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文部科学省委託研究事業  
（いじめ対策等生 徒指 導推進事業）  

 
事業実施報告書  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※個人情報に留意し、一般公開用として一部割愛があります。  
 
 
１ 実施団体 
 
（１）団体名 
 特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク 
 
（２）所在地 
 東京都三鷹市下連雀 1-14-3 
 
（３）代表者役職・代表者氏名 
 代表理事 佐藤 洋作 
 
 
２ 事業の実施期間 委託を受けた日から平成２８年３月３１日 
 
３ 事業の実績 
（１）選択テーマ  ①⑨⑩   

フリースクール・フリースペースの実践研究発表による地域の不登校問題理解  
     
  ア フリースクール支援の可能性  
     平成 26 年 7 月 3 日の教育再生実行会議第五次提言においてフリースクールなど学校外

の教育に対する支援方針が次のように打ち出された。「生徒の能力や適性は多様であり、
生徒の学習ニーズに対応した教育を受けられるよう多様化や特色化を図ることが重要で
す。またこの時期は、社会人になるための助走期間であり、意欲ある全ての子供に挑戦の
機会が与えられるよう、家庭の経済状況にかかわらず教育機会を保障する必要がありま
す。」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai5_1.pdf）これをう
けて検討委員会が設置され、民間のフリースクール間でも盛んにフォーラムや学習会が行
われている。 

 
  イ フリースクール支援への課題 
     しかし、それらの会合で多く問題視されているのが「地域・市民レベルでの理解」であ

る。政策や法律だけができても、子どもの保護者･家族・親戚・担任･･･等による「不登校
は怠けである」「フリースクールでは遊んでいるだけ」という誤解が根強い。そのため広
く国民が「学校に行きたくても行けない」という子どもの心を理解し、フリースクールで
の学びの実態について知ることが求められている。また、発達障がいや生活困窮世帯の子
どもたちが不登校を経験することも多い。私たちの団体に寄せられる子ども・若者に関す
る相談件数の増加を考えても、保護者をはじめとして子どもの育ちを支える大人たちは、
時代と共に変化し増大していく子どもたちの生きづらさについて理解することを求めて
いるはずである。 

【研究の要約】 

 国の不登校政策が大きく転換しようとしている今、これまで不登校問題に関わってこ

なかった人を含めて広く国民の関心が必要である。よって本研究では地域で草の根の活

動を続けてきたフリースクール・フリースペースの実践を検証して発表し、普及効果を

検証した。その結果、ある程度の普及効果が認められた。 

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai5_1.pdf）これをうけて検討
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai5_1.pdf）これをうけて検討
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  ウ 課題解決のために 
     私たちの団体における 2008 年度からのこの委託研究の成果では、不登校・発達障がい

の子どもに対しての体験的な学びプログラムが非常に有効であることがわかった。利用し
た子からはお米作りや冒険キャンプなどの取り組みを通して生きることに前向きになっ
たという声も聞こえている。今回はその体験的な学びプログラムを主軸にしたフリースク
ールの実践を検証し、広く地域に発表することで困難を抱える子どもたちの心を理解する
試みである。 

 
（２）事業の内容 
  本事業はフリースクール・フリースペースの実践検証を行い、フォーラムを開催することに

よって不登校等の困難を抱える子どもたちの心について広く理解･周知を求めるものである。ま
ずはその効果検証の視点と方法を述べ、その後に具体的な事業の内容について 3 回のフォーラ
ムと地域実態調査、実践検証（保護者の満足度、子どもたちの意識）について述べる。 

 

ア 検証の視点、指標、方法 

   次の（ア）～（エ）の評価指標があり、それぞれ以下のような検証の方法をとる 

（ア）フリースクール政策動向に対する関心の高まり 

       3 回のフォーラム来場者（各 50 名）の意識と満足度を下記アンケート（表

1）で評価。スケール評価を用いて、意識の高さを記入者の主観によって 4 つ

のレベルに対応させる。レベル１からレベル４へと意識の高いスケールを示

すようになる。 

     （イ）保護者・教育関係者に対する、困難を抱えた子どもへの理解の高まりと、

フリースクール・フリースペースで得られる学びへの理解の高まり 

       フォーラム参加者への自由記述式のアンケートにおいて具体的に調査を行

う。また、可能な限りにおいて地域の保護者や教育関係者の意識実態調査（約

200 名）を行い、下記アンケート（表 1）を使用し、スケール評価を行う。 

 
（表 1）フォーラム・地域実態調査用アンケート項目 
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 （ウ）地域の子どもを支えるネットワークの発展 

