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はじめに 
「『あっ、校長先生。』、学校休業明けのある日、いつものようにＦ組を覗きました。

そこには３年生二人の女子生徒と、今登校したばかりの２年生を中心に担任、支援員、

スクールカウンセラーの輪ができていました。それぞれが思い思いにソファーに座っ

たり、絨毯に腰を下ろしたりして、談笑しているそのシーンが今でも心に残って離れ

ません…。Ｆ組には、今までの『学校』という場所のどこにもない空気感があります。

だからこそ、この子達の「居場所」になるのだと確信しました。」（Ｆ組設置校の教師

のコメントより） 

文部科学省はこれまで、学校不適応対策調査研究協力者会議の平成４年３月報告

「登校拒否（不登校）問題について」や不登校問題に関する調査研究協力者会議の平成

１５年３月報告「今後の不登校への対応の在り方について」の中で、不登校対策の基

本的な視点や取組の充実のための提言を行ってきた。にもかかわらず、不登校生徒数

は年々増え続け、ついに昨年１０月２２日に文部科学省が公表した問題行動・不登校

調査によると、２０１９年度に不登校が理由で小中学校を３０日以上欠席した児童生

徒は１８万１，２７２人で、過去最多を更新した。増加は７年連続で、そのうち、約

１０万人が９０日以上欠席していた。その中で岡崎市においては、市教育委員会が主

体となり、全国に先駆けて不登校対策の中核となる校内フリースクールを市内３校

（Ｋ校、Ｆ校、Ｙ校）に設置し、その対策を図った。本研究では、これまでの市内各中

学校の不登校対策を改めて見直し、新たに開設した校内フリースクールでの指導支援

を通して、不登校支援の指導の在り方の『メソッド』（原理原則）を明らかにすること

を目的として行った。そして、冒頭のコメントにある空気感…、今、学校にあるもの、

ないものは何なのか、それを知りたくて、私たちの探究は始まった。 

 

１ 目指す生徒像と研究仮説・手立て 
本研究の目指す生徒像を次のように定め、研究仮説と手立てを以下に述べる。 

・自分を客観的にとらえ、よさを実感し、自己が確立（アイデンティティ）できる生徒 

・自分の考えを明確にもち、他者と関わる経験の中で耐性（レジリエンス）を育み、

自律する生徒 

研究仮説 

仮説Ⅰ 学校と関わる様々な立場の人材・機関と連携し、Ｆ組を中核としたチーム

として指導にあたりつつ、学校の全機能を不登校支援に向かうよう改善する

ことで、不登校生徒の学校復帰や未然防止が実現するであろう 

仮説Ⅱ 不登校の態様を事例ごとに情報共有・分析し、個の状況や態様に適合した

支援をすることで、不登校対策のメソッドが明らかになるであろう 

手だて１ 専門性に基づくチーム体制の構築 

〇校内フリースクールＦ組（以下Ｆ組）の設置と運営 
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・「ひと」「もの」「こと」の配置 

・ＩＣＴ機器を利用した支援の充実 

・スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）、スクールカウンセラー（ＳＣ）との連携 

・校内フリースクール設置３校（Ｆ校、Ｙ校、Ｋ校）の担当者による連絡協議会 

 手だて２ 不登校主任や学年担当者とのチーム連携 

・ケース会議の実施  ・ハートピア（校外の適応指導教室）や医療機関との連携 

 手だて３ 支援が必要な生徒が『生きやすい』共感的な学校づくり 

・行事や授業の見直し  ・授業研究（自己肯定感を高める授業づくり） 

 

２ 実践  
(1) 不登校とはなにか 

まず、不登校といってもそ

の状態は様々だ。岡崎市では

生徒指導部会で資料①のよう

に「不登校の態様」に関して

６つの例示をした。これによ

ると、①は、家庭に引きこ

もった状態で、②、③と数字

が上がるにつれて、教室復帰

に向けた回復傾向を示している。その逆で⑤から④、③と数字が下がるにつれて、

不登校が深刻化していく状態を示している。これまで市内各校では、校内不登校対

策委員会等で、こうした不登校の態様を基にした見取り、支援の在り方について協

議し、担任を中心にしつつ組織的に取り組むようにしてきた。不登校生徒が、学校

復帰に向けて動き出しているのか、担任をはじめとした関係者の支援・指導の方向

性や留意点は何か、具体的に検討しつつ、指導の在り方が少しでも一般化できるよ

う事案を積み重ねている。その結果、見えてきた不登校支援の傾向や課題として、

回復傾向の生徒達には、一様に壁①登校の壁、壁②教室復帰の壁が存在することや、

態様①②をはじめとして担任の負担が大きいこと、さらに④の校内適応指導教室の

運営の在り方が不登校支援の根幹となることがわかった。 

メソッド① 不登校はひとつの現象に過ぎない。個々の状況を丁寧に把握すること

で、その生徒はどんな支援を必要としているか具体的に構想できる。 

 

