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はじめに  

 フリースクールペガサスが開設して５年になる。その間多くの子どもたちが教

室に通って来ている。はじめはどこにも行く場所がない子どもたちの家以外の居

場所から始めたが、学習へのニーズが多いこと、将来の進路選択には学力が必要

となることなどから今のような学習を中心にしたフリースクールへと変化してき

た。  

これまでに通って来る子どもたちを見ていると学年が小さな子どもは家以外の

場所で過ごすことを目標にしていることが多く、学年が上がるとともに学習する

ことへ関心を持つようになっていく。そして、ペガサスで過ごす時間が増えるに

したがって学習の必要性を強く感じ取るようになっていく傾向がある。特に中学

生は高校進学という現実と向き合うことから学習への意欲は高いものを感じる。  

ペガサスでは、これまで多くの子どもたちが学校復帰を実現しているが、今年

度も４人の子どもが学校へ復帰することができた。また、年度末までペガサスに

在籍していた中学３年生は９人いるが、全員が高等学校（内２人が通学型の通信

制高校）への進学が決まっている。  

 ペガサスに中学３年生になってから通い始める子どもは少なくないが、入会時

の面談でよく聞くことが「高等学校に行けますか」「行く高校がないと言われどう

していいのかわかりません」など、高校への進学ができないという不安である。

その裏には、何とかして高校へ行きたいという気持ちが見て取れる。このような

子どもたちの姿を見ていると、フリースクールでの学習指導は子どもたちの将来

に向けて必要なことであり、奪ってはいけないものであることを改めて痛感する。 

 今回の「不登校児童生徒の学習支援とフリースクールとの連携事業委託」では、

フリースクールにおける不登校児童生徒の学習支援と学校・保護者との連携につ

いて、インターネットを活用した学習支援や実技や体験活動による学習支援、社

会的自立に向けた進路学習の支援をどのように行うか、また学校・保護者との連

携をどのように図ればよいかを模索しながら事業を進めた。  

 新型コロナ感染が蔓延している中、子ども達の健康管理に十分な留意をしなが

ら１年間行ってきた事業内容について報告をする。  

 



  新型コロナウィルスの感染拡大は収まることがなく、常に注意が必要な状況が続

いている。このような状況の中でフリースクールに安心して子どもたちが通って来

られるようにすすために、最大限の予防の手当てを進めた。  

〇 教室環境の感染予防 

まずは、子どもたちが教室に来る前にできる予防策として、教室の机、エレベ

ータのボタン、入り口のドアノブ、トイレなどは毎朝アルコールで消毒した。ま

た、放課後はパソコンのキーボードや使用した机やいすのアルコール消毒を行っ

た。 

新型コロナ感染の予防の基本は「密閉」「密集」「密接」の三密を防止すること

であることは変わりない。そこで、まずは常に教室の窓やドアは２方向または３

方向を開口して空気の流れを作るような教室環境となるよう注意した。  

   また、密集、密接を防ぐために長机１つに１人の定員とし、隣同士の間隔を十

分にとるようにした。さらには、机と机の間には高めのパーテーションを設ける

など三密防止に努めた。 

 〇 子どもたちの健康管理  

  子どもたちは教室に来る前に自宅で検温や体調の観察をして、「健康観察チェッ

ク」用紙に記録して毎

日提出することにし

た。また、もし検温を

忘れた子どもがいた

場合は、非接触型体温

計を使って検温し体

温の確認をした。  

  また、入室の際に

は、全員薬用のハンド

ウォッシュで手洗い

をして席につかせる

ようにした。  

 

