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FUTOKO DAY
~ 不登校は社会課題じゃない。不登校はチャンスだ！ ~

開催企画概要

クラスジャパン小中学園

株式会社スカラパートナーズ

文部科学省

総務省
後援予定



ご提案内容

クラスジャパン⼩中学園と、スカラパートナーズが共同で
全国の⼩中学⽣、その保護者、学校関係者を対象に
「FUTOKO DAY」というイベントを開催致します。

「FUTOKO DAY」の中では様々なゲストを迎え、参加者の皆様にご講演をして頂きます。

御庁にも是⾮、「FUTOKO DAY」ご参加頂き、
全国の保護者様や⼦供達に対して、御庁の先進的な教育の取り組みや、
〇〇市でしか学べない教育についてお話をお願いできればと思っております。

今⽇、新型コロナウイルスの影響もあり特に都⼼の親⼦の移住ニーズも⾼まっております。
本イベントが、全国の保護者様へ様々な選択肢を与える機会となることを我々も⽬指しております。

『FUTOKO DAY』にゲストスピーカーとして参加しませんか︖

※次項よりイベントの詳細をご説明させていただきます。



不登校小中学生の現状



■小・中学校における不登校児童生徒数は196,127 人
（前年度181,272人、前年度比14,855人増）

小学校 63,350人（前年度 53,350人）
中学校 132,777人（前年度 127,922人）
＊不登校児童生徒の割合は2.05％（前年度1.9％）である。

《在籍者数に占める割合》
小学校1.0％（前年 度0.8％）
中学校4.0％（前年度3.9％）
全体では2.05％（前年度1.9％）

■不登校児童生徒のうち，90 日以上欠席
小学校 27,736人（前年度 22,632 人）
中学校 80,035 人（前年度 78,225 人）
全体では 100,771人（前年度 100,857人）

■不登校の要因の主たるもの
「いじめ」（0.2％）
「いじめを除く友人関係をめぐる 問題」（10.8％）
「親子の関わり方（8.9％）」
「無気力・不安」（48.9％）

全国の不登校小中学生の推移



年々増加する不登校児童生徒数。全国 196,127 人という社会課題。

1人
196,172人あなた ＝

「あなた」自身は、「社会課題」なんかじゃない。
あなたらしく、輝いてほしい。

しかし



全国の不登校小中学生の総数は年々増加している。これをオトナは「社会課
題」だと定義する。確かに、そうかもしれない。
しかし、「社会課題」と言っているのはオトナであって、子どもたち一人ひと
りは「社会課題」でもなんでもない 。

我々クラスジャパン小中学園は、全国の不登校のお子様が自宅からオンライン
で学校生活同様の学びや体験を提供しているネットスクールだ。これまで
1000名ほどのお子様をご支援していく中で、オンライン自宅学習だけでな
く、ネット担任との日々のチャット、ネット部活や特別活動や様々なコミュニ
ケーションを通じた「学習や体験」が、不登校のお子様の様々な成長機会とな
っていると実感してきた。

全国 196,172 人を一括りにして「社会課題」だとマクロな対策だけが空回り
していないだろうか。オトナによって「社会課題」と括られた子どもたち一人
ひとりが、どれだけ社会で生きにくい状況におかれているのかご存知だろう
か。

我々は、不登校児童生徒一人ひとりに向き合い、子どもたち一人ひとりがどん
な状況でも「豊かに前向きに成長して欲しい」と心から願う。

「不登校期間はチャンスだ！楽しもう！」

誰かが、そう 子どもたち一人ひとりに声をかけてあげるべきだ。だから我々は
このイベントを通じて声を大にして言う。

「不登校期間はチャンスだ！楽しもう！」

FUTOKO DAY 2022
~ 子どもたち一人ひとりの可能性 ~

- concept -
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FUTOKO DAY 2022
~ 子どもたち一人ひとりの可能性 ~



Keynote / Special Casting



講演コンテンツ

Keynote講演予定
テーマ：未定

野田聖子氏（こども庁 担当相）
１９６０年生まれ。８３年、上智大学外国語学部比
較文化学科卒業後、帝国ホテルに入社。８７年、岐

阜県議会議員（当時、最年少）。９３年、衆議院議
員に。９６年、郵政政務次官。９８年、郵政大臣。
２００８年、消費者行政推進担当大臣・宇宙開発担

当大臣・内閣府特命担当大臣。１２年、自由民主党
総務会長。１６年、衆議院災害対策特別委員長。現

在は、総務大臣・女性活躍担当大臣・内閣府特命担
当大臣。岐阜県第１区当選９回。岸田内閣にて「子
ども庁」担当相。

調整中



スペシャルキャスティング

キャスティング案

西野亮廣氏 ANNAさん 梅田サイファー
KZ氏

調整中

1980年兵庫県生まれ。芸人・絵
本作家。『映画えんとつ町の

プペル』脚本・総指揮を務める。
クラウドファンディングでの合
計調達額は2億7,000万円を突破。
オンラインサロン「西野亮廣エ
ンタメ研究所」は会員数3万
8,000人を超え、国内最大とな
っている。芸能活動の枠を越え、
さまざまなビジネス、表現活動
を展開中。

日本人とロシア人のハーフ。中
学時代に壮絶ないじめに逢い、
一時的に記憶を失うほどひどく
入院も経験。中学二年から独学
で母にプレゼントされたアコー
スティックギターを始め、現在
シンガーソングライラーに。イ
ンスタフォロワー4.4万人。