(2) Ｆ組とはなにか 

Ｆ組はこれまでの校内適応指導教室の発展形でありながら、資料②にあるように

大きな特徴として次の３つがある。 

①Ｆ組の目的は社会的な自立であり、必ずしも学級復帰が最終的な目標ではない。 

資料① 不登校の態様（市生徒指導部） 
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②Ｆ組は、まず自己肯定感を高めることを優先する。そのために生活のリズムをつ

けること、コミュニケーション能力を高めることや得意分野の学力をつけること

が指導方針となる。 

③Ｆ組は一つのクラスである。従って担任が配属される。担任を中心にしたチーム

は、生徒を「見取る」「寄り添う」「成長させる」を信条とする  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、入級を勧める対象の生徒は、不登校、登校しぶりの生徒の他、発達障害を

もっていたり、外国籍で日本語が苦手な生徒であったりする、いわゆる日常生活に

困り感のある生徒を受け入れている。 

Ｆ組の設置は、不登校生徒の回復だけでなく、未然防止にも効果が高い。昨年度

はコロナ感染の関係で６月まで学校休業があったり、分散登校があったりして生徒

も不安定な精神状態となっていた。Ｆ校で登校しぶりをみせた２名の生徒への支援

の記録（資料③）からは、不安を持つ生徒の様子とＦ組を利用した適切な支援の様

子がよくわかる。 

資料③ ｢Ｆ校の教育記録」 

・６月から通常授業が始まり２週間経った。友達とのトラブルで学校を休みがちになった

１年男子生徒Ａとその保護者に養護教諭が連絡し、「保健室やＦ組があるから来てみた

ら？」と声をかけた。この時、この生徒は１日だけＦ組で体験をした。その後、動きが

なかったが、Ｆ組には好印象だったため、動き出すのを待っていると２学期になったあ

る日、自らの意思で登校し始め、今、Ｆ組を中心に通常学級や部活動で元気に生活する

資料② 校内フリースクール『Ｆ組』構想図 
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ようになった。（Ｆ組担任） 

・毎日、朝になると３７度の発熱を示し、欠席が続いた生徒が通院し、異常なしと診断さ

れた。でも、この発熱は・・・もしかしたら心の問題かもと周囲が心配し始めた中、担

任が「じゃあ皆がいない時にＦ組に来て登校の練習しようよ。それで、熱が出なかった

ら教室に入ってみよう」と呼びかけ、学校復帰のタイミングをはかった。この誘いに保

護者の心の負担が軽くなり、スムーズに教室復帰を果たすことができた。（２年担任） 

メソッド② Ｆ組は、新たな一人を生まない効果も高い。 

 

