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一人ひとりの思いを大切に…
雪の中、コロナウィルス流行の中、全国よりたくさんの方が参加！
2020 年 2 月 9 日（日）京都市生涯学習総合センター（山科）にて、第 25 回全国のつどい第１回実行
委員会を開きました。暖冬の京都でしたがこの日は雪が吹雪き、またコロナウィルスが流行する中 64 名
が、長野・埼玉・東京・神奈川・愛知・滋賀・京都・大阪・奈良・兵庫・和歌山・長崎・宮崎から集まり
ました。長年つどいに関わっている方から初めての参加の方、高校生や大学生など若者の参加もあり、今
年もひとりひとりの思いを大切にした「つどい」を作っていく第一歩を踏み出すことができました。

【ごあいさつ】
全国連のつながりは宝！この宝を今後どう活かすかが問われている
たくさんおいでくださり、ありがとうございます。先日、全教の委員長もしていた松村忠臣さんが亡く
なった。
「あの人に会っておきたい、このことを聞きたい」ということがあれば、即実行しないと後で後
悔しないといけないことになる。そういうことをここ数ヶ月でつくづく経験した。
全国連も一つの生きものみたいなもの。阪神淡路大震災の年、全教の教育研究集会が大阪であり、その
分科会の共同研究者をしていた時、弟からおやじが亡くなっていると電話が入った。人生何が起こるかわ
からない。そういう流れの中でこの会が誕生し、つどいも 25 回を数えることになった。
そういう時期にあたって、政治では教育機会確保法案が出された。別名『不登校対策法案』みたいなな
もの。法律で不登校・登校拒否の子どもの扱い方を決めている。その決め方が性急なやり方だったた
め、もっと慎重にしてほしいと意見してきた。
全国連とは不思議な組織。例えば体の組織にしても最初からどんな臓器になると決まっているのでは
なく、でき上がっていく中で役割が決まっていく。全国連も同様
で、この実行委員会も自発的にそれぞれが融通をつけながら運営
している組織。僕は五重塔のような組織と言ってきた。五重塔は
落雷などで焼失することはあっても、地震大国の日本で倒れたこ
とがない。それは芯柱がしっかりしてあとは柔軟に揺れ動くから。

不登校は何故増え始めたか。1973 年のオイルショック以降の受験競争、競争原理が学校を支配した。
そういう中で、高度経済成長の時代から、教育、学校はそれを支える人材養成の方に曲がっていった。今
はもっと曲がっている中で学校へ行きにくい子が出て問題提起している。そのことは一見マイナスに見
えながらも新しいものを生み出すこれからを変える力を持っている。揉まれてすったもんだして、普通の
価値観から解放された大人達もそう。全国連のつながりは宝、宝も生きもの。この宝を今後どう活かすか
が問われている。
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【実行委員長

高垣忠一郎

ごあいさつ】

今こそ、「本当の学校とは何なのか？」を考えるとき
7 回の兵庫のつどいで初めて実行委員長を経験し、この会に関わるようになった。お陰で、これまで自
分たちが考えてきた「学校づくり」には、学校に来られない子どもへの視点が欠けていたことに気づかさ
れた。全ての子どもたちが安心して来られ、楽しく学べる学校をつくるという視点をもらった。
戦後日本の新しい学校は、地域や子どもの実態から出発することが大前提であった。そして、法律や行
政が踏み込める限界についても明確な線引きがあった。それが 50 年代後半からの教育政策の大転換で、
当時必要になってきた大量の労働力（
「人材」
）を供給するための場とされ、その中で登校拒否・不登校問
題が拡がってきた。そして今、さらに新しい産業構造への転換に対応する「人材」育成が財界から提起さ
れるようになり、どんどん進行する公教育の解体状況に対して文科省も何の見識ももたない状態で、企
業・政治の言いなりになっている（詳しくは、4 月 5 日のつどい実行委員会午前中の講演で）
。
今はトップ 3 割の層だけで切り回される社会を前提として、残りの下位 7 割の層に対する公教育にお
金を使うのは無駄だとして「スリム化」の対象とし、民間企業の儲けに委ねるという考え方になってい
る。もはや公教育（学校）の意義や存在そのものが「見直し」の対象とされるようになってきている。こ
れではますます学校や教育は、子どもたちから遠ざかっていってしまいかねない。今こそ、本当の学
校とは何なのか、私たちが求める公教育とは何かを私たちが考え、正面か
ら提案していかなければならない。
そういう歴史的な「転換点」の中で開催さえる京都でのつどい。こうし
たことについても是非いっしょに考え、学び合いながら京都・宮津でのつど
いの準備を進めて行きたい。

