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はじめに 

 令和元年度の全国の国公私立小・中学校における不登校児童生徒数は「過去最多」の 181,272

人にのぼり、7 年連続で増加しています。本市においても、市立小学校は平成 26 年度から令和元

年度まで 6 年連続、市立中学校は平成 28 年度から同じく 4 年連続で増加しており、平成 30 年度

は合計 816 名、令和元年度は同じく 866 名と、2 年連続で 800 名を超え、過去最多となっていま

す。 

 

 各学校においては、不登校児童生徒への支援のために、家庭訪問、教育相談、別室登校や放課

後登校、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携、教育支援センター「あ

すなろ学級」の紹介等、個々の不登校児童生徒や学校の状況に応じた取組みをしています。 

不登校児童生徒の中にはフリースクールなどの民間施設を居場所としている者もいるため、市

教育委員会では、兵庫県教育委員会の「不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライ

ン」（令和２年３月）を受け、いわゆる「教育機会確保法」（平成 29年２月施行）や「不登校児童

生徒への支援の在り方について」（令和元年 10 月 25 日付け文部科学省通知）」が求めている民間

施設との連携が必要との認識のもと、これを円滑に進めるため、民間施設に関するガイドライン

を策定することとしました。 

 同法や同通知では、不登校児童生徒への支援について、「学校に登校する」という結果のみを目

標にするのではなく、社会的に自立することを目指す必要があること、またそれに伴い、民間施

設での支援を指導要録上の出席扱いと判断する際の要件について、新たな考えが示されました。 

 

 本ガイドラインでは、民間施設における不登校児童生徒への相談・指導について、校長が指導

要録上の出席扱いを判断する際に留意すべき点を示すとともに、不登校支援に関する学校や教育

委員会の取組み、出席扱いを判断するための望ましい流れなどを示しています。そして参考資料

として、不登校児童生徒の支援を目的とした本市や県の施設、民間施設の一部を紹介しています。 

 

 不登校児童生徒の支援にあたっては、個々の状況に応じて、社会的自立に向けた適切な居場所

を提供することが重要です。教育委員会・学校と民間施設が連携し、不登校児童生徒への支援の

充実につながるよう、本ガイドラインを活用いただければ幸いです。 

 

 

令和３年３月 

 

西宮市教育委員会 
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本ガイドラインに掲載した民間施設について 

本ガイドラインに掲載している民間施設については、令和２年 10 月の依頼に対して掲載希望があ

り、かつ市が設定した以下の５つの要件をすべて満たした施設です。不登校児童生徒が民間施設を活

用した際の指導要録上の「出席扱い」については、保護者の申し出を受け、該当児童生徒の状況を踏

まえたうえで、個々に判断することが必要です。掲載された施設に通所すれば一律に出席扱いになる

ということではありません。また、掲載されていない施設でも文科省が示す要件等を満たした場合

は、出席扱いとなる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載に関する要件】 

① 平成 29 年度以降に、在籍する児童生徒が、指導要録上の出席扱いを認められ

た実績がある。（※西宮市立学校に限らない） 

② 義務教育段階の児童生徒を受け入れている。 

③ 通常、学校のある時間帯に受け入れを行っている。 

④ 学習支援以外に、体験活動、交流活動等、複数の活動を実施している。 

⑤ 「子供たちの活動・成長」等の紹介が記載されている。 
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西宮市教育委員会 

 

1. 策定の趣旨 

平成 29年 2月に施行された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保

等に関する法律」（いわゆる「教育機会確保法」）では、その基本理念として、不登校児童生徒が

行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援を行うこ

とが示された。 

不登校児童生徒の中には、フリースクール等の民間施設で支援を受けている者もおり、その社

会的自立のためには、学校や市教育委員会と民間施設との連携を図ることが重要である。そこ

で、県教育委員会が策定した「不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン」を踏

まえ、市教育委員会として学校が、民間施設に通所する不登校児童生徒の「出席扱い」について

判断する際に留意すべき点を目安として示したガイドラインを策定する。 

 

 

2. 活用にあたって 

このガイドラインは、個々の民間施設についてその適否を評価するという趣旨のものではな 

い。したがって、学校や市教育委員会においては、民間施設に通所する不登校児童生徒の「出席

扱い」について判断する際に、このガイドラインに掲げた事項を参考としながら、各民間施設へ

の訪問等を通して、児童生徒の安全・安心が確保されていることや、活動内容等を十分把握し、

施設における支援が、児童生徒の社会的自立につながっているのかを、総合的に判断することが

求められる。 

 

 

3. 指導要録上の出席扱いを判断するための留意事項 

①実施主体について 

(1) 法人、個人は問わないが、実施者が不登校児童生徒に対する支援等に関し深い理解と知 

識又は経験を有し、かつ社会的信望を有していること。 

    (2)不登校児童生徒に対する支援を行うことの目的が明確であり、自らの進路を主体的に捉 

え、社会的に自立することを目指す取組がなされていること。 

    (3)著しく営利本位ではなく、入会金、授業料（月額・年額等）等が明確にされ、保護者等 

に情報提供がなされていること。 

 

  ②支援の在り方について 

  (1)児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある温かい支援が行われていること。 

    (2)情緒的混乱、情緒障害及び非行等の態様の不登校など、支援の対象となる児童生徒が当該 

   施設の支援体制に応じて明確にされていること。また、受入れに当たっては面接を行うな 

   どして、当該児童生徒の状況把握が適切に行われていること。 

(3)指導内容・方法、相談手法及び支援の体制があらかじめ明示されており、かつ児童生徒の 

状況に応じた適切な内容の支援が行われていること。 

民間施設に関するガイドライン 
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    (4)児童生徒の学習支援や進路の状況等につき、保護者等に情報提供がなされていること。 

    (5)体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行われていないこと。 

    (6)当該児童生徒にとって最善の利益が尊重されること。 

 

 ③支援スタッフについて 

(1) 支援スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不適応・問題行動の問題等 

について知識・経験をもち、その指導に熱意を有していること。また、実施者は、支援ス 

タッフの資質向上に努めること。 

(2) 専門的なカウンセリング等の方法を行うにあっては、公認心理師や臨床心理士等の有資 

格者や心理学や精神医学等、それを行うにふさわしい専門的知識と経験を備えたスタッフ 

が指導にあたっていること。 

(3) 宿泊による活動を行う施設にあっては、生活指導にあたる者を含め、当該施設の活動を行 

うにふさわしい資質を具えたスタッフが配置されていること。 

 

④施設・設備について 

 (1)学習や支援等の活動を行うために必要な施設・設備を利用できる状況にあること、 

  (2)利用施設・設備にあっては、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものであること。 

  (3)宿泊による指導を行う施設にあっては、宿泊をはじめ児童生徒が安全で健康的な生活を営 

むために必要な施設、設備を有していること。 

 

 ⑤学校・教育委員会と施設との関係について 

(1) 児童生徒のプライバシーにも配慮の上、施設への通所状況や学習等の活動の様子、支援 

経過などの必要な事項について、月に１回程度を目安として学校へ情報提供が行われるこ 

と。 

(2) 学校と施設が相互に、児童生徒やその家庭を支援するために必要な情報等を交換するな 

ど、学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

 

 ⑥家庭との関係について 

(1) 施設での支援経過を保護者に定期的に連絡するなど、家庭との間に十分な連携・協力関係 

が保たれていること。 

(2) 宿泊による指導を行う施設にあっては、たとえ当該施設の指導方針がいかなるものであ 

っても、保護者の側に対し面会や退所の自由が確保されていること。 
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Ｑ 指導要録上の出席扱いを判断する際、必ず民間施設を訪問しなければならないですか? 

 また、判断にあたって校長は教育委員会と連携をとらなければならないですか? 

