４通知が廃止され、
「社会的自立を目指して支援」の10・25新通知が出され、しくみとしても多様な学びのあり方
が広げやすくなってきています。この時にあって、今回、中学生、高校生、そして進路に着目
することが多かった従来の実践交流や議論の焦点を、基礎教育である小学生や幼児の学びに目
を向けて深めてみたいという趣旨でシンポジウムを開催します。シンポジウムでは、それぞれ
の場の成り立ちと実践内容の紹介を各15分していただいた後、小さい子どもたちと日々関わり
ながら感じていること、小さい子にとっての多様な学びの必要性、小さい子ほど大事になって
くる保護者とのかかわり、課題は何か、など話し合ってみたいと思います。会場の質疑の時間
も取れればと思っています。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

西村早栄子
智頭の森こそだち舎

理事長

熊谷亜希子
共育ステーション地球の家

代表

9月5日（土）16:00～18:00

東京コミュニティスクール
（TCS）法人事務局。2005年、
学生インターンとしてTCSに出
会う。その後、教育スタッフを
経て現職。2019年11月より、
東京都フリースクール等ネット
ワーク（TFN）事務局長。

1972年東京生まれ。学生時代
に1年半ミャンマーへ留学。
03年鳥取県入庁（林業技師）。
2012年退職。06年智頭町に惚
れ込み一家で移住。09年仲間
と‘智頭町森のようちえんまる
たんぼう’設立。NPO法人の理
事長として運営担当。

1978年千葉県松戸市生まれ。
2013年『共育ステーション
地球の家』設立。１男２女の
母。３人の子どもたちは、公
立学校に通う子、ホームエ
デュケーションで育つ子、
ホームエデュケーション＋公
立学校を利用している子と、
三者三様に育っている。

永易江麻
東京都フリースクール等
ネットワーク事務局長

東京コミュニティスクール
法人事務局



シンポジウム若い命が生き生きと育つ
ー幼児・小学生の多様な学びの実践

＜登壇者＞

中川綾
大日向小学校

日本イエナプラン教育協会

今井睦子
世田谷区ほっとスクール

「希望丘」施設長
東京シューレ

進行：奥地圭子
フリースクール全国ネットワー
ク代表理事 / 東京シューレ代表

9月5日（土）16:00～18:00

学校法人茂来学園理事として、
日本初のイエナプランスクー
ル・大日向小学校の設立と運営
に携わる。一般社団法人日本イ
エナプラン教育協会理事。

福岡教育大学を卒業後、科学
館勤務を経て、広島県で高校
理科教諭となった。その後
(株)ベネッセに勤務後、2016

年2月から東京シューレに勤
務、2019年2月ほっとスクー
ル「希望丘」に着任。子ども
たちと科学の不思議を考える
のが大好き。

公立学校の教員２２年の経験の後、
１９８５年東京シューレ設立。親
の会やフリースクールの全国的な
ネットワーク活動に尽力。葛飾中
や江戸川小など公教育の中での多
様な学びも展開。確保法の成立と
周知に注力してきた。



＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

小貫大輔
東海大学国際学科教授

報告外国籍の子どもの教育機会確保

9月5日（土）18:00～18:30

東海大学国際学科教授。東京大
学教育学研究科博士課程修了。
ハワイ留学をへて、1988年にブ
ラジルにわたる。2006年に帰国
して現職。 2009〜2013年には、
在日ブラジル学校の教員養成講
座の責任者を務める。

「外国籍の子どもたちにも義務教育を認めて！」日本に住むブラジル人の教育関係者たちが訴
え続けてきたことです。「義務を認めてほしい」とは不思議な表現に聞こえるかもしれません
が、日本では「教育への権利」が「義務教育」という言葉に置き換えられ、しかも、それは
「国民」だけのものだとされてきたからのことです。そんな状況に、２つの風穴をあけるよう
な法律が近年成立しました。一つが2016年の「普通教育の機会確保法」であり、もう一つが
2019年の「日本語教育推進法」でした。２つの法律が響き合って共鳴できたら、「風穴」が
「ひび」にまで成長する？ そんな夢を、参加者の皆さんと描いてみたいと思います。



オンライン懇親会

9月5日（土）18:45～20:00予定

ご参加皆様の情報交換やお顔合わせ、その他雑談も含めてオンラインにて懇親で
きる場をご用意しております。入退室は自由ですのでご都合に合わせてご参加く
ださい。



2日目 午前の部
9月6日（日）9:00～11:20



分科会①多様な学びの実践交流～子ども中心の場の創造力

それぞれの多様な学びを創りだしている団体は、実際、日々どのような実践を
行っているのでしょうか。またその実践は、なぜ行い、どのような意義を持って
いるのでしょうか。それらを知った上で、相互に、あるいは会場の皆さんと交流
することにより、子ども中心の場が持つ創造力について深めあいたいと思います。
進行は、各団体発表20分、、その団体への質疑10分、それを３回行い、その後、
会場とのフリーディスカッションにいたします。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

