
多様な学び保障法を実現する会
２０２１年度総会

日時　2021年9月4日午前11:00~12:00　　　オンライン開催

記録のため録画させていただきます。

開始までしばらくお待ちください



総会次第
1. 報告事項

A) 2020年度について

1. 2020年総会イベント

2. 第7回多様な学び実践研究フォーラム2020・第13回JDEC日本フリースクール大会

3. たよまなカフェ

4. 超党派フリースクール等議員連盟への働きかけ他

5. 会計報告

B) 2021年度について

1. 第8回多様な学び実践研究フォーラム2021

2. 記録集の発行

3. 共同代表の退任

2. 審議事項

1. 会則の変更と役員の改選

2. 2021年度の活動について

3. その他



1. 報告事項　A）2020年度について
1. 2020年総会イベント

● 日時：2020年7月5日（日）午後2時~4時 オンライン開催

● 内容：共同代表 汐見稔幸さんお話し 「ウイズコロナ時代と多様な学び」
　　　共同代表 奥地圭子さん報告     「１年間の活動報告と変化」
　　　共同代表 喜多明人さんお話し 「10・25文科省通知の意義とこれからの多様な学び」

● リレー報告 「10・25通知後の各地域の変化」

► 【宮城】中村みちよさん（多様な学びを共につくる・みやぎネットワーク /フリースペースつなぎ）

► 【栃木】中野謙作さん（とちぎ教育ネットワーク /栃木県若年者支援機構）

► 【富山】高和正純さん（はぁとぴあ 21）
► 【千葉】前北海さん（千葉県フリースクール等ネットワーク /フリースクールネモ）

► 【東京】永易江麻さん（東京都フリースクール等ネットワーク /東京コミュニティスクール）

► 【神奈川】岩間文孝さん（横浜子ども支援協議会）

► 【兵庫】中林和子さん（兵庫フリースクール等連絡協議会 /フースクールForLife）
► 【大分】加嶋文哉さん（星の会  不登校を考える親の会）

● 報告：講演録画や報告資料

● https://aejapan.org/wp/report/%e3%80%90%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%917%e6%9c%885%e6%97%a5
%e6%97%a5%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%bc%9a%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e7%b7%8f%e4
%bc%9a/



1. 報告事項　A) 2020年度について

2. 第7回多様な学び実践研究フォーラム2020＆第13回JDEC日本フリースクール大会

● 2020年9月5日（土）、6日（日）　オンライン開催

● 参加申込者数　434名（学生参加が3分の1）

● 全22プログラム実施

当初、早稲田大学を会場にリアル開催を計画していましたが、新型コロナの影響により 9月に延期。フリースクール全
国ネットワークJDEC日本フリースクール大会同時開催

● 報告：発表資料等
https://aejapan.org/wp/report/%ef%bc%9c%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b
3%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%a79%e6%9c%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%b1
%ba%e5%ae%9a%ef%bc%9e-%e5%a4%9a%e6%a7%98%e3%81%aa%e5%ad%a6%e3%81%b3/



1. 報告事項　A) 2020年度について
3. たよまなカフェ

● 2020年12月　「台湾のオルタナティブ教育制度と実践　～日本にどう活かせるか？～」★

● 講演者：王 美玲さん （淡江大学准教授）、対談者：安  恩鏡さん（東洋大学子ども支援学助教）

● 2021年3月　「シュタイナー教育が知りたい　～考えて行動する人へ～」

● 講演者：中村  真理子さん （日本シュタイナー学校協会副代表／京田辺シュタイナー学校教員）

● 2021年4月　「イエナプランのコンセプトと学校現場をつなぐために
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー学校教育の中における個別最適な学びと協働の学びー」

● 講演者：中川  綾さん （日本イエナプラン教育協会理事、学校法人茂来学園理事、  株式会社アソビジ代表）

● 2021年5月　「もうひとつの学校制度「スモールスクール」の提案」★

● 講演者：辻正矩さん  （箕面こどもの森学園学園長、認定 NPO法人コクレオの森代表理事）、対談者：竹内延彦さん（長野
県池田町教育長）

● 2021年6月　「海外からの視点で教育の未来を考える～ 元教員が見たオランダと日本の教育～」★

● 講演者：金澤  克宏さん（認定NPO法人Teach For Japan ）

● 2021年7月　「普通教育って何だ？！」★

● 講演者：汐見稔幸さん　（多様な学び保障法を実現する会共同代表）

● 報告：★動画公開（予定含む）
https://aejapan.org/wp/category/%e3%81%9f%e3%82%88%e3%81%be%e3%81%aa%e3%82%ab%e3%83%95%e
3%82%a7/



