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第５回多様な学び実践研究フォーラムにのぞんで 

 

 

 

喜多明人 

第 5 回多様な学び実践研究フォーラム実行委員長 

早稲田大学・多様な学び保障法を実現する会共同代表 

普通教育機会確保法が成立して 1 年を経過しました。この法律は、憲法 26 条にもとづ

き、すべての子どもに普通教育の機会を確保していくために制定されました。現在、不登

校の子どもは 13 万 4000 人にのぼっています。学校がこの子どもたちに普通教育の機会

を確保できない現実を直視すれば、この法律に依拠して学校外の普通教育の機会を、子ど

もの意思にもとづき、広く、多様な学びの場として用意していくことが必要であり、それ

は社会の責任です。 

では、今後どのようにして、普通教育の機会を拡大し、学校外の多様な学びの場を確保

していくべきでしょうか。少なくとも、以下のような検討課題があると思います。 

 

１ わたしたちは、このフォーラムを通して、憲法 26 条にもとづき、子どもの学ぶ権利を

保障していくために欠かせない普通教育のあり方、多様な学びの実践・制度のあり方を

総合的に追求していきます。そのような取り組みを展開していくことは、日本の教育改

革、学校改革に一石を投じることになると思います。 

 

２ わたしたちは、このフォーラムを通して、これまで多様な学び実践の交流、総合への

チャレンジ、子ども参加による実践的な研修へのチャレンジをしてきました。これらを

ふまえて、多様な学び実践のオルターナティブ性を深めつつ、かつ憲法 26 条にもとづ

き普通教育の機会を確保するにふさわしく、多様な学びの実践的な質の維持、向上をめ

ざします。 

 

３ わたしたちは、このフォーラム通して、多様な学び実践を支えるしくみ、制度のあり

方も追求します。とくに今回は、国レベルだけでなく、自治体レベルでの制度の検討を

行います。法律は 3 年後の見直しを求めていますが、この法律に盛り込むべき制度は、

日本では初体験のことであり、法制化に当たって、自治体レベルでの制度の模索、経験

の蓄積が欠かせません。一日目の公民連携による多様な学びの場づくりをはじめとして、

多様な学びを条件整備的に支援する中間支援組織づくり、実践的質の維持向上に不可欠

な相互評価のしくみづくり等に取り組んでいきたいと思います。 
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ごあいさつ 

 

 
汐見稔幸 

多様な学び保障法を実現する会 共同代表 

この集会を持つようになって 5 年経ちますが、その間の多様な学びを保障しようとする

社会の動きにはめまぐるしいものがあります。短期間に法律まで策定されたということは、

背景にこの動きや運動が、歴史が必然的に向かう方向を向いているということを証明して

います。 

5 年前のこのフォーラムのあと、奥地さんたちを中心に熱心にロビー活動が展開され、

議員連盟ができ、文科省の中に担当者が置かれ、「フリースクール等検討会議」がつくられ、

という方向で動いてきました。その結果､確保法が策定されるまでになったのです。ただ、

この動きは下からの大きなうねりに支えられて､というよりは、根強い実践が支えになって､

その動きの歴史的正当性が政治家等を動かしたというのが正確だと思います。 

今大事なのは､あちこちのフリースクール等で確かな教育がおこなわれていることを誰

の目にも分かるように実践し、広く広報することを急ぐことでしょう。運動を第二ステー

ジに押し上げていくことです。その中味をめぐって活発な議論が行われることを期待して

います。 
 

ごあいさつ 

 
 

奥地圭子 

NPO 法人フリースクール全国ネットワーク 代表理事 

多様な学びについての実践や研究を進めたり、関心をもったりしている者どおしの交流

フォーラムを開催して、もう第 5 回を数えます。第 1 回目開催の 2014 年の頃は、まだ

市民の手による法律の案があるだけで、フォーラムが終わってすぐ、議員連盟をつくると

ころからロビー活動を始めたのでした。 

同年秋には国のフリースクール等フォーラムが開催され、翌年 1 月には「フリースクー

ル等検討会議」がスタート、5 月には議員連盟が立法化を宣言してくれました。 

そして 2016 年 12 月、休みの必要性と多様な学びの重要性を認める教育機会確保法が

成立し、1 年経つ今、フリースクールに小中学生の親の関心が集まり、公民連携も各地で

少しづつ進んでおり、国の変化を感じています。 

多様な学びの面白さや必要性を目に見えるようにし、子どもの学ぶ権利の保障には、多

様こそ大切だ、ということを多くの皆さんと共有できる楽しいフォーラムになることを期

待しています。  



第５回 多様な学び実践研究フォーラム 開催概要 

 

