
プログラム名 進行・登壇者 所属 当日発表資料 データ記録集 データ

当日プログラム 全原稿

実行委員長あいさつ 中村国生 あいさつ

喜多明人（記録集編集委員長）

中村国生（フォーラム・大会実行委員長）

プレプログラム 開催メッセージ

自分たちの学校を創ろうー新時代を迎える

多様な学びー

汐見稔幸 共同代表 実現する会共同代表、東京大学名誉教授、白

梅学園大学名誉学長

講演録画 記録原稿

プレプログラム ウィズコロナ時代の多様な学び 汐見稔幸 共同代表 実現する会共同代表、東京大学名誉教授、白

梅学園大学名誉学長

講演録画 ー

1日目

全体会(基調講演) 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

喜多明人 実現する会共同代表、早稲田大学名誉教授、

子どもの権利条約ネットワーク

発表資料 記録原稿

奥地圭子 実現する会共同代表、東京シューレ ー

永易江麻 東京コミュニティスクール 発表資料

西村早栄子 智頭の森こそだち舎 発表資料

熊谷亜希子 共育ステーション地球の家 発表資料

中川綾 大日向小学校／日本イエナプラン教育協会 発表資料

今井睦子 ほっとスクール「希望丘」／東京シューレ 発表資料

全体会(外国籍の子ども) 外国籍の子どもの教育機会確保 小貫大輔 東海大学教授 発表資料 記録原稿

2日目

奥地圭子 実現する会共同代表、東京シューレ ー

矢吹卓也 箕面こどもの森学園 発表資料

黒田喜美 デモクラティックスクールまっくろくろすけ 発表資料

佐藤信一 東京シューレ 発表資料

萩原朋子、京藤裕子 東京シューレ ー

森田理香子 、松浦信平 東京賢治シュタイナー学校 発表資料

前北海 フリースクールネモ 発表資料

中村国生 東京シューレ／フリースクール全国ネット

ワーク

ー ー

加瀬進 東京学芸大学 発表資料 記録原稿

河 美善 東京学芸大学、東京大学大学院 発表資料 ー

中村国生 東京シューレ 発表資料 ー

古山明男 概要説明（おるたネット） ー ー

吉田敦彦 大阪府立大学／日本シュタイナー学校協会 発表資料

古山明男 おるたネット 発表資料

西野博之 フリースペースたまりば 発表資料 ー

木村砂織 概要説明（東京シューレ葛飾中学校） ー ー

神田昌実 横浜シュタイナー学園 発表資料

中川綾 大日向小学校／日本イエナプラン協会 発表資料

横田和義 東京シューレ江戸川小学校 発表資料

松尾和俊 概要説明（東京シューレ） ー 概要説明

リア・ミラー ホームスクーラー／東京シューレインターン

スタッフ

発表資料 ー

小森健登 東京賢治シュタイナー学校卒業生 発表資料 ー

東（ひがし）純平 東京インターハイスクール卒業生 発表資料 ー

喜多明人 概要説明（早稲田大学名誉教授） ー ー

牛玄 東京学芸大学・同大大学院 ー

小池みはる 子どもサポートチームすわ ー

加藤敦也 武蔵大学、フリースクール全国ネットワーク ー

鈴木七海 静岡文化芸術大学大学院 ー

今川将征 概要説明（フリースクール全国ネットワーク

／フリースクールみなも）

ー 概要説明

宇陀　直紀 奈良スコーレ ー ー

馬場 しずか NPO法人ここ ー ー

上村 一隆 人箱崎自由学舎えすぺらんさ／ふくおかフ

リースクールフレンドシップ協議会

ー ー

江川和弥、中村尊 フリースクール全国ネットワーク ー 記録原稿

フリースクールクレインハーバー 発表資料 ー

フリースクールＦｏｒＬｉｆｅ 発表資料 ー

東京シューレ 発表資料 ー

奥地圭子 東京シューレ／フリースクール全国ネット

ワーク

ー

桐澤弘子 東京賢治シュタイナー学校 発表資料

神田昌実 横浜シュタイナー学園 ー

下村健士 デモクラティックスクールさくらんぼ学園 発表資料

奥地圭子 東京シューレ 発表資料

中村国生 フリースクール全国ネットワーク/東京

シューレ

ー

関山隆一 もあなキッズ自然楽校 発表資料

田口晴三 ちば森の楽校 発表資料 ー

竹内延彦 長野県池田町教育長 発表資料 記録原稿

前北海 千葉県フリースクール等ネットワーク ー ー

永易江麻 東京都フリースクール等ネットワーク 発表資料 記録原稿

前北海 千葉県フリースクール等ネットワーク 発表資料

中野謙作 とちぎ教育ネットワーク 発表資料

古山明男 概要説明（おるたネット） ー 概要説明

加瀬進 東京学芸大学 発表資料 記録原稿

朝倉景樹 シューレ大学 発表資料 記録原稿

佐藤雅史 横浜シュタイナー学園／日本シュタイナー学

校協会

発表資料 記録原稿

古山明男 おるたネット 発表資料 記録原稿

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～

分科会⑥ 海外の教育で学び育つということ

分科会⑦ 多様な学びの自由研究発表

フリースクールスタッフシンポジウム分科会⑭

JDEC企画

分科会Ａ

JDEC企画

分科会⑧

分科会⑨

分科会⑩

分科会①

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？～

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

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

フリースクールの人権侵害と権利擁護

市民で新しい場をつくろうー立ち上げ、運

営、養成

森のようちえんからオルタナティブな学び

へ

公民連携・地域のネットワークの可能性

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

分科会⑪

記録原稿

論文

概要説明

記録原稿

概要説明

記録原稿

記録原稿

実現する会事務局長・フリースクール全国ネットワーク事務局／東京

シューレ
はしがき

第7回多様な学び実践研究フォーラム 第13回JDEC日本フリースクール大会

概要説明

記録原稿

記録原稿

実現する会共同代表、早稲田大学名誉教授、子どもの権利条約ネット

ワーク

全体会(シンポジウム)

記録集あいさつ

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

概要説明 記録原稿

多様な学びの実践交流～子ども中心の場の

創造力
概要説明

記録原稿

http://aejapan.org/wp/wp-content/uploads/200904%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E4%B8%BB%E6%97%A8%E3%83%BB%E7%99%BB%E5%A3%87%E8%80%85%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB_compressed-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/107rbtmiVmz4Zh9nzdTf4T7y_mR2nXc9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLREoJ9LVwpK16jkLFpuDpU7JrMVuHf3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wmenpqb_tnw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1l_goxVzItSXELfWW5UNIGrOaXF9PS_-a/view?usp=sharing
https://youtu.be/M86Q__Yqq_M
https://drive.google.com/file/d/1gLREoJ9LVwpK16jkLFpuDpU7JrMVuHf3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASj0j4vWpTyWdwZHk0cfC3TLq1RvWjv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jk-WrfAu4-djGAqCVMQnkFZ8-1BvHMdT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AH4j6zUzK2I0CeHEW8Ib4rtSsnrq-5ma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qiCup7lPo8AOsX4C4Cg_OZi4CflD8b-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AH4j6zUzK2I0CeHEW8Ib4rtSsnrq-5ma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ytzNEDya63GIhw0C3GIQhickDXV6hOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AH4j6zUzK2I0CeHEW8Ib4rtSsnrq-5ma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YTpFh2rqoxUCJmA7nTRo8x6F0j2ZTwQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AH4j6zUzK2I0CeHEW8Ib4rtSsnrq-5ma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1isGqyw9m5iB22I15ZO1FiiUnL95eX_eL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AH4j6zUzK2I0CeHEW8Ib4rtSsnrq-5ma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sikST0Z_YucCFM9er7e9g3msQdivBxmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JNPSFLbrvbZvY3h2YAQYWaCy4DIOeYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-sPrQtObrdZytEgNBsJelqIdmfN38un-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmFlWbMDRLXonUbLtzjoOIf1nQa2a3Jw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ixrgVO712ejgZ1hOTVBWPTUqsa60Gzxx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmFlWbMDRLXonUbLtzjoOIf1nQa2a3Jw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmFlWbMDRLXonUbLtzjoOIf1nQa