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「オルタナティブな学びの場」からみた新型コロナ問題
―オンライン活用による不登校支援の可能性と限界―

（藤村晃成、内田康弘、伊藤秀樹）

１．問題設定

　本稿では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴う諸問

題（以下、新型コロナ問題）に対する「オルタナティブな学びの場」の学校・

施設における対応や認識を、教員・スタッフへのインタビューに基づきながら

明らかにする。その上で、教育現場で広がりつつあるオンライン活用による不

登校支援の可能性と限界について検討を行う。

　新型コロナ問題は、教育現場における従来の慣習や枠組みを捉え直す契機と

なっており、その中でオンライン活用による不登校支援の実践が注目されるよ

うになった。例えば、オンライン授業を先駆的に実施した熊本県熊本市では、

2020 年 7 月に実施したアンケート調査結果からオンラインによって授業参加

できた不登校の児童生徒の割合が 4割弱であったことが明らかになり、不登校

児童生徒が学校に通えるようになる上でオンライン授業が１つのステップにな

ることが言及されている（佐藤 2020）。また、学校が不登校と認識していた中

学生の 4分の 3以上がオンライン授業に参加していた調査結果が出た青森県青

森市では、生徒への聞き取りから「周囲の子どもの目を気にしなくても良い」

という参加理由が最も多く挙げられている（石戸 2020）。これらの事例は一部

ではあるが、新型コロナ問題を契機にオンライン活用による不登校支援の有用

性が学校をはじめとした教育現場で多く語られるようになったといえる。2021
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年 1 月 26 日に出された中央教育審議会の答申でも、学校で学びたくても学べ

ない児童生徒に対するオンライン教育の活用について言及されており、遠隔・

オンライン教育を活用した学習について出席扱いとする制度や、学習の成果を

評価に反映することのできる制度の活用促進に向けた取組みが進められようと

している（中央教育審議会 2021）。

　教室外からの参加が可能になるオンライン活用は、学校にアクセスできない

子どもの学びの機会を保障する観点で不可欠な実践である。しかし、「オンラ

イン活用によって不登校の状況が改善する」という言説の広がりが不登校の捉

え方や支援方法の一元化に結びつく恐れがあることに留意すべきである。オン

ライン活用の効果が不登校の解決と安易に結びつけて語られることは、「学校

に行くこと／行かないこと」をめぐる多様な背景が見落とされることにつなが

る。

　そこで本稿が着目したのが、既存の学校とは異なるオルタナティブな学校や

民間施設（以下、「オルタナティブな学びの場」）の存在である。新型コロナウ

イルスの影響について「オルタナティブな学びの場」を対象にした調査は十分

に行われていない。既存の学校とは異なる立場の視点から新型コロナ問題に対

する対応・認識に着目することは、ポスト・コロナ時代における学校教育の在

り方をめぐる議論を進める上で重要な示唆を得ることができるだろう。

２．調査概要

　本稿では、オンライン活用による不登校支援に焦点を当てながら、「オルタ

ナティブな学びの場」における新型コロナ問題への対応と認識を明らかにする。

調査対象は、フリースクール P、NPO 法人 S、T 高等専修学校である。これら

の調査校・施設は、筆者らがこれまで継続的に調査を行ってきたフィールドで

あり、早急な調査実施や新型コロナウイルス感染症による対応や変化のプロセ

スを詳細に捉えるために選定した。2020年9月〜2021年1月にかけて各調査校・

施設の教員・スタッフへのインタビュー調査を行ったが、新型コロナウイルス

の感染拡大に伴う県外への移動制限などの調査実施の困難に対応するため、

WEB 会議システム（Zoom）でのオンライン・インタビューも活用した(1)。
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　なお、本調査は大分大学教育学部研究倫理審査委員会による倫理審査の承認

