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生涯学習推進課
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みよし市民病院 2
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委員会年間テーマ
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★いじめ・不登校対策

★特別支援教育
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１６万５,000人

６１万3,000人

不登校児童・生徒数

子どもは減っているのに
過去最多

中高年のひきこもり者数

若年層と合わせると
１００万人オーバー？

この数字が表すものは？



みよし市の現状
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みよし市の現状
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国の取り組み・法制度
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不登校児童・生徒数 ： ５年連続増加、過去
最多

教育機会確保法 (２０１７年施行)

子どもたちが教育を受ける機会を確保するための施策

を

国や自治体の責務として、財政上の措置を講じるこ



教育機会確保法
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目的： 不登校の子どもたちが
安心して学べる環境を作る

ポイント

・「魅力あるより良い学校づくり」・・・ 学校内の取り組み

・「多様で適切な教育機会の確保」・・・ 学校以外の場



学校以外の場とは？
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フリースクール →全国４００箇所、４２００人

教育支援センター →自治体の６３％、１１４２

不登校特例校 →公立５校、私立７校

自宅での学習 →ICTの活用等



現状と課題
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フリースクールに通う子・・・不登校全体の２％

教育支援センターに通う子・・・１１％

自宅学習で「出席扱い」・・・全国で１４９件（２０１７年）

⇒多様な教育機会が確保されていない。



視察先の選定
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高根沢町 ： ひよこの家（適応指導教室）

学校外の取り組み

学校内の取り組み

横浜市立市ケ尾中学校 ： 学習ルーム



栃木県高根沢町
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高根沢町

面積・・・７０．８７㎢
人口・・・２万９千人

・ホンダのまち

・まちづくりキャッチコピー

『手間、暇 かけて』

《栃木県》



高根沢町の現状
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★ひきこもりがちな児童生徒への支援

実態の推移

・不登校児童・生徒数は減少傾向にあり、
全国及び栃木県の出現率に比べ少ない。

職員の関わり方

・学校、家庭、関係機関と連携して支援している。
・ひよこの家、学校、教育委員会が連携して対応。



ひよこの家
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「学校には…行きたくない。」

突然、子どもがこんな気持ちを打ち明けたとき、

あなたはなんと返事をしますか。

また、その後どんな行動をとりますか？

田園風景の中に、築１００年を超える古民家がありま

す。

１６年前、高根沢町が不登校の子どもたちのために

設置したのが「ひよこの家」です。



ひよこの家の導入背景
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以前にも教育委員会が入る施設の一室に、

適応指導教室はあった。

しかし・・・

・来ている児童・生徒は１～２人

⇒仕組み自体に問題があるので

は？



ひよこの家にこめられた想い
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「学校に行けない子どもたちの

権利を守るのはまちの義務」

子どもたちが安心できる居場所とは？

・行政や教育機関から離れた場所が良い

⇒田んぼの中の古民家

・行政がやっても上手くいかない

⇒運営はNPOと連携して行う



一般的な適応指導教室は、不登校の子どもたちが

学校へ戻ることを目的としています。
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フリースペース ひよこの家

学校に戻ることを目的としていな

い！

ひよこの家の最大の特徴は・・・
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フリースペース ひよこの家



フリースペース ひよこの家
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フリースペース ひよこの家
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フリースペース ひよこの家
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ひよこの家の特徴
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・お昼に給食が出る。

・町外の子どもたちも受け入れている。

・スケジュールは、子どもたちが自分で決めてい
る。

・体験型のレクリエーション活動が多い。

・多様な大人との関わりがある。



ひよこの家の成果
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・ほぼ全ての子どもが高校に進学している。
(これまで８５人中、８４人進学、１人

就職)

・不登校児童・生徒が減少している。

・自立性・主体性が身につく。

・体験型の活動などにより社会性が養われて、
社会に出てからも生かされている。
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横浜市立市ケ尾中学校