矢吹卓也
箕面こどもの森学園

スタッフ（小学部担当）

黒田喜美
デモクラティックスクール
まっくろくろすけ代表

佐藤信一
東京シューレ
スタッフ

9月6日（日）9:00～11:20

高校生のときに、クラスに馴染
めずに不登校になったことを
きっかけに、個を尊重する教育
に興味を持つ。大学卒業後、冒
険教育のファシリテーターや児
童相談所を経て、現職。自己肯
定感を土台に、自分も人も環境
も大切にしていけるような人を
育む教育を実践。

2007年に東京シューレ・王子ス
ペースのスタッフになる。自分
たちの目でオーロラを見る「ア
ラスカプロジェクト」や「不登
校の子どもの権利宣言」の策定
と広める活動にスタッフとして
参加してきた。現在は主に中・
高年齢の子どもたちと日常を共
にしている。

1966年生まれ。 一般社団
法人デモクラティックス
クールまっくろくろすけ代
表理事。97年有志とともに
設立。現在までスタッフを
務める。１児の母。娘も０
５年入学し、１７年に卒業
した。



分科会②多様な学びの実践交流
～子ども・スタッフ・保護者の関わりで共につくる学びの場とは？～

「子ども・スタッフ（教師）・保護者が共につくる学びの場」について考えます。
東京賢治シュタイナー学校は、保護者が教師と共に運営を担い、学びの場を支え
ています。フリースクールネモでは、スタッフが中心となって安心できる居場所
をつくり、子どもの主体的な学びを応援しています。どちらも、子どもの自ら学
ぶ力を支え見守る場でありますが、子ども・スタッフ（教師）・保護者の関わり
方が違うようです。そこで、異なる２つの学びの場から実践者を招いてお話を聞
き、更に、会場の皆さんと交流しながら「共につくる学びの場」の理解を深めて
いきたいと思います。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

松浦信平
東京賢治シュタイナー学校

理事、保護者

森田理香子
東京賢治シュタイナー学校

保護者

３児の父。２００６年、当時小
４だった長男を公立小から賢治
の学校に転校させ、２０１１年
から「親理事」に。

現在大学生の上の子どもが小
1より東京賢治シュタイナー
学校入学。下の子どもも、同
校12年生に在学中。

9月6日（日）9:00～11:20

前北海
フリースクールネモ代表
千葉県フリースクール等

ネットワーク代表

自らの不登校体験を基に、
不登校・引きこもり当事者、
その親のサポート支援団体
を立ち上げ、現在NPO法人
ネモ理事長。千葉県フリー
スクール等ネットワーク代
表も務める。



分科会③多様な学び場の「社会的認知」と「質の向上」を
目指す「評価システム」のあり方とは

理念や運営実態の異なる各スクールを、誰がどのように評価していくのが望まし
いのか？スクール・組織が成長し、社会的な認知や公的支援を得ていくためには、
各スクールごとの切磋琢磨に加え、客観的な評価のしくみが必要だろう。東京学
芸大学加瀬進研究室と各地の実践者が、文科省委託事業として研究開発に取り組
んだ自己評価・相互評価を軸とした「評価システム」を紹介し、議論したい。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

加瀬進
東京学芸大学

教授

河美善
東京大学大学院

教育学研究科基礎教育コース
博士課程

9月6日（日）9:00～11:20

中村国生
実現する会事務局長

東京シューレ



分科会④普通教育機会確保法のこれから
－法律と制度のさらなる前進に向けて

普通教育機会確保法が成立し、学校外の学びにはじめて法的な認知がなされまし
た。しかし私たち「多様な学び保障法を実現する会」が求めていたのは、「多様
な学び保障法」であり、普通教育機会確保法は現実的な第一歩です。憲法、国際
条約、教育基本法からは、もっと柔軟に教育制度を生み出すことが可能です。実
際の、フリースクール、ホームエデュケーション、オルタナティブスクールなど
を包摂できる法制度をどのように作りだしたらいいでしょうか。「普通教育機会
確保法」が「学校教育法」と並立の法律である、と捉えることから、今後への展
望が開けます。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

古山明男
おるたネット

代表

西野博之
フリースペースたまりば

理事長

1949年千葉市生 古山教
育研究所代表、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、千葉市教育機会確保の
会代表 著書に「変えよ
う！日本の学校システム」

NPO法人フリースペースたま
りば理事長、川崎市子ども夢
パーク所長・フリースペースえ
ん代表、文部科学省「フリース
クール等に関する検討会議」委
員、精神保健福祉士