Ａ 令和元年 10月 25日付け文科省通知『不登校児童生徒への支援の在り方について』に、

「民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうかについては、 

校長が、設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとすること」と記さ 

れているように、個に応じて適切かどうかの判断が必要となります。保護者から指導要録 

上の出席扱いの求めがあった場合、施設が当該児童生徒にとって適切であるかどうかを判 

断するために、可能な限り視察を行なうことが望ましいと考えます。また、判断について 

は教育委員会と十分な連携を図ったうえで行うようお願いします。状況によっては教育委 

員会の担当者も視察を行います。 

 

Ｑ 指導要録上の出席扱いの判断をした児童生徒について、出席簿及び指導要録の記載はど 

のようにすればよいですか? 

 Ａ 当該児童生徒が学校に登校していない場合、出席簿は欠席（事故欠）となります。不登 

校を理由として年間 30日以上欠席した場合は、毎年文部科学省が実施している問題行動等 

の調査で、不登校児童生徒として計上する必要があります。指導要録上の出席扱いとなっ 

た日数については、指導要録の出席日数の内数として、出席扱いとした日数及び児童生徒 

が通所又は入所した学校外の施設名を記入する必要があります。市の教育支援センター 

「あすなろ学級」やその他の公的施設についても指導要録上の出席扱いとした場合の記入 

の仕方は同じです。 

 

 Ｑ 保護者から、学校外の施設について紹介してほしいとの申し出があった場合、公的施設 

だけでなく本ガイドラインに掲載している民間施設についても保護者にお伝えしてよいで 

すか? 

 Ａ 本ガイドラインに掲載している施設のうち、公的施設は本市教育委員会及び兵庫県教育 

委員会が所管している施設です。また民間施設については、本ガイドラインへの掲載を希 

望された施設のうち、「一定の要件」を満たした場合はすべて掲載しています。「一定の要 

件」については、2 ページに記載している 5 点です。掲載内容については各施設が記入さ 

れたものであり、市教育委員会が記入したものではありません。 

本ガイドラインに掲載の民間施設は、市教育委員会として推薦している意味ではありま 

せんが、学校が保護者への情報提供を目的としてお伝えしていただいて結構です。なお、 

本ガイドラインは市教育委員会・学校保健安全課のホームページに掲載しております。 

 

 Ｑ 不登校児童生徒への支援の目標が、「社会的自立を目指すこと」となりましたが、学校と 

して学校復帰を求めてはいけないのですか? 

 Ａ 不登校児童生徒自らが学校への登校を目指している場合、当該児童生徒にとってそのこ 

  とが社会的自立の一つであると捉え、学校としてその支援を行うことになります。日頃か 

ら不登校児童生徒や保護者と十分に意思疎通を図ったうえでの支援が大切です。 

１. ガイドライン活用にあたってのＱ＆Ａ 
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２. 不登校支援にあたっての学校と教育委員会の取組み 

学校の主な取組み 

教育委員会の主な取組み 

・分かる授業づくりをはじめとした魅力ある学校づくり 

・特別活動の充実（集団づくりや居場所づくりを意識した学級経営、達成感・充実感のある

行事づくり、児童会・生徒会活動の活性化、縦割り集団等による異学年交流の実施等） 

・地域交流、地域行事への参加 

・生活アンケート等による児童生徒の状況把握 

・教育相談やいわゆるチャンス相談による児童生徒理解 

・児童生徒理解研修会やカウンセリングマインド研修会等の各種研修会の実施 

・会議、シート等を活用した不登校児童生徒の状況把握や支援に関する共通理解 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携 

・家庭訪問等による不登校児童生徒及び保護者との面談・状況把握 

・学習プリント等による個別の学習支援 

・ＩＣＴを活用した学習支援 

・別室登校や放課後登校等、個々の状況に応じた教育相談や学習支援 

・西宮市立こども未来センターとの連携 

・市の教育支援センターや県立施設等との連携 

・不登校児童生徒が通所するフリースクール等民間施設への訪問、連携  など 

 

 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの派遣 

・小学校生徒指導担当者会の開催（年 3 回） 

・生徒指導に関する協議の会の開催（年 4 回） 

・長期欠席児童生徒の把握（毎月） 

・不登校に関する研修会の実施（年 1 回） 

・居場所サポーター派遣事業の実施 

・資料「私たちに何ができるか」の作成 

・教育支援センター「あすなろ学級」での不登校児童生徒支援 

・教育支援センター「あすなろ学級」の拡充による不登校指導生徒支援の充実 

・他市教育支援センター及び不登校児童生徒を支援する県立施設の視察 

・西宮市立こども未来センターとの連携 

・不登校児童生徒を支援する民間施設との交流会の開催（年 1 回） 

・不登校児童生徒を支援する民間施設への訪問・情報収集 

・西宮市不登校対策庁内検討委員会の開催 

・西宮市不登校対策連絡協議会の開催 

・不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドラインの策定  など 
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３. 不登校児童生徒の居場所について 

 

学校（教室に入れない場合） 

西宮市の教育支援センター「あすなろ学級」・県立施設 

不登校児童生徒を支援する民間施設（フリースクール等） 

在 宅 

  

子供たちへの支援に向けて… 

※該当児童生徒及び学校の実情に応じて 

 
・別室登校や放課後登校等による教育相談や学習支援 

・居場所サポーターの活用 など 

 

・学校による当該児童生徒及び保護者への各施設の案内 

・各施設と学校の連携した支援 

 

・教育委員会と民間施設の情報交換会（年 1 回） 

・教育委員会、学校による民間施設への訪問及び情報収集 

・学校と民間施設との連携 

・本ガイドライン及び兵庫県教育委員会のガイドラインの活用 

 

・家庭訪問や電話連絡等による状況把握や社会的自立に向けた支援 

・学習プリント等やＩＣＴを活用した学習支援  など 

 

不登校児童生徒の状況は個々により異なるため、必要な支援も異なります。また

同じ個人であっても状況の変化により、支援のあり方も変化します。そのため、日

頃から学校と家庭が連携し、それぞれの状況における社会的自立に向けた適切な支

援を共有する必要があります。居場所については学校外にもたくさんあります。家

庭以外の居場所を求めている不登校児童生徒も多いことから、学校は本ガイドライ

ンや兵庫県教育委員会のガイドライン等を活用するなどにより、情報を得ておくこ

とが大切です。 
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①民間施設に通所している不登校児童生徒及び保護者から「出席扱い」に関する申し出 

②学校が保護者から不登校児童生徒の状況や通所する民間施設について聞き取り    

      ③学校による可能な限りの当該民間施設の視察（状況により教育委員会も視察）     

      ④校内において「出席扱い」に関する協議     

      ⑤校長と教育委員会による「出席扱い」に関する協議         

      ⑥校長が「出席扱い」の適否について判断し、保護者に伝える 

    

 ・学校、家庭、施設との定期的な情報交換、連携・協力 

  (例) 施設から学校に月 1 回程度送付される報告書等を活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 民間施設活用における指導要録上の「出席扱い」について 

校長が民間施設に通う不登校児童生徒の指導要録上の「出席扱い」を判断する主な要件 

「出席扱い」認定後 

自宅において学習活動を

行う場合 

 
義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行うとき、

当該不登校児童生徒の社会的自立を助けるうえで有効・適切と判断し、下記の要件を満た

す場合に、校長は、指導要録上の「出席扱い」とすることができる 

 

① 我が国の義務教育制度を前提としており、学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習

プログラムである 

② 自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となる学習の内容である 

③ 学校、家庭、（学習を提供する者）が十分な連携・協力関係を保つことができる 

④ インターネット、遠隔教育システム､郵送、ＦＡＸなどを活用した学習活動である 

⑤ 訪問等による対面指導を、定期的・継続的に行うことができる 

⑥ 校長が、状況について十分に把握する（定期的報告、連絡会の実施等） 

⑦ 学校外の公的機関、民間施設で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動である 

 