を受けた上で実施しており、インタビュー実施と分析は、【フリースクール P：

藤村】【NPO 法人 S：内田】【T 高等専修学校：伊藤】で担当した。

３．分析

3.1. フリースクールにおける新型コロナ問題

(1) フリースクール Pの概要と調査の経緯

　フリースクール P は、中国地方に所在する特定非営利活動法人（NPO 法人）

の民間施設である。地域の子どもたちに「安心できる居場所を提供する」とい

う活動理念のもと、代表の A 先生（60 代・男性）によって 2004 年に設立され

た。不登校や高校中退などの様々な背景を持つ子ども・若者のニーズに応える

ために、所在する自治体の教育委員会や各学校との連携に加え、私立通信制高

校 Q 校（以下、Q 校）とのサポート校提携や、放課後等デイサービス R（以下、

放課後等デイ R）の併設といった取り組みを柔軟に行ってきたことに特徴があ

る。2020 年 12 月時点で、小・中学生：約 10 名、高校生（Q 校在籍者）：約 20 名、

放課後等デイ R 登録者（小・中・高校生）：約 50 名が利用している。

　筆者（藤村）はフリースクール P で 2013 年 12 月から継続的に調査を行っ

ている。本節では、代表の A 先生へのインタビューの語りに基づきながら、

フリースクール P における新型コロナウイルスの影響について検討する。イ

ンタビューは 2020 年 10 月（対面）と 2021 年 1 月（Zoom）の 2回実施した。

(2) 臨時休校中におけるフリースクール Pの対応

　全国一斉の臨時休校となった 2020 年 2 月末から 5 月末までの期間は、地域

の学校の状況や連携する Q 校の方針などを踏まえてフリースクール P の活動

も休校し、利用する子どもたちには家で過ごしてもらうようにしたという。休

校期間中は個別相談に応じつつ子どもや保護者と連絡を取り合い、臨時休校が

明けた 6月以降に再び活動を再開させた。

　A 先生の語りからは、「安心できる居場所を提供する」というスタッフが掲

げる活動理念に基づいて新型コロナ問題への対応の判断が行われていたことが

うかがえた。具体的には、①フリースクール P の活動を「子どもの安心・安全」
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のために休止する、②行政からの福祉支援の要請に応じるために連携・併設す

る放課後等デイ R の実践に焦点化するという２つの対応をとることになった。

　１つ目の対応については、地域の学校が休校しているからこそ学校外の「居

場所」であるフリースクール P が開所し続ける可能性もあった。しかし、A

先生は「コロナの影響を敏感に感じ取って不安になっている子ども」がフリー

スクール P に多いことを考えて休校の判断に至ったという。A 先生は、「仮に

休校期間中に『P に来れますよ』となっていたら、そのこと自体が子どもたち

にとって行くことに対する不安になってしまう。（中略）P 自体が安心できる

居場所でなくなってしまう」と語っている。フリースクール P を安易に開所

し続けるよりも感染拡大が収まるまで休校し子どもの安心・安全を重視するこ

とが重要だと慎重に考えた上での対応であったといえる。

　２つ目の対応については、厚生労働省から各自治体を通して放課後等デイ

サービス事業所に対して開所時間の延長と受け入れ拡大といった柔軟な対応が

休校期間中に求められていたことが関係している。フリースクール P の休校

期間中は連携・併設する放課後等デイ R の利用者受け入れと療育支援に焦点

化していったという。主な利用形態は集団ではなく個別であったため、感染防

止対策を十分に行った上で療育支援を行うことができた。新型コロナ問題への

直面が福祉事業と連携しながら支援を行う重要性や自分たち実践の役割を福祉

的な側面から捉え直す契機になったと A 先生は語っていた。

(3) オンライン活用をめぐる対応とその背景

　民間施設であるフリースクール P は制度的な制約が少ないことから、A 先

生をはじめとしたスタッフの意向が新型コロナ問題への対応に直接反映されや

すい。その意向が強く反映されていたのが、オンライン活用についてである。

　地域の学校がオンラインを活用した事例や連携先の Q 校がオンライン授業

によるスクーリングを実施したことなどを踏まえて、フリースクール P でも

オンライン導入の可能性を検討したが、休校期間中に積極的に導入することは

見合わせたという。その理由について A 先生は、「子どもを一律に捉えてオン

ラインを導入するかどうかっての考えるのではなくて、子どもの状況や発達の

スピードを考えて活用を検討するのが重要」だと語っており、子どもの活動参
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加や発達段階のプロセスの観点からオンライン活用の是非を見極めていたとい

