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たよまなカフェ                           2016/6/8（水） 

不登校概念を問い直す――オルタナティブ教育の必要性を考える 

                          加藤敦也（武蔵大学非常勤講師） 

  

 1．はじめに 

 自己紹介：大学の非常勤講師をしている。主に社会調査実習とジェンダー論を担当。研

究テーマは、不登校をめぐる家族規範であり、長年にわたって、不登校の親の会をフィー

ルドワークしてきた。また、8年ほど栃木県のフリースペースのスタッフをしていた。 

 フリースペースにはゲーム機を 3 台寄贈し、子どもと遊んでばかりいたら、年長の人た

ちから白い目で見られていた、ということを最近になって知った…。（ちなみにゲーム機を

寄贈するように言ってきたのは妹である。）「子どもを遊ばせてばかりいるおかしな集 

団」という噂を立てられるきっかけをつくってしまった・・・ 

 

 たよまなで報告する経緯について 

 法案名称が「義務教育段階に相当する普通教育の多様な教育機会の確保に関する法律案」

だった 1月ごろ、子ども・若者の居場所である「NPO法人なんとなくのにわ」の通信に法

律案についての個人的見解を寄稿した。 

 その後、法案名称と法案概要に変更があり、そのことが気になったため、3月に東京シュ

ーレ王子で催された逐条検討会に参加した。その際、別件で奥地氏にイベントの講演依頼

をするとともに、通信を渡した。 

 たよまなカフェには仁平さんの話題提供含め、昨年から数えて 3 回参加している（参加

回数が少ないのは、2 年前まで宇都宮に住んでいたため）。カフェに参加するうちに法律案

の作成者側の趣旨と意図、また当事者にとっての利益などを考え、法律案に賛意を示すこ

とに決めた。 

 もともと、同法律案はオルタナティブ教育法として起草されていたように、学校以外の

教育機会を法的保障に位置付けるものとして理解している。 

 ここではまず、現代社会の不登校認識の問題点について、文部科学省の不登校に関する

公式統計、栃木県の不登校に関する公式統計（別表参照）を参考として見ながら考えてみ

たい。また、特に指導要録上の出席扱いに関する認識に着目することで、法律案に関する

争点がどこにあるのかを考えてみたい。結論から言えば、この出席扱いが子どもの所属学

校の校長の裁量権にゆだねられており、当事者からも支援者からも実態が（簡単には）わ

かりにくくなっている事が争点になりうる。次にオルタナティブ教育の実践を見ながら、

法律案ができることで不登校をめぐる政治として変わることは何かについて考えてみたい。 

 

2．不登校概念を問い直す 

論点①不登校公式統計から言えることはあるのか？-――指導要録上の出席扱い問題 
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 まず，不登校公式統計には「信憑性がない」と指摘されてきたことを確認しておきたい。

1966 年度から 2006 年度までの「学校基本調査」における長期欠席のデータを分析した山

本宏樹は，そこから明らかになった知見として次のように指摘している。 

 

（長期欠席下位統計の）分類基準が調査開始当初より都道府県によって相当に異なっ

ており，それによって表面的な較差が生じているため，「不登校」ならびに「病気」「そ

の他」統計を都道府県比較に用いることはできないこと。第 2に，多くの地域で 98年度

の前後で下位類型の意味内容に断絶があり，また近年，同一県において単年度間で分類

基準が急激に変動している場合があるため，その期間を挟んだ経年比較にも妥当性が伴

わない事である。結論すれば，「不登校」公式統計は不登校現象の「実態」を指す指標と

しての妥当性を欠いているのである。（山本 2008：140） 

 