出

席

扱

い

の

要

件 

・我が国の義務教育制度を前提とした学習カリキュラムに基づいた学習支援を行っている 

・不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としている施設である 

・不登校児童生徒が社会的自立を目指す活動を行っている（学習活動、体験活動など） 

・不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能な施設である 

・学校、家庭、施設の三者間の十分な連携・協力関係を保つことができる 

「不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行

った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」（文科省通知より） 

指導要録上の「出席扱い」を判断するまでの流れ 

 

★文科省通知の出席扱いの要件等を基に、市としての対応について検討中 

 

文

科

省

通

知

よ

り 
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1 訪問日時   年   月   日（ ）   :      ～    : 

2 訪問施設名        

3 対象児童生徒名 
学校  年  組   

名前 

4 訪問者名・職名  

5 施設代表者名  

6 施設応対者名  

7 施設所在地 
〒 

☎           FAX 

8 施設概要 

 １ 開設時期  

２ 在籍児童生徒数    名 

（小 :  名）（中 :  名）（高 :  名） 

３ 費用 ・入学金 

・年間費用       円（月額     円） 

・その他費用      円 

４ 指導者等    名 

・代表者所有資格 

 （教育免許・臨床心理士・社会福祉士・          ） 

・その他の指導者 

 （教育免許・臨床心理士・社会福祉士・          ） 

５ 施設・設備等 ・学習室  有（   ）室 ・ 無 

 ［様子］（                       ） 

・面接・相談室  有（   ）室 ・ 無 

 ［様子］（                       ） 

・体育施設・プレイルーム  有（   ）室 ・ 無 

 ［様子］（                       ） 

・保健室  有（   ）室 ・ 無 

 ［様子］（                       ） 

・その他の設備（                     ） 

9 入学案内・ＨＰ 

 １ 入学案内があるか 有  ・  無 

２ ホームページを開設しているか（ブログを含む） 有  ・  無 

３ 経営方針について明記されているか 有  ・  無 

４ 指導内容・方法・相談・指導体制が明記されているか 有  ・  無 

５ 必要経費等が明記されているか 有  ・  無 

６ 指導者名が明記されているか 有  ・  無 

７ 定期的に更新されているか 有  ・  無 

５. 民間施設訪問記録用紙 
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10 連携について 

 １ 学校との連携方法  

２ 学校との連携頻度  

３ 家庭との連携方法  

４ 家庭との連携頻度  

11 その他 

 １ 不登校児童生徒への相談・指導を主たる目的とした施設か Yes ・ No 

２ 不登校児童生徒の社会的な自立を目指す活動を行う施設か Yes ・ No 

３ 我が国の義務教育制度を前提とした学習カリキュラム（時間割）か Yes ・ No 

４ 不登校児童生徒個々の出席状況や学習指導・相談等に関する記録が 

  あり、それを定期的に学校に送付することにより、学校・家庭・施 

設の三者間の連携が可能か 

Yes ・ No 

５ 通所する不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、それを妨げ 

ず、円滑に学校復帰への支援を行う施設か 
Yes ・ No 

６ 在籍する不登校児童生徒で、指導要録上の「出席扱い」を受けた 

  児童生徒はいるか（過去・現在） 
Yes ・ No 

12 所見 

  

13 指導要録上の「出席扱い」  

 １ 学校と教育委員会との協議 済み ・ 未 

２ 指導要録上の「出席扱い」の判断 可  ・  否 

 

 

 

 

 

 

 

10



 

    

 

 

 

市内には、不登校児童生徒を対象とした以下の施設があります。 

                      

 

名  称 所 在 地 開設時期 対象者等 

あすなろ学級みらい 西宮市高畑町 令和元年 10 月 

西宮市立小・中・義務

教育学校に在籍する不

登校の児童生徒 

※入級は在籍の学校に相

談してください。 

あすなろ学級なるおきた 西宮市花園町 令和元年 10 月 

あすなろ学級かわらぎ 西宮市中島町 令和 3 年 4 月 

あすなろ学級やまぐち 西宮市山口町 令和 3 年 8 月末 

あすなろ学級しおせ 西宮市名塩新町 令和 3 年 4 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６. 不登校児童生徒への支援を行う市立施設等の紹介 

教育支援センター「あすなろ学級」 

あすなろ学級みらい 

あすなろ学級なるおきた 

 

 

所在地 西宮市高畑町 2-77    ☎ 0798-35-1881    アクセス 阪急西宮北

口駅より南東徒歩 8 分  
開級日  (月)～(木) 午前の部 9:30～11:30 

           午後の部 13:00～15:00 

特徴等  少人数制、半日制 

活動内容 自主学習、交流活動、ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞなど 

受入人数 午前の部・午後の部それぞれ 20 名程度 

指導員  教職経験者等 4 名 

経 費  無料 

 

 

所在地 西宮市花園町 10-20   ☎ 0798-41-6349 アクセス 阪神甲子園駅

または鳴尾・武庫川女子

大前駅より北へ徒歩 10 分  開級日  (月)～(木) 9:15～14:15 

特徴等  学級制、一日制、弁当持参 

活動内容 教科学習、自主学習、スポーツ活動、交流活 

動、体験活動など 

受入人数 40 名程度 

指導員  教職経験者等 4 名 

経 費  実習費（数百円程度） 

 

 

令和元年 10月開設【西宮市立こども未来センター内】 

令和元年 10月開設【西宮市立鳴尾北幼稚園内】 
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あすなろ学級かわらぎ 

 

所在地 西宮市中島町 5-2   ☎ 0798-65-7213  アクセス JR 甲子園口

駅より西へ徒歩 10 分  
開級日  (月)～(木) 午前の部 9:30～11:30 

           午後の部 13:00～15:00 

特徴等  学級制、半日制 

活動内容 教科学習、自主学習、スポーツ活動、交流活動 

受入人数 午前の部・午後の部それぞれ 40 名程度 

指導員  教職経験者等 4 名 

経 費  実習費（数百円程度） 

 

 

あすなろ学級やまぐち 

所在地 西宮市山口町上山口 2-3-43 

山口中学校内 校舎 1階   
☎ 未定    

アクセス 阪急バス 

山口センター前下車

徒歩 2 分  

開級日  週 4 日 午前の部 9:30～11:30 

午後の部 13:10～15:10 

特徴等  学級制、半日制 

活動内容 教科学習、自主学習、スポーツ活動、交流活動 

受入人数 午前の部・午後の部それぞれ 15 名程度 

指導員  教職経験者等 2 名 

経 費  実習費（数百円程度） 

 

 

 

 

 

所在地 西宮市塩瀬町名塩新町 1 

   塩瀬センター3 階 塩瀬公民館内 

 

アクセス JR 西宮名塩駅下車徒歩 1 分 

阪急バス JR 西宮名塩園前下車徒歩 1 分 

 

開級日  週 2 日 13:00～15:00 

特徴等  半日制 

活動内容 自主学習、交流活動 

受入人数 15 名程度 

指導員  教職経験者等 2 名 

経 費  無料 

 

あすなろ学級しおせ 

令和 3年 4月開設【西宮市立瓦木幼稚園内】 

令和 3年 8月末開設予定【西宮市立山口中学校内】 

令和 3年 4月開設【塩瀬センター3階 塩瀬公民館内】 
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施 設 名 所 在 地 対象児童生徒 

兵庫県立但馬やまびこの郷 
朝来市山東町森字向山 45-101 

☎079-676-4724 

不登校・不登校傾向の小・中

学生 

兵庫県立神出学園 
神戸市西区神出町小東野 30 

☎078-965-1122 

中学校を卒業した 23 歳未満

の男女 

兵庫県立山の学校 
宍粟市山崎町五十波 430-2 

☎0790-62-8088 

中学校を卒業した 21 歳未満

の男子 

 