(3) ケースとメソッド 

ここからはＦ組での具体的な支援と実践をもとにメソッドを明らかにしていく。 

① Ｆ組での成長が自己肯定感を高める  

Ｆ組がハートピアのような校外の適応指導教室と違う点は、学校内にあるとい

うことである。Ｆ組在籍生徒の日常を考えたとき、学校内にある特別教室の使用

を積極的に進めることにした。これまでの適応指導教室でよく見られる国語や数

学のプリントを黙々と進めるだけでは、学習のわずかな補填にしかならないし、

何より自己肯定感は高まらない。技能教科を学ぶ機会を多くすることで、自分の

良さや強みを発見することができる。Ｆ組在籍生徒は、個別の学習では意欲が高

く、技能的な成長も大きい。担当教師からは、「空き時間なので、続きやりません

か」、「この教材は、難しいですけど積極的にやってくれるので私も嬉しいです」

という声を聞くことができた。Ｆ組生徒は学習記録を残すことはないが、またや

りたくて登校する日々が続けば、

意欲の持続は実証できたといって

よい。Ｆ校の３年女子生徒Ｂは、

１年生から不登校で昨年までハー

トピア通所生で、年度当初からＦ

組に在籍していた。ある日、音楽

室でギターを見つけたＢがとても

上手に演奏すると周りの雰囲気が

一気に明るくなった。Ｂとともに

Ｃも一緒に歌って盛り上がるとそ

の勢いで文化祭のフェスタに参加

しようという話がまとまった。（資料④） 

また、Ｆ組では１週間の中で必ず体を動かす活動をしている。これは、ハート

ピアの実践から取り入れた。体を動かす活動は、生徒のエネルギーを引き出し、

コミュニケーションを生むよい活動の場となっている。 

  

資料④ ギターの練習中。「Ｂちゃん上手いね。文化祭、

一緒に出ない？」「うん」「私もピアノやりた

いな」 
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メソッド③ Ｆ組の活動を通して、自分の得意なことや苦手な事を見つける。得意

なことを強みにすると、自尊感情が自己肯定感にまで高まる。 

 

② Ｆ組で見える『チーム学校』の在り方 

市内３校のＦ組において、共通して言えるのが担任の役割が大きいことである。

まず、Ｆ組の活動を組織しなくてはならない。生徒が登校するとホワイトボード

にその日の活動内容を記入する。生徒が主体だが担任や不登校支援員が助言する。

さらに、活動中の指導や支援は一人ひとりを丁寧に見取った声掛けや活動場面の

設定が必要となる。つまり、Ｆ組の担任は、コーディネーターの役割を担ってい

るのである。また、市で独自に配置したフリースクール支援員は、生徒に寄り

添って活動や学習のガイドをするファシリテーターとしての位置づけがよい。こ

の大人が寄り添う姿勢が生徒の安心感を引き出し、Ｆ組の穏やかな空気感の一因

となっているのである。では、通常学級の担任は何を心掛けるのか。よくある光

景で、担任が「たまに」教室に顔を出し、通常学級に戻るように強く促す姿があ

るが、これでは生徒にとって警戒心は高まるばかりで逆効果と言える。通常学級

の担任は、一緒に体を動かしたり、話をしたり、時に授業の内容を共に学ぶ伴走

者（エスコートランナー）としての役割に徹するようになってきた。生徒の横に

座り、お互いが同等の立場を意識して話すことで、生徒が安心して困っているこ

とや相談ごとを打ち明けることができ、「嫌なことは嫌」といえる雰囲気が高まる

のである。さらに、養護教諭やＳＣ等の専門家は、なるべく生徒とともに活動し

ながら、見取ったり、カウンセリングを行ったりするように心掛けている。こう

して、生徒の活動をそれぞれの立場で支えることが軌道に乗ってくると生徒主体

のチームが出来上がる。 

メソッド④ Ｆ組担任はコーディネーターとして、Ｆ組支援員はファシリテーター

として、通常学級の担任はエスコートランナーとして、生徒を取り巻

くことで、生徒を中心とした真の『チーム』ができあがる。 

 

③ 『Ｆ組＝学校復帰』という意味と課題 

Ｆ組が学校内にあることのメリットは大き

い。例えば、ハートピア（校外の適応指導教

室）で心のエネルギーがたまっても、学校復

帰の壁やタイミングの調整が大変である。資

料①にある登校の壁①は結構大きいのであ

る。だが、Ｆ組で過ごすことは、すでに学校

復帰ができているということになる。Ｋ校は 資料⑤ Ｋ校のライブ授業。 
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Teamsを使ったライブ授業を実施してい

る。Ｆ組から遠隔でipadの操作をすること

ができるので、生徒自身が参加しているか

のような感覚で授業を受けることができる

（資料⑤）。また、Ｆ校の２年生徒Ｄのよう

に部活動の選手激励会のモチベーションビ

デオを自ら編集し、当日全校生徒に公開し

た生徒もいた。（資料⑥）他の生徒から認

められれば、一層登校しやすくなるだろう

し、他のこともやってみようとする。 

こうして自分の強みを発見することもや

はり自己肯定

感に繋がるの

である、だが

一方、Ｆ組は

あくまで学校

の一部という

ことで、どう

しても登校と

いう壁が乗り

越えられない

生徒もいる。

その場合、校

外の適応指導

教室「ハート

ピア」の利用

を目指してい

くように 促

す。大切なこ

とは「あなた

の居場所はこ

こ」と周りが

決めつけずに

個に応じ た

セーフテ ィ

ネットをつく

資料⑥ Ｆ校のビデオ編集。 

資料⑦ Ｆ組設置を伝えた校長室だより（Ｆ校） 
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るという柔軟な態勢が必要なのである。さらに、学校における不登校生徒を包み