2a3Jw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0q4e_Rud5bMs469K2cuJu8kRPpUdceJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VV311aWaDfONnH3tTYcsmb0AHgdYIbc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ohMgEwQyUjPjRfwIf2Hu_rAysOFtt_tf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VV311aWaDfONnH3tTYcsmb0AHgdYIbc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ur-ZWd0SciEqSTZTZoEEtDd4MJYu_vrv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujM8RMwmUq2zA9xsCSjTq9eZ07tETuif/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6Z_IJHchdxtpV0RgkL9ULXglL3s7niv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DqTlUq7qxu2E20Nkxx5b-3wL6DaCsuMZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15sPK23ZJKgRkPs-Ba0RLm1p4i4ahRVXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EWZxwxTxqhJfaEIzqgT08a5K2gJJdYJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Mt4L16gnFRJgoVa2OKbfZp-MLcDfjaD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJzyEcjJW2nheEoZH3k1zIMtPWETlbJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XLpZni8yRaXq8uoPiwEXNjEPTpFX3yC6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XLpZni8yRaXq8uoPiwEXNjEPTpFX3yC6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s-vINDMDZtxSwcdLLzQra1h07Z07pf03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CtxLwT3--RoIIfW3MsiLqBU2WONRjEoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s-vINDMDZtxSwcdLLzQra1h07Z07pf03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vAwUAjn7JYjsdGzazsCXMQF_dNjnWsSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PNgFcYx77GOgiz3HuTlQVVOrXNa2Ih-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qb5vsFK-pjC_58M4LnbaBKlkLNdiDoBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh5g3HU7gy8tFgQyoBekIM4PVn3qOlOc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh5g3HU7gy8tFgQyoBekIM4PVn3qOlOc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh5g3HU7gy8tFgQyoBekIM4PVn3qOlOc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AniShUPoKJIO9r2kkmkpgrVfDLoc15mY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u6kTkrPWsNBwmrMQCfhWuyqsQxemeNau/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wv-W6w6_rK2Q88N3Ztk7J1vXjrRWdEob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wv-W6w6_rK2Q88N3Ztk7J1vXjrRWdEob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EaLHtITZSLMTStcPnzNcFOUwL0ebqnmj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzO7WINJULGigcbNzHfafN-oNNtDtMyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzO7WINJULGigcbNzHfafN-oNNtDtMyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gc1BRuTQKAjRGxnegW6tXl_6vAutOJVZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzO7WINJULGigcbNzHfafN-oNNtDtMyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzO7WINJULGigcbNzHfafN-oNNtDtMyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YTyvhIXysDowaot4UdYjsx5NJWfGZcXC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15sPK23ZJKgRkPs-Ba0RLm1p4i4ahRVXV/view?usp=sharing,%20https://drive.google.com/file/d/1JUTHejl1FBaUvLhTYYYZM6b_LzLiJWi7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IURZU7pMXJUS1YZ0p-8xcDsenvDZbnrt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iIFNtLnK3iJ6lSKUOXgUQZkBCNy_BNoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yF-kp6Gj62sweKx1zcSTKJ8kOfiQ6kwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg5KR36nq8HkEUVz5pFNlnO-DAjKDdXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uap2ehv6Gq3jEqE9I5UVkj5KM17PDGIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15sPK23ZJKgRkPs-Ba0RLm1p4i4ahRVXV/view?usp=sharing,%20https://drive.google.com/file/d/1_sXI1-0SjfWhoWfE63NlK24IGumE9VyC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRMdbOTF4ey1fKwcjKiK8JTBzbR8vcZx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116ChSNbIHENJoNBN-8jELAowd6MPLLnV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fxwvJwka_1RL1DCQI0TL7F-swbeDbep3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s-vINDMDZtxSwcdLLzQra1h07Z07pf03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh5g3HU7gy8tFgQyoBekIM4PVn3qOlOc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzO7WINJULGigcbNzHfafN-oNNtDtMyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzO7WINJULGigcbNzHfafN-oNNtDtMyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzO7WINJULGigcbNzHfafN-oNNtDtMyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg5KR36nq8HkEUVz5pFNlnO-DAjKDdXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLREoJ9LVwpK16jkLFpuDpU7JrMVuHf3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VV311aWaDfONnH3tTYcsmb0AHgdYIbc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VV311aWaDfONnH3tTYcsmb0AHgdYIbc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Mt4L16gnFRJgoVa2OKbfZp-MLcDfjaD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AH4j6zUzK2I0CeHEW8Ib4rtSsnrq-5ma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmFlWbMDRLXonUbLtzjoOIf1nQa2a3Jw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmFlWbMDRLXonUbLtzjoOIf1nQa2a3Jw/view?usp=sharing