横浜市青葉区

面積・・・３５．２２㎢
人口・・・３１万人

【市ケ尾中学校】

・閑静な住宅街
・教育熱心な親が多い

《横浜市》
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横浜市立市ケ尾中学校

平川理恵さん リクルート出身（１９９１年～）

１９９９年・・・留学仲介会社起業

２０１０年・・・市ケ尾中学校校長着
任

（民間出身初の公立中女性校
長）

２０１５年・・・中川西中学校校長着
任
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教育理念：自立貢献

「学習する学校」づくりで２１世紀型学校へ

【２０１９年度学校経営重点目標】

１．キャリア教育と校区内小中一貫教育の推進

２．SDGsを意識した持続可能な学校づくり

３．「学習ルーム」を中心に特別支援教育の推進



小中一貫教育推進ブロック
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(市ケ尾中学校・市ケ尾東小学校・荏田西小学校)



SDGsの推進
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【アートマイルプロジェクト】

・プラスチックゴミ問題を考えるワークショップ

・スカイプを使ったケニアの生徒との協働学習

自分の地域と世界を関連付け、共通課題を発見し、

多様な文化背景を持つ人たちと、協働して解決策を

探る力や、新しい価値を生み出す力を育てる



学習ルームにこめられた想い

29

・多様な選択肢から自分に合ったスタイルを選んで欲し
い。

・困ったとき誰かに相談できる力を身に付けて欲しい。

・通学できない生徒にも一人残らず支援を届けたい。

⇒担任常駐型の学習ルーム



学習ルームについて
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<利用生徒>

・学習支援、登校支援を必要とする生徒
・個別支援級在籍生徒

<運営体制>

・特別支援コーディネーター(学習ルームの担任)
⇒ティーム・ティーチングの教職員を配置

・全教職員での対応(毎時間最低１名)
・特別支援教育担当非常勤
・大学生(インターンやボランティア)



学習ルーム
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学習ルームの特徴
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・担任がいるので生徒の状況を的確に把握でき、
学級担任との情報共有ができる。

・一般学級の隣にあり閉鎖的な雰囲気がない。

・多くの大人が関わり、自習形態にならず
きめ細やかな支援ができる。



学習ルームの成果
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・子どもたちにアウトリーチ型の支援ができる。

・一般学級への復帰を前提としないことで、
結果的にほとんどの生徒が復帰している。

・閉鎖的な教室にしないことにより、
他の生徒も多様性を考えるきっかけとなる。



みよし市の現状
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＜適応指導教室（ふれあい教室）＞

・体験、相談活動、学習の補充等を行い、

集団への適応能力、自主・自立の力を育成する。

＜相談＞

・児童生徒の学校・家庭生活における悩みの相談

・心理士、ハートケア教育サポーターを配置し、

不登校を中心とした相談と対応。

★ひきこもりがちな児童生徒への支援



教育センター「学びの森」
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ふれあい教室(適応指導教室)旧勤労青少年ホーム



ふれあい教室の運営
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・ハートケア教育サポーター(校長OB ２名)
①不適応児童生徒及びその家庭への支援
②各学校の実態把握と指導助言
③スクールソーシャルワーク
④子どもの相談員・心の教室相談員の活動支援

・適応指導教室指導員(主任指導員１名、指導員２名)
①ふれあい教室に通う児童生徒への指導
②学校との情報共有



ふれあい教室の課題
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・昨年度３０人、今年度１６人の登録。

⇒部屋が狭く、職員が足りていない？

・今年度は中学生のみ。
・主に中学３年生が通い自習している。

⇒子ども同士や大人とのふれあいは？



みよし市への提言（案）
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１．学校復帰を目的としない居場所づくり

２．モデル校に学習ルームの導入

３．スクールソーシャルワーカーなど専門家の
配置

４．地域社会や多様な大人との連携



ご清聴ありがとうございました。
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