梅田サイファーの中心的人物KZ
さん。腹違いの兄妹、教育熱心
な母子家庭という環境で育つ。
中学受験失敗、素行が悪くな
り、引きこもり、自殺未遂も。
中卒でフリーターで働くも、ネ
ット掲示板でリリックを書き合
う文化にハマる。実際にラップ
がしたくなりmixiで梅田サイフ
ァーと出会う。



Special Event
（スペシャルイベント）



「スペシャルトークイベント」

「えんとつ町のプペル」に込めた想い

ー不登校期間は「夢」を追いかけられるチャンスだー
大切なのは、夢とか希望は生きるチカラの源泉を持つこと。そして、それを常識にとらわれないで実
行すること。そして実行に必要な知識を得ること。正直、学校で教わることだけでは夢は実現できな
い。だからこそ、不登校期間は自分の「夢」を追いかけるための学びの時間がたくさん取れる。思い
切って夢を追いかけるチャンスだ！
＜参考記事＞

西野亮廣

調整中

https://president.jp/articles/-/41035?page=1


「音楽 LIVEイベント」

オンラインで、子どもたちのWillを応援する。

ー梅田サイファー（KZ）ー
梅田サイファーの中心的人物KZさん。自身が経験
した辛い中学時代に何を思ったか？中学時代の自分
に今伝えるとしたら何を伝えるか？不登校の子ども
たちに向けて語り、ラップで想いを伝えるLIVEイベ
ント。

ーANNAー
中学時代の壮絶ないじめ経験を少しも感じさせない
明るさと、前向きに音楽へ向き合う姿勢を子どもた
ちに感じてもらうLIVEイベントとトークショー。

調整中



Talk Session
（保護者/学校関係者向けトークセッション）



トークセッション

～不登校はチャンスだ！～
自宅で学習をする不登校の子供たち。学ぶ場所が学校でなくても子供たちの「学び」と「成長機会」
は最大化。ICTの活用や、日本各地の地域と連携した社会的な学びなど時間と場所に縛られない「学
びの自由度」は、むしろチャンスだ。EduTech企業や民間教育団体、こども庁をはじめとした各省
庁や地方自治体のみならず、地方創生や文化継承を必要とする各地域のプレイヤーが一堂に集まり、
「不登校はチャンスだ！」というテーマを中心に、学びの多様性について発信する。



Experience booth
（こども向け体験ブース）



「オンライン世界旅行」（海外）

オンラインで、わたしの行きたいを見つける。

ーワクワクが、子どもたちの好奇心を育むー
大人も子どもも「閉じた世界」から「広い世界」に目を向けたとき、それまでの悩みやネガティブな
感情がちっぽけなものになる。日本/世界各地の文化、場所、そして"人"とオンラインで接続し、と
にかくワクワクをたくさん見つけ、好奇心という成長の源泉を発見する。



「オンライン文化体験」（国内）

オンラインで、子どもたちの知りたいを深ぼる。

ーリアルタイムな文化体験ー
リアルタイムに全国各地の文化を体験します。自宅にいても、手触り感のある文化体験を通じて、子
どもたちは自分なりの「知りたい」に気がつきます。それこそが探究学習のはじまりとなり、子ども
たちの自主的な学びのキッカケを醸成します。



「オンラインキャリア教育」
―不思議な大人から生き方を学ぶ―

オンラインで、わたしのなりたいを見つける。

ー子どもたちの"目標"となる人と出会うー
様々な職業に没頭する「ホンモノの大人」に出会う。子どもたちの目標となる「憧れる大人」「や
りたいこと」を、オンラインを通じた社会との接続から発見させる。リアルタイムで仕事場を中継
し、子どもたちは、熱意あるオトナとリアルタイムに接することで、人生の発見を促します。



「お試しネット部活」

オンラインで、わたしのやりたいを楽しむ。

ー子どもの「好き」を、もっと「自信」にー
オンラインの部活を通じて、子どもたちは「好き」を深掘り、自分の「自信」にしていくことができ
ます。自信を持つことで子どもたちは部活以外のことにも積極的に行動し始め、学校への復帰や、学
習への取り組みなど「良質な行動」へと繋がっていきます。
複数の体験部活を提供し、多くの子どもたちに体験いただきます。



Exhibition Booth
（展示会/発表会）



「オンライン作品展示会・発表会」

不登校の子どもたちのチカラを目の当たりに。

ーオンライン部活の展示発表会ー
クラスジャパンのオンライン部活動に参加している児童生徒による各部活での作品などの展示発表会を
実施。オンラインの部活でも、「ここまでやれる」という子どもたちのチカラを目の当たりにできる機
会を創出。（youtu部、図工部、Let's sing部、マイクラ部、プログラミング部等）



Outline



Outline

CJG Conference 2022 FUTOKO DAY
2022年 2月？日 ？時〜？時

▶ テーマ

FUTOKO DAY 2022 ~ 子どもたち一人ひとりの可能性 ~

▶ 対象
・全国の不登校児童生徒

▶ 集客方法
・全国の地方自治体、及び学校経由で案内。

▶ 想定参加者
1000名目標

▶ 主要コンテンツ（案）
・Key note （こども庁長官）
・各種セッション
・スペシャルイベント（西野亮廣、ANNA、梅田サイファー）
・オンライン部活、オンライン体験活動体験ブース
・クラスジャパン部活 展示会/発表会
・などなど

▶ 主催
株式会社 クラスジャパン学園



お問い合わせ

株式会社スカラパートナーズ

担当 ：服部
MAIL ：hattorik@scala-partners.com

詳細につきましては、下記担当者へご連絡くださいませ