う。それは、以下のインタビューのやりとりの中でも強調されていた。

A 先生：例えば、P での「講座（様々な体験活動を行う時間）」の活動を考

えたら、P の「講座」って「授業」ではないよね。というよりも、その場

の雰囲気を感じたりする子ども同士のやりとりっていうのがとても重要だ

と思っていて。そうすると、オンラインの形式は先生と子どもの１対１で

あって、「講座」の位置づけとは合わないかなって。 

藤村：オンラインの参加方法を取り入れることによって学校に通いづらい子

どもたちが授業などに参加しやすくなったという事例も聞いたことがある

のですが。

A 先生：うーん。そうだね。コンテンツを共有できるという意味ではとても

良いと思う。オンラインで参加することによって自分もその場にいたよう

な気持ちになることができる。（中略）だけど、P に来ている子にとって

オンラインというのは必要というよりは、集まって何かを共有するってい

うことがプロセスの中での重要な段階かなっていう風に思っています。例

えば、P の中で一緒にみんなの声を聞きながら英語の歌を歌ったりするの

と、オンラインで英語の歌を一緒に歌いましょうっていうのとは大きく意

味が違うのではないのかなって。

　フリースクール P では、子どもがその場に直接「集まって何かを共有する」

という日常的実践の積み重ねによって「安心できる居場所の提供」の活動理念

の実現が目指されてきた。具体的な活動場面では、利用する子どもが活動参加

に対する負担を感じないように、使用する教材や机の配置、一緒に参加する子

ども同士の関係性などについて細心の注意が払われており、同じ空間にいるス

タッフによる個別サポートが活動を行う上で欠かせない。佐川（2010）が指摘

する、子どもの安心を喚起するための「受容と共感」の関わりや学校的なもの

を排除する空間の構築を行うフリースクール・スタッフの実践知である。

　このような背景を踏まえると、オンラインで活動参加が形式的に可能であっ

たとしても、「その場の雰囲気を感じたりする子ども同士のやりとり」の実現
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は極めて困難である。A 先生は、「新型コロナ問題で一番感じたのは、顔の見

える関係性をどのように築くかということ」だと語っており、ここでいう「顔

の見える関係性の構築」はオンラインツールを安易に導入するだけで実現でき

るものではないのである。

3.2. 学習支援現場における新型コロナ問題

(1) NPO 法人 Sの概要と調査の経緯

　NPO 法人 S は、子どもの健全育成や社会教育、まちづくりに関する特定非

営利活動を行う、中部地方に所在する特定非営利法人（NPO 法人）であり、

2020 年 6 月時点の職員数は 27 人である。近年では、官公庁の基金事業や地方

自治体からの委託事業の請負を中心に、各教育委員会や各学校とも連携を図り

ながら、小学生から高校生までの学習支援およびキャリア教育支援を実施して

いる(2)。

　本節では、筆者（内田）が 2018 年から調査協力を行う NPO 法人 S が、所

在地とは別の自治体（中部地方）からの行政委託によって実施する、厚生労働

省の生活困窮者自立支援制度に基づく学習支援事業に着目する。支援対象は、

生活保護受給世帯や就学援助受給世帯、ひとり親世帯、不登校経験者等の児

童生徒であり、2020 年 11 月時点で、小学生 9 名、中学生・高校生 33 名が参

加している。毎週、自治体の庁舎内にて、NPO 法人 S の常勤・非常勤職員（9

名程度）と大学生ボランティア（7 名程度）によって運営され、小学生は週 2

回（木曜日・土曜日）、中学生・高校生は週 1 回（土曜日）参加する。土曜日

には自治体が募集した地元のボランティア団体の協力のもとで昼食が提供され

ている。厚生労働省の管轄事業という制度的背景や参加者の家庭の経済状況か

ら、子どもの発達や成長など福祉的要素を重視する居場所支援の役割を併せ持

ち、自治体福祉部や教育委員会との綿密な連携のもとで、本学習支援は実施さ

れている。

　以下では、NPO 法人 S 職員 B 氏（30 代・男性）へのインタビューで得られ

た語りに基づいて、学習支援事業における新型コロナウイルス感染症の影響に

ついて検討する。なお、B 氏は学習支援の企画・運営・管理を担当する、本学

習支援事業の責任者である。インタビューは感染防止対策および学習支援事業
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への影響等を考慮し、2020 年 11 月に Zoom を用いて実施した。