■日  時■ 2018 年 2 月 24 日(土)12:00～、25 日(日)9:00～16:30 

■参 加 者■301 名 

 

■開催趣旨■ 

 わたしたちは、普通教育機会確保法の成立から 1 年をへて、この法律を生かして多様な

学びの実践・制度のあり方を総合的に追及していきます。そのような取り組みを展開して

いくことは、日本の教育改革、学校改革に一石を投じることになると思います。 

 わたしたちは、このフォーラムを通して、これまで多様な学び実践の交流、総合への地

チャレンジ、子ども参加による実践的な研修へのチャレンジをしてきました。これらをふ

まえて、多様な学び実践のオルターナティブ性を深めつつ、その実践的な質の維持、向上

をめざします。 

 わたしたちは、このフォーラムを通して、多様な学び実践を支える制度を構築していく

ために、国レベルだけでなく、自治体レベルでの制度の検討を行います。具体的には、地

方教育行政との連携の第一歩として多様な学びを条件整備的に支援する中間支援組織づく

り、民間の経験、実践の蓄積を最大限活かした公設民営の多様な学びの場づくり、多様な

学びの人材養成・研修、実践的質の維持の向上に不可欠な相互評価のしくみづくり等に取

り組んでいきたいと思います。 

 

■2 月 24 日(土曜日)のプログラム 

○多様な学びフェア（12:00～14:00） 

全国から集まったフリースクールやオルタナティブスクール、ホームエデュケーショ

ンなどのブースを開設。日本国内で活動する「多様な学び（の場）」を一時に知れるまた

とないチャンスとなりました。 

○出展団体：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）、日本シュタイ

ナー学校協会、CRI-Children’s Resources International、デモクラティッ

クスクールネットワーク、日本イエナプラン教育協会、人の泉・オープン

スペース“Be!”、寺子屋方丈舎、フリースクールネモ、神戸フリースクール、

学び舎しつもん塾、認定 NPO 法人箕面子どもの森学園、NPO 法人文化学

習協同ネットワーク、デモクラティックスクールつながる広場、NPO 法人

東京賢治シュタイナー学校、東京シューレ王子、東京シューレ新宿、東京

シューレ流山、シューレ大学、ホームシューレ、東京シューレ葛飾中学校、

NPO 法人横浜シュタイナー学園、多様な学びプロジェクト FUTURE 

DESIGN、小山フリースクールおるたの家、不登校をグローバルに考える

会、NPO 法人なんとなくのにわ、一般社団法人 Dream Society「八ヶ岳遊
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べる学校」、一般社団法人コラボライフ キッズコミュニティ凛童舎、フリ

ースクールわく星学校、NPO 法人フリースクールみなも、日本ベンジャミ

ン人間性英才学校、東京学芸大学特別支援科学講座 加瀬研究室、早稲田大

学大学院 喜多ゼミナール、学校安全全国ネットワーク、子どもの権利条例

東京市民フォーラム、めぐろチャイルドライン、めぐろ子ども支援ネット

ワーク、創造集団 44Hz、東京シューレ出版、学びリンク株式会社 他（順

不同） 

 

〇多様な学び場で育った若者シンポジウム（14:15～15:50） 

 ・シンポジスト：遠藤 綾（フリースクールりんごの木） 

         Rafael Suzuki Navand（ブラジル学校 エデュカーレ） 

         前澤 佳介（ホームエデュケーション ホームシューレ） 

         松浦 生（東京賢治シュタイナー学校） 

        蓑田 道（東京サドベリースクール） 

・ 司  会 ：梅本 えりか 

（早稲田大学文化構想学部学生・フリースクールネモ スタッフ） 

学びの多様性は、個人の内面で生まれる思想・良心の自由であり、何者からも侵され

えない人間の尊厳としての多様性そのものであると考えられます。学びは当人の中でし

か発生しえないものです。その意味では、学びの場を構成する一員たる私たちが議論し、

模索することが出来るのは、学びの多様性にこたえる教育の多様性ではないでしょうか。 

今回、司会の梅本さんは登壇された方たちの学びの場を直接見学に行かれました。そ

れぞれの生き方がまさに多様でした。会場からも多くの質問・感想が寄せられ、盛り上

がりを見せました。 

 