こむ、雰囲気が必要だ。Ｆ校では昨年度４月の入学式・始業式の式辞に、「心の保

健室」としてのＦ組の開設について触れた校長室だよりが発行された。公式にＦ

組の設置を校内外や学区に周知したのである。それでも、Ｆ組は特別なところと

いう認識はすぐに払拭されないだろうと思っていたが、学校休業明けの登校後、

すぐに登校しぶりとなった生徒Ａの保護者から「Ｆ組は入れますか」という問い

合わせがあった。困り感のある生徒や家庭には、こうした情報で安心感が生まれ

たことが伺えた。また、Ｆ校のＦ組は一階にあり、運動場に向いて窓がある。開

設にあたってカーテンを取り付けたが、このカーテンが閉まっていることはこれ

までなかった。これも、Ｆ組が認知されている証拠で在籍生徒の安心感に繋がっ

ているのかもしれない…。    

メソッド⑤ Ｆ組は「心の保健室」である。ケガをしたら保健室に行くように心の

ケガはＦ組で治せばいい。 

 

(4) その他のメソッドから見た不登校支援 

Ｆ組の運営する中でたどり着いたメソッドは、この他にもある。 

Ｆ校の生徒Ａは、友人とのトラブルで欠席が続き、Ｆ組の体験を７月に実施した

が、その後の登校は一切なかった。ただ、心配する母親のカウンセリングは、ＳＣ

が定期的に行っていた。対人的な苦手意識と経験不足が本人の中にあることを担任

は把握しつつ、小学校で不登校経験がなく、中学校ギャップのようにスタートが上

手く切れなかったことが大きいと判断し、学校の情報は伝えつつ、暫く待ちの姿勢

を貫いた１０月下旬、Ａは、突然登校した。Ｆ組では、興味を持ったプログラミン

グをマイタブレットで行っ

たり、Ｆ組の仲間と楽しく

しゃべったりしてあっとい

う間に滞在時間が増えて

いった。１２月には、部活動や長距離走大会等に参加し、積極的に体を動かすこと

ができるようになった。本人に聞いても、どうして動き始めたのかよくわかってい

ない。体が自然に動いた感覚だという。 

メソッド⑥ 不登校支援の最も有効な支援は「待つこと」。その子には、その子の暦

がある。 

ハートピア通所生だったＦ校の生徒Ｂは、学校休業明けはスムーズに登校し、自

分の強みも発見すると同時に学力も伸びていき、夏休み前後は、通常学級に復帰す

るまでに成長した。ただ時々不安を持ち、Ｆ組で心を整えつつ、心療内科を受診し

た際、ＨＳＰという診断結果を得た。このことは逆に本人を安心させ、通常学級で

級友に告げるという機会を持った。「多くの音は苦手」「時々、耳を抑えてもそれは

月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

授業日数 ２１ １１ １９ ２０ １９ １７ 

欠席数 ２１ １１ １９ １５ ０ ０ 
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拒否しているわけではない」素直に話すＢに他の生徒も共感した。このことで、Ｂ

の教室に入る壁はさらに低くなったようである。進路選択の時期をむかえ、Ｂの心

は再び揺らいだ。ただ、Ｂは自分自身で通信制高校への進路を選択した。Ｂが自分

自身と向き合い、自分のために進路選択をすることができた。今年になり、Ｂは元

気に高校生活を送っている。 

メソッド⑦ 不登校生徒の多くが発達障害を持つ。大切なことは、それを自覚し、

生きていく術を身につけることである。 

 