       地域ネットワークを利用したフォーラムの周知を行い、来場者数の増加を

もって評価することとする。 

    （エ）多くの目が入ることによってフリースクール・フリースペースの実践強化 

       実態把握のために下記の保護者満足度アンケート（表 2）を実施（50 名）。

さらにフリースペース・学習支援（集団・個別）で学んでいる子どもたちと

ＯＢ・ＯＧ（約 50 名）の自然な（時には聞き取り）感想やつぶやきを普段の

活動や授業のなかで非常勤スタッフと大学教官が客観的に記録（表 3）。 

 

（表 2）保護者への満足度アンケート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表 3）子どもの感想やつぶやきの記録基準 
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イ 第一回フォーラム「心に幸せの種を持つ子どもたち」 

（ア） 概要 

日程：2015 年 11 月 22 日  

     場所：弊法人本部２階ホール 

     講師：篠崎純子さん（元教員で、特別支援教育士など。弊法人のボランティアスタッフ。） 

     内容：前半は発達障がいを抱えるなど生きづらい子どもたちの心について講義。後半は

グループディスカッションで来場者が身近なケースをそれぞれ出し合った。 

来場者：45 名（教員、保護者、大学生、地域世話人、元当事者） 

   （イ） アンケート結果 

     Ａ 表 1 フォーラム・地域実態調査用アンケート 

      第１回フォーラムの 45 名の来場者中 15 名から有効な回答を得、次のように

なった。（一つの質問に対して二つの回答があった場合には平均をとる。四捨五入

で小数第一位まで表示） 

 

                                    上記アンケート

項目（表 1） 

 

 

 

回答者番号 

                                    4 点が満点で無

回答は空欄とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Ｂ 自由記述式アンケート 

       自由に感想を述べる欄にあった来場者の言葉を一部抜粋。 
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    （ウ）アンケート結果からの読み取り 

・Ａ「特に気になる子どもの抱える困難について」の点数が高い。この質問 

に回答するにはそもそも子どもが困難を抱えていると認識していることが前

提とな。そのため、このフォーラムの来場者の子育て・教育に関する意識が高

いことが示される。さらにＤ「不登校や登校しぶりについて」の点数も高く、

4 点満点を回答しているのは 15 人中 9 人と、かなり高い割合である。つまり、

来場者の多くは不登校について受容的であるか、またはフォーラムの参加を経

て受容的になったことが示される。 

・Ｇ「フリースクール政策動向について」とＨ「フリースクールやホームスクー 

リングなどの学校外の学びについて」の数値も高く、来場者の関心の高さが伺 

える。１点をつけているのはほんのわずかで、Ｈには 1 点がない。 

・Ｅ「発達障がいについて」についての数値も高く、２「具体的に接する機会は 

ない」と答えているのは二人だけなので、来場者にとって関わっている子ども 

に何らかの発達障がい的なものが疑われ、それなりに対応をしているようであ 

る。Ｆ「子どもの貧困について」と比べても関心が高い。 

       ・Ｃ「特に気になる子どもの今一番問題とする行動について」の数値が一番低い。

これは、実際に問題行動があるために困っていると言うことを示している。問

題とする行動というと、発達障がいに由来するものから貧困や非行、睡眠の問

題、学習の問題、情緒的な問題まで幅が広い。そのため何らかのことで対応し

きれずに困っていることがあるというのは納得しやすい。 

 

ウ 第 2 回フォーラム「自然が私に生きてて良いと言った」 

（ア） 概要 

日程：2016 年 1 月 23 日  

     場所：鬼沢ビル２階（弊法人みたか若者事業部の施設） 

     発表者：Ｋさん（フリースペース OG・28 歳）、Ｍさん（フリースペース OG・25 歳） 

         佐藤真一郎（フリースペース スタッフ） 

     内容：ＫさんとＭさんは約 10～15 年前にフリースペースを利用していた OG なので、自

己紹介を兼ねて当時の様子や心境を紹介。農業体験プログラムを中心に、抱えて

いたしんどさや葛藤をどのように乗り越えられたのか対談形式で語った。その内

容については項目 キ にて一部を後述する。 

来場者：52 名（教員、保護者、大学生、地域世話人、元当事者、当事者） 

   （イ） アンケート結果 

     Ａ 表 1 フォーラム・地域実態調査用アンケート 

      第１回フォーラムの 52 名の来場者中 14 名から有効な回答を得、次のように

なった。（一つの質問に対して二つの回答があった場合には平均をとる。四捨五入

で小数第一位まで表示） 

 