〇シンポジウム「民間と自治体との連携・協働による“多様な学び場”づくり」 

（16:00～18:30） 

・シンポジスト：明橋大二（射水市「ほっとスマイル」） 

        西野博之（川崎市子ども夢パーク「えん」） 

        中野謙作（高根沢町「ひよこの家」） 

        奥地圭子（葛飾区「東京シューレ葛飾中学校」） 

・ 司  会 ：荒牧重人（子どもの権利条約総合研究所／山梨学院大学） 

・ 問題提起 ：喜多明人（子どもの権利条約ネットワーク／早稲田大学） 

 普通教育機会確保法の成立をふまえて、今後は当事者団体が所在する自治体での取り組

みが重要になってくると思われます。このシンポジウムでは、自治体の委託事業、指定管

理事業、公設民営、教育特区それぞれのやり方で「多様な学びの場」を運営してきたシン

ポジストからそれぞれ公設民営の現状と課題について語っていただきました。 
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〇懇親会（19:00～） 

 

■2 月 25 日（日曜日）のプログラム 

〇テーマ別分科会①（9:00～11:20） 

分科会 A・多様な学びの実践を深める～子ども中心の学びとは 

 フリースクール／オルタナティブスクールの第一線で活躍する実践者の方々4 名に、それ

ぞれの追求する「子ども中心の学び」の姿と日々の実践について、ありのままを語って

もらいました。教科学習の枠を出たさまざまな形の「子ども中心の学び」に触れ、それ

らへの参加に向けたきっかけや、その実践に向けた良質な気付きを得ることを目指しま

した。 

  ・ 実 践 報 告  ：高林賢（ひかりの学校あづみの本校 代表） 

           辻正矩（箕面こどもの森学園 学園長） 

           野村芳美（フリースクール東京シューレ スタッフ） 

           兼子和美（ホームエデュケーション家庭 保護者） 

  ・コーディネート：太田垣淳一（ダルトンプラン中高一貫校開校準備室勤務） 

           京藤裕子（ホームエデュケーション家庭 保護者） 

 

分科会 B・多様な学びのスタッフ養成・研修 

 普通教育機会確保法の成立により、学校外の多様な学びを公教育、普通教育として算入

させていくためには、今後、多様な学びを支えていくスタッフをいかに養成していくべ

きかが要となる。まず、多様な学びの現場、当事者団体によるスタッフ養成・研修の取

り組みがどこまで進展してきたか。そして大学等の教育機関によるスタッフ養成・研修

の可能性を追求する事である。 

  ・ 報   告 ：前北海（フリースクール全国ネットワーク理事） 

           藤村久美子（東京賢治シュタイナー学校教員） 

           後藤洋子（東京賢治シュタイナー学校教員） 

喜多明人（早稲田大学文学学術院・ 

文化構想学部「子ども支援とまちづくり」担当教員） 

           大塚咲希（早稲田大学大学院） 

           安ウンギョン（早稲田大学講師） 

  ・コーディネート：中村国生（NPO 法人東京シューレ、 

フリースクール全国ネットワーク事務局） 

 

分科会 C・多様な学びと学校教育 

 学校でも様々な取り組みが行われていることを知りあうところから始めました。学校教
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育の中における多様な学びに焦点を当てて、実際の学校現場での実践を出し合い、学校

教育関係者にも幅広く参加して頂きました。様々な取り組みの中から「教育課程・カリ

キュラム」「多様なニーズに対応する枠組み」「具体的な実践例として、子どものニーズ

をふまえて行う活動や授業の様子、内容」など、多様な学びと学校教育との関係を考え

合いました。 

  ・ 実 践 報 告  ：青柳優子（中学校教諭・人間の歴史の授業を創る会） 

           飯島良美（元小学校教諭・人間の歴史の授業を創る会） 

           小野學（東京学芸大学 児童生徒支援センター、特命准教授） 

           村井達生（足立区立第四中学校夜間学級 主任教諭） 

           横田和義（東京シューレ葛飾中学校） 

  ・コーディネート：藤田岳幸（東京シューレ葛飾中学校） 

 