9月6日（日）9:00～11:20

吉田敦彦
大阪府立大学教授

日本シュタイナー学校協会



分科会⑤多様な学校の立ち上げ
～独自のカリキュラムで学び育つ学校づくり～

子ども達が安心して、学び成長するためには、一人一人に合った多様な学びの場
が必要です。子ども自身がさまざまなことを決め、子ども自身が多様な場を創っ
ていく楽しさも、多くの子どもに知ってほしいとも考えています。本分科会では、
多様な学びをもたらす学校づくりに携わった方々をお招きし、その立ち上げや運
営の過程での苦労、工夫を語っていただきます。新しい場を創るうえでの楽しみ、
やりがいなどもぜひお話しいただきたいと考えています。多様な学びの学校づく
りに関心のある教育関係者、保護者、学生の皆様など、ぜひお越しください。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

神田昌実
横浜シュタイナー学園

教員

中川綾
大日向小学校

日本イエナプラン教育協会

横田和義
東京シューレ
江戸川小学校

東京シューレ学園

イギリスでシュタイナー教育
を学び1996年に帰国。土曜
クラスの教員を経て、2005

年NPO法人横浜シュタイナー
学園の設立メンバーとして参
加。2期生の担任を9年間務め
た後、現在11期生の担任とし
て6年目を迎える。

9月6日（日）9:00～11:20

学校法人茂来学園理事として、
日本初のイエナプランスクー
ル・大日向小学校の設立と運営
に携わる。一般社団法人日本イ
エナプラン教育協会理事。

私立中学高校教諭を経て、
NPO法人東京シューレスタッ
フへ。2007年から学校法人
東京シューレ葛飾中学校に異
動。2020年から現在の東京
シューレ江戸川小学校に勤務。



分科会⑥海外の教育で学び育つということ

日本の教育に不満な保護者の目が、海外に向けられています。ただ一つの学習指
導要領しか認められていない日本の教育の特殊性も指摘されています。この分科
会では、ドイツのシュタイナー教育で育った方、アメリカで生まれホームエデュ
ケーションで育ち日本の大学に留学した方（日本語の堪能な米国人）、アメリカ
のオルタナティブスクールの日本校で学び卒業した方、以上御三方をお招きし、
海外から見た日本の教育について考えたいと思います。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

リア・ミラー
東京シューレ

インターンスタッフ

小森健登
東京賢治シュタイナー学校

卒業生(大学２年生)

東純平
東京インターハイスクール

OB

アメリカのペンシルベニア
州で生まれ、5歳から12年間、
ホームエデュケーションで
育つ。17歳の時に日本に興
味を持ち、20歳で国際基督
教大学に留学し卒業。現在
は東京シューレインターン
スタッフとして勤務。

２０００年に東京で生まれ、
すぐにドイツへ移住。２０１
２年までドイツのシュタイ
ナー学校で学ぶ。その後東京
に戻り、東京賢治シュタイ
ナー学校に通って高等部を卒
業。現在は、慶應義塾大学環
境情報学部在学中。

2012年（小6）東京インター
ハイスクール入学、2019年春
卒業、現在実家農業で就業中、
農業大学に進学予定、小6で
の入学理由は不登校、小中普
通校に在籍してTHISジュニア
で就学、中3年齢からTIHS高
校過程に進み修了。

9月6日（日）9:00～11:20



分科会⑦多様な学びの自由研究発表

コロナ被害回避によるフォーラム延期に伴い、2月1日に予定されていた自由研究
発表分科会の発表に関する応募要項を改めて提示させていただきます。前回は、
企画が決まったのが遅かったことと、担当者も直前に決まるなど、応募要項につ
いて、十分に検討する余裕がありませんでした。今回は、多様な学び実践研究に
関してその法的基盤となる確保法の成立以降の研究状況をふまえて実施します。
近年、海外を含む若手教育研究者、実践的研究者の参加がみられ、研究関心も高
まっています。その実践研究の盛り上がりの中で、これをさらに発展させるべく
自由研究発表の場を設けました。ふるってご参加ください。

＜プログラム主旨＞

9月6日（日）9:00～11:20

第1登壇者09:00～ 牛 玄（東京学芸大学非常勤講師）
発表テーマ「義務教育段階における学習権保障法制の変容に関する研究（仮）」
不登校が深刻化する現状に対して，従来，教育支援センターにおける出席認定，不登校特例校の制度化等によ
って義務教育法制を「補完」する措置がとられてきたが，教育機会確保法を契機として進展が期待されている
フリースクール等における不登校児童生徒等への本格的な支援は，教育の場，教育の主体，教育内容の基準の
修正を図るもので，従来の考え方とは質を異にしており，いわば，「例外」とも言えるものである。三つの自
治体を対象とした調査結果から，このような「例外」的対応を地方レベルにおいて進めるための条件として，
施策の裏付けとしての自治体の教育政策や行政施策の方針が確立していること，自治体内部において不登校対
策のために行政部門間の連携強化や総合行政化が展開していること，受け皿としてのＮＰＯ等の民間セクター
に相当の成熟が見られることが，これらの不登校対応を進める重要な要素となっていることがうかがわれた。
これらの知見は，自治体レベルにおいて学校外における不登校支援対策を推進するための条件を考える上で重
要な仮説を提起している。