(5) 改めて考える、不登校とは何か 

これまで不登校という現象に向き合ってきた。だが、本当に不登校をゼロにする

ことは可能なのだろうか。ゼロにするより大切なことがあるのではないだろうか。

改めて不登校という定義を考えてみる。不登校の定義が欠席日数を基本としている

ことから、その内に秘められている課題や困り感に触れることなく、その数字を単

純に足し、３０日以上は不登校を判断することで終わってしまっているのではない

だろうか。大切なのは、その数字で一喜一憂することではなく、一人一人の困り感

に学校体制で向き合うことなのである。そういう意味では欠席日数が３０日に満た

なくても、Ｆ組で心を整えることを提案すべきであるし、３０日を超えても、その

子の暦を信じて待つことも必要な態勢であるといえる。 

メソッド⑧ 不登校はなくならない。だが、学校は一人の「独り」を救い、繋がる

ことはできる。 

 

３ 総括 
仮説Ⅰ Ｆ組は、

要支援生徒の学校

復帰や未然防止に

効果的であった。

また、他の生徒に

も多様性を重んじ

る意識が高まった

という報告が３校

から寄せられた。

さらに、授業の場

でも、グループ活

動などで協調的な

行動が見られるようになり、生徒全体の意識が整ってきている。それを支える教師集

団も、Ｆ組に自然に足を運び、学年学級を問わず、生徒にかかわる雰囲気が生まれた。

資料⑧ Ｆ組運営の留意点「こうなるとダメになる」 
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次頁資料⑧にあるように、Ｆ組が生徒主体であり続ければ、チーム学校の能力も高

まっていくが、教師の負担を減らすためという動機で始まるとチームという一体感は

生まれず、もとより生徒に向き合うことはできない。始めはエネルギーがかかること

かもしれないが、学校を上げてＦ組の雰囲気を高めることに力を注ぐべきである。や

がてそれが、生徒たちの確かな居場所となって、ひとつの学級としての集団意識が生

まれ、自治が生まれた時、初めてＦ組の機能は発揮される。 

仮説Ⅱ 不登校という定義より、今支援を必要として生徒という視点で見取ること

で、生徒の困り感を把握し、組織的に対応することができるようになった。そして、

いくつかのメソッドを明らかにすることができた。またこれまで、Ｆ組に関して多く

のお問い合わせをいただいた。その中の多くに「本当に教室に入れなくていいのか」

「生徒の可能性が閉じられるようなことにならないか」や「校内フリースクールの環境

にどっぷりつかって抜け出せないことはないか」「小学生のような発達段階の児童はそ

この居心地がよすぎて、動かなくなるんじゃないか」という御意見があった。ただ、

その発想は、Ｆ組を「居場所」と認知していないことに起因している。Ｆ組は通過点

ではない。学校は、ゴールでもよいと腹をくくらなくてはならない。それを通過点に

するかどうかは本人が決めることである。私たちは、これまでの事例を通してメソッ

ド⑨にたどり着いた。 

メソッド⑨ 心にエネルギーを貯め、自己肯定感が高まった生徒は、自然に「みん

なの中で生きたい」と思うようになる。…自分の意志で思うようになる。 

今の課題は「接続」である。Ｆ組

在籍の３年生が自分の進路を決め、

自信をもって志せるよう高校側と連

携して、進路指導をしていきたいと

考えている。これまで、５月に制作

したＦ組パンフレットと設置要綱を

もとに高校や専修学校に周知を図っ

ている。高校、専修学校側からは、

「まず通えることが大切です」「個別

に相談して下さい」という反応を頂

いている。 

 

４ おわりに 
「記事のタイトルに「＃不登校」って書いてあったじゃないですか。私って周りから

そう見られているんだってちょっとショックでした。でも、まっ、いっかって感じで

す」（中日新聞１２月３日 Ｆ校の「校内フリースクール」に関する記事に「女子生徒」

として登場した生徒Ｃの言葉） 

資料⑨ Ｆ組パンフレット 
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生徒Ｃのように不

登校というレッテル

は、この子達にとっ

て意味を持たない。

それどころか、むし

ろマイナスである。

大人が一方的に張っ

たレッテルと闘い、

自分の存在意義を探

究することができる

場がＦ組なのであ

る。今日もＣは、ピ

アノを弾き、Ｆ組で

困っている生徒の話

を聞き、励まし、一

緒に給食を食べている。 

「私は、人と関わるのが好き。将来は、保育士さんになりたいんです。」 

そう語るＣの笑顔は力強い。大きくなったなと思った。 

 

 

 

資料⑩ 校内フリースクールの記事（中日新聞１２．３） 