 

 

                                 上記アンケート項目

（表 1） 

 

 

 

回答者番号 

                                    4 点が満点 
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     Ｂ 自由記述式アンケート 

      自由に感想を述べる欄にあった来場者の言葉を一部抜粋。 

 

（ウ）アンケート結果からの読み取り 

・今回もわりとＡ「特に気になる子どもの抱える困難について」の点数が高い。

このフォーラムの来場者の子育て・教育に関する意識が高いことが示される。

さらにＤ「不登校や登校しぶりについて」の点数は一番高く、来場者の多くは

不登校について受容的であるか、またはフォーラムの参加を経て受容的になっ

たことが示される。また、立場として不登校の子どもを持つ親の割合も多かっ

たため、子育ての経験と実感からの回答である可能性は高い。（プライバシー

保護のために立場を記載するアンケートと表 1 は別用紙で配って別に回収し

ている。） 

・Ｇ「フリースクール政策動向について」とＨ「フリースクールやホームスクー 

リングなどの学校外の学びについて」の数値も高く、今回も来場者の関心の高

さが伺える。１点をつけている人はいない。 

・自由記述式アンケートにあるように、来場者が卒業生の声を実際に聞いて得た

感動が伝わってくる。卒業生が一生懸命話してくれたことへの感謝や重みもあ

ってか、登壇者への否定的なコメントはなく、当事者のことばに感銘を受けて

いる。 

 

エ 第 3 回フォーラム「見離されない感覚と出会った」 

（ア） 概要 

日程：2016 年 3 月 4 日  

     場所：弊法人本部２階ホール 

     発表者：Ｈさん（フリースペースＯＢ・22 歳）、Ｍさん（フリースペースＯＢ・23 歳） 

         Ｔさん（フリースペースＯＧ・26 歳）、佐藤真一郎（スタッフ） 

     内容：Ｈさん、Ｍさん、ＴさんはフリースペースのＯＢ・ＯＧなので、自己紹介を兼ね

て当時の様子や心境を紹介。フリースペースでの学びや葛藤･回復のストーリー

を軸にして対談形式で語った。その内容については項目 キ にて一部後述する。 

        また、本報告の一部と新法の経緯についてまとめた冊子を来場者に配布した。 

来場者：63 名（教員、保護者、大学生、地域世話人、元当事者、当事者） 

   （イ） アンケート結果 

     Ａ 表 1 フォーラム・地域実態調査用アンケート 

      第１回フォーラムの 63 名の来場者中 17 名から有効な回答を得、次のように

なった。（一つの質問に対して二つの回答があった場合には平均をとる。四捨五入

で小数第一位まで表示） 
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                                 上記アンケート項目

（表 1） 

 

 

 

回答者番号 

                                    4 点が満点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ｂ 自由記述式アンケート 

      自由に感想を述べる欄にあった来場者の言葉を一部抜粋。 

 

 

（ウ）アンケート結果から読み取ること 

・今回もＤ「不登校や登校しぶりについて」の得点が高い。来場者の多くは不登

校について受容的であるか、またはフォーラムの参加を経て受容的になったこ

とが示される。今回も、立場として不登校の子どもを持つ親の割合も多かった。

また、Ｅ「発達障がいについて」とＦ「子どもの貧困について」について得点

が高い。発達障がいや貧困は不登校と切り離せないということはしばしばいわ

れるが、それを示唆する数値である。 

・Ｇ「フリースクール政策動向について」とＨ「フリースクールやホームスクー 

リングなどの学校外の学びについて」の数値も高く、今回も来場者の関心の高

さが伺える。Ｇの項目にいたっては３点と４点で 10 割を占めている。 

・Ｂ「特に気になる子どもの進路や将来について」で３点「専門機関と相談して

いるが困っている」または４「専門機関と十分な相談ができている」をつけて

いる人が 17 人中 13 人だった。つまり専門機関と連携して、いろんな視点・立

場で子どもを見守っていこうという意識の高い人が多いことがわかる。 

・今回も、自由記述式アンケートには感動のメッセージが多く、登壇者への否定
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アンケート項目（表 1） 