1. 報告事項　A) 2020年度について
4. 超党派フリースクール等議員連盟への働きかけ

● 2020年12月9日　議連総会開催（フリースクール全国ネットワークと共同で申し入れ）

● 「要望書」13項目を提出

1. FSにもコロナ対策支援を

2. 就学援助費のFS適用を

3. GIGAスクール、EdTech教材をFSにも

4. 在宅オンライン学習の出席扱い

5. 学校安全保険、健康診断、災害給付等の適用を

6. フリースクール等連携協議会等の公民連携促進を

7. フリースクール調査の２回目実施を

8. 評価システムの実証実施をモデル事業に

9. 地域フリースクール等のネットワーク（中間支援組織）の支援を

10. フリースクールを選べる制度に（就学義務の見なし）

11. 不登校特例校の支援を

12. 確保法11条　公立（教育支援センター）だけでなく民間施設の整備も

13. 外国学校を含めたフリースクール支援を

● 全国各地から、確保法成立後の状況や成果を資料提供

● 報告：要望書・報告資料、文科省資料、経産省資料
https://aejapan.org/wp/others/%e3%80%90%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e8%ad%b0%e9%80%a3%e9%
96%8b%e5%82%ac%e3%80%912020%e5%b9%b412%e6%9c%889%e6%97%a5/



1. 報告事項　A) 2020年度について
5. 会計報告　

＜お詫び＞
この決算書は、会計監査を経ておりません。 2021年度と併せ
て監査を行い、ご報告させていただきます。



1. 報告事項　B) 2021年度のこれまでについて

1. 第8回多様な学び実践研究フォーラム2021

● 2月実行委員会発足

● 2021年9月4日（土）・5日（日）、オンライン開催

2. たよまなカフェの開催（前述）

3. 記録集の発行

● 第7回多様な学び実践研究フォーラム2020・第13回JDEC日本フリースクール大会記録集
東京シューレ出版　『多様な学びを創る 不登校支援から多様な学び支援へ』
2021年8月刊

4. 未来の先生フォーラムプログラム実施参加

● 2021年8月22日（日）
「学びを選ぶ時代～オルタナティブスクール・フリースクールの実際
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体活動紹介と多様な学びの制度）」

共同代表の退任

 共同代表退任（退任あいさつ 　　奥地圭子さん、喜多明人さん、汐見稔幸さん）



2．審議事項　
1. 会則の変更

2. 役員の改選（案）

►

条 新 旧

第1条 この会は多様な学び保障法を実現する会といい、事務所を東京都北区岸
町1-9-19に置きます。

この会は多様な学び保障法を実現する会といい、事務所を東京都北区岸町1-9-19
特定非営利活動法人フリースクール全国ネットワーク内に置きます。

第7条 この会の役員は次のとおりとします。
代　　表　３名以上
事務局長　１名
監事　１名

2 役員は総会において選任します。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げません。

この会の役員は次のとおりとします。
代　　表　３名
事務局長　１名
監事　１名

2 役員は総会において選任します。

※役員の報酬は、全員なしとする

代表 小貫　大輔 さん（おぬきだいすけ） ブラジル学校、東海大学教授

代表 江川　和弥 さん（えがわかずや） フリースクール全国ネットワーク、寺子屋方丈舎

代表 黒田　喜美 さん（くろだよしみ） デモクラティックスクールまっくろくろすけ

代表 吉田　敦彦 さん（よしだあつひこ） 日本シュタイナー学校協会、大阪府立大学教授

代表 リヒテルズ直子 さん（なおこ）
オランダ教育・社会研究家研究、日本イエナプラン教育協会特別顧問、Global Citizenship 
Advice & Research社代表

事務局長 未定 　（運営会議に一任をお願いします）

監事 辻　正矩 さん（つじまさのり） コクレオの森



2．審議事項　

3. 2021年度の活動について

1. 普通教育機会確保法改正あるいは新法制定のための研究・意見交換・行動
超党派フリースクール等議員連盟・文部科学省等への要望や連絡

2. 実践研究フォーラムの開催
多様な学びの実践の交流と相互の学びあい
多様な学びの研究の交流、研究者の拡大
多様な学びの普及啓発・理解拡大

3. たよまなカフェの開催
多様な学びの普及啓発・理解拡大

4. ホームページの運営・メールマガジンの発行

5. 運営会議の開催（月1回）

6. その他

会員募集

4. その他