１．インターネットを活

用した学習について  

(1) 指導計画の活用について  

  文部科学省の学習指導要領には子どもたちの発達段階に応じた標準的な学習内

容が示されており、その内容に沿って各学校では指導計画を立て学習指導をしてい

る。千葉市には小中学校とも指導計画が示されているが、これまでのペガサスでの

指導からその指導計画に沿って月ごとの指導を組み立てていくことは、学習歴の違

うフリースクールに通う子どもたちには難しい。そこで、指導計画を基本にしつつ



もそれぞれの子どもの状況に応じて週を単位にしたり、日を単位にしたりしながら

計画を立て、学習を進めていくことが実態に見合った方法である。  

(2) 使用した学習支援ソフト  

  使用した学習ソフトは２種類である。１つは今回の委託事業のテーマでもあるイ

ンターネットを活用した学習のための学習支援ソフト、そしてもう 1 つはパソコン

内にインストールして使用する学習支援ソフトである。  

 ペガサスでは効果的な学習支援を行えるよう２つのタイプのソフトを並行して利

用することにした。  

◎インターネット接続型ソフト  

 「天神」－株式会社タオ－  

 このソフトの大きな特徴は以下の通りである。  

① すべての教科書に準拠しており、特に著作権のため引用の少ない国語でもほと

んどの内容を扱っている。 

② 教科書は市町村別に選択できるので、学年をさかのぼっ

た場合に転校してきた子どもでもその年度に使用してい

た教科書に合わせて学習できる。 

③ 小中学校を合わせて 2,000 本以上のビデオによる授業

映像により学習内容の解説を見る「ビデオ学習」、問題と

解説を重視した「単元学習」、教科書の目次ごともしくは

複数の目次を組み合わせてテストを生成する「テスト学

習」などの学習パターンを自由に選べ、個に応じた学習形

態を選ぶことができる。 

④ 学習のまとまりごとにまとめプリントが用意されており、付箋をめくるように

して内容を確認していくことができる。 

⑤ 学習を自動判定し子どもごとに最適な問題を出題する。不正解の場合はヒント

を見ることもできる。 

⑥ 不正解問題に対しては正解するまで同じパターンの別問が出題され、クリアし

た単元をもう一度学習するときには同じパターンの別問題が出題される。 

⑦ 各教科とも教科書の内容に沿って学習の形態と内容を順に Excel 表で作り事が

でき、学習日や学習予定日を記入していくことができ、計画が立てやすい。  

⑧  それぞれの子どもの評価を領域別、観点別に確認することができ、保護者面談

や学校への連絡など必要であれば子どもの学習歴を Excel 表にプリントするこ

とができる。  

 

◎パソコンインストール型ソフト  

「ランドセル（小学生版）」－株式会社がくげい―  

「デジタルスタディ(中学生版)」－株式会社がくげい―    



この２つのソフトは小中学校とも英語を含む５教科（小学校低学年は社会科、理

科が生活科になるので４教科）を基本に小学生版は簡単な映像で紹介する形の体

育、音楽、家庭が入って構成されており、各学年の学習指導要領に準拠しいる。ま

た、使用教科書も選択できるようになっているいるため、千葉市で使用している教

科書を選択することができる。  

使い方としては基本的にはインターネット接続型ソフトで学習した内容のまと

めやアニメによる解説で理解を容易にするなど、インターネット接続型ソフトの

補完的な役割として利用した。  

 

(3) 学習支援ソフトの効果          

 指導計画の項で触れたが、不登校の子どもたちは学校を休んでいた期間が様々

であることから、同じ学年の子どもであっても学習歴は個々違いがある。こうした

子どもにとっては、パソコン学習は一人一人が自らのペースで進めることができ、

個別の学習がしやすい。 

そこで、学習の進め方の枠組みを決め、このパソコン教材の特性を生かして、子

ども一人一人の進み具合を見ながら学習を進めることで、効果があったと言える。 

学習の進め方は次のような枠組みにして進めた。  

  ①  千葉市の指導計画に沿った学習時期が表記されている各教科の年間学習内容

計画書を子どもに渡す。 

②  インターネット接続型ソフトの小単元のはじめにある５分から１０分程度の

映像授業を見て学習する。 

③ 小単元のポイント整理の画面に移り、付箋をめくるようにして学習内容の確認 

 をする。 

④ 小単元ごとに用意された問題を解く。間違えたところは、繰り返し解き、  

１００点を目指す。  

⑤ 次の小単元に移り繰り返す。  

⑥ 単元が終わったら、パソコンインストール型ソフトを使って単元のまとめを 

する。 

⑦ 中学生は学校で使用している「学習ワーク」を使って学習のまとめをする。 

⑧ 今日の学習の記録を年間学習内容計画書に書き込み、次回の予定を考える。  

 

２．実技や体験活動を取り入れた学習について  

  ①  理科実験  

理科の学習は実際に器具を使って実験し、体験することに大きな意味を持って

いる。人との関わりが苦手な不登校の子どもたちには、一人１実験のような形で

実験を行うと積極的に実験に取り組むことができた。  

 