分科会 D・多様な学びの基礎を作る～推進センター・中間支援組織の役割～ 

 普通教育機会確保法に示される「情報の提供、助言その他の支援」とはどのようなこと

が求められているのでしょうか。この点について私たちの実践と実態を踏まえて明らか

にし、国及び地方自治体をはじめ、広く国民に伝えていく必要があります。文部科学省

受託研究「フリースクール等の支援のあり方に関する調査研究」(2017 年度・東京学芸大

学)中間まとめを素材にして検討しました。 

  ・基調報告・コーディネート： 

           朝倉景樹(NPO 法人東京シューレ・シューレ大学スタッフ) 

  ・ 事 例 報 告 ：佐藤雅史(日本シュタイナー学校協会事務局・ 

               NPO 法人横浜シュタイナー学園 事務局長) 

           松島裕之(NPO 法人フリースクール全国ネットワーク 事務局長) 

           武藤啓司(NPO 法人楠の木学園 理事長・ 

               神奈川県学校・フリースクール等連携協議会 役員 

               横浜子ども支援協議会 会長 

               文部科学省フリースクール等に関する検討会議 委員) 

           金敬玉(韓国代案学校連帯元代表、ミンドュルレ代表) 

 

分科会 E・文科省と話そう 

 教育を考えるとき、国がどう考えているのか、どんな制度や仕組みになっているのか、

はとても重要です。国の教育を統括しているのは文部科学省(文科省)です。その文科省と

私たち市民が、自由に話したり、交流したりする機会はそれほどありません。また、あ

ったとしても要請であったり、抗議をしたりが多かった時代もあります。今や、公民連

携して、すべての子どもの幸せな育ちのために互いに意見を伝え、検討し合い、子ども

のために協力し合う時代と思います。 

第5回多様な学び実践研究フォーラム_大会概要

1-4



  ・ ゲ ス ト ：坪田知広（文部科学省初等中等教育局児童生徒課長） 

  ・コーディネート：奥地圭子（NPO 法人フリースクール全国ネットワーク代表理事 

                多様な学び保障法を実現する会 共同代表 

東京シューレ代表） 

 

〇テーマ別分科会②（12：20～14：50） 

分科会 F・多様な学びの実践を深める～居場所と学び 

 不登校の子どもたちの「居場所」の実践について語り合い、学びあう分科会です。午前

中の分科会 A の内容も受けながら、不登校の子どもたちの居場所における子どもの学び

をテーマとした報告と居場所とは何かに関するフロアディスカッションを行いました。 

  ・コーディネート：加藤敦也（武蔵大学社会学部ほか非常勤講師） 

  ・  実 践 報 告 ：平岩亜妃子（フリースペース・コスモ スタッフ） 

           佐藤信一（NPO 法人東京シューレ（王子）スタッフ） 

           稲葉裕一朗（小山フリースクールおるたの家 代表） 

 

分科会 G・多様な学びの場の立ち上げと運営 

 多様な学びの場を作ろうという時、教育の理念と方法はもちろんのこと、施設の確保、

スタッフの意思疎通、財政の確保、生徒集めなど多くのことが必要になります。特に、

子どもが安心できる環境、人間関係を築くことはとても重要です。安心できる環境は、

どのように形成されていくのか、報告とシンポジウムで深めました。 

  ・ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄと報告：古山明男（多様な学びを推進するためのネットワーク代表） 

  ・   報  告 ：宮田純也（世界の先生展 実行委員長・NPO 法人いきはぐ） 

  ・  シンポジスト ：前北海（NPO 法人ネモ 千葉不登校ひきこもりネットワーク・ 

                フリースクールネモ） 

            杉山まさる（東京サドベリースクール） 

 

分科会 H・多様な学びとオルタナティブ性～多様性・代案性・マイノリティ性 

 「多様な学び」の実践の普及と法整備（「普通教育機会確保法」の制定など）の流れにお

いて、「オルタナティブ（性）」という言葉が意味しているものは何か、また、社会や教

育における意義とはどのようなものかについて考えました。オルタナティブ教育／スク

ールが理念として、また、実践の積み重ねの中でつむいできたその意味と意義に加え、

この「多様な学び」を生み出す実践やそれらのネットワーキングが持つ運動としての側

面が持つ「オルタナティブ（性）」についても検討しました。 

  ・コーディネート：南雲勇多（東日本国際大学 特任講師・ 

認定 NPO 法人国際子ども権利センター） 

           勝野有美（東京シューレ非常勤スタッフ・ 
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                埼玉医科大 多磨全生園附属看護学校非常勤講師） 