的なコメントはなかった。 

・今回は空欄が目立っている。A「特に気になる子どもの抱える困難について」,B

「特に気になる子どもの進路や将来像について」,C「特に気になる子どもの今

一番問題とする行動について」と続けて空欄にしているのが二名。この 3 つの

項目は具体的な子どもに対して回答者が具体的にどのようにしているか問う

項目なので、子育てや教育に関わっていない人が回答するには難しい項目かも

しれない。 

 

  オ 地域実態調査 

   地域のお祭りなど、なるべく教育関係者と保護者が集まる場所でアンケートの協力を募っ

た。 

（ア） 概要 

配布日程：2015 年 9 月 6 日（日） 地域の教育関係のお祭り  

     2015 年 11 月 8 日（日） 弊法人主催のバザー 

     2015 年 12 月 6 日（日） 地域ボランティア団体活動報告会 

     2016 年 1 月 23 日（土） 弊法人主催の活動報告会（お米作り報告会） 

     対象：地域のみなさん、三鷹市教職員、保護者、地域世話人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体関係者 

 配布数：約 200 枚 

 回収数：有効回答数 39  

   （イ） アンケート結果 

    （一つの質問に対して二つの回答があった場合には平均をとる。四捨五入で小数第一位

まで表示） 

 

 

回答者番号        4 点が満点で無回答は空欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）アンケート結果からの読み取り 

・全体的に、3 回のフォーラム時と比して平均点が低い。しかし、その中で一番

得点が高いのはＤ「不登校や登校しぶりについて」である。今回、地域実態調

査としては不登校で苦しむ子どもの心について潜在的な関心があることがわ
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かった。一方、１「怠けているので休まず通わせなければならないと思う」を

選んだ人が 6 人おり、４「状況に関わらず本人の意思を尊重するのがよいと思

う」を選んだ人が 10 人と、かなり意見の隔たりがあるようだ。 

・空欄が目立っている。A「特に気になる子どもの抱える困難について」で 10

名,C「特に気になる子どもの今一番問題とする行動について」で１３名、Ｄ「不

登校や登校しぶりについて」で８名、Ｆ「子どもの貧困について」で８名が無

回答である。前述したがＡの質問に回答するにはそもそも子どもが困難を抱え

ていると認識していることが前提となる。Ｃに回答するには、問題行動の存在

が前提となり、Ｄに回答するには、不登校の子どもたちと何らかの接点がない

と答えづらい。Ｆ「子どもの貧困について」を回答するにも実際に子どもの貧

困を目の当たりにしたことがないと答えづらい。これらのことから、困ってい

る子どもと接する機会が少ないと言う事と、教育や子育てへの関心が薄い人が

多い傾向にあることが分かった。 

・Ｂ「特に気になる子どもの進路や将来像について」では、２「親戚･友人･同僚

に相談している」が 21 名と、１「考える余裕がない。または自分ひとりで考え

ている」が 3 名でとあわせると 24 名。一方、3「専門機関と相談しているが困

っている」から４「専門機関と十分な相談ができている」はあわせて 10 名。専

門機関とつながらずに子どもの進路を模索する傾向が強い。 

・Ｇ「フリースクール政策動向について」とＨ「フリースクールやホームスクー 

リングなどの学校外の学びについて」の数値は低く、Ｈで 4 点「学校外の学び

運動に参加している」を回答したのは 4 名。Ｇで 4 点「関心が高く、情報を集

め具体的に活動に参加している・したい」をつけたのも 4 名であり、これは全

体の約 10 分の 1 である。１「知らない。関心がない」と答えた人数はＨで 9

名、Ｇで 15 名。フォーラム時と比するとかなり関心が低い。 

 