 

 

 施 設 名 所 在 地 

1 NPO 法人あんずぽこ ぽこ夙川教室 西宮市松園町 13-25-102 

2 西宮サドベリースクール 西宮市広田町 2-15 

3 new-look ＴＯＢ塾 西宮市高木西町 14-6 

4 トライ式高等学院 西宮北口キャンパス 西宮市北昭和町8-13 カサマドンナV 2F～3F 

5 関西家学 尼崎市潮江 1 丁目 15-3 ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｲｰｽﾄ 15-3 号棟 1F 

6 東京大志学園 芦屋校 芦屋市上宮川町 4-1 2F 

7 ハッピーニューロン 芦屋市伊勢町 10-6 

8 神戸フリースクール 神戸市中央区北長狭通 7 丁目 3-11 坂下ビル 2F 

9 ラーンネット・エッジ 神戸市灘区篠原南町 6-1-10 ｸﾞﾗﾝﾋﾞｱ灘 20A 号 

10 第一学院中等部 神戸キャンパス 神戸市中央区磯辺通 4-1-38 ｻﾞ・ｼﾃｨ神戸三宮ﾋﾞﾙ 7F 

11 学研 WILL 学園 大阪梅田キャンパス 大阪市北区中崎西 1-2-13 ｻﾌﾟﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ 4F 

12 八洲学園 梅田キャンパス 中等部 大阪市北区梅田 1-3-1 大阪駅前第一ビル 2 階 

13 フリースクールここ吹田校 【あまかり】 吹田市内本町 1-19-7 

14 フリースクールここ南吹田校【いどばた】 吹田市南清和園町 3-26 

 

※民間の施設紹介の内容について 

  施設紹介については、市が様式を定め、各施設に提出していただいたものであり、内容 

については、西宮市教育委員会では改変していません。施設の紹介基準は、目次のページ

を参照願います。 

※次ページ以降の施設としての方針の記号について 

 ◎最も力を入れている  〇取り組んでいる  △場合により活動する  ―活動なし 

 

 

 

７. 不登校児童生徒への支援を行う県立施設、民間施設の紹介 

県立施設 

民間施設 
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ 個別の関心や力に応じ、英語・数学・国語の基礎学力を補充します。

学校の教科書内容を中心に、個別のニーズに合わせ内容を選定し指導

します。漢字検定や英語検定を取り入れ、具体的な目標設定を行い計

画します。

【施設としての方針】

不登校の子どもが安心して「今」を元気に過ごし、将来へ

の希望を育める場を提供します。

他の不登校児との関わりや、家族以外の大人から認められ

ることにより、子どもそれぞれに潜在する生きる力が活性

化され「元気」に育ちなおれるよう伴走します。

◎ 〇 〇 ◎ 〇 ◎

子供たちの活動・成長

朝10時になるのを待っていたかのように来はじめると、もう大丈夫です。週に1、２回は行こうと決めて

くる子どもには「今日は何をする？」と子どもに合わせて時間割設定をします。高校進学を意識して勉強

を中心に利用をする子どもがいます。それまでどう過ごし、将来を考えられるようになったのかどうか、

ガイダンスカウンセリングしながら学習支援をします。自信をなくした不登校の子たちが「自己決定」す

ることは、大変難しいことですので、日々の生活の中で、自分の椅子、荷物の置き場、今何をするのか、

自分で決めるようにしています。高校進学先決定はその延長で、考える大きなチャンスです。自分の問題

と向き合い自己決定できるよう、保護者とも連携して待ちます。

最近、数名で1つの画面を共有してゲームをすることがあります。その様子から、これはいうなら「ゲーム

セラピー」だと見守っています。自分の在り様に自信をなくし、勉強など手につかない状態で利用が始ま

ります。自信無げな子どもたちが互いに感じ合いながらそれぞれが過ごし、スタッフが間に入り少しずつ

距離が縮まっていきます。ゆっくり穏やかな時間を過ごしながら、やる気が

出るのを待っています。ゆっくり穏やかな時間が提供できるのがあんずぽこ

の良いところです。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
河村夏代

費用

入会金　　17000円

授業料　1回2000円

その他 家庭状況での特別配慮有

在籍者数
19名

（2020年9月現在）

８名

10名(同時利用数）

月曜～金曜

10:00 ～ 14：45

2014年　3月

小・中・高・特

NPO法人あんずぽこ

ぽこ夙川教室

教室所在地

西宮市松園町13-25松園ハイツ102

交通機関最寄駅

阪急夙川駅から徒歩5分

https://anspoco.amebaownd.com/

kawana2yo@gmail.com

0798-75-2618

0798-75-2618

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ

小・中・高・特

西宮サドベリースクール

所在地

 兵庫県西宮市広田町2-15

交通機関最寄駅

 阪急西宮北口　徒歩15分

nishinomiya-sud.com

staff@nishinomiya-sud.com

0798-70-0777

0798-70-0777

子供たちの活動・成長

・自分の夢を探して実現できる。

・学びたいことを自由に、好きなだけ学ぶことができる。

・自分の頭で考えて動くことが出来る。

・色々な価値観に出会って、自分の世界が広がっていく。

・社会で必要とされるスキルが身につく。

子どもたちはそれらをそれぞれ得られていく。

自分の夢を叶えるためのとっておきの選択肢「プロジェクト」やスクールの決定を

行うための生徒とスタッフ、保護者が対等の立場で話し合う「ミーティング」子どもた

ちによって作られた「ルール」による自治など様々な特色がある。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
倉谷明伸