  ・ 基 調 報 告  ：吉田敦彦（大阪府立大学教授及び副学長・ 

東京シュタイナー学校協会） 

  ・ 報   告 ：芳村寿美子（高根沢町「ひよこの家」） 

           安ウンギョン（早稲田大学 非常勤） 

 

分科会 I・多様な学びの評価～自己評価・相互評価で質を高める 

 私たちは多様な学びの場の「教育水準の維持向上が図られるよう」主体的に取り組まな

くてはなりません。その際、私たちが大切にしている「教育」理念、そしてその水準と

維持向上の仕組みを明示していくことが求められているとおもわれます。文科省フリー

スクール等に関する検討会議報告においては、「互いの活動を知って外部に公開する取り

組みや、各団体等が掲げている目標に照らした取組状況を相互に評価し、その評価結果

を外部に示したりすること」などが充実のための方策として提案されています。 

  ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄと報告：中村国生（NPO 法人東京シューレ・ 

フリースクール全国ネットワーク） 

  ・ 資 料  提 供 ：加瀬進（東京学芸大学教授・ 

フリースクール等の支援の在り方に関する調査研究チーム座長） 

  ・ 事 例  報 告 ：朝倉景樹（NPO 法人東京シューレ・シューレ大学） 

           鈴木綾（任意団体四つ葉学舎代表・NPO 法人アスイク常務理事・ 

               チャイルドラインこおりやま副理事長） 

 

分科会 J・教育機会確保法「3 年以内の見直し」次の展望を考える 

 普通教育機会確保法の成立によって、この 3 年間で教育現場にどのような影響を与えて

いるのかを踏まえ、法律の見直しを行うと考えられます。今度の見直しは「制度設計」

まで行うことができるのかが重要です。そのために教育現場の変化を明らかにする上で、

我々がこれからどのように努力すればいいかに関して議論を進めました。 

  ・ 報   告 ：亀田徹（LITALICO 研究所 主席研究員） 

           奥地圭子（NPO 法人東京シューレ理事長） 

           高島邦夫（東村山市教育委員会 教育支援課 SSW） 

  ・コーディネート：松尾和俊（東京シューレ新宿 スタッフ） 

           牛玄（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程 1 年） 

 

〇全体講演会 「海外先進事例から学ぶ オルタナティブスクールが韓国の教育を変える 

～民間発の公民連携事例を踏まえて」（9:00～11:20） 

 ・ 講   師 ：金敬玉（キムキョンオク） 

         ミンデュルレ代表・ 
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フリースクール関

係

23%

シュタイナー関係

7%

サドベリー関係

6%

ブラジル学校関係

4%
ホームエデュケー

ション

5%

その他オルタ

ナティブ教育

8%

研究者

8%

大学生

13%

教員、SC、SSW

6%

不登校親の会

2%

議員

2%

報道、メディア

1%

その他

15%

元韓国オルタナティブスクール全国ネットワーク代表 

韓国社会と日本社会は共通点も多ければ、違いも少なからずある。苛烈な受験競争が

あること、いじめ、子どもの自殺などは二つの社会が共通する点だ。日本ではフリース

クールと、オルタナティブスクールが別種のものとして識別されることが多い。韓国で

はそうではない。また、韓国ではフリースクール、オルタナティブスクールが学びの場

として、いわば市民権を得ており、官民の連携も始まっている。 

 

■参加費■ 

 一般 3000 円 18 歳以上の学生・若者 1000 円 18 歳未満無料 懇親会別途 2000 円 

 

■主催■ 

 多様な学び保障法を実現する会、NPO 法人フリースクール全国ネットワーク 

 

■参加者属性■ 

 A．フリースクール関係･････････････23％ 

 B．シュタイナー関係･･･････････････7％ 

 C．サドベリー関係･････････････････6％ 

 D．ブラジル学校関係･･･････････････4％ 

 E．ホームエデュケーション･････････5％ 

 F．その他オルタナティブ教育･･･････8％ 

 G．研究者･････････････････････････8％ 

 H．大学生･････････････････････････13％ 

 I．教員、SC、SSW･････････････････6％ 

 J．不登校親の会････････････････････2％ 

 K．議員････････････････････････････2％ 

 L．報道、メディア･･････････････････1％ 

 M．その他･････････････････････････15％ 

    

 

〔その他内訳〕 

     多文化共生・国際協力 

子育て支援 

就労支援 

社会教育 

など 

 

※回収数 229、無記入 72 名 
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