〇  顕微鏡を使っての観察  

子どもたちは実験観察の器具に触れる機会も少ない。小学生から中学生まで

の子どもたちに個別で既成のプレパラートを使って顕微鏡で見る体験を行っ

た。顕微鏡の部位の名称を知り、実際にレンズを入れ替えたりしてプレパラー

トを観察した。双子葉植物、単子葉植物の茎の横断面や縦断面、ムラサキツユ

クサの葉の表皮にある気孔、淡水にすむ微生物（ミジンコ、アオミドロ、ゾウ

リムシ、クンショウモなど）、マツの花粉などを観察した。  

  〇  上皿天びんを使っての計量  

    上皿天びんを使って、消しゴムや鉛筆など身近な

ものの重さを量ったり、反対に食塩を使って決め

られた重さを量り取る体験をした。右利き、左利き

で違いはあるが、重さを調べたい時と決められた

重さを量り取るときでは分銅を乗せる皿が反対で

あることを体験した。  

  〇  酸とアルカリの化学実験  

    小学校と中学校で学習する酸性とアルカリ性の性質

を調べる実験を行った。身近にある６種類の水溶液（食

塩水、水、石鹸水、重曹水、食用酢、炭酸水）を用意し

て、リトマス試験紙に付けた時の色の変化とＢＴＢ溶

液を垂らした時の色の変化を観察した。また、最後には

ＢＴＢ溶液を入れた重曹水に食用酢を少しずつ入れて

いき、色の変わっていく様子を観察した。日頃実験器具

に触れることない子どもたちであるが、水溶液の色が

変わる実験を自分でやることで変化に歓声をあげてい

た。  

〇  学校教材の作成と実験  

  担任の先生が届けてくださった理科教材（星座早見

盤、空気でっぽう）を教室で作成した。星座早見盤は担

任の先生が使い方を説明してくださったので、子ども

はとても喜んで話を聞いていた。また、空気でっぽうは

作成後、教室前の公園に行き実際に玉を込めて飛ばし

たり、水を入れて違いを調べたりした。学校との連携に

も関係することであるが、担任の先生がフリースクー

ルの教室にきて子どもと関わるという貴重な体験がで

きた。  



②  陶芸体験  

  市内で陶芸教室を開いている専門の先生に来ていた

だき、手ひねりによる茶碗やカップ、お皿などを一人１

作品仕上げた。陶芸は土粘土を捏ねるという普段では

体験できない手の感触があり、どの子も一生懸命に作

品を仕上げていた。陶芸は一斉に行っても学年による

説明などの差はあまりないので、異学年が一斉に体験

するにはもってこいの教材である。  

③  施設見学（プラネタリウム見学）  

 千葉市科学館のプラネタリウムへ出かけた。学生

ボランティアに手伝ってもらい当日はペガサスか

ら科学館まで徒歩で行った。一般投影の時間ではあ

ったが空いていたのでゆっくりと星空を見て、科学

館に入っているデジタル投影機や以前郷土館にあ

った旧式の投影機の説明もゆっくり子どもたちに

できた。今回初めて教室から出ての活動を行ったが小遠足のように楽しんでく

れたようだ。  

④  プログラム体験  

教科の学習指導のほかに毎年行ている「プログラミ

ング学習」を今年も取り入れた。千葉市科学館の協力

をいただき、自動車型のロボットにパソコンを使いプ

ログラムを伝達し、決められた動きを再現する学習を

行った。様々な命令をどの順番にフローチャート上に

入れていくのがよいか考えながら、「○秒間前進する」

「○秒間前進した後、右に９０度曲がる」など、予め

決めた命令を繰り返しパソコンに入力し、ロボットに

伝達することで、それぞれが思い描いたような動きに

近づけるために何度も何度も試行錯誤しながら実験

を繰り返していた。  

 

３．進路学習支援、自立支援について  

  今年度もペガサスに通った子どもの保護者を始め、見学に来たり、相談だけに訪

れたりした保護者を合わせると数多くの相談があった。特にフリースクールに通っ

て来る子どもたちは様々な思いを抱えている場合が多いので、公認心理師のような

専門の心理職に相談できることが自立支援に大きな役割を果たしていると思う。保

護者のアンケートの回答の中にもあったが、相談できる職員がいることが「安心」

につながり希望を持って通えることにつながっている。  



また、今年は全県で実施している模擬試験を希望者は受けられるようにしたり、

その結果も踏まえ進路相談も実施した。また、進路に関する情報提供も行うように

するなど選択肢が広がるように努めた。  

 

