別 紙
（ガイ ドライ ン １－ １）
「フリ ースク ール 等の 民間施 設にお いて 相談 ・指導 を受け てい る場 合の指 導要録
上の出 席の取 り扱 い等 に係る ガイド ライ ン」
１

対象
家 庭に引 きこ もり がちで あり、 不登 校傾 向のた め登校 でき ない 児童・ 生徒で 、ブ リッ
ジスク ールへ の通 室も 困難な 状況に あり、フ リース クール 等へ の通 所及び 入所に つい て、
希望が ある者

２

出 席扱い の要 件
下 記の要 件を 満た す施設 で、不 登校 児童 ・生徒 が相談 ・指 導を 受けて いる場 合、 校長
は指導 要録上 出席 扱い とする ことが でき る。

（１） 当該施 設に おけ る相談 ・指導 が不 登校 児童・ 生徒の 社会 的な 自立を 目指す もの であ
ること 。
（２） 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 となる よう 個別
指導等 の適切 な支 援を 実施し ている こと 。
（３） 保護者 、フ リー スクー ル等の 民間 施設 、学校 との間 に十 分な 連携・ 協力関 係が ある
こと。
① 不登 校児 童・ 生徒の プライ バシ ーに も配慮 の上、 学校 とフ リース クール 等が 相互
に当該 児童 ・生 徒やそ の保護 者を 支援 するた めに必 要な 情報 等を交 換する など 、学
校とフ リー スク ール等 との間 に連 携・ 協力関 係が保 たれ てい ること 。
② フリ ース クー ル等で の指導 経過 を保 護者に 定期的 に連 絡す るなど 、家庭 とフ リー
スクー ル等 の間 に連携 ・協力 が保 たれ ている こと。
（４） ブリッ ジス クー ルで相 談・指 導の 機会 を得ら れない ある いは ブリッ ジスク ール に通
うこと が困難 な場 合で 本人や 保護者 の希 望も あり適 切と判 断さ れる 場合で あるこ と。
（５） 当該施 設が 適切 である と認め られ るこ と
校長は 、「（ ガイ ドラ イン１ －２） フリ ース クール 等の民 間施 設に 係るガ イドラ イ
ン」等 を参考 とし なが ら、各 フリー スク ール 等の民 間施設 にけ る活 動を十 分把握 して、
総合的 に判断 する こと 。
３ 学 習活動 の取 り扱 い
（１） 出席扱 いに する 基準に ついて
フリー スクー ル等 での 学習時 間が２ コマ 分（ 小学校 １日９ ０分 、中 学校１ 日１０ ０
分）以 上を目 安と する 。

（２） 学習活 動の 評価 につい て
① 学習 活動 の成 果は、 学校が 把握 した 当該学 習の計 画や 内容 が、そ の学校 の教 育課
程に照 らし て適 切であ ると判 断さ れる 場合に 、評価 とし て反 映する ことが でき る。
② 評価 にか かわ る定期 考査等 は可 能な 限り他 の児童 ・生 徒と 実施時 期を同 様に して
学校で 受け させ るよう にする 。
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４ 指 導要録 の記 載に ついて
（１） 定期的 な報 告を もとに 、各教 科等 の学 習記録 、観点 別学 習状 況や評 定、行 動の 記録
の記載 に努め るよ うに する。
（２） 指導要 録上 出席 扱いと した場 合、 出席 日数の 内数と して 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 。
（３） 総合所 見及 び指 導上の 参考と なる 諸事 項の欄 に、当 該児 童・ 生徒の 学習状 況等 につ
いて次 年度以 降、 指導 の改善 に生か すと いう 観点に 立った 文章 記述 がなさ れるよ うに
する。
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（ガイ ドライ ン１ －２ ）
「フリ ースク ール 等の 民間施 設に係 るガ イド ライン 」