  カ 表 2 保護者の満足度アンケート 

   （ア） 概要  

日程：2015 年 6 月～2016 年 2 月末 

     対象：弊法人のフリースペースや学習支援を利用しているこどもたちの保護者約 50 名 

        うち 50 名から有効な回答を得た。 

     方法：非常勤スタッフによる客観的な聞き取りまたは無記名の郵送による回収 

   （イ） アンケート結果 

       （詳細を表にしたものは割愛） 
 

（ウ）アンケート結果から読み取ること 

・全体的に平均点が高い。どの項目を見ても１を選んだ保護者はおらず、（１と

２を同時に選んで 1.5 としていることがある。）フリースペース･学習支援に

よって悪い変化がもたらされたと考えている保護者はいないことがわかった。 

・特に得点の高いイ「子どもはフリースペース･学習支援に通うようになって精

神衛生上の変化があったか」とエ「子どもはフリースペース･学習支援に通う

ようになって心身の発達に伴う精神的な変化があったか」について、何らかの

変化が見られた３か４と回答した数は、イが 48 名、エが 42 名（2.5 点をあわ

せると 44 名）。これによって、ほとんどの子がフリースペース･学習支援に通

うようになって何らかの前向きな変化があったということがわかった。 
 
 
  キ ＯＢ・ＯＧと現在個別･集団に通ってきている子どもたちの意識調査 

   （ア） 概要  

日程：2015 年 6 月～2016 年 2 月末 
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     対象：弊法人のフリースペースや学習支援を利用しているこどもたち（24 名）とＯＢ・

ＯＧ（卒業生）（26 名）会わせて 50 名 

     方法：自然な（時には聞き取り）感想やつぶやきを普段の活動や授業のなかで非

常勤スタッフと大学教官が客観的に記録（表 3） 

        フォーラムで発表するに当たってのＯＢ・ＯＧへの聞き取りや発表中の語 

りから表３の内容を具体的に補完する。 

（ここでＯＢ・ＯＧ・卒業生とは、コスモの利用を自らの意思で修了させ

次のステップへ飛び立った状態にある人のことをいい、今回年齢は 19 歳～

36 歳まで幅がある。） 

（イ）表 3 子どもの感想やつぶやきの記録基準 

 

       （詳細を表にしたものは割愛） 

 

         （ウ）記録結果からの読み取り 

・全体的に、点数が高い。特にＡ「自分の抱える困難についてどう捉えているか」

とＢ「自分の将来像についてどう捉えているか」の点数が高く、これによって

子どもたちが困難を乗り越えて目標をもつことができていることがわかる。 

・現在フリースペース･学習支援を利用している子どもたちの平均と卒業生の平均

を出すとはっきりとした点数の差がある。現在利用している子どもたちのほう

がだいたい 0.5～0.8 点ほど点数が低くなった。これによって、フリースペース･

学習支援の利用を終了してからのほうが精神的に安定していることがわかる。 

・Ｄ「不登校･登校しぶりについてどう捉えているか」においては、現在利用して

いる子どもたちの中には 1 点が 1 名、2 点が 6 名、3 点が 9 名、4 点が 2 名とな

った。卒業生では 1 点は 0 名、2 点が 2 名、3 点が 8 名、4 点が 15 名。卒業生た

ちの多くが前向きに不登校を捉えている。（しかし、そうなるまでには時間が

かかることが想像できる。卒業生たちの中にはいまだに不登校にとらわれ続け、

いつまた「普通でない」自分と向き合わされるかという思いを抱えている者も

少なくない。調査時にたまたまその状態にあった者があったということでもあ

る。） 

・Ｆ「貧困についてどう捉えているか」では空欄が目立つ。これは、子どもたち

がそれぞれの家庭の貧困を自覚していないためである。保護者の並ならぬ努力

でそれと感じていないこともあるようだ。しかし一方で、割と裕福な家庭もあ

り、その場合もやはり貧困という感覚がわからないようだ。 
・卒業生の語りからは、Ｇ「子どもの多様な育ちを守る制度や運動についてどう
捉えているか」について高い点数をつけることができた。インタビューでは自
分がつらい思いをしたから今つらい人たちのためになることをしたいという声
が多かった。 