第2登壇者09:30～ 小池みはる（子どもサポートチームすわ代表）
発表テーマ「教育におけるフリースクールの意義」
今日の教育の現状を見るとき、国や地方自治体の教育行政では捉えきれない現代の子どもの多様な実情があり
ます。学校教育では対応できない、不登校の子ども達の教育は、学校教育の枠の外のフリースクールにおいて
、可能になりました。このことを私が開設し、運営してきたＮＰＯ法人子どもサポートチームすわの実践した
経緯で証しながら、述べます。 前半は不登校を生み出した日本社会の現状分析。後半はチームすわの実践を3

期に分けて発表し、最後に教育にけるフリースクールの意義を述べ、今後の課題と展望を述べたい思います。



分科会⑦多様な学びの自由研究発表

＜プログラム主旨＞

9月6日（日）9:00～11:20

第3登壇者10:00～ 加藤敦也（フリースクール全国ネットワーク事務局）
発表テーマ「学びの権利と私教育の自由について（仮）」
教育機会確保法に対しては、学校教育を民主主義の足場と捉える平等主義の立場から階層間格差や学校教育の
環境整備を等閑視しているという批判が寄せられた。本報告では、こうした懐疑を教育権に関する思想的課題
とみなし、その課題を「国民の教育権」論の展開に求めていく。「国民の教育権」論は、1950年代半ばから学
校教育への統制を強めていく教育行政の動向に対し、「教師の教育の自由」を主張した。そこでは、憲法26条
を解釈した権利概念でもある子どもの学習権が確認され、その学習権を保障するためには教師の教育権の行政
権力からの独立が確保されるべきであることが確認された。一方で、「親の教育の自由」は、「国民の教育権
」論の中では、学習権を保障するという文脈において制約されるべきものと解釈されてきた。本報告では、教
育選択権を行使する親が増えていく現状も踏まえ、教育権の所在に関する諸課題を考察する。

第4登壇者10:30～ 鈴木七海（静岡文化芸術大学大学院）
発表テーマ「日本のホームスクールの現状と課題：家庭を基盤に学ぶという選択」
本研究は、日本のホームスクールの全体像を把握し、その現状と課題を明らかにすることを目的としている。
ホームスクールは、アメリカやイギリスなど世界の多くの国で、法律で認められている教育形態のひとつであ
る。一般的に親が子どもの主たる教育を学校に任せる代わりに、主に家庭で教育することをホームスクールと
いうが、その方法は家庭によってさまざまである。日本のホームスクールは不登校と関係が深く、本調査にお
いても子どもの不登校をきっかけにホームスクールを選択した人びとが多いことが明らかになった。しかし、
「不登校の受け皿」や「休養の場」としてホームスクールを選択した人は少数であった。多くの人びとは、ホ
ームスクールの実践を続ける中で、ホームスクールを「学校と同等の、またはより優れた教育の選択肢のひと
つ」として肯定的に捉え、積極的な実践姿勢へと変化していく様子が見られた。ホームスクールの選択はひと
つの生き方を提示しているともいえる。



分科会⑦多様な学びの自由研究発表

＜登壇者＞

9月6日（日）9:00～11:20

進行：喜多明人
子どもの権利条約ネット

ワーク代表
早稲田大学名誉教授

進行：安恩鏡
東洋大学

子ども支援学助教

牛玄
東京学芸大学非常勤講師
東京学芸大学大学院
連合学校教育学研究科

博士課程3年

小池みはる
子どもサポートチームすわ

代表

加藤敦也
フリースクール

全国ネットワーク事務局

鈴木七海
静岡文化芸術大学大学院

2015年4月に留学生として東京学
芸大学大学院に入った以来、本法
の法案段階からすでに「個別学習
計画」の義務教育における意義な
どについて研究をし、今東京学芸
大学の博士課程に在学し、博論
（審査中）のテーマ「義務教育段
階における学習権保障法制の変容
に関する研究」も本法に深く関
わっている。

アメリカ留学中に「ホーム
スクール」に出会う。静岡
文化芸術大学大学院の修士
課程で、日本のホームス
クールについて研究。現在
は民間教育企業に勤務し、
働く親世代をサポートして
いる。



分科会⑭JDEC企画フリースクールスタッフシンポジウム

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

9月6日（日） 9:00～11:20

宇陀直紀
奈良スコーレ 代表

馬場しずか
NPO法人ここ 副理事長・
吹田校「あまかり」責任者

上村一隆
NPO法人箱崎自由学舎えすぺ

らんさ副代表
ふくおかフリースクールフレ
ンドシップ協議会事務局長
個別訪問支援庵(iori) 代表

NPO法人子どもNPOセンター福
岡理事

福岡市登校支援対策会議委員
ふくおか子ども白書編纂委員

10年の企業勤務を経て、現在に
至る。不登校支援を活動の基盤
にしつつも、様々な環境にいる
子ども若者との関わりを維持す
る活動に取り組む。地域活動や
ボランティア活動にも積極的に
取り組み、団体や組織を越えた
「繋がり・ネットワーキング」
の構築に奔走している。