例えば別表１は栃木県における不登校の公式統計であるが，この表と全国の表を比べ

て，栃木県では中学生の不登校の割合が高いという実態があると確定できない。ただし，

その割合が「高止まり」であるという認識を示してはいる。つまり，再び山本の知見を

参考にすると，不登校公式統計は，その実態を正確に把握できるものではないが，「（中

略）政治的騒乱の渦中にあって，社会的まなざしの関数として機能している」ことにな

る。後述するように，このような公式統計の機能は，不登校に対して「ひきこもり」概

念を安易に当てはめるような傾向にもつながりうる。 

次に別表 3，不登校になったきっかけを見ていくと，「学校に係る状況」の割合が小さ

く示され，「本人に係る状況」の割合が高く示されている。ここにはまず，誰が子どもの

どのような状況を不登校と判定するかという基本的な問題があり，その最初の判定者は

言うまでもなく教員である。そして，不登校の出現率が「地方教育行政の評価」（山本 2008）

につながり，それに応じて作成された方針に個々の教員が従うとするならば，「学校に係

る状況」は出にくいということになる。例えば，「いじめ」を理由とした不登校が 1パー

セントとされているが，フリースクールの問題認識とあまりにもかけ離れた数値といえ

る。他方で，本人に係る状況として，「無気力」と「不安など情緒的混乱」が著しく高い

割合で示されているが，教員への「意識調査」を実態としてみなすことはできない。 

 最も気になった結果は，指導要録上の出席扱いに関する統計である。これは，校長の

裁量権によって，教育支援センター（適応指導教室）への通級や，フリースクールへの

通学を指導要録において出席とする措置のことを指すが，まず相談において民間団体の

利用者数がかなり少なく示されている。杓子定規的に見れば，総数の 1.7％とされている

うえに，出席扱いを受けている民間団体も 40%となる。他方で，教育支援センターの場

合，出席扱いが 82%と示されている。 
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 こうした文科省の統計に妥当性はあるのだろうか。1教育機会確保法法案反対派（不登

校・ひきこもりを考える当事者と親の会ネットワーク）は、民間団体の在籍者数の少な

さを指摘して、多数の当事者・保護者の賛意を得られていないと主張する。しかし、法

案により「学校教育一本化体制」（喜多 2015）を見直し、学校外の学びを法的に保障す

ることは、オルタナティブ教育を受ける子どもの私的選択の権利に関する問題である。

したがって、数の拡大は課題だとしても、現状の少なさは問題ではない。 

指導要録上の出席扱いが所属学校の校長の裁量権にゆだねられていることからも考え

られるように，校長が不登校に対して理解をもたない場合、子どもへの圧力が強くなる

ことがあり、対応に困ることがあったとフリースクール東京シューレ理事長の奥地圭子

は述懐している（奥地 2015：36）。ここから、二重籍問題（フリースクールと行かない

学校に子どもが籍を置いている状態のこと）を解消し、進級と卒業にかかわる学校側か

らの子どもへのプレッシャーを減らすというニーズからもオルタナティブ教育法が求め

られてきたという経緯も強調しておきたい。付け加えて、指導要録上の出席扱いは長期

欠席における欠席としてカウントされる。この指導要録上の出席扱いは、教育支援セン

ター／民間団体それぞれの理解に混乱を与えているようだ。たとえば、今回の話題提供

に当たって、文科省の数値が気になったため、民間団体がどのように認識しているかに

ついてある団体に問い合わせたところ、子どもが通っていれば出席扱いとなり、公式統

計上不登校にはカウントされないという回答があった。この点が気になったため、では

なぜ不登校公式統計に指導要録上の出席扱いが出てくるのかと質問を重ねたところ、再

度の回答があり、大まかに次の二点がわかった。 

 

① 「出席扱い」は学校長の判断によるため、自治体の教育委員会への報告時には該当

                                                   
1 8．約 12 万人いるといわれる不登校の小中学生のうち、フリースクールなど 474 の民間施設に在

籍する子どもは約 4200 人、つまり僅か 3. 5％です（2015 年文科省調査）。さらに別の調査（2015 年

9 月 5 日朝日新聞報道）では、フリースクールなど 211 校のうちこの法案に賛成するのは約 4 割に過

ぎず、それをもって「当事者の賛成を得た」とすることは納得できません。 

また、法案の作成過程では当事者サイドのヒアリングが「フリースクール全国ネットワーク」を中心

に行われているようですが、他の全国各地の団体・個人の意見はほとんど反映されていません。不登校

の多くの子どもたちは家庭で過ごしていると考えられますが、その当事者・保護者の意見は反映されな

いまま、まさにその子どもたちが対象となる法案が策定されるのは大きな問題です。 

不登校に関する施策の策定にあたっては、拙速を避け、時間をかけて、不登校をして家庭にいる当事

者や不登校の経験者、保護者、および当ネットワークなどの不登校にかかわる全国各地の団体・個人の

多様な意見をじゅうぶんに聴いてください。 

（法案の趣旨は休息権の保障と学習権の保障がセットとなっており、一方が他方を相殺するように構

想されているわけではない。） 
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する子どもを「不登校」とするかどうかには任意性がある。したがって、適応指導