費用

入会金　　　　0円

授業料　月35,000円

その他　　　　0円

在籍者数
24名

(2020年11月現在）

2名

30名

月曜～金曜

10：00 ～ 16：00

2000年　4月

【具体的なカリキュラム】

 カリキュラムなし。時間割も、テストもない学校

【施設としての方針】

〇 〇 〇 － 〇 －

施設名

・子どもを100%信頼する

・時間割、テストがない

・子どもたちが学校運営を行う

・自分の夢、やりたいことを叶える選択肢がある
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ

所在地

西宮市高木西町14-6

交通機関最寄駅

阪急西宮北口駅から徒歩7分

https://www.new-look.jp/

info@new-look.jp

0798-56-7139

0798-56-7139

50名

月曜～土曜

10：00 ～ 21：00

(土曜日のみ～17:00）

2013年5月

小・中・高・特

一般社団法人new-look

TOB塾

授業料　月24,000円

その他指定教材なし

在籍者数
32名

（2020年9月現在）

22名

＜特色＞

・中学校の不登校生から全日制高校、通信制高校、高校中退者、既卒に高卒認定から大学受験まで幅

広く支援を行ってまいりました。就職やアルバイトの相談、資格取得のサポートなども行っておりま

すので今だけでなく将来を見据えた自立に向けたサポートを行うことが可能です。もちろん普通の塾

としてもご利用頂けます。

＜卒塾生・保護者の声＞

①この一年間、本当にお世話になりました。TOB塾を知ってから本人には話していたのですが、本人

はなかなか気が進まず4月になってからでした。授業をして頂く様になってからは「もっと早く行って

おけば良かった」と話しておりました。本人からは授業についても日頃から話を聞いておりまして、本

人としても中身の濃い充実した一年間を過ごせたのではと感じています。（令和元年度卒塾生保護

者）

②担当の先生方が手厚く見守ってくださっていて、本人も内なる気持ちを出せている様なので、本人

もそうですが私たち親としても、有難く信頼してお任せ出来ます。（在塾生保護者）

③不登校の頃のことは多少落ち着いていたとはいえ最初は不安で仕方なかったですが、最初の授業の

時から話しやすくて全然、大丈夫でした。前の学校で取れている単位が少なく普通の高校生より単位が

必要だったのでレポートの量が大変でしたが最終的にはオール5で卒業できました。（令和元年度卒塾

生）

④授業で最初から最後まで勉強するってわけではなかったから雑談することも多く、そのおかげで通

うのが辛くなかったっていうのはあったかもしれないです。受験前なんかはぎっちり授業ってことも

ありましたけど。1対1で、自分が分からないところに合わせてもらえるので、分からないとこが聞き

やすいというのはありました。学校だと授業のあととかタイミング掴めなくって質問できなかったで

すけど、ここでは聞きやすかったです。（令和元年度卒塾生）

【具体的なカリキュラム】

・それぞれの目標目的に合わせたオーダーメイドの1対1の個別授業を行います。

・高校受験、高卒認定試験、通信制高校の卒業サポート、大学受験などに対応しています。特殊な

　ケースでもご相談に乗ります。

・教科学習だけでなく、本人の希望があれば日常生活での相談やアルバイトの面接対策、友人の作り

　方やファッションなどのアドバイス、コミュニケーションの取り方など個別で関係を築いてきた仲

　だからこそできる、今だけではない次のステップに向けての授業も行えます。

【施設としての方針】

＊それぞれに合ったペース・内容でサポートします

＊まずは講師、スタッフから無理なく繋がりをつくっていき

   ます

＊何度失敗しても見捨てられない成長できる空間を整えます

＊それぞれの生き方を応援します

◎ △ △ 〇 △ 〇

子供たちの活動・成長

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
山口 真史

費用

入会金　　20,000円

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ

小・中・高・特

トライ式高等学院　中等部

西宮北口キャンパス

所在地

 西宮市北昭和町8-13　カサマドンナV 2・3F

交通機関最寄駅

 阪急　西宮北口駅　徒歩5分

https://www.try-gakuin.com/support_kyoten/hyogo/nishinomiyakitaguchi/

try-gakuin-nishinomiyakitaguchi@trygroup.com

0798-65-2225

0798-62-3678

子供たちの活動・成長

・生徒一人ひとりの夢や目標を実現できるようにプロ講師によるマンツーマン指導で

　効率的な学習指導を実施。

・実際に仕事に就かれている方を講師として招き実体験を踏まえた進路決定の参考に

　なるキャリアセミナーを定期的に開催。

・各イベント毎に実行員会を設け、生徒が自主的に目標達成に向かって取り組める環

　境が整っている。

・「集団授業に比べて分かりやすい」「友達もイベントに参加すればすぐに出来た」

　「自分のやりたい事をやれる場所」などの感想を多くの生徒が話してくれている。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
藤本　理紗子

費用

入会金　50000　円

授業料 月 4950円～

その他  10000円/年

在籍者数
35名

（2020年9月現在）

22名

100名

月曜～　金曜

9：00～  16：00

2019年　11月

【具体的なカリキュラム】

・オーダーメイドカリキュラム

・マンツーマン指導(教科は相談可)

・AIタブレット学習

・TryIT映像学習

【施設としての方針】

・個別指導で自分だけの学びを進める

・キャリアセミナーやマナー講座を受講し自己啓発を行う

・様々なイベントや行事を通して仲間作りや思いで作りを実

　施

・キャンパス内で社会の縮図を感じ、成長する

◎ 〇 〇 ◎ ◎ △

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ

小・中・高・特

関西家学（かんさいやがく）

所在地　　尼崎市潮江１丁目15-3

 アミング潮江イースト15-3号棟１F

交通機関最寄駅

ＪＲ尼崎駅から徒歩６分

www.tokyo-yagaku.jp

hidenori-ozoe@grop.co.jp

06-4960-7351

06-4960-7352

子供たちの活動・成長

関西家学（かんさいやがく）では、生徒達が在籍している学校と良い連携することが間

違いなく生徒一人一人の為になると考えます。学校に全く通えなかった生徒がまず週一

回でもフリースクールに通えるようになる。そこで自分と同じポケモンが好きな仲間と

交流できるようになる。そのようなことを在籍する学校のご担任や不登校担当の先生に

１か月に１回所感として報告する中で、一人の生徒についての情報を学校と共有してい

くことに意味があります。（段階を踏んで）次は学校へも通学を少しづつ再開していけ

るようになることを私たちも望んでいます。また関西家学には、中学校の先にある進路

として、松陰高校兵庫尼崎校という通信制高校も運営しているので、生徒によっては、

小3でフリースクールに通い始め、高校も繋がっていくことも可能です。また大阪や兵

庫の中高一貫私立進学校で不登校になった生徒も多数在籍しています。それらの生徒に

高レベルな学習指導にも対応できます。1か月に１回、生徒の保護者を対象とした保護

者会も運営しており、「生徒が変わる為には保護者も変わること」を一緒に考える気付

きの会としています。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
尾添秀則

費用

入会金　55,000円

授業料月22,000円～

その他　　－

在籍者数
３０名

（2020年9月現在）

１０名

４０名

月曜～金曜

９：00  ～16 ：00

2011年9月

【具体的なカリキュラム】朝（AM10時に登校）→1時間の個別授業。

宿題を課す。 （11時～）仲間とゲームに興じる。皆で楽し

む。（12時～）昼食（13時～）1時間自習タイム。その日

の宿題はその日に終わらす。  （16時）皆で帰宅

【施設としての方針】

・居場所としてだけではなく、それぞれの生徒の実情に合わせた学習

　指導も行う。

・１日1時間。1対1の個別授業を行う。

・勉強もするし、ゲームもできる。

・体育館を利用して体育も行う。10年間で兵庫・大阪・京都で30を超

　える中学校の出席認定実績あり。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ 【具体的なカリキュラム】

 1日6時間授業を展開（主要5教科の基礎力補講、進学対策、キャリア

教育、コミュニケーション教育）個別学習と集団授業を組み合わせ、

月一回の特別活動も実施。週1日～週5日段階ごとに通室日を設定可

能。WEB学習なども充実。

【施設としての方針】

内閣府より正式に認定を受けた施設。

子どもの「できないこと」に目を向けるのではなく、「できる

こと」「できそうなこと」を広げていくことで、子ども達の

「自信」と「学校に行きたい」という気持ちを育てることを教

育方針としています。

◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇

子供たちの活動・成長

<通学コース>

「週1日プラン」「週2～5日プラン」「高校進学準備プラン」

を設定しており、お子さんの状態に合わせて

自分のペースで通学を始めることが可能です。

<サポートコース＞

通学することが難しい場合は、ご家族のカウンセリングを中心とした「ファミリープラン」や

メンタルサポーターがご家庭を訪問する「家庭訪問プラン」、学校復帰後のサポートも継続的

に行う「アフターケアプラン」もあり包括的にサポートします。

＜カリキュラム＞

「習熟度別個別学習指導」と「無学年集団授業」の２つの構成になっており、一人ひとりの習

熟度とペースに合った学習指導を通して学力の向上を目指し、また社会性と集団性の力をつけ

ます。授業の遅れを気にすることなく、一方で集団で学ぶ楽しさも実感できます。

＜進路指導・学校連携＞

2019年度中学卒業後の進学率100％

学校連携を積極的に行い、定期テストや行事、部分登校、

別室登校をしている生徒も多数（生徒の希望による）

・日々の教室の様子は、ホームページをご覧ください！

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
理事長　大橋 博

費用

入会金　　30,000円

授業料　週1日 20,200円~

サポートコース　8,000円～

在籍者数
21名

（2020年9月現在）

3名+メンタルサポーター

40名

月曜～　金曜

8：30  ～  17：00

2001年　4月

小・中・高・特

公益財団法人　こども教育支援財団

東京大志学園　芦屋校

所在地

兵庫県芦屋市上宮川町4-1 2F

交通機関最寄駅　　JR芦屋駅から徒歩２分

  阪急芦屋川駅/阪神芦屋駅から徒歩13分

http://www.tokyo-taishi.net/campus/ashiya/index.html

ashiya-info@kodomo-zaidan.net

0797-38-7686

0797-23-1907

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ 【具体的なカリキュラム】
 ・不登校した子どもはゲームやネットに没頭しがちで、家族以外、ひどい場合は家族とも接点を持とうとしません。