小学校入学２日目から不登校に
なり、家やフリースクールで過
ごす。フリースクールで学んで、
現在は奈良でフリースクールを
やっています。奈良教育大学大
学院修了。

「ここ」で働いてはや４年が経
ちました。私は「あまかり」と
いうフリースクールの責任者を
していますが、主に毎日子ども
たちと遊んでいます。海に潜る
こととラジオを聴くことが好き
な２６歳です。よろしくお願い
します。

フリースクールのスタッフって、どんな風に働いてるの？楽しいことは、苦労す
ることは？どうやったらスタッフになれるの？当日はフリースクールでスタッフ
をしている方３名にお越しいただき、ご自身のスタッフになった経緯やフリース
クールの設立までの体験、各地方の不登校事情やスタッフの生活など、様々なこ
とについて語っていただきます。後半は質疑応答とフリートークとし、自由に交
流しましょう。これからフリースクールのスタッフを目指す方も、ベテランのス
タッフで全国のスタッフと話をしたい方、あるいは研究目的の大学生の方など、
ぜひともご参加下さい！



分科会⑭JDEC企画フリースクールスタッフシンポジウム

＜登壇者＞

9月6日（日） 9:00～11:20

進行：今川将征
フリースクール全国ネットワーク理事

フリースクールみなも理事長



分科会A JDEC企画フリースクールの人権侵害と権利擁護

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

江川和弥
フリースクール全国
ネットワーク代表理事

2017年よりZOOMを導入した講
座づくりを実践してきた。一方
的に受け身の学び。知識をダウ
ンロードするだけの学び。写経
のようになぞるだけの学びは終
わり。誰もが発信者になる学び
をつくる実践を行う。長男のい
じめ裁判も継続中

9月6日（日） 9:00～11:20

市民活動的側面を持つフリースクールにおいて、財力の脆弱さや非営利活動で
あることを理由に組織のあり方や活動内容の検証が十分できない状況に陥りや
すくなっています。 問題が生じた時に問題点を検証できない状況となり、子
どもが人権侵害を受ける可能性も十分にありえます。子どもが安心・安全に育
つために自分たちの活動を自ら検証し、改善するという実践力が問われます。
全ての子どもが守られ育つ場であることを保証するため、FSで起きた人権侵害
の実例をもとに、人権侵害の未然防止、権利擁護の在り方、個人を尊重する民
主的な組織作り、活動におけるコンセンサスの在り方、課題解決の具体的実践
などについて、各FS・居場所が取り組んでいくこと、そしてネットワークとし

て取り組んでいくことを一緒に考えましょう。

中村尊
NPO法人フリースクール クレイン・ハーバー 代表

NPO法人フリースクール全国ネットワーク 理事
NPO法人チャイルドラインながさき 共同代表

認定NPO法人チャイルドライン支援センター 理事

日々、子どもたちとたわむれています。いつまで
たっても「子どもだなぁ」と自分で呆れますが、
OBやOGがよくクレインに遊びに来てくれてそん
なときは、未熟だけどもがんばって続けなきゃな
ぁと励まされています。



2日目 午後の部
9月6日（日） 12:20～14:40



分科会⑧市民で新しい場をつくろう
ー立ち上げ、運営、養成

今や既成の学校教育ではなく多様な学びが求められている。でもそんな場は、まだまだ少ない。
自分たちの地域にもない。創ってみようか。でもどうやって立ち上げる？どうやって運営して
いく？スタッフ養成はどうしたらいい？そんな疑問に応えるべく、市民で新しい場をつくり出
してきた４人に実際を語ってもらいます。ヒントにしていただけたら幸いです。進行は各発表
を、立ち上げ、運営、スタッフ養成のテーマごとにやっていただき、最後に、特に深めたいと
ころについて、会場とのやり取りをしつつ、ディスカッションをしたいと思います。つまり、
オンラインではない想定で企画した段階から４団体登場という事から、１２：３０より立ち上
げについて４団体、１３：００より運営について４団体、１３：３０より養成について４団体
という風に進め、ディスカッションの時間には、会場の関心の高いテーマについて深めるよう
にしたいと思います。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

桐澤弘子
東京賢治シュタイナー学校
事務局スタッフ、理事

神田昌実
横浜シュタイナー学園

教員

下村健士
デモクラティックスクール

さくらんぼ学園代表

児童数が11名だった2001年
11月、1年生の息子が編入、
12人目の生徒になる。以来、
親として、卒業後は事務局ス
タッフ、理事として学校運営
に関わる。

イギリスでシュタイナー教育
を学び1996年に帰国。土曜
クラスの教員を経て、2005

年NPO法人横浜シュタイ
ナー学園の設立メンバーとし
て参加。2期生の担任を9年
間務めた後、現在11期生の
担任として6年目を迎える。

9月6日（日）12:20～14:40

TV番組制作８年→小学校教
員９年→現場への疑問から
「教師の不登校」となり退職。
その後、当時小学生だった娘
と親子で、「さくらんぼ学
園」を2014年に設立。生徒
数は現在３名。 八王子在住。
北海道大学哲学科卒