教室や民間団体からその子が「不登校」とカウントされているかどうかの把握は難

しい。 

② 指導要録上は出席扱いとし、欠席日数に数えない学校が多い。高校入試の際の内申

書についても同様に配慮されている。通知表への記載については「出席扱い」にす

る。「欠席」に数え、備考欄に通所日数を記載するなど、学校により扱いが異なる。

これらは学校長の判断によるので、全体の把握は困難である・ 

  

 つまり、簡単に言えば、個別に問い合わせをしない限り、扱いがどのようになっている

かは見えにくいということだった。この見えにくさは、学校外で学ぶ子どもとその親、支

援者にとって、文字通りの不安要因となりうる。したがって、在籍数の少なさにかかわら

ず、フリースクールに通う子どもの最善の利益として、法による保障を得て、安定した地

位を確保することは不可欠であるように思われる。 

 

 論点②「ひきこもり」概念を子どもに割り当てることに関する問題 

 

 ここでは、ある自治体の「児童生徒指導を担当する先生や地域の方の連絡者会議」に参

加した際のフィールドノートに基づき、子どもの不登校に将来への不安が教育行政の見解

として割り当てられていることの問題を見ていく。文部科学省の「不登校問題に関する調

査研究協力者会議」で推奨されている対応のひとつに、教員による家庭訪問と電話連絡が

ある。つまりは、学校に行かない子どもに対して教員が積極的に働きかけることを推奨し

ている（俗に言うアウトリーチ）。こうした方法は、当事者にとって大変なプレッシャーと

なることは、すでによく知られている。 

 しかし、文部科学省による「社会的自立」を促すという不登校対策の旗印の下、自治体

によって対応と認識に混乱が生じているといわざるを得ない。たとえば、調査研究協力者

会議の報告書を読むと、当該児童生徒に対する「受容と共感的理解」が教員に求められる

と書いてある。他方で、将来の経済的自立と精神的自立を促すように支援するとも書いて

ある。前者を重視するのであれば、子どもが成人したときのことをリスクとして想定して

働きかけるのは「もってのほか」になるはずである。なぜなら子ども本人がそれをもっと

も不安に思い、葛藤にあっても行かないということがよくあるからだ。 

 それゆえ、最近では（もちろん 92 年の通達も踏まえているが）、闇雲に登校復帰を促す

対応に関しては避けられているはずであり、教員によってはその裁量で、無理な働きかけ

をしないようにしているということも聞く。しかし、不登校対策において別立ての問題が

併記されており、自治体の裁量（地方の教育行政）にゆだねられる部分も大きいため、対

応において何を問題とするかに不統一がある。例えば、文部科学省が公表している不登校

対策のガイドラインである平成 15 年度の「不登校への対応の在り方について」では、「き
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め細かく柔軟な個別・具体的な取り組み」として教員の資質向上をあげ、児童生徒に対す

る共感的理解が重要であるとしながら、以下の資質を求めている。 

  

  初期での判断を誤らないよう、関連する他分野についての基礎的な知識、例えば、精

神医学の基礎知識や、学習障害（LD）、注意欠陥／多動性障害（ADHD）等に関する知

識、児童虐待の早期発見や「ひきこもり」に関する知識も身につけておくことが望まし

いこと。 

 

 このように文科省の対応策では、精神医学の提供する基礎知識という文脈とともに、発

達障害や「ひきこもり」といったキーワードを教員が理解することを推奨している。私が

気になったのは、自治体の報告の中で、ひきこもりの全国件数が示された後、子どもに対

して「ひきこもり」概念を適用していたことである。たとえば、それは次のように報告さ

れる。 

  

  ○○市における不登校児童生徒のうち、ひきこもりに相当するものは○○件である。

（フィールドノートより）。 

 

 報告では、厚生労働省のひきこもり定義を示し、 

・自室にこもっており、家族との会話のないもの 

・家族と会話はあるが、自宅から外出がないもの 

・買い物などの外出はあるが、ほかの社会参加が見られないもの 

 