４．望ましい学校・保護者との連携の在り方について  

(1) 学校との連携  

  学校との連携を図るために以下のようなことを行った。  

①  入会時の連絡  

   入会に当たっては事前に保護者がフリースクールに通うことを学校に伝える

ことで、学校と保護者、フリースクールの信頼関係を損なわないよう配慮した。

また、入会後はフリースクールに通うことを管理職に連絡し、日常の生活の中で

学校に伝えるべきことがある場合は電話やメールをもって連絡をすること、出席

の扱いのお願い、必要に応じて通学定期発行証明のお願いをした。  

②  月末学習報告  

   教室に通ってきた児童生徒の月日、入室時間、退室時間、学習活動の内容、備

考欄にカウンセラーが気づいたことなどを、記録し、毎月末には在籍校にメール

により報告を行った。  

月・

日  

入室

時間  

退室

時間  
学  習  内  容  備  考  

     

     

   

③  定期テスト等の実施  

   フリースクールに通っている子どもが適正に学習評価を受けられるよう、生徒

が希望をした場合は、学校で行っているテストをフリースクールで受けられるよ

う学校へ働きかけをした。特に高等学校を目指す子どもにとって評価評定は欠か

せないものであるので、中間テストや期末テスト、学力テストなどを学校の別室

で受けられる場合はよいが、学校へ入ることすらできない子どもにとってはフリ

ースクールで定期テスト等を受けられることは学習負担を軽減できる一つの方

法である。  

   希望した子どもはすべてフリースクールでの受験が認められた。  

  ④  学校との直接的な連絡  

   学校との連絡は基本的にはメールでのやり取りであるが、子どもの様子を直接

参観していただく機会を設けたり、校長先生や担任の先生と話し合いをする機会

を設けたりした。  

月に何度も様子を見に来たり、子どもに声をかけたりしてくださる校長先生も

いらっしゃり、その際にはペガサスでの様子を伝えることもあった。  



教員免許のある人　 小学校 54％ 中学校 48％ 全体 52％

教員経験のある人　 小学校 74％ 中学校 73％ 全体 74％

熱意のある人 小学校 81％ 中学校 75％ 全体 79％

誰でもよい 小学校 1％ 中学校 0％ 全体 1％

その他小学校 小学校 9％ 中学校 8％ 全体 9％

公認心理師・臨床心理士 小学校 76％ 中学校 73％ 全体 75％

教員経験者 小学校 55％ 中学校 55％ 全体 55％

カウンセリング経験者　 小学校 68％ 中学校 80％ 全体 72％

誰でもよい 小学校 3％ 中学校 0％ 全体 2％

その他 小学校 9％ 中学校 5％ 全体 8％

学習指導をしていること 小学校 69％ 中学校 68％ 全体 68％

体験活動をしていること 小学校 28％ 中学校 20％ 全体 25％

指導計画があること　　 小学校 45％ 中学校 38％ 全体 42％

学習の記録があること 小学校 73％ 中学校 80％ 全体 75％

学習等の報告を学校へすること 小学校 65％ 中学校 78％ 全体 69％

その他                小学校 9％ 中学校 5％ 全体 8％

フリースクールでの学習の記録     小学校 82％ 中学校 85％ 全体 83％

学校で実施しているテストなど     小学校 66％ 中学校 80％ 全体 71％

フリースクールでの学習等は評価・評定できない    小学校 11％ 中学校 3％ 全体 8％

その他　                                  小学校 14％ 中学校 15％ 全体 14％

学校との連絡が日常的にできているフリースクール  小学校 中学校 68％ 全体 68％

学習指導を計画的に行っているフリースクール    小学校 中学校 38％ 全体 38％

希望があれば特に条件はない  小学校 中学校 33％ 全体 33％

その他          小学校 中学校 20％ 全体 20％

５．中学校の先生に伺います。保護者や生徒からフリースクールで中間テストや期末テストなどを受けたいと

　希望があった時、どのようなフリースクールであればそれを認めますか。（複数回答可）

　　　　　　　　回答数　小学校74校、中学校40校、合計114校

フリースクールと学校との連携に関するアンケート調査結果

１．学習支援スタッフとしてどのような人を望みますか。（複数回答可）

２．相談支援スタッフとしてどのような人を望みますか。（複数回答可）

３．出席扱いを認めるにはどのような条件が必要ですか。（複数回答可）

４．児童生徒の評価・評定に必要なことは何ですか。（複数回答可）
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⑤  アンケート調査結果  