分科会⑧市民で新しい場をつくろう
ー立ち上げ、運営、養成

＜登壇者＞

9月6日（日）12:20～14:40

奥地圭子
フリースクール全国ネットワー
ク代表理事・東京シューレ代表

公立学校の教員２２年の経験の後、
１９８５年東京シューレ設立。親
の会やフリースクールの全国的な
ネットワーク活動に尽力。葛飾中
や江戸川小など公教育の中での多
様な学びも展開。確保法の成立と
周知に注力してきた。



分科会⑨森のようちえんからオルタナティブな学びへ

いま、森のようちえん・自然型保育が全国的なムーブメントになってきています。
既存の幼児教育・保育ではなく野外環境を利用して自然体験や遊びから子どもを
育んでいこうという取り組みです。子どもの力を信じる、子ども・保護者・ス
タッフが育ち合う実践は、子ども中心の多様な学び・教育の一つでしょう。森の
ようちえんから学齢期の学びの場づくりへの志向、また自然型フリースクールと
も言える自然体験を中心に据えた学びの実践の場も誕生してきており、今後、求
められるオルタナティブな学びの一ジャンルとなっていくことが予見されるので
はないでしょうか。また、竹内教育長には「信州型自然保育」の県認証制度づく
りに携わったご経験や「子どもがまんなか」を掲げ多様な学びにも取り組み始め
た自治体のお話をいただきます。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

関山隆一
もあなキッズ自然楽校

代表理事

田口晴三
ちば森の楽校代表

みはまプレーパーク代表

9月6日（日）12:20～14:40

竹内延彦
長野県池田町教育長

臨床心理学を学んでいた学生時
代にスタッフとして関わったフ
リースクールでの経験を原点に
30年間一貫して子ども若者支援
に携わる。長野県庁を経て昨年
1月池田町教育長に就任。「子
どもがまんなか」の育ちと学び
の環境づくりに挑戦中。

1998年ニュージーランドに渡り
国立公園にて現地ガイドとして
働く。2007年NPOもあなキッズ
自然楽校設立。現在、NPO法人
森ようちえん全国ネットワーク
連盟副理事長東京都市大学人
間科学部児童学科非常勤講師と
幅広く活動に寄与する。



分科会⑩公民連携・地域のネットワークの可能性

2016年12月に教育機会確保法が成立しましたが、当初目指していたこの法律での
直接的な財政措置までは踏み込めませんでした。教育機会確保法を活かすべくこ
の3年間で地域ネットワークを作りが広がっています。各地での取り組みや課題を
共有し、地域ネットワークの可能性をこの分科会では考えていきたいと思ってい
ます。分科会の前半はネットワークを作った千葉県、東京都の事例と、これから
ネットワークを作ることを検討している栃木県の事例をお話しいただきます。後
半は公民連携をどう進めていくか会場を含めながらセッションをしてより良い公
民連携の進め方を話していきます。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

永易江麻
東京都フリースクール等
ネットワーク事務局長

東京コミュニティスクール
法人事務局

前北海
フリースクールネモ代表
千葉県フリースクール等

ネットワーク代表

中野謙作
栃木県若年者支援機構

代表理事
とちぎ教育ネットワーク代表

9月6日（日）12:20～14:40

東京コミュニティスクール
（TCS）法人事務局。2005年、
学生インターンとしてTCSに出
会う。その後、教育スタッフを
経て現職。2019年11月より、
東京都フリースクール等ネット
ワーク（TFN）事務局長。

自らの不登校体験を基に、
不登校・引きこもり当事者、
その親のサポート支援団体
を立ち上げ、現在NPO法人
ネモ理事長。千葉県フリー
スクール等ネットワーク代
表も務める。



分科会⑪多様な学びの場と家庭を応援する基盤をつくる
～中間支援・推進センターの構想

普通教育確保法を受けて、多様な学びの支援をどうするかの構想が必要になって
います。そのために必要な中間支援・推進センターの在り方を、研究を行ってき
た学芸大加瀬研究室から、報告します。シュタイナー教育の中間支援団体である
シュタイナー学校協会の取り組みについて事務局の佐藤雅史氏が報告します。
ニュージーランドがホームデュケーション家庭に公金を支給している事例を朝倉
景樹氏が報告します。日本のホームエデュケーション支援の現状と、今後ポート
フォリオ方式による評価･認証および公的支援の可能性について古山明男氏が報告
します。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

加瀬進
東京学芸大学教授

朝倉景樹
シューレ大学

古山明男
おるたネット

代表

1949年千葉市生 古山教
育研究所代表、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、千葉市教育機会確保の
会代表 著書に「変えよ
う！日本の学校システム」