佐藤信一 東京シューレ ー

木幡寛 ジャパンフレネ 発表資料

佐藤真一郎 文化学習協同ネットワーク、フリースペース

コスモ

発表資料

生駒知里 多様な学びプロジェクト 発表資料

齋藤光代 信州親子塾 発表資料

勝野有美 概要説明（東京シューレ） ー 概要説明

髙井 明子、金谷 直子 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 発表資料 記録原稿

分科会⑮ ウイズ・コロナ時代、学び方・働き方はど

う変わるか？
吉田敦彦（京都府立大学）、辻正矩・佐野稔・矢吹卓也（箕面こどもの森学園）、中尾安奈（ゆい空間）、中尾由香（NPO団体）、森岡次郎（大阪府立大学）、藤根将征、ー 概要説明

江川和弥 フリースクール全国ネットワーク 発表資料 記録原稿

武田　緑 発表資料 記録原稿

全体会 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

王美玲 淡江大学准教授 発表資料 記録原稿

全体会 JDECミーティング 発表資料 記録原稿

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～

不登校とオンラインフリースクール

分科会⑬

分科会B

JDEC企画

概要説明

記録原稿

多様な学びの実践交流～現場・実践者によ

る自由発表

分科会⑫

https://drive.google.com/file/d/1WE3EOjbPqtkr-kOcq5JdC4DWSzPdkyw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WE3EOjbPqtkr-kOcq5JdC4DWSzPdkyw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WE3EOjbPqtkr-kOcq5JdC4DWSzPdkyw1/view?usp=sharing
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