花園大学教授・名古屋大学名誉教授

植田健男

【第 24 回全国のつどい in 長崎の様子】
今日は佐世保から 3 人で来た。昨年はいろいろな力を下さり有難かった。みなさんの顔を見ることでこ
れほど元気をもらえるのかと感じたつどいだった。大雨など大変な災害時のつどいでもあった。キャンセ
ルが相次いで連絡に追われた。福岡まで着いても佐世保まで交通機関が遮断。佐賀県も水害。佐世保も実
行委員の仲間の住まいに近い川が氾濫し、その人の車も押し流されるような事態もおこった。それでも、
つどいをしないということは頭になかった。集まりは予定とは全く違い 400 人を切った。しかしどうにか
来てくれた人達との出会いに勇気づけられ、大きな力になった。良い宝物をもらい、佐世保を中心に県内
で人、機関、地域とのつながりを創っている。つどいはそういう大きな力をもっていると今回も改めて思
った。長崎には対馬、壱岐、五島等々と沢山の離島があり、そこからも参加があった。あの大雨の中でよ
くここまでと思った。本当にありがとうございました。

第１回実行委員会で話し合われたことより
第 25 回登校拒否・不登校問題 全国のつどい in 京都・宮津という名称について
なぜ「in 京都・宮津」なのか
全国のつどいを引き受けるにあたって、私たちが選んだのは「海の京都」宮津です。
「京都」という
と舞妓さんや祇園、社寺の数々を思い浮かべる人が多いと思います。けれども今回は京都市内より
１００km 北の宮津でつどいを行うということを「in 京都・宮津」という名称に込めたいと考えました。
「みんなで取り組みたい」という気持ちは同じ
実行委員会では「全国のつどいは今までずっと全県ひとつの名称でやってきた」
「終わってみてやは
り県の名前でやってよかった」
「どの地方も一緒になって取り組みたい」という意見が相次ぎました。
この日は京都府北部から１０人のメンバーが参加。北部からは「『京都』というなら市内の人がやった
らええわと思っていた。
『京都・宮津』と聞いて自分らがやらなあかんと思った」と率直な気持ちが出
されました。従来は都道府県名にすることでどの地方も一緒に取り組めたのでしたが今回は「宮津」を
加えることで京都全体が一緒に取り組もうという機運が生まれました。みんなで取り組みたいという
気持ちは同じなのです。
「in 京都・宮津」で京都はひとつになれた
実行委員会では「in 京都・宮津」の名称が承認されました。
南北に長い京都。その京都は今、北部も南部もひとつになって「全国のつどい」に向かっていこうと
しています。私たちの軸は何か。芯柱とするものは何なのか。
「つどいの原点」をもう一度問い直しな
がら、つどいづくりを進めていきたいと思います。
第１回実行委員会で決まったこと
（１）つどいの概要

☆ はじめに植田健男さん（花園大学教授・名古屋大学名誉教授）を実行委員長に選出しました。
① つどいの名称 第 25 回登校拒否・不登校問題 全国のつどい in 京都・宮津
～語りあおう 学びあおう 子どもたちをまん中に～
② 主催
登校拒否・不登校問題全国連絡会
第 25 回登校拒否・不登校問題全国のつどい in 京都・宮津 実行委員会
③ 日時
2020 年 8 月 29 日（土）～30 日（日）
④ 場所 Hotel＆Resorts KYOTO-MIYAZU ～ホテル＆リゾーツ京都 宮津～
〒626-8510 京都府宮津市字田井小字岩本 58
TEL: 0772-25-1800
（２）事務局体制
①事務局長 坂本則子
16 人のメンバーで事務局体制が発足しました。
②事務局連絡先
〒607-8033 京都市山科区四ノ宮芝畑町 1 の 9
FAX 075-594-5841 （林敬子）
TEL 090-9869-0187（坂本則子携帯） mail 2020tudoi@gmail.com（つどい専用アドレス）
（３）遠方交通費について
実行委員会参加の交通費が往復実費 2 万円以上の方に、実行委員会会計から 1 万円の補助をする
ことが決まり、今回からお渡ししました。
（４）今後の実行委員会の日程について
・第 2 回 3 月 1 日（日） 13 時～17 時 花園大学 自適館 300 教室
・第 3 回 4 月 5 日（日） 10 時～17 時 午前中 植田健男さん講演
実行委員会は 13 時～17 時花園大学 自適館 300 教室
・第 4 回 5 月 10 日（日）13 時～17 時 花園大学 自適館 300 教室
（
6 月 7 日（日） 13 時～17 時 宮津にて現地世話人会を行います）
・第５回
7 月 5 日（日） 13 時～17 時 花園大学 自適館 300 教室
・第６回
8 月 2 日（日） 13 時～17 時 場所未定
・第７回 10 月 18 日（日）13 時～17 時 花園大学 自適館 300 教室