9月6日（日）12:20～14:40



分科会⑪多様な学びの場と家庭を応援する基盤をつくる
～中間支援・推進センターの構想

＜登壇者＞

佐藤雅史
横浜シュタイナー学園事務
局長／日本シュタイナー学
校協会事務局スタッフ

ルドルフ・シュタイナーの思想
に基づく社会実践を紹介・推進
する場フォーラム・スリー運営、
小規模なシュタイナー幼稚園の
立ち上げに従事し、2011年より
横浜シュタイナー学園事務局長。
日本シュタイナー学校協会の設
立に関わり2013年より同協会事
務局員を兼任中。

9月6日（日）12:20～14:40



分科会⑫多様な学びの実践交流
～現場・実践者による自由発表

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

佐藤真一郎
文化学習協同ネットワーク
フリースクール事業部

生駒知里
多様な学びプロジェクト

9月6日（日）12:20～14:40

子どもたちが主体的に参加し、つくりあう居場所・学びの場といっても、その中
身は多様です。だからこそ面白い！この分科会では、「場」をもつ2つの団体、木
幡寛さん（ジャパンフレネ）と佐藤真一郎さん（文化学習協同ネットワーク）に
それぞれが大切にしていることを実践と共に紹介していただくことと、自分たち
の「場」は持たずに、多様な場をつなげあい街全体を居場所・学び場にする取り
組みを行っている生駒知里さん（多様な学びプロジェクト）にその実践を紹介し
てもらいます。その後、参加者の皆さんと互いの実践を出し合いながら、それぞ
れの場をより発展させていくためのヒントを得られるような機会にできればと思
います。

木幡寛
ジャパンフレネ

1949年生まれ。大学卒業後、公立
小学校教諭、明星学園小・中学校
教諭を経て、1985年自由の森学園
高等学校の設立に参加。1984年ベ
ルギー開催されたフレネ教育者国
際集会に故村田栄一氏（教育評論
家）、里見実氏（國學院大學名誉
教授パウロ・フレイレ研究者）と
共に日本人初の正式参加。1996年
より1998年まで自由の森学園高等
学校校長。1999年自由の森学園を
退職し、フリースクールジャパン
フレネ設立。

74年生まれ。保護者の声に
よって1993年に設立されたフ
リースペースコスモに在籍し
て25年。子どもの思いに寄り
添いながら活動を続け、現在
は不登校家庭への訪問支援な
ども行なっている。

FUTUREDESIGN代表。川崎市
在住。我が子の不登校を
きっかけに不登校家庭の心
理的・物理的ケアが少ない
ことを身をもって経験。
「誰もがあきらめない社
会」を目指し、子ども達が
街を居場所・学び場に活動
し「不登校」の社会のイ
メージを変える『多様な学
びプロジェクト』を運営。



分科会⑫多様な学びの実践交流
～現場・実践者による自由発表

＜登壇者＞

9月6日（日）12:20～14:40

齋藤光代
一般社団法人信州親子塾

学校や福祉や医療では解決策が見
出せず苦しむ本人と親の本音、孤
立感に寄り添い、安心安全に自分
を出せる環境を提供。自分を見つ
け自分で自分を育てなおす場、本
来の自分に合った形で自立してい
く人生のための学校。



分科会⑬セーフガーディングって何だろう？
～子ども・若者の身体的・精神的安全と権利を守る環境づくり～

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

9月6日（日）12:20～14:40

金谷直子
公益社団法人セーブ・ザ・
チルドレン・ジャパン

子どものセーフガーディン
グ担当

「子どものセーフガーディング」とは、組織に関係するあらゆる大人によって、
子どもの尊厳が傷つけられたり、危険にさらされたりしないように、組織として
取り組むべき責任のことを意味します。私たちおとなは、それぞれの現場で子ど
もの尊厳を大切にしながら、多様な活動や学びを共につくりあっていますが、一
方で子どもの安心・安全が脅かされないようにするには何ができるか、万が一起
こってしまった場合はどのようなことが求められるのかについて組織内で明らか
にしておくことも大切だと考えます。そこでこの分科会では、公益社団法人セー
ブ・ザ・チルドレン・ジャパンから2名の講師をお招きし、「子どものセーフガー
ディング」についての基本的な考え方をお話しいただいた後、グループに分かれ、
それぞれの実践を「子どものセーフガーディング」の視点で振り返り、経験や考
えをシェアしたいと考えています。

髙井明子
公益社団法人セーブ・ザ・
チルドレン・ジャパン
事務局次長・海外事業部

エイズ関連NPOや国連人口基金
等での勤務を経て、2011年に
セーブ・ザ・チルドレンに入局。
東日本大震災緊急・復興支援事
業をはじめ、国内緊急支援、海
外事業、コンプライアンス推進
など組織運営に携わってきた。
立教大学特任教員を兼任。