(2) 臨時休校中の学習支援と NPO 法人 Sの対応

　2020 年 2 月末、全国一斉臨時休校の決定を受け、学習支援事業は、自治体

の決定に従う形で同時期から休講となった。3 月初旬に電話・メールで休講連

絡を行った際、児童生徒や保護者の間に特に大きな混乱はなかったという。

　2020 年度が始まり 4 月 7 日に緊急事態宣言が発出されると、休校が長引く

可能性を考慮し、自治体の担当者と協議を重ね、遠隔による支援活動を順次実

施した。学習支援については、まず 4月上旬から、職員や大学生ボランティア

が「手作り感」を重視した自主教材（プリント）を毎週作成し、お便りと返信

用封筒を同封の上、各家庭に郵送にて配布した。5月初旬からは郵送と同時に、

スマートフォンや Wi-Fi など家庭の通信環境が整備されていることを保護者に

事前に確認した上で、Zoom を用いたオンラインでの学習支援を実施した。各

家庭から教材が返送されると、職員とボランティアが添削してコメントを記入

し、次回の教材と共に郵送して、正規の開講日時にオンライン上でその解説を

行った。食事支援については安全性を考慮し、既製品の弁当を各家庭に配達し

た。教材の郵送時に案内状を同封し、NPO 法人 S への返送をもって必要情報

を取りまとめ、情報を共有した地元のボランティア団体が実際の配達を担当し

た。6 月に学校が再開されると、午前・午後での参加者の入れ替えや昼食時の

飛沫対策など感染予防を徹底した上で、対面での学習支援を再開した。ただし、

学習活動以外の行事は中止となり、大学生ボランティアの受け入れも制限され

た。

(3) オンラインでの学習支援の可能性とその課題

　NPO 法人 S が実施したオンラインでの学習支援の参加者は、教材の解説や

学校からの宿題の進捗を確認する学習支援の役割より、職員や大学生といった

「大人」と会話する居場所的役割を強く求めていたという。支援対象の家庭では、

臨時休校中でも保護者が仕事で日中、家を空けざるを得ないケースが多く、夜

まで家の中で子ども一人もしくは兄弟姉妹のみで過ごす日々が続いていたこと

が、その背景要因にあると考えられる。参加者はオンライン上で会話を行うこ
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とで安心感を持ち、「大人」との関係性を積極的に捉える場面が多かったとい

う。ここから、オンラインでの学習支援は参加した子どもたちに対し、臨時休

校によって希薄になった他者とのつながりを創出・維持する役割を一時的に果

たしていたことが示唆された。NPO 法人 S としても、自治体の庁舎内で活動

する従来型の支援からオンラインの場へと活動拠点が一時的に切り替わったこ

とで、「支援のフィールドが広がった」感覚があったことを、B 氏は指摘して

いる。

　一方で、オンラインでの学習支援には必ずしも積極的な側面のみならず、実

施するなかで新たな課題も同時に明らかになった。

　1 点目は、子どもたちの低い参加率である。オンラインでの参加者は平均で

毎回 3～ 5名、在籍する児童生徒の 1割程度であり、通常時の約 20 名（約 5割）

を大きく下回った。一方、6 月以降の対面参加率は、通常時の水準まで回復し

たという。各家庭の通常環境が未整備である可能性を危惧していた実施前とは

異なり、通信環境が整備されている状態でいかに学習活動に参加させるか、そ

の際、学習へと動機づける「大人」が子どもたちの近くに居ないことが運営上

の現実的な課題となった。B 氏の語りからは、オンラインでの学習支援はあく

まで臨時休校中の「つなぎ」であることと、実施を通じて逆説的に、通常時の

学習支援には、子どもたちが対面で参加することに対し、単にオンラインでは

代替できない何らかの積極的な意味を見出している可能性が示唆された。

B 氏：通信環境自体はだいたい（家庭に）ありそうなんですが、インターネッ

トに繋いであげる大人がいるとか、プリントやりなよっていう一押しが必

要なのかなって思います。（中略）普段の学習支援が福祉寄りで、オンラ

インになった時に学習色が強くなるとわざわざオンラインには入ってこな

いので、そこをどう促すかは課題だと思います。

　2 点目は、公的機関との連携上の柔軟性である。NPO 法人 S は学校外で支

援活動を行う民間教育機関ではあるが、自治体からの委託事業という制度上、

また、学校や教育委員会との連携に基づく学習支援という性格上、教育行政の

決定と連動せねばならない。事業委託の際は年間計画を事前に提出しており、
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記載した内容に沿って活動を行うことが求められる。今回は自治体の積極的な