参加者の感想
（たくさんの感想を頂きました。一部を掲載いたします）

◎昨年は参加できず、関われず…寂しかっ

◎名前（つどいネーミング）でもめるとは

たです。今年こそは！と今日を楽しみにし

思ってもいませんでした。“つどい愛”の凄

ていました。この温かさ、居心地の良さ、

さを思い知りました。新しいことにチャレ

出会える喜びを少しでも多くの方にと願

ンジすること、勇気をもってやっていきま

います。多くの方とつながることができま

しょう。

すように！

◎住んでいる所に親の会がないなら自分

◎みなさんがとてもパワフル。佐世保とは

たちで作ろうと、親の会を立ち上げて、不

また雰囲気が違うので、京都大会がどんな

登校・ひきこもりの会という名では参加し

ふうになるのか楽しみです。

にくいと言われれば、各地それぞれ素敵な
名（親の思いや願いをこめた）をつけられ

◎各人、各地域からの発言によって、京都

て活動されているみなさんの思いをたく

でのつどいが一層豊かになる思いがしま

さん聞かせてもらいました。印象に残るお

した。つどいを求めている人がたくさんい

話ばかりでしたが、中でも香港の方が「デ

ると思います。多くの人に参加を呼びかけ

モは（香港の）教育効果、日本はなぜ誰も

ていこうと考えています。

立ち上がらないのか、何も感じないのかな
～」と言われたという話にはドキリとしま

◎昨年は佐世保のつどいで初心にかえっ

した。子どもが不登校になってから、自分

て楽しく参加させていただきました。実行

で考えることをやっとはじめた私なので。

委員会は本当に久しぶりに参加させてい

自分のしんどさや家庭内のこと、内側のこ

ただきました。みなさんのお話を聴きなが

とばかりにまだ必死ですが、外に向かう、

ら、
「いよいよ始まったな～」と感じてい

つながってゆく力もつけて（ためて）いき

ます（ひしひしと感じています）
。これか

たいなと思う気持ちが時々芽生えます。

ら大変だと思いますが、私自身が無理なく

◎多くの方が参加されていて、大変熱気が

やれる範囲で参加させて頂きますのでよ

あり元気を頂きました。様々な立場の方か

ろしくお願い致します。

ら話を聞かせていただき大変勉強になり

◎みなさんの自己紹介を聞き、このつどい
との関わりはそれぞれの人たちの人生の
大きな一部であったことを確信しました。
不登校・登校拒否という大きな壁に向か

ました。ぜひ、全国のつどいを成功させた
いと思います。
◎全国から集まることに意味を見出すの
か？開催地が分かることで地域内に周知、

い合いながら、自らの自立を求めて闘う子

きてほしいという思いで行うのか？特例

どもたち、そして共に大人たちも改めて自

を作りたいのか、前例にして欲しいのか。

らの人間的自立を問い直している姿でも

長く続けるからこそこだわるのか、時代

あると思います。かけがえのないつどい、

に合わせて変化するのか。軸となる理念さ

そしてなくてはならない実行委員なので

えあればどちらでもいいのではないかと

すね。

思うのですが。
◎いつもながら皆さんの熱い思いがビン
ビンと伝わってきました。広がってつなが
っていきましょう。