セーブ・ザ・チルドレン・ジャ
パンで国内外の事業活動に約20
年間従事し、現在は子どもの
セーフガーディングの専任ス
タッフとして組織内の制度構築
や、NGO/NPO間での助言・啓発
にも携わっている。

発題：勝野有美
NPO法人東京シューレ



分科会⑮ウイズ・コロナ時代の学び方・働き方

新型コロナウイルスの蔓延よって、今、私たちは、常にコロナのことを意識した
生活を強いられています。このような状態がもっと長く続けば、私たちの生活ス
タイルはもとより、将来に対する考え方も変わってくるでしょう。例えば、リ
モートワークやリモート学習が増えることによって、会社や学校といった組織の
あり方も変わってくるでしょう。住む場所も都会から田舎に移住する人が増えて
くるでしょう。そんなウイズコロナ時代における学び方や働き方、そして、社会
のあり方をご一緒に考えたいと思います。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

9月6日（日）12:20～14:40

吉田敦彦
大阪府立大学教授

日本シュタイナー学校協会

辻正矩
箕面こどもの森学園学園長

NPO法人コクレオの森代表理事

中尾安余
ゆい空間代表

中尾由香
NPO団体職員

森岡次郎
大阪府立大学

人文科学系准教授

藤根雅之
美作大学准教授



分科会⑮ウイズ・コロナ時代の学び方・働き方

＜登壇者＞

9月6日（日）12:20～14:40

佐野稔
箕面こどもの森学園副校長

（中学部担当）

矢吹卓也
箕面こどもの森学園

スタッフ（小学部担当）

高校生のときに、クラスに馴染
めずに不登校になったことを
きっかけに、個を尊重する教育
に興味を持つ。大学卒業後、冒
険教育のファシリテーターや児
童相談所を経て、現職。自己肯
定感を土台に、自分も人も環境
も大切にしていけるような人を
育む教育を実践。



分科会B JDEC企画不登校とオンラインフリースクール

外出自粛要請が続く中でオンラインでの学びは、もはや当たり前になっています。
私たちは、ZOOMやSLACK、School Taktを使いながらオンラインでの学びを行って
きました。リアルのフリースクールよりもオンラインの学びが劣るのか？実は、
必ずしもそうとは言い切れません。オンラインの方が移動が楽。集中できる。人
に会わなくていい。フリースクールとオンラインを併用したい。知識やコミュニ
ケーションだけだったらZOOMでも十分です。不登校の子どもの学びの選択肢に
オンラインもどんどん入れてゆきたいと思いこの企画を進めています。今回の
フォーラムのオンライン開催を見てもわかるように、都市中心の学びも終焉した。

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

9月6日（日）12:20～14:40

江川和弥
フリースクール全国
ネットワーク代表理事

2017年よりZOOMを導入した講
座づくりを実践してきた。一方
的に受け身の学び。知識をダウ
ンロードするだけの学び。写経
のようになぞるだけの学びは終
わり。誰もが発信者になる学び
をつくる実践を行う。長男のい
じめ裁判も継続中



海外先進事例から学ぶ
台湾のオルタナティブ教育の特徴と展開

＜プログラム主旨＞

＜登壇者＞

王美玲（登壇）
淡江大学准教授

朝倉景樹
（指定発言）
シューレ大学

9月6日（日）15:10～16:30

安恩鏡
（指定発言）

東洋大学
子ども支援学助教

喜多明人
子どもの権利条約ネット

ワーク代表
早稲田大学名誉教授

台湾におけるオルタナティブな教育は、制度化を目標にこれまで3回にわたって法
律の改正がなされてきました。その結果、オルタナティブスクールは所在地の行
政機関に申請すれば「実験教育校」として、合法化されます。しかし、オルタナ
ティブスクールの制度化に、行政機関がその運営を支援するはずであるにもかか
わらず、行政が期待される役割を果たしていないのではないかという批判もあり
ます。今日は実験教育の展開をたどって、これら一連の法律の制定過程によって、
オルタナティブスクールにどのような変化がもたらされているかを紹介させてい
ただきます



ＪＤＥＣミーティング

＜プログラム主旨＞

9月6日（日）16:30～

ＪＤＥＣでは恒例のＪＤＥＣミーティングです。フリースクール等の多様
な学びの事、不登校の事などについて情報交換と意見交換をします。困っ
ていること、教育機会確保法ができたその後のこと、コロナの影響など…。
話し合いたいこと、アピールしたいことなど、自由に意見を出し合い、交
流しましょう！なお、当日の参考資料として、JDECミーティング用のアン
ケートにご協力いただきたく思います。当日ご参加の方は、よろしければ
以下にアクセスしていただき、ご協力よろしくお願い申し上げます。
https://docs.google.com/forms/d/1P149fwA3pdAVHaAJMLgz15wkVJW6SkHPZyWnSSFfK98/edit

（担当：今川宛）

https://docs.google.com/forms/d/1P149fwA3pdAVHaAJMLgz15wkVJW6SkHPZyWnSSFfK98/edit