 
   （エ）聞き取りやフォーラムでの発表による当事者の言葉 

        （詳細を表にしたものは割愛） 
 
（３）推進組織体制 

ア  調査研究組織について 

        調査は、東京都三鷹市周辺を対象に行うこととする。三鷹市の私たちの法人（NPO

法人文化学習協同ネットワーク）のフリースペースと学習支援部を利用している不登

校児・発達障がい児・貧困家庭児およびその OB・OG を対象に実践検証を行う。検証

結果の発表フォーラムには、子どもたちに関わる地域ネットワーク（学校・医療機関・

不登校親の会・福祉機関・･･･等）と連携して広報を行う。運営協議会には、これま

で三鷹市のコミュニティ・スクールを牽引する第四小学校の校長を勤めてきた校長を

はじめとして小中学校の校長をお呼びしている。ほかにも地域の世話人たちによるス
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クールサポートのネットワーク代表や教育委員会担当者、児童青少年課、生活福祉課、

心理士などによって組織され、地域ネットワークの更なる発展にも寄与できると期待

している。 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   イ 事業実施の流れ 
     フリースクールでの実践検証を運営協議会（年 2 回）において会議形式で評価

し、調整を行ってフォーラムを開催する。フォーラム開催時にはアンケートでフ

ォーラム参加者を対象にアンケート調査を行う。運営協議会でアンケート調査の

結果をもって会議を行い、事業の調整を行う。 

 
 
 
 
 

 
 

ウ 実施日程 
 

時 期        内    容   備 考 
7 月 
 
 

・家庭と学校へ本事業調査研究の協力依頼 
・保護者向け第一回アンケート 
 

２０人 
５０人 
 

９月 
 
 
10 月 
 
 
 
１１月 
 
 
 
１２月 

・カンファレンス（実践検証） 
・地域実態調査 
 
・第一回運営協議会 
（事業計画およびアンケートと実践検証について協議） 
・カンファレンス（実践検証） 
 
・第一回フォーラム 
・カンファレンス（実践検証） 
・地域実態調査  
 
・カンファレンス（実践検証）  
・地域実態調査  
 

４人 
５０人 
 
１６人 
 
4 人 
 
45 人 チラシ地域 5000 枚 
４人  
５０人 
 
４人 
50 人 

１月 
 
 

・第二回フォーラム 
・地域実態調査 
 

52 人 チラシ地域 5000 枚 
50 人 
 

福祉 

学校 

医療 

NPO 法人文化学習協同ネットワーク 

フリースペース 学習支援部 
運営協議会 

 

（小学校校長、教育委員

会、地域世話人、福祉課等） 
貧困家庭児 

不登校児 

 
発達障がい児 

 

親の会 

 

 

地域ネットワーク 

フリースペース

の実践検証 

（大学教官・ 

非常勤スタッフ） 

運営協議会 

（小中学校校長・ 

教委・心理士等） 

フォーラム開催 

（講師：元特別支援

教諭、登壇：フリー

スペースＯＢ・ＯＧ） 

アンケート

等 

 

修正・調整 

修正・調整 

 

 

アンケート 
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２月 
 
 
３月 
 
 
 
 
 
 

・カンファレンス（実践検証） 
・保護者・地域向け第二回アンケート 
 
・第三回フォーラム 
・第二回運営協議会 
（事業内容およびアンケートと実践検証について協議） 
・フォーラム用冊子配布 
 
・本事業調査研究報告書作成・公開（見込み） 

4 人 
42 人 
 
63 名 チラシ地域 5000 枚 
16 人 
 
今までのフォーラム来場
者と地域世話人 200 冊 
地域・学校等へ 60 部送付 
（見込み） 

 
 
 
（５）事業の成果 
  ①事業により得られた成果 
    視点･指標･方法に基づいて次の（ア）～（エ）の成果を述べていくものとする。  

（ア）フリースクール政策動向に対する関心の高まり 
3 回のフォーラム来場者（計 160 名）のうち 46 名からアンケート（表１）

を回収して意識の高さを 4 段階で評価した。その結果、下記のように自ら
フォーラムに参加するような意識の高い層の平均的な数値を得ることができ
た。次頁の（イ）Ｂで取り上げる地域実態調査の値も併記する。 

 
表 1 について平均値のみを抽出 
 
 
 
 
 
 
 

・Ｇ「フリースクール政策動向について」とＨ「フリースクールやホームスクー 
リングなどの学校外の学びについて」の数値が高い。リピーターも居て 1 回目
から 3 回目にかけて関心が高まったことが示された。 

・Ｄ「不登校や登校しぶりについて」において 3 回のフォーラム来場者の回
答では、不登校に対してかなり受容的だった。当事者の親も多く、意識の
高い層が来場していたことがわかる。 