フリ ースク ール 等の 民間施 設につ いて
不 登校児 童・ 生徒 の相談 ・指導 につ いて は、ブ リッジ スク ール での指 導の機 会が 得ら
れな いとき や通 うこ とが困 難で、 本人 や保 護者の 希望も あり 適切 と判断 される 場合 に、
フリ ースク ール 等の 民間施 設への 通所 又は 入所を 考慮す るこ とが できる 。
下記 に示す 内容 は、 学校と して「 出席 扱い 」等に ついて 判断 する 際に留 意すべ き点 を
目安と して示 した もの であり 、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 、実 際の 運用に あたっ ては 、各 民間施 設にお ける 活動 を十分 把握し て、 総
合的に 判断す るこ とが 求めら れる。
１

実 施主体 につ いて
法 人・個 人は 問わ ないが 、フリ ース クー ル等の 実施者 は不 登校 児童・ 生徒に 対す る相
談・指 導等に 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 事 業運営 の在 り方 と透明 性の確 保に つい て
（１） 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 こと 。
（２） 著しく 営利 本位 ではな く、入 会金 、授 業料等 が（月 額・ 年額 等）明 確にさ れ、 保護
者等に 情報提 供が なさ れてい ること 。
３ 相 談・指 導の 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 相談 や指導 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、 相談 ・指導 の対象 とな る者
が当該 施設の 相談 ・指 導体制 に応じ て明 確に されて いるこ と。 また 、受け 入れに 当た
っては 面接を 行う など して、 当該児 童・ 生徒 のタイ プや状 況の 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 び相 談・ 指導の 体制が あら かじ め明示 されて おり 、か
つ現に 児童・ 生徒 のタ イプや 状況に 応じ た適 切な内 容の相 談や 指導 が行わ れてい るこ
と。ま た、我 が国 の義 務教育 制度を 前提 とし たもの である こと 。
（４） 児童・ 生徒 の学 習支援 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。
４ 相 談・指 導ス タッ フにつ いて
（１） 相談・ 指導 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 登校 への
支援に 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 。
（２） 専門的 なカ ウン セリン グ等の 方法 を行 うに当 たって は、 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 た指導 スタッ フが 指導 に当た ってい るこ
と。
（３） 宿泊に よる 指導 を行う 施設に あっ ては 、生活 指導に 当た 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 。
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５ 施 設、設 備に つい て
（１） 各施設 にあ って は、学 習、心 理療 法、 面接等 種々の 活動 を行 うため に必要 な施 設。
設備を 有して いる こと 。
（２） 特に、 宿泊 によ る指導 を行う 施設 にあ っては 、宿舎 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。
６

学 校、教 育委 員会 と施設 との関 係に つい て
児 童・生 徒の プラ イバシ ーにも 配慮 の上 、学校 と施設 が相 互に 不登校 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。

７ 家 庭との 関係 につ いて
（１） 施設で の指 導経 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） 特に、 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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（ガイ ドライ ン２ ）
自宅に おいて ＩＣ Ｔ等 を活用 した学 習を 行っ た場合 の指導 要録 上の 出席の 取り
扱いに 係る対 応に つい て
１

対象
家 庭に引 きこ もり がちで あり、 不登 校傾 向のた め登校 でき ない 児童・ 生徒で 、ブ リッ
ジスク ールへ の通 級も 困難な 状況に ある 児童 ・生徒

２

出 席扱い 等の 要件
当 該児童 ・生 徒が 在籍す る学校 の長 は、 下記の 要件を 満た すと ともに 、その 学習 活動
が、当 該児童 ・生 徒が 現在に おいて 登校 を希 望して いるか 否か にか かわら ず、自 ら登 校
を希望 した際 に、円滑 な学校 復帰が 可能 とな るよう な学習 活動 であ り、か つ、当 該児童 ・
生徒の 自立を 助け るう えで有 効・適 切で ある と判断 する場 合に 、指 導要録 上出席 扱い と
するこ と及び その 成果 を評価 に反映 する こと ができ る。