協力もあり、オンラインでの学習支援は短期間で認可されたが、緊急時に加え

て平常時も、公民連携での支援をいかに柔軟に実施できるかという課題が残る。

B 氏：行政の施設を使っていますし、民間の場所とは違うので、臨時休校中

は、対面で学習支援をやることはできなかった。（中略）委託事業なので、

どうしても仕様書があって（事業の）範囲があるので、新しくオンライン

でどこまで支援を行えるかは、自治体との協議次第になってくる。

3.3. 高等専修学校における新型コロナ問題

(1) T 高等専修学校の概要と調査の経緯

　高等専修学校は、後期中等教育段階の専修学校であり、中学校卒業者の 0.7%

ほどの進学先になる小規模な学校種である。学業不振や不登校、非行傾向、発

達障害などの背景がある生徒たちを多く受け入れ、情報処理、農業、看護、調

理・製菓、理容・美容、ファッションデザイン、音楽・演劇などの専門的な技

能の習得を目指した授業を行ってきた（伊藤 2017）。前述のフリースクール P

や NPO 法人 S とは異なり、学校教育法で規定されている機関であるため（第

125条第 2項）、授業時数の規定など一定程度の制度的統制は存在する。ただし、

高等学校や特別支援学校高等部などの「1 条校」（学校教育法第 1 条で規定さ

れている学校）と比べ、学習指導要領に準拠しなくてよいなど制度的統制が弱

いことから、より柔軟で特色ある実践が可能になっている。

　今回調査を実施したのは、長年にわたり筆者（伊藤）がフィールドワークを

行っていた、首都圏にある私立の T 高等専修学校（以下、T 校）である(3)。T

校は 3年制の大学入学資格付与指定校であり、現在は陶芸、体育、調理・製菓、

情報ビジネスなど 7 つの専門コースが設けられている。T 校では、自閉症をは

じめとした発達障害の診断を受けている生徒が全体の約 6 割を占めているが、

残りの約 4割は発達障害の診断を受けていない生徒であり、彼ら／彼女らの約

半数には小・中学校等での不登校の経験がある。

　筆者は緊急事態宣言下の 2020 年 5 月に、T 校の C 先生（50 代・男性・当時

2 年副担任）より、メールで学校やクラスの近況について詳細に教えてもらっ
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ていた。また、同年 9 月には C 先生と、D 先生（40 代・男性・当時 1 年担任）

の 2 名に対面でのインタビューを実施した。以下ではそれらのデータと、T 校

のオンライン授業について取り上げた新聞記事(4)をもとに記述を行っている。

(2) 臨時休校中の T校の対応

　T 校では 2 月 27 日に発出された政府の休校要請を受けて、3 月 1 日から臨

時休校に入った。卒業式は 3年生とその保護者、教員のみに参加者を絞り、時

間を大幅に短縮して実施した。1・2年生については、3月の間は生活の維持と

いう観点から週 1回程度自由登校日を設けており、7～ 8割の生徒が登校した。

　新年度が始まってからも、4 月 7 日に緊急事態宣言が出たことにより、臨時

休校を 5月末まで継続することになった。入学式・始業式は規模を縮小して実

施したが、数日の自由登校日以外は、生徒たちは基本的には自宅での学習となっ

た。4 月の間はクラスごとにホームルーム動画と学習ガイダンスの動画、家庭

での課題をオンラインで配信した。家庭での課題については、印刷環境のない

家庭にはプリントアウトして配布した。

　5月からは、ホームルームは動画の配信ではなく、Zoom でのオンラインホー

ムルームに切り替え、週 2回のペースで実施した。通信環境については 9割強

の家庭が整っており、実施の上で大きな問題は生じなかったという。

　6 月 1 日からは学年ごとの分散登校を開始し、2 週間後に全学年の登校、月

末に通常授業と部活動が再開された。その後は、登校時の検温や消毒などの感

染対策を徹底しながら、対面授業を継続している。ただし、6 月のスポーツ大

会や 7月の林間学校など、いくつかの学校行事は延期または中止となった。

(3) オンライン授業／ホームルームの導入とその限界

　オンラインでの動画・課題の配信については、系列の小・中学校での先駆的

な実践の経験や若手教員の活躍もあり、4 月から導入することができた。しか

し T 校の教員にとっては初めての取り組みであり、負担が大きかった様子も

うかがえる。C先生の場合、1コマ分の動画を作成するのに3日かかったという。

　また 5月からは、動画の配信だけでは「一方通行」だという教員からの懸念

もあり、Zoom でのオンラインホームルームが導入された。オンラインホーム
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ルームの導入にあたっては、教員間の研修や打ち合わせが何度も行われるなど、