寄せられる親御さんの希望の多くは「同年代の仲間と楽しく過ごしてほしい」というものです。そこで、施設の一階

はオープンスペースとして開放し、子ども達がゆっくりくつろげる場所を設けています。フロアにはお洒落なインテ

リアやソファ―、またオープンキッチンもありクッキングで自由に使用できます。また、スタッフもそのスペースに

必ずおり、いつでも会話ができます。子ども同士だけの空間では不安に思う生徒には、大きな安心材料です。

【施設としての方針】
・不登校の子どもに対して、丁寧な面接を行い、個々の状況、または保護者の考えなどを最大限考慮したうえで、子どもに合った最適な通い方や学び方を完全オーダーメイドで

プログラムする。

・不登校の子どもによって、学力が異なるため、本人の学力に見合った教科指導を進め、継続できるようにサポートする。

・勉強することや同世代と共に過ごすこと、またスポーツに対して拒絶感を持つ子どもが多い。個々のケースで、進級や資格取得はもちろんのこと、生きる上で一番重要な健康

な体づくり、そして年齢相応の学力をつけ、同年代の人との関わりの中で、併せて心や協調性も成長することに力を入れている。

・合宿、アウトドアや釣りなど、課外体験学習に力を入れている。実体験の機会を多く持つことで、仲間と協力し合う喜びも感じることが出来る。また、五感を鍛えることで、

物事をバランス良く考える力を育み、結果として学習意欲も高まっている。

・自分の気持ちを言葉で話せるように、母語である日本語の学習を強化している。また、哲学や文学のクラス、自己啓発のクラス、個別、集団でのカウンセリングも実施し、総

合的に力を伸ばせるよう取り組んでいる。

・子どもの創造性を伸ばすため、各分野の専門性を大事にしている。そのため各教科に有資格者の専任講師、テニスとギターはプロにレッスンを依頼している。

・礼儀や挨拶などの社会性も身に付けられるように、日々の生活の中で指導していく。

〇 〇 〇 〇 ◎ 〇

子供たちの活動・成長

芦屋市の文教地区、図書館や美術博物館、また谷崎潤一郎記念館の一筋北側にある一戸建ての建物に、小学生から大学年齢の約20名が通っ

ています。充実した近隣の施設を使い、不自由なくテニス、卓球やバドミントン、クッキング、演奏練習を実施しています。家から出にく

い子どもには、スタッフが自宅まで足を運び、ご本人の状況に合わせて勉強やゲーム、スポーツや悩み相談を行います。通信制高校と連携

もしており、安心した学び舎に通いながらの高卒資格取得のサポートも万全です。また、今まで在籍した芦屋市、西宮市、神戸市、尼崎市

における小・中学生は、申請により「指導要録上の出席扱い」として認められました。大学、短大、専門学校へ進学した卒業生も、時間が

ある日は訪ねてきます。新しい環境に入った時に、バランスを崩してしまいがちです。スタッフへの自由で気軽な悩み相談や後輩との楽し

い語らいも、卒業生が立ち止まらずに前向きに進んでいる大きな要因です。卒業生は、在籍中に劣等感や焦りから進路を決めるのではな

く、本当にしたいことを見つけて進学します。結果、大学進学だけでなく、専門学校では絵本作家、看護師、フロリスト、美容師、葬儀

ディレクター、就職は美容室や保育所、林業、漁業、花屋など多岐にわたる方面に自信を持って巣立ち自律しています。

「ハッピーニューロン」とは、神経細胞のように、自分の＜幸せ＞、他人の＜幸せ＞が共鳴しあい、次々と伝達し伝わっていくイメージか

ら名前をつけました。子どもだけでなく、関わるすべての方が笑顔になり、幸せになることをイメージして活動をしています。

（生の声）

・学校に行けなくてしんどい気持ちになることが多いけど、いろんな年齢のお姉さん、お兄さんが授業以外でも、話したリ遊んでくれるの

で楽しいし安心する。（小学４年男子）

・自分のペースで学べて遅れていた勉強も身について、高校進学も自信を持って出来た。就職しようと思っていたが高校卒業後は大学進学

に意欲が湧いた。（平成29年度卒業生男子）

・勉強が嫌いでクラスには入りにくいが、フリースペースで仲間と話をしたり、イベントが多いので、そこで人間関係ができてきて、徐々

に皆と勉強などもやってみようと思えるようになった。（在籍生20歳男子）

・通信制高校のサポートがあるので、あきらめずに頑張れている。高校卒業出来そうだ。人と関わる機会が多く、じっくりと知り合えてイ

ジメによる人間不信が無くなってきた。友達が増えて嬉しい。（在籍高校3年男子）

・卒業後、看護師を目指し大学に進学したが、リアルな病院実習などが続いて精神的に参ってくるときがある。そんな時に顔を出せる場所

があって、自分を冷静に取り戻し、頑張ろうと思える。自分にとっては安全基地で感謝している。（平成28年度卒業生女子）

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者

ハッピーニューロン株式会社

山口　裕弘

費用

入会金　   30,000円

授業料　月31,000円~

             　    　51,000円

その他　　　　　円

在籍者数
20名

（2020年9月現在）

18名(学科非常勤講師含む）

30名

月曜～土曜

9：00  ～ 19：00

2016年4月

小・中・高・特

ハッピーニューロン

所在地

 芦屋市伊勢町10-6

交通機関最寄駅
阪神「芦屋」下車 徒歩 13分　/　ＪＲ「芦屋」下車 徒歩 15分

阪急「芦屋川」下車 徒歩 20分

info@happy-neuron.co.jp

0797-32-3032

0797-32-3033

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ

小・中・高・特

神戸フリースクール

所在地

神戸市中央区北長狭通7丁目3-11　坂下ビル2階

交通機関最寄駅

 阪神西元町、阪急花隈より徒歩5～6分

https://kfs.freeschool.jp

tokasya@hotmail.com

078-360-0016

078-965-7100

子供たちの活動・成長

　毎月の予定は、子どもたちとスタッフが一緒に意見を出し合って決めています。同年代の子ど

もたちで活動することもあれば、小学生～高校生の子どもたちが一緒になってお出かけ（ハイキ

ングや施設見学など）をしたり、ゲームなどで遊んだりする機会もあります。月に何度かあるラ

ンチの日には、みんなで調理活動に関わり、大きな人が小さな人に野菜の切り方などを教えてく

れたりします。みんなが一緒に活動したときには、小さな人が大きなお兄さんやお姉さんと話せ

ることを恥ずかしそうに喜びます。日常的に、大きな人たちは小さな人たちを気にかけ、小さな

人たちは大きな人たちを頼り、互いに優しい関係を築くことができています。

　そんな仲間同士の関わりは、男女ともに、みんなとても穏やかです。意見が衝突することもあ

りますが、そのようなときは自分たちで話し合って解決します。スタッフはそのプロセスを見守

り、余計な口出しはせず、子どもたちの結果報告を待つのみです。助けを求められるまでは、子

どもたちに任せます。

　好きなことや興味のあることにとことんのめり込むことで、子どもたちは自分に自信を持って

フリースクールを巣立っていきます。落語、ギター、スポーツ、ゲーム、鉄道に関すること、語

学など、これまで様々なことにのめり込んだ、たくさんの子どもたちが飛び立っていきました。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
田辺　克之