・Ａ「特に気になる子どもの抱える困難について」とＢ「特に気になる子ど
もの進路や将来について」では「専門機関と相談して」ということばの入って
いる項目が多く選ばれ、平均点が高い。つまり専門機関と連携して、いろんな
視点・立場で子どもを見守っていこうという意識の高い人が多いことがわかる。 
・Ａ「特に気になる子どもの抱える困難について」の点数が高い。この質問に
回答するにはそもそも子どもに困難があると認識していることが前提となる。
そのため、このフォーラムの来場者の子育て・教育に関する意識が高いことが
示される。 

・フォーラムに参加するような意識の高い層は新しい法律の動向への関心もま
た高い。来場者が増えたことは、意識の高い層の学習機会としてより一層の関
心を呼び起こしたものと考える。 

     （イ）保護者・教育関係者に対する、困難を抱えた子どもへの理解の高まりと、

フリースクール・フリースペースで得られる学びへの理解の高まり 

        Ａ フォーラム参加者への自由記述式のアンケートから 

           ・11 月 22 日フォーラムは発達障がいの話を中心に進めたことも

あって、「勉強になりました」「対処法など参考になりました」

「新しい視点も得られたかなと思います」のように、知識を手

に入れて満足された方が多いようだった。 

           ・1 月 23 日フォーラムはフリースペースのＯＧが登壇して農業体
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験の話を中心に進めた会だった。そのため、「学校教育がもっ

とゆったりしたらいいなと思わずにはいられません」「コスモ

の子達がどうして他の子に、あんなにやさしいのかわかりまし

た」「不登校のころの自分の胸に秘めた思いや農業体験の思い

出や学んだことなど、ご自身の思いを明るく前向きに皆さんに

話していただきました。」のように、共感と不登校当事者への

理解を深める学習会となった。 

           ・3 月 4 日フォーラムはフリースペースのＯＧが登壇して当時の

学びや葛藤・回復についてのストーリーを語る会だった。「学

校とは違った体験の学びの力に可能性を感じた」「子どもの育

つ場は多様でよいと思いました」「居場所で学んだことが、そ

の後の生き方や人生に大きな力になっていることに感動しま

した」と、不登校のフリースペースの意義に出会い、確認する

場となった。 

        Ｂ 地域の意識実態調査（約 200 名） 

表は前頁（ア）を参照のこと。 

・全体的に、3 回のフォーラム時と比して平均点が低いのだが、Ｄ「不

登校や登校しぶりについて」の点数が一番高く、不登校で苦しむ子

どもの心についての潜在的な関心があることが分かった。 

・Ｂ「特に気になる子どもの進路や将来像について」の回答傾向から、

専門機関とつながらずに子どもの進路を模索する傾向が強い。 

・Ｇ「フリースクール政策動向について」とＨ「フリースクールやホ

ームスクーリングなどの学校外の学びについて」の数値は低く 4 点

の割合は全体の約 10 分の 1 だった。 

・以上のことから、三鷹という地域について子育て･教育意識の実態の

一端を得た。不登校に対してはさまざまな考え方を持っているが平

均するとやや受容的である。しかしそれに比すると新しい法律や学

校外の学びについての関心は低い。また、専門機関とつながらずに

子どもを支えようとする傾向にあり、子どもたちが困っていないと

いうとても素晴らしいことかもしれないが、いかに地域の教育機関

が手を携えてネットワークを発展させてすべての子どもたちを様々

な視点･立場で見守る文化を創っていくかという課題が浮かび上が

ってきた。今後も地域の意識向上のため、フォーラムの開催を続け

ていく必要があることがわかった。 

     （ウ）地域の子どもを支えるネットワークの発展 

        運営協議会を開催し、地域ネットワークの強化を図った。 

・運営協議会では、具体的なケースを検討することでお互いの役割を確

認した。また、初めて出会う連携先とそれぞれの利用出来る制度を紹

介し合い、新たな連携の関係性が生まれた。（名簿は割愛します） 

・さらに、ネットワークを利用してフォーラムの周知を行った結果、来場

者数が以下のように微増した。ネットワークが発展したという解釈はで

きるが、まだまだ引き続きの努力が必要である。 

 

 

 

 