（１） 保護者 と学 校と の間に 十分な 連携 ・協 力関係 が保た れて いる こと
ＩＣＴ 等に よる 学習に より、 不登 校が 必要な 程度を 超え て長 期に渡 るよう なこ とに
ならな いよう 、保 護者 と学校 とが共 通理 解し 、連携 ・協力 する 。
（２） 対面指 導が 適切 に行わ れるこ と
対面指 導が 定期 的（※ １）か つ継 続的 になさ れ、保 護者 、当 該児童 ・生徒 がで きる
限り学 校に来 て行 うこ ととす る。対 応す るの は管理 職、担 任等 の教 員、ス クール カウ
ンセラ ー、ス クー ルソ ーシャ ルワー カー とし 、対面 指導の 内容 は記 録し、 学校が 保管
する。
※ １ 定 期的 とは 、概ね １か月 に１ 回以 上であ ること
（３） 学習活 動は 、当 該児童 ・生徒 の理 解の 程度を 踏まえ た計 画的 な学習 プログ ラム であ
ること
① Ｉ ＣＴ等 によ る学 びを実 施する 場合 は、２週間 から１ か月 程度 のまと まった 学習
計画を 校長に 提出 し、承諾を 得るこ と 。その 学習計 画には 、目標や 内容が 分かる も
のとす る。
② 学 習記録 の 報告は 、学 習記 録が残 るよう 工夫し 、対面指 導の際 、保 護者 等が学 校
に行う 。
（４）ブリッ ジス クー ルやフ リース クー ル等 の民間 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 こと
家庭 に引き こ もりが ちで学 校外 の公 的機関 や民間 施設 にも 通所が 困難な 児童 ・生
徒を 対象 とする 。当該児 童・生徒が 一時 的に通 い始め るな ど、社会的 自立へ の過 度期
の状態 には柔 軟に 取り 扱うよ うにす る。
３ 学 習活動 の取 り扱 い
（１） 出席扱 いに する 基準に ついて
① 出席 扱い にす る基準 は、自 宅で の学 習時間 が学校 の２ コマ 分（小 学校は 最低 １日
９０分 、中学 校は １０ ０分） 以上に なる よう にする 。
② 学校 の教 育課 程に合 わせ、 授業 日に 自宅で のＩＣ Ｔ等 の学 習に充 てるこ とで 学習
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した日 は、出 席扱 いと し、学 習しな かっ た日 は、欠 席扱い とす る。 「２日 分の学 習
を１日 で行う 」な どは 認めな い。
※授業 日は、 在籍 する 学校に おいて 、土 曜日 がある 場合は 、土 曜日 も含む 。
（２） 学習活 動の 評価 につい て
① 学習 活動 の成 果は、 学校が 把握 した 当該学 習の計 画や 内容 が、そ の学校 の教 育課
程に照 らして 適切 であ ると判 断され る場 合に 、評価 として 反映 する ことが できる 。
② 評価 にか かわ る定期 考査等 は可 能な 限り他 の児童 ・生 徒と 実施時 期を同 様に し
て学校 で受 けさ せるよ うにす る。
４ 指 導要録 の記 載に ついて
（１） 定期的 な報 告、 対面指 導等で 見取 れる 範囲で 、各教 科等 の学 習記録 、観点 別学 習
状況や 評定、 行動 の記 録の記 載に努 める よう にする 。
（２） 指導要 録上 出席 扱いと した場 合、 出席 日数の 内数と して 日数 及び学 習活動 の内 容
を記入 する。
（３） 総合所 見及 び指 導上の 参考と なる 諸事 項の欄 に、当 該児 童・ 生徒の 学習状 況等 に
ついて 次年度 以降 、指 導の改 善に生 かす とい う観点 に立っ た文 章記 述がな される よ
うにす る。
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