費用

入会金　　30,000円

授業料　月32,000円

その他　活動実費等

在籍者数
26名

（2020年9月現在）

6名

35名

月曜～金曜

10：30  ～ 17：00

1990年7月

【具体的なカリキュラム】

・仲間たちとの活動を通じて、コミュニケーション力の育成

・体験プログラムを通じて、生活していく力の育成

・子ども自身が意欲を持って取り組めるよう、自主学習時間の設定

（個別学習による、通信高校のレポート学習、小中学生の自主学習）

【施設としての方針】

＊子どもたちの自主性を大切にしています

＊いろいろな表現活動や体験活動（アート・自然体験・様々な遊び）

を通じて、自信を持ち、前向きな気持ちになれるよう、子どもたちと

ともに歩みます

＊お互いの個性を認め、尊重し合い、いろいろな人や仲間たちと関わ

る楽しさを感じられるような活動をしています

〇 〇 〇 〇 ◎ 〇

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ 【具体的なカリキュラム】

 ・自分が好きなこと、興味があることにひたすら取り組む「マジ探究」の

　  時間が毎日ある。

・午前は、数学・文学・英語・体育の他に科目横断型のクラスや論理的に

　考えたり、批判的に考えていくクラスがある。

【施設としての方針】

・「自分を照らし、人と互いに照らしあう」を理念とす

　る10 代の探究者のためのマイクロスクールです。

・小５～中３を主な対象としています。

・探究したいテーマがあること、他者と一緒に物事を作

　り上げることに価値を感じられることを重視します。

◎ 〇 〇 〇 〇 －

子供たちの活動・成長

朝、登校すると「マイ・スタディ」という自学自習の時間があり、そこではオンライン

学習サービス、通信添削、市販のドリル等を進めている。

そのあとは、数学・文学・英語に加え、科目横断型、対話型のクラスが80 分ずつ２コマ

ある。

ランチ、ホームルームを経て、午後は個人が好きなこと、興味のあることをひたすら探

究する時間が 90 分あり、それぞれがひたるように取り組んでいる。

欠席する子はほとんどおらず、穏やかに日々を過ごしている。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
 駒崎智紀

費用

入会金　250,000円

授業料年960,000円

その他   100,000 円

在籍者数
12名

（2020年9月現在）

2名

40名

月曜～金曜

8:45～15:30

2019年　4月

小・中・高・特

ラーンネット・エッジ

所在地

神戸市灘区篠原南町 6-1-10グランビア灘 20A 号

交通機関最寄駅

阪急「王子公園」「六甲」、JR「摩耶」下車徒歩 10 分

http://note.com/learnnet_edge

edge-info@l-net.com

078-584-1224

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ 【具体的なカリキュラム】

①生徒の可能性を引き出す意欲喚起教育の実施　②キャンパスへの登

校機会の設定（週１回）　③基礎力育成に向けた学習サポート（すら

ら学習）　④個人懇談（電話連携）の定期実施

【施設としての方針】

中学生およびその保護者が抱える不安や悩み（不登校、学習、

高校進学、将来など）を解決するためのきっかけ作りを通じ

て、生徒第一・１／１の理念のもと、生徒の可能性を引き出す

ことを第一に考えて活動する。

◎ △ ◎ ◎ ◎ △

子供たちの活動・成長

★現在、出席認定をいくつかの中学校で受けている。

①登校支援…週１日の登校日を設定。登校曜日は生徒の状況を考慮しながら設定してい

る。（生徒の様子：４月当初は母親の付き添いでの登下校だったが、７月以降は生徒自

身で登下校できる状態にまでなってきている生徒が数名でてきた。）

②学習サポート…タブレットを活用した「すらら学習」で小学生内容～中学生内容の復

習に取り組んでいる。自宅での学習も可能だが、なかなか自宅での取組みが厳しい生徒

には登校していただき、生徒に寄り添いながら学習している。また学校課題（学習ノー

トや課題プリント）を持参していただき、サポートも実施。時期により夏休み課題や定

期テスト対策指導も実施。

③人とのコミュニケーションも大切にするため、曜日によりサークル活動にも参加し

て、先輩との交流を楽しんでいる。指導開始時に、自己紹介カードを作成していただ

き、以降の交流の輪が広がる下地作りを進めている。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
辻本滋夫

費用

入会金   　5,500円

授業料 月11,000円

その他　    ー　円

在籍者数
15名

（2020年9月現在）

7名

20名

月曜～金曜

10：00～17：00

2020年4月

小・中・高・特

第一学院中等部

神戸キャンパス

所在地　　神戸市中央区磯辺通4-1-38

             　ｻﾞ･ｼﾃｨ神戸三宮ビル7Ｆ

交通機関最寄駅       阪急・阪神三宮駅

  　　ＪＲ三ノ宮駅から徒歩７分

www.daiichigakuin-jr.jp

kobe@daiichigakuin.jp

0120-953-324

078-261-1170

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ

小・中・高・特

学研WILL学園

大阪梅田キャンパス

所在地

 大阪府大阪市北区中崎西1-2-13サプライズビル4F

交通機関最寄駅  各線大阪・梅田駅から徒歩15分

地下鉄谷町線 中崎町駅から徒歩1分

http://willschool.net/

w-umeda@kame.co.jp

06-6292-8230

06-6292-8243

子供たちの活動・成長

学研WILL学園はGakkenグループが展開するサポート校・フリースクールです。様々な理由で学

校に通いづらい生徒達を、幅広く手厚いサポートでお引き受けしています。土日祝を除く平日

で、ちょっとゆっくりな10:00~開校。OD(起立性調節障害)などで朝がしんどい生徒も多く通っ

ていますので自分のペースで通学いただけます。

登校後は10名前後の少人数クラスで、①心理学やアニメ論など将来に繋がる学びを提供する趣

味・教養講座、②学習指導要領に基づき学校復帰後の学習の手助けをする学力向上授業 などを

展開。e-スポーツ、ダンス、麺活(ラーメンを食べに行く)サークルがあるので放課後活動も楽し

めると思います。設置コースは登校日数・時間に応じて、受け皿を拡げていますので自分の

ペースで通い、学べます。

また、社会性を養うため必須となる人間関係においても、完全個別ではない少人数のクラスに

慣れる中で自己肯定感を高めることによって、学校復帰後や進学後の環境に馴染むための練習

ができます。屋内・屋外含めてバーベキューや遠足、体育大会にクリスマスパーティーと自由

参加の行事やイベントが多く、人間関係構築のための下地作りもお手伝いします。

独自の教育カリキュラムにより、公立・私立ともに高い高校進学実績を誇ります。学校と塾の

"あいの子"のような環境で自信を取り戻し、少しずつ前を向く練習をしませんか。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
稲葉　清一