実施までに周到な準備が行われた。4 月の入学式以降顔を合わせる機会がない

1年生の担任であった D 先生の場合、音楽を流したりパワーポイントを作成し

たりするなど、常に「この人の話聞いてみたいなと思わせる」ための準備を行っ

ていたという。

　こうしたオンライン授業／ホームルームの経験は、C先生やD先生にとって、

自らの今までの教材や授業方法を見直すいいきっかけになったという。しかし

そうしたプラスの側面が語られる一方で、C 先生や D 先生の語りなどからは、

オンライン授業／ホームルームが抱える 2つの限界も垣間見ることができる。

　1 点目は、教員や他の生徒との関係性がまったくできていない 1 年生にとっ

て、同期型で顔を合わせるオンライン授業／ホームルームへの参加は、ハード

ルの高いものであるかもしれないということである。C 先生によれば、2 年生

はオンラインホームルームに毎回ほとんどの生徒が参加し、その時間に参加で

きなかった生徒も、別の時間帯を設定することで教員と顔を合わせることがで

きたという。一方で D 先生によると、1年生の中にはオンラインホームルーム

に 1度も参加せず、家に電話をしても誰も出ない状態の生徒もいたという。

　2 点目は、オンライン授業／ホームルームでは補えない経験があるというこ

とである。まず、実技を伴う専門コースの授業の大多数では、オンラインでは

実施が困難である。たとえば、陶芸コースのろくろでの成形、体育コースのウェ

イトトレーニングなどでは、T 校の用具や教員の対面指導が必要不可欠である。

　また、学校行事やそこで得られる生徒の経験についても、多くの場合オンラ

インでは代替が難しい。T 校では、6 月のスポーツ大会や 7 月の林間学校（1・

2 年生が参加）は、生徒同士がクラスの垣根を越えて関係を作っていくきっか

けになっている。とくに、障害の診断を受けていない生徒と、別のクラスに在

籍する重度の自閉症の生徒との関係は、こうした行事を通して深まっていく（伊

藤 2021）。しかし D 先生によれば、オンラインでは代替できないこれらの行事

が延期・中止となったことで、1 年生の間では、重度の自閉症の生徒たちと他

クラスの生徒たちとの関わりがないままであるという。

　一方で上記の行事は、C 先生によれば、2 年生にとっては先輩らしく振る舞

える機会でもあるという。しかし行事が延期・中止になり、そうした機会がな
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くなってしまったことで、リーダーができる生徒が育っていないことが 2年生

の課題になっているという。このように、行事を通して生徒同士がクラス・学

年の垣根を越えて関わり、他者理解を深めたりリーダーとしてふるまったりす

るという経験は、オンラインでの教育では補いきれないものだと考えられる。

　T 校でのオンライン授業／ホームルームは、教員や他の生徒とのつながりを

創出・維持する機能を果たしていただろう。ただし C 先生は、そうした意義

を認めたうえで、生徒の卒業後のことをふまえるとオンラインでは補えないも

のがあるのではないかと、以下のように語っている。

C 先生：新聞とかいろんな、不登校の生徒にとってオンライン授業が新たな

参加手段になっているって話題もあるんですけども（中略）オンラインと

いう形で授業に参加する、ホームルームに参加する、それはそれでプラス

になって、いい効果だと思います。ただ、そこでとどまっているのであれ

ば、やっぱり最終的な社会適応ではないですけども、社会で自立してって

ところまでいかない。やはり人と関わって、実際に関わるところまでいか

ないと、良い結果、さらにその後、独り立ちは難しいんじゃないかなとは

感じています。

４．まとめと考察

　本稿では、オンライン活用による不登校支援に焦点を当てながら、「オルタ

ナティブな学びの場」における新型コロナ問題への対応と認識を明らかにして

きた。得られた知見を以下でまとめたい。

　フリースクール P、NPO 法人 S、高等専修学校 T 校の３事例からは、不登

校支援においてオンライン活用で代替できる／できない部分が存在するという

可能性と限界が明らかになった。フリースクール P では、活動理念や利用す

る子どもの状況や発達段階に基づきながらオンライン活用の意味を捉えてお

り、オンラインを安易に導入するだけでは「顔の見える関係性の構築」という

日常的実践を実現することが難しいと判断されていた。NPO 法人 S では、オ

ンラインでの学習支援が希薄になった他者とのつながりを創出・維持する役割
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を一時的に果たす可能性が示された一方で、低い参加率や学習へと動機づける