学校との連携を深めていくにあたって、一番大切な点はフリースクールが学校

から信頼されていることである。そのためには、学校がフリースクールにどのよ

うなことを望んでいるかを知ることが必要である。そこで、「フリースクールの

スタッフ」「出席扱いの条件」「児童生徒の評価評定」「中学校の定期テスト等の

実施の条件」に絞って市内の全小中学校にアンケート調査をお願いした。  

前ページがアンケート調査を集計したものであるが、設問は全て複数回答可の

選択肢制となっている。  

〇  学習支援スタッフについては、資格のみならず「教員経験のある人」「熱意の

ある人を望んでいることがわかる。  

〇  相談支援スタッフについては、多くの学校でスクールカウンセラーの資格要

件にもあるような「公認心理師・臨床心理士」の資格を有する人や「カウンセ

リング経験者」を望んでいる。特に「カウンセリング経験者」は中学校現場で

強く望まれていることが見てとれる。  

〇  出席扱いの判断は学校長に委ねられているが、その出席扱いを認める条件と

して必要と考えているものは「学習記録があること」「学習等の報告を学校へ

すること」「学習指導をしていること」となっている。その内「学習記録」と

「学校への報告」は中学校現場で必要性を強く感じている。  

〇  児童生徒の評価・評定に必要なこととしては「フリースクールでの学習記録」

「学校で実施しているテストなど」を多く上げているが、特に「フリースクー

ルでの学習記録」は小学校、中学校とも８０％以上の学校が必要としている。 

〇  中学校で行われている定期テスト等をフリースクールで受ける子どもがい

るが、中学校を対象にフリースクールで受けたいとの希望があった場合、どの

ようなフリースクールであればそれを認めるかを聞いた。その結果「学校との

連絡が日常的にできているフリースクール」が最も多く、日々の連携が信頼関

係構築に必要であることがわかる。  

以上のような結果に留意しながら、フリースクールは学校との連携を図ってい

くことが必要である。  

 

(2) 保護者との連携  

①  入会前の見学  

今年度も多くの親子がフリースクールの見学に訪れた。学習支援者と相談支援

者が同席し、不登校に至った経緯や通院歴、相談歴などを記入できる範囲で見学

記録用紙に記入してもらい、今日に至った経緯や現在の状況などを聞きとり、保

護者や当該児童生徒の様子を観察し、入会した場合の対応方針などを確認した。

また、中には後日時間を取ってじっくりと相談を希望する保護者もあった。  

②  日常の子どもたちの観察  



日常の子どもの様子を観察し、気になることがある場合は声をかけたり、保護

者と連絡を取ったりした。  

③  面談の実施  

入会時に入会後１カ月を目安に面談を実施している旨の説明をし、希望制で面

談を行った。また、中学３年生については進路相談面接を別に設け希望者に対し

て行った。特に進路面接については、学校の考えを保護者に伺い、大きな齟齬が

生じないよう留意した。  

④  アンケート調査結果  

フリースクールに通っている子どもの保護者にアンケート調査を行い、１４人

の回答があった。  

アンケートは各項目に対し  

● 極めて重要であるの場合は    ５  ● とても重要であるの場合は   ４  

● どちらともいえないの場合は   ３  ● あまり重要ではないの場合は  ２  

● まったく重要ではないの場合は  １  

の５段階で評価するものであり、アンケート結果は以下のとおりである。  

【１  入会の際の連携について】  

１  出席扱いについての説明は重要ですか               

２  定期券の購入についての説明は重要ですか             

３  定期テスト等をフリースクールで受けられる  

ことの説明は重要ですか   

【２  通い始めてからの連携】  

１  フリースクールへの出席状況の学校への報告は重要ですか            

２  学習内容の学校への報告は重要ですか                          

３  定期テスト等に関する連携は重要ですか                           

【３  学校復帰を希望するときの連携】  

１  配慮してほしいことの学校との話し合いは重要ですか                

２  担任の先生がフリースクールでの様子を  

参観しておくのは重要ですか                     

ペガサスに来ている子どもの保護者は、遅れてしまっている学習を取り戻すこ

とができるという期待をもっている。そうしたことが前提である上で、出席の扱い

や定期テストの受験など学校に行っていることと同じように扱ってもらえること
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を願っている。学校へ通えなくなった理由は様々ではあるが、学校への復帰ができ

そうな場合は、学校で生活するために配慮してほしいことを学校と話し合って子ど

もが少しでも抵抗なく過ごせるような環境を整えることを重要と考えている。  

一方で見学や相談に来た保護者のほとんどが、学校へ通えないことへの不安の

中で学習できる場所を探しているという実態がある。 

こうしたことに留意して保護者との連携を図っていくことが必要である。  