費用

入会金　　22,000円

授業料　月30,000円～

その他　　　ー　円

在籍者数
45名

（2020年9月現在）

15名

60名

月曜～金曜

10：00  ～  19：00

平成12年10月

【具体的なカリキュラム】

総合コース,,,週4日+(水)自由登校日　登校可能

選択コース,,,週2日+(水)自由登校日　登校可能

在宅コース,,,週1日~教職員が家庭訪問しての在宅指導

夜間コース,,,週1日~17:00以降で登校できる完全個別指導

【施設としての方針】

在籍中学校と連携をして学校復帰を目指しながらも、生徒達の成長過

程や課題なども考慮しながら一人ひとりに合ったサポートをします。

少人数制のアットホームな環境で、同じ経験を共有できる仲間がいる

からできる成長が沢山あります。

学研ならではの独自カリキュラムで、高校・大学進学も幅広い偏差値

帯への進学実績がございます。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ 【具体的なカリキュラム】

 ・月水金コースは9：00～12：10に開講。２コマ学習、１コマ自習。

・火木コースは10：00～14：30に開講。３コマ学習、１コマ自習。

・１コマ５０分、教科は５教科（国・数・英・社・理）。

・教材費は年度ごとに徴収。授業料は無償。

【施設としての方針】

・登校習慣の形成から中学校、高校への進学準備まで無理

のない教育活動を目指す。

・不登校生の「居場所」を提供。

〇 △ △ 〇 〇 －

子供たちの活動・成長

　学習についての具体的な支援については、基本的に中学校のプリントやワークを持参させ、個々にそれ

を進ませ、個々の質問にその時々で対応している。また対応する大人は教員免許を所持している。

　学期に１回程度、みんなで取り組めるようなモノづくりをする時間や一斉授業（漢字など共通して学び

やすい内容）を実施している。

　１１月に高等学校の芸術祭があり、それに向けて希望する中学生で作品を作る取り組みを実施。

　月水金コースは比較的に１０～２０名ほど登校しており、火木コースは１～５名ほどが登校している。

教室の雰囲気でコースを決める生徒がほとんどで、登録前に必ず体験をしてもらうようにしている。コー

スは学期に１回、変更可能としているがほとんどの生徒は変更しない。

　聴覚過敏や少人数を希望した生徒に対しては教室に空きがあれば別室で対応可能。

　中学校の各試験も中学校の許可があり、生徒本人が望めば、当校で受験可能。

　出席扱いについては上記H29年度～R2年度まで受けることができている。

　通っている生徒はイジメや教員不振などで不登校になった生徒や発達障害や起立性調節障害で不登校に

なったなど様々な理由を抱えている。実際に中学校に復帰している生徒もいるが、中学校もフリースクー

ルも登校できていない生徒もいる。月に１回、在籍中学校には登校日や学習内容を記した報告書を郵送

し、生徒報告を行っている。保護者には学期に１回、フリースクールでの様子など写真付きの報告書を送

るようにしている。

　生徒の感想としては友達ができて嬉しかった、そのまま高校にも上がれるので安心できるという良い感

想もあれば、通学に時間がかかって疲れるという感想もある。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
林　周剛

費用

入会金　　　　　円

授業料　月　　　円

その他（教材費）5000円

在籍者数
41名

（2020年9月現在）

7 名

80　名

月曜～　金曜

9：00 ～14：30

2014年4月

小・中・高・特

八洲学園　梅田キャンパス

　中等部（フリースクール）

所在地

 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第一ビル2階

交通機関最寄駅

 JR「北新地」駅・大阪Metro「西梅田」駅　徒歩３分

https://www.yashima.ac.jp/jhs/

staff-umeda@yashima.ac.jp

06-6343-1173

06-6343-1174

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ 【具体的なカリキュラム】

 教科学習、アクティブラーニング、体育、芸術

【施設としての方針】

ビジョン：学校に行っている行っていないに関わらず誰も

が受け入れられ自立できる社会を創る。

◎ 〇 〇 〇 〇 〇

子供たちの活動・成長

それぞれの習熟度に合わせた個別学習をスタッフがサポートをする。

昼ご飯を希望の生徒は、買い出し・調理をして昼ご飯を食べる。

約70名の卒業生は全員進学・復学・就職をしている。

保護者の声：「ここ」に娘が通い始めて１年が過ぎました。その当初娘は笑顔も少なく

大人に対し不信感を抱いていました。「子供みたいで、楽しい事が好きで、泣き虫で、

悪いことが許せない大人」こんな人たち（職員）が娘を笑顔にしてくれました。かっこ

よくてかわいいこんな人達に出会えてよかったです。

生徒の声：フリースクールここは、みんなが自分の話を聞いてくれたり、みんなで外に

遊びに行ったりします。そして先生たちも優しいし面白いので気軽に話ができます。自

分のペースで過ごすことのできるフリースクールここが大好きで毎日通学できていま

す。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
三科元明

費用

入会金　20000　円

授業料　月40000円

その他　10000　円

在籍者数
２８名

（2020年9月現在）

３名

３０名

月曜～土曜

10：00  ～16：00

2008年4月

小・中・高・特

フリースクールここ吹田校

【あまかり】

所在地

 大阪府吹田市内本町1－19－7

交通機関最寄駅

 JR吹田駅、阪急吹田駅から徒歩10分

http://npokoko.org

npokoko5514@gmail.com

06-6382-5514

06-6382-5514

施設名
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HP TEL

E-Mail FAX

設立

受入校種

運営日時

定員 学習支援 屋外活動 屋内活動 教育相談 仲間作り 親の会

スタッフ 【具体的なカリキュラム】

 教科学習、野菜作り、体育、芸術

【施設としての方針】

ビジョン：学校に行っている行っていないに関わらず誰も

が受け入れられ自立できる社会を創る。

〇 〇 〇 〇 ◎ 〇

子供たちの活動・成長

それぞれの習熟度に合わせた個別学習をスタッフがサポートをする。

昼ご飯を希望の生徒は、買い出し・調理をして昼ご飯を食べる。

約70名の卒業生は全員進学・復学・就職をしている。

保護者の声：「ここ」に娘が通い始めて１年が過ぎました。その当初娘は笑顔も少なく

大人に対し不信感を抱いていました。「子供みたいで、楽しい事が好きで、泣き虫で、

悪いことが許せない大人」こんな人たち（職員）が娘を笑顔にしてくれました。かっこ

よくてかわいいこんな人達に出会えてよかったです。

生徒の声：フリースクールここは、みんなが自分の話を聞いてくれたり、みんなで外に

遊びに行ったりします。そして先生たちも優しいし面白いので気軽に話ができます。自

分のペースで過ごすことのできるフリースクールここが大好きで毎日通学できていま

す。

在籍する児童生徒が指導要録上の出席扱いを受けた年度 ・H29年度　・H30年度　・R元年度　・R2年度

設置者及

び代表者
三科元明

費用

入会金　20000　円

授業料　月40000円

その他　10000　円

在籍者数
１４名

（2020年9月現在）

３名

１５名

月曜～金曜

9：00  ～15：00

2008年4月

小・中・高・特

フリースクールここ南吹田校

【いどばた】

所在地

 大阪府吹田市南清和園町3－26

交通機関最寄駅

阪急吹田駅から徒歩11分

http://npokoko.org

npokoko5514@gmail.com

06-6382-5514

06-6382-5514

施設名
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・不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、 

児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある。 

・不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けた場合の指導要録上の出欠の 

取扱いの要件について 

学校復帰を前提とする → 社会的な自立を目指す（学校復帰の意思の有無は問わない） 

 

 

 

 

 

 

 

不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン 

発  行  西宮市教育委員会（令和３年３月） 

連 絡 先  学校保健安全課 ☎ 0798-35-3884,3880 

不登校等に関する相談窓口 

西宮市立こども未来センター 

地域・学校支援課 

保護者等 ☎0798-65-1881 

学  校 ☎0798-65-1882 

不登校児童生徒の支援の在り方について 

令和元年 10 月 25 日文部科学省通知 

対象となる児童生徒 

  学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている義務教育諸学校の登校

拒否児童生徒で、校長が、当該相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとするこ

とができることとした者 

 

・全ての児童生徒にとって、魅力あるより良い学校づくりを目指す。 

・支援に関しては、登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの

進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある。 

・保健室、相談室や学校図書館等も活用しつつ、安心して学校生活を送ることができるよ

う児童生徒の個別の状況に応じた支援を推進する。 

・教育委員会・学校と不登校児童生徒を支援する民間の団体との連携を推進する。 

８. 不登校にかかる国の主な通知とポイント 

登校拒否児童生徒が学校外の公的機関等に通所する場合の通学定期券制度の適用について 

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定

について 

平成 29 年 3 月 31 日文部科学省通知 

平成 5 年 3 月 19 日文部省通知 
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