「大人」の存在が重要であるという課題が明らかになった。T高等専修学校では、

教員や他の生徒との関係性が希薄な生徒による同期型のオンライン授業／ホー

ムルームへの参加の困難さや、学校行事などで得られる生徒の経験はオンライ

ンでの教育だけで補いきれない側面があるという限界が示唆された。

　いずれの調査校・施設でも、自分たちの実践がオンラインでは代替できない

重要な意味を有していることを新型コロナ問題によって再認識していたことが

うかがえる。とくに本稿では、「オルタナティブな学びの場」の実践に焦点を

当てたことで、不登校支援をめぐるオンライン活用と対面による実践双方の可

能性をより明確に導出することができたといえるだろう。

　また、オンライン活用による不登校支援が対象とする「学びの機会保障」が

具体的に何を指すのかについて詳細に検討する必要性も指摘できる。冒頭で述

べた、教育現場で広がりつつある「オンライン活用による不登校の改善言説」

の中では、遠隔で授業へ参加できるといった、学校や教室へのアクセス機会の

観点からオンライン活用の有用性が強調されていた。しかし、本稿における「オ

ルタナティブな学びの場」の実践に着目すると、学校的価値に囚われずに安心

して存在することができる「居場所づくり」が重視されており（住田・南編 

2003）、学びの前提となる居場所の確保や安心できる他者との関わりの構築が

コロナ禍において、より重要性を増していた。こうした「居場所づくり」の実

践は、学校システムと相容れない子どもたちの「教育権／学ぶ権利」の保障の

場として機能しており、多様な学びの保障を考える際にも、既存の学校から排

除され教育権を剥奪されている不登校の子どもたちの生存を承認することが何

よりも重要であると強調されてきた（南出 2016、 永田編 2019 など）。

　これらの点を踏まえて考察すると、「オンライン活用による不登校の改善言

説」は、学力保障に問題を矮小化したことによる包摂に他ならず、「オルタナティ

ブな学びの場」で大切にされてきた「個々人の多様な生き方」や「学びや育ち

として他者と関わり合い生きる権利」の問題を看過してしまっているといえる。

すなわち、必ずしも言説が示唆する包摂の積極的な側面のみならず、オンライ

ンにアクセスできない子どもたちや非親和的な子どもたち、さらには、オンラ

インでは代替できない居場所やつながりを求める子どもたちに対する、「オン
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註

(1) 紙幅の関係で言及できなかったが、メールや Zoom を用いた本稿の調査からは質的オンライ

ン調査をめぐる議論の必要性を提起したい。すでに海外では調査機器のデジタル化やインター

ネットの普及に伴い、電話やメール、Web などを用いた質的オンライン調査の方法論を模索

する議論が行われている（Mann & Stewart 2000 など）。コロナ禍による昨今の状況によって

対面でのインタビューの在り方が問い直されている。しかし、対面でのインタビューをオンラ

インにそのまま転用すれば良いのではなく方法論上の利点や限界をしっかり見極めなければな

らない。例えば本稿では、対象の調査フィールドに中長期的に関わっており調査協力者との対

面の関係性が築けている状況であったため、オンライン・インタビューによる支障はなく円

滑に調査が実施可能であった。Opdenakker （2006）が指摘するように、調査実施の際にはオ

ンラインを用いた各手法の特性や調査協力者との関係性といった「社会的な手かがり（social 
cues）」を十分に考慮する必要があるだろう。今後も調査と検討を積み重ね、対面とオンライ

ンの利点を補完し合った「ハイブリッド」なオンライン質的調査の意義と可能性を検討したい。

(2) 年次報告書を参考に NPO 法人 S の沿革や事業情報をまとめたが、法人名や提携する地方自治

体等が特定されるおそれがあるため、詳細は記載しない。

(3) T 校の詳細については、筆者の過去の研究成果（伊藤 2017、2021 など）を参照してほしい。なお、

これらの研究では T 校の仮名を「Y 校」としている。

(4) 学校名等の特定につながるため、掲載紙名と発行年月日は記載しない。
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