・地域のネットワークを利用した広報によって来場者をあつめ、さらにフォーラム

でグループディスカッションをしたことによって新たなネットワークづくりの機会に

 11 月 22 日 1 月 23 日 3 月 4 日 

来場者数 45 名 52 名 63 名 
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なった。 

 

     （エ）多くの目が入ることによってフリースクール・フリースペースの実践強

化 

Ａ 保護者満足度アンケート（表 2） 

・全体的に平均点が高く、非常に満足度が高いことがわかった。前述の

ようにフリースペース･学習支援によって子どもに悪い変化がもたら

されたと考えている保護者はいないことがわかった。 

・イ「子どもはフリースペース･学習支援に通うようになって精神衛生

上の変化があったか」とエ「子どもはフリースペース･学習支援に通

うようになって心身の発達に伴う精神的な変化があったか」の得点が

特に高い。つまりほとんどの子がフリースペース･学習支援に通うよ

うになって何らかの前向きな変化があったということがわかった。こ

れによって子どもたちが安心感を持って通っていることが推測され、

フリースペースと学習支援に対する一定の効果がみえた。 

 

 

      

        Ｂ フリースペース・学習支援（集団・個別）で学んでいる子どもたち

とＯＢ・ＯＧ（約 50 名）の自然な（時には聞き取り）感想やつぶやき

の記録（表３） 

            普段の活動や授業のなかで非常勤スタッフと大学教官が客観的

に記録を行った。卒業生にはインタビューの形をとり、1 人当た

り１～2 時間ほどとって「学んだこと」「どのように葛藤を乗り

越えたか」等を半構造化面接の形で聞き取った。 

 

 

 

 

 

 

・上記の表は３（２）キ（イ）表 3 において平均値だけ抽出したもの

である。全体的に点数が高い。特にＡ「自分の抱える困難についてど

う捉えているか」とＢ「自分の将来像についてどう捉えているか」の

点数が高い。これによって子どもたちの多くが困難を受け入れて目標

をもつことができていることがわかる。 

・現在フリースペース･学習支援を利用している子どもたちの平均値と

卒業生の平均値を出すとはっきりとした点数の差がある。フリース

ペース･学習支援の利用を終了（卒業）して社会に出てからのほうが

精神的に安定していることがわかる。 

・Ｄ「不登校･登校しぶりについてどう捉えているか」においては、現

役メンバーの平均値が低く、卒業生たちの平均値が高い。聞き取り

では、経済的な自立をしてはじめて気持ちの上で不登校を脱したと

いう聞き取りが 3 件ほどあった。総合的にみると現役メンバーの捉

え方が若干後ろ向きであることは、今の制度の下では自然な反応で

あると言える。 
・卒業生の語りからは、Ｇ「子どもの多様な育ちを守る制度や運動に
ついてどう捉えているか」について高い点数をつけることができた。
インタビューでは自分がつらい思いをしたから今つらい人たちのた
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めになることをしたいという声が多かった。 

 
 

 
 
  ②成果の普及に関する取組 

ア 弊法人施設においてフォーラムを開催 

  さらに第 3 回フォーラムにおいて卒業生の語りについての冊子を配布。それ以前

の来場者と地域の世話人（学校をサポートする保護者の会）にも後日配布した。 

    募集対象：保護者や教育関係者 約 150 名（約 50 名×3 回） 

    開催時期：2015 年 11 月 22 日、2016 年 1 月 23 日、3 月 4 日 

イ 団体ＨＰに本報告書の簡略版データとアンケートを公表し、メールでアンケート

回収（予定） 
 
 
 
（６）今後の課題 

 今回利用したアンケートは心理士のアドバイスを受け弊法人が作成したものである。作成にあ

たってはなるべく質的な評価が可能な形を追求した。それは、子どもの状態や回答者の意識がそ

の日の心身の調子によって変化し、数値で評価するには信頼性が薄いためである。レベル１から

レベル４の中から一つを選ぶことは難しく、レベル１とレベル４を同時に選択する事もあり得る。

よって、なるべく客観的に聞き取りを行うなどして質的な評価の信頼性をあげていくように努め

た。 
 また、不登校をめぐる新しい法的な動きに対して地域の関心を集め、子どもの心を理解
するためには更なる普及活動が必要であることがわかった。 
 
 
３ 文部科学省との連絡担当者 
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