といったレベル分けを行い、それを子どもに当てはめたようだ。子どもの権利条約を批

准している社会として、子どもの休息権は何よりもまず大切なものとして保障されるべき

ものだ（例えば奥地 2015）。自宅にいる子どもは、学校に通っていた時の疲れ、対人不信、

あるいは学校に通わないことへの葛藤などで苦しんでいることもあり、まずは休むことが

重要であることは保護者の認識として一定程度共有されてきた。つまり、そこに教員が家

庭に電話連絡や訪問等の介入を行えば、子どもにとって極度のプレッシャーとなりうると

認識されてきたのだ。自治体レベルで異なるとはいえ、「ひきこもり」という知識を通して、

教育行政の管理の目を家庭にまで及ぼそうとする認識は行き着くところまで来ている。 

この杓子定規的なひきこもり概念の割り当ては、休息権の話にとどまらない。仮に子ど

もが自宅で学習している場合、それを「ひきこもり」と区分けするガイドラインはどこに

あるのか（例えば、同じく指導要録上の出席扱いとなる ICT 等を活用した学習をしている

自動の場合はどうなるのか）。おそらく、ここで法案に対する見解は分かれうる。元々法案

では、ホームエデュケーションを教育機会として保障するねらいがある。ホームエデュケ

ーションについては、奥地によれば、それを実践している子どもを不登校として捉えるこ
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とはできないという。それは、フリースクールでの教育と同様に、「学校教育以外の教育方

法を選択することができる自由権（私教育の自由）」に関する話であると考えられるからだ。 

論点を整理すると、確保法の成立とは無関係に、①休息権が侵害されるリスクはあり、

②自宅での学習権が侵害されるリスクが現状の課題としてある。であれば、学校外での教

育機会を法律に位置づけ、法を盾として、選択肢の多様性を保障したほうが、教育行政の

管理やレッテルから自由になる可能性が高くなる。ここでいう管理やレッテルというのは、

ひきこもりの知識の濫用により、休息権と学習権のいずれもが子ども個人の意思を尊重す

ることなしに、教育行政の一方向的な目線によって矮小化されてしまうことをいう。また、

そもそも、いじめのリスクがある学校には通わせたくないというホームエデュケーターも

おり、その思想信条の自由も子どもの最善の利益と調整しながらも保障されるべきと考え

る。 

そのことに関連して、もうひとつ付け加えたいことがある。上述のようなひきこもり概

念の割り当てが生じるのは、学校教育の外では子どもに社会性が身につかないという根強

い偏見がある。それは、ホームエデュケーションに寄せられる偏見ともつながってくる。

これについては少なくない事例によって、反証されている。ホームエデュケーションから

大学に進学する例もあれば、会社に就職する例もある。また自らが起業する例もある。 

ホームエデュケーションには、画一的なカリキュラムが存在せず、したがってそれは親

が多様な社会資源（あるいは生活世界）の選択肢から教育方法を選ぶことのできる手段で

あり、家庭の社会に対する自立権の話にもつながってくる。例えば、買い物をしたり、博

物館見学をしたり、海辺を散策したりすることで、学びの素材を見つけ出し、それを自宅

に持ち帰って学習することもあれば、学校に準拠した学習もある。重要なことは、学びの

あり方も社会化と呼ばれる成長のあり方も多様な選択肢があり、子どもと親にはそれを選

ぶ自由がある。そして、現行の義務教育制度において私的教育の自由があるのだとしても、

不登校概念の不統一のために教育権を保障されないのだとしたら、それこそが問題だと考

える。事は教育機会の保障なのだ。 

ここでは、民間団体の利用者が数の上で少数派であれ、その機会に関する権利は認めら

れるべきであり、同様に自宅学習者の権利も保障されるべきであるということを見てきた。

それは、踏み込んでいえば、さまざまなラベリングが付託されるような教育行政側の不登

校概念を受け入れない自由であり、個人を病理化しようとする教育行政権力の一部の思惑

からの解放でもあるのだ。 

では、オルタナティブ教育の思想と実践により、どのような解放が可能となるのだろう

か。この点を考えるにあたって重視したいポイントは、オルタナティブ教育が学校を中心

とした公教育とは異なるニーズのもとに成り立ってきたというところである。例えばホー

ムエデュケーションの思想と実践は、実は家庭を拠点として学ぶというところに集約され

るものではない。奥地の言葉を借りれば、それは「子どもの興味・関心・個性を大事にし

ながら、親が責任を持って育てていく」(奥地 2005)ことにあるが、家庭の内でも外でも子
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どもを主体とした自律的な学習が可能であるというところが要点となる。言い換えれば、

ホームエデュケーションを選択したからといって、親が子どもに一日中ついている必要は

ない。そして、「子どもの興味・関心・個性」をはぐくむという趣旨は、居場所での学びに

も適用されてきたものである。 

  

3．オルタナティブ教育の実践――「居場所論」 

 教育社会学者の住田正樹は、子どもの居場所の原型を「東京シューレ」であるとした上

で、「居場所」が必要とされる経緯を学校がすべての解決機関だとする学歴偏重や学校信仰

の社会への浸透と、学校に行かない子どもたちがそれを内面化して自己否定に陥ることが

問題になっていたと指摘している。そのうえで、次のように説明している。 

 

  家庭でさえ学校価値が深く浸透し、学校的文脈の中に巻き込まれていたから、彼ら（学

校に行かない子ども）にとっては、学校内においても学校外においても安心して居心地

よく居られるような場所はなかったのである。 

  そこで不登校の子どもたちが、学校価値にとらわれることなく、安心して居心地よく

居られるような場所、自由に活動できるような場所、つまり不登校の子どもたちの「居

場所」を設けようという親の運動がおこったのである（住田 2014：4）。 

 

  後にフリースクールの草分けと呼ばれる東京シューレが開設したのは1985年のことで

あり、奥地によればその運営理念は、「登校拒否を訓練の対象、治療の対象とせず、学校

に行く、行かないは本人の気持ちを尊重する。管理、競争、画一、選別というような一

般の学校で行っている゛教育”でなく、自由と自治と個の尊重で語られる学び合い、育ち

合いの場をつくる。居場所であること。」（奥地 2015：63）というものだった。ここで

重要な論点は、学校的価値を徹底して相対化する意識にあり、子どもを自律的な学びの

主体と考えているところにある。ここでいう「学び」とはもちろん、学校に類似した「学

び」ではなく、そのオルタナティブである。また、「自分のありのままを受け入れてくれ

る」居場所という特徴を持つため、集団で何かに取り組むことは押し付けられることが

なく、漫画を読んでいても、ゲームに興じていても、その子どもの行動を尊重するとい

うスタイルをとっていた。つまり、学びのあり方は個人ごとに異なり、多様性のうちに

尊重されてきたのであった。（もちろん、勉強をする子、演劇に夢中になる子、料理に懲

りだす子などバリエーションがあることを付け加えておく。） 

  オルタナティブ教育には特定の教育思想に基づくものも多いが、「居場所」という特徴

を持つフリースクールでは、子どもの主体的な欲求に対して規範的な価値を押し付ける

ことなく、その自由を保障してきた。したがって、子どもの声に応じて、社会に支配的

な価値に縛られることなく、独自でありつつ、その内部でも多様な教育のあり方を構想

できたのである。 
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言い換えれば、子どもの居場所とは、生産性／効率性の価値によって子どもの育ちを評 

価する学校的な教育観とは相容れない。また、付け加えれば、子どもがさまざまな娯楽や

消費に興じることをも、大人の（たぶんに学校的な）目線で見るのではなく、その子の主

体的なニーズとみなす特徴もある。 

 ホームエデュケーションに倣えば、分数の計算はピザを焼き、人数分に分ける中で効果 

的に覚えることができるという。また、ゲームをしたり、漫画を読んだりすることで、歴 

史や計算、漢字を覚えることもできる。学校の教員が教科書を通して子どもに知識を伝授 

していくこと（いわゆるフレイレの言う「銀行型教育」）ばかりが教育なのではなく、どの 

ような環境であれ、私的な生活に根ざしたニーズの中で、子どもが主体的な動機を持って 

（強制ではないという意味もある）のぞむものを「学び」と位置づけること。それは、多 

様な教育の一部として尊重されるべきものだと考える。 

  

 4．まとめ 

 通信にも示しているが、教育機会確保法は、学校教育以外の教育機会の権利保障という

意味を持つ。法案に子どもの権利条約批准国であることが示されているように、子どもの

「教育への権利」を保障する骨子となっているはずだ。 

喜多明人が述べるように、「学校に行かない、行けない 20 万人以上の子どもたち」がそ

の学ぶ権利を行使するために、「学校以外の学びの場を保障する義務が社会的に発生してい

る」（喜多 2015：291）という現状がある。 

支援をするのに費用面での問題もあるなかで、オルタナティブ教育をのぞむものの社会

的な権利は確立されておらず、位置づけも不安定なままである。フリースクールやフリー

スペースに通う子ども、ホームエデュケーションで学んでいる子どもに法に基づく保障を

すれば、「学校に行かないこと」の悩みや葛藤を緩和することにつながるはずである。 
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