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フリースクールこらんだむ
学びの選択肢をつくる

不登校の小中高生を対象とした居場所の運営事業

フレーベン
社会で応援する

養護施設に住む子どもを対象にした個別学習支援

Note Movies
だれでも学べる

教員が撮影した無料学習動画のWEB配信事業

生きづらさを抱える親子をつなげるイベント開催

孤立をつなげる
SAME BOAT

Mission 課題解決の為に果たす使命

すべての子どもたちが
　　　未来にときめく社会に

Vision 私たちが目指している社会

子どもの可能性をフェアにする

ハンズ
居場所と学びの拠点

ひとり親家庭児童の居場所型学習支援教室運営事業



Highlight

MessageHighlight 2021 年度コロナ禍での活動

Message from Tadamitsu ichimura

NPO法人を立ち上げ 7期目が終了し、私たちの事業や活動も広がりをみせ、それに伴い支
援できる児童も増加しています。ただ残念ながら新型コロナウイルスによって、貧困や不
登校、子どもの自殺や児童虐待など、子どもに関する社会課題はますます増大し、私たち
の事業活動においても、大きな影響がありました。毎年実施しているイベントが政府の緊
急事態宣言により中止になり、また児童養護施設では外部の方の出入りが禁止になるなど、
子どもたちに支援を届けることができない状況もありました。

ただ社会課題は止まってくれません。だから” 今” できることに取り組んできました。新
しくひとり親家庭小学生を対象とした居場所型学習支援教室の開催やフリースクールでは
新しい取り組みやプログラムに積極的にチャレンジしてまいりました。また多くの講演依
頼もいただき、学生や先生、企業人の方々へ不登校や貧困の課題についてお伝えさせてい
ただきました。

私たちは皆様のご理解とご協力があるからこそ、事業活動を展開することができ、同時に
勇気をいただいております。是非私たちが目指す「すべての子どもたちが未来にときめく
社会」向け、ひきつづきお力をお貸しください。      

2021 年度は子どもたちにとって、新型コロナウイルス感染の急拡大に伴う健康への不安、
様々な感染予防対策をすることへの精神的な疲れ、長期に渡る学びの機会損失に伴う影響
の色がより濃くなった年となりました。
子どもや家庭、企業や政治が緊急的な対応、変化を余儀なくされ、その影響から子どもた
ちは学びの機会損失に止まらず、遊びやイベントをする機会まで奪われてしまいました。
私たちは、2015 年から社会的に不利な立場とされている子どもたちに対し、学習の機会提
供や安心して過ごせる居場所の提供、当事者同士が繋がりを持つ為のイベント開催などを
実施しています。今年度に於きましても、フリースクール事業を中心に活動し、新たな取
り組みとして高崎市、群馬県母子寡婦協議会との連携により、高崎市のひとり親家庭児童
への無料学習支援教室 (HANDs) を年間を通して実施し、包括的に支える地域の役割を果た
して参りました。
新型コロナウイルスの影響は当団体にも少なくない影響を及ぼしておりますが、それ以上
に、支援を必要としている人はもっと苦しい思いをしているという事実を受け止め、来年
度も 1人でも多くの方に支援を届けていきたいと思います。

代表理事　市村 均光

フリースクールこらんだむ責任者　足立 崇



SAME BOAT 孤立をつなげる

活動の概要

写真

写真

こらんだむ 学びの選択肢をつくる

活動の概要

子どもの変化

写真

写真
▶

学校に行けない理由が自分
でも分からず家庭内でも
引きこもりがち
になり親子間
の会話も少ない。

中学 2年
  男　子

こらんだむへの通所から表
情が明るくなり、活動を楽
しそうに話して
くれるように。
学校への通学も
週 2回に増加
した。

Before After

“ありのままの子どもを受け止めて、それぞれが自立に繋がる場”
という方針を掲げ、子どもの目線に合わせた関わりを通して不登校
児童、学校にいきづらさを抱えている子どもたちの安心・安全な居
場所を実現しています。こらんだむを通して家庭、学校、地域社会
が子どもを中心にして考える「協育社会」を目指し活動しています。

児童・生徒の定量的変化：2021 年度実績：高校進学 3名、学校復帰 4名

” 学校に行きづらさを抱える当事者同士がつながる場” として、当
初８月に野外活動及び講演会を実施予定でしたが、新型コロナウイ
ルスの流行状況を勘案し、延期としました。その後、新型コロナウ
イルスの流行状況が落ち着いたことから、１１月に野外活動及び交
流会を実施しました。子ども17名、保護者16名に参加頂きました。

子どもの変化子どもの変化

▶
学校では相談室登校が続い
ており、大勢の人と関わる
ことが苦手で好きなことは
絵を描くこと
やゲームなど

小学 6年生
     女の子

ボランティアと関わり最初
は緊張していた様子だった
が活動を通じて
自分の好きなこ
とを第三者に
話してくれる
ようになった。

Before After



フレーベン 社会で応援する

ハンズ 居場所と学びの拠点

活動の概要

 今後の方針

写真

活動の概要

子どもの変化

写真

写真

子どもの変化子どもの変化

▶
娘は情緒が安定せず、家で
もうわの空。口数も少なく
て、学校生活が心配。
私ももっと子どもに関わり
たいけど、仕事も忙しくて
心に余裕がなくて難しい。
（小学校４年生の母親）

私が帰ると「おかえり！」
と言ってくれるようになり、
笑顔も増えた。学校生活の
ことも色々話
してくれるし、
机に向かう時
間も増えた。

Before After

群馬県内の児童養護施設に居住する児童の学力や意欲向上を目的と
し、ボランティアと児童の希望をマッチングするWin-Win の出張
学習支援を実施しています。令和３年度は新型コロナウイルス感染
症拡大の影響を受け、支援施設である前橋・高崎３ヶ所の児童養護
施設へ出入りすることができず、残念ながら未実施となりました。

ひとり親家庭児童の自己肯定感や学力向上を目的とし、群馬県母子
寡婦協議会と連携し高崎市中央公民館を会場に居場所型学習支援を
運営しています。個別学習支援だけではなく、子どもにとって安心
して過ごすことができる環境を整備しました。令和３年度は 15 名
のボランティアの方と共に 60 名の児童へ支援を実施しました。

令和３年の児童虐待件数は 20 万 5,029 件となり、30 年連続で増加しています。新型コロ
ナウイルス感染症拡大により、各家庭では生活に対する不安感が増大したことを背景に、
心理的虐待が約 6割を占めています。今後も不安定な社会情勢が継続するとなれば虐待件
数も増加し、社会的養護児童への支援はよりきめ細やかなものにしていかなければなりま
せん。令和 6年 4月より児童福祉法の一部が改正され、児童養護施設児童への自立支援が
拡充される予定ですが、施設児童がより退所後の選択肢を持つためには学力や自己肯定感
を高めていく関わりはひきつづき重要になってきます。新型コロナウイルス感染症の状況
をみながらになりますが、角施設と細やかな情報連携しつつ、支援に取り組んでまいります。



NoteMovies だれでも学べる

その他活動 啓蒙・広報活動

活動の概要

子どもの変化

写真

写真

写真

写真

学習でつまづき勉強が辛い楽しくないと感じる児童を学び直しの機
会提供を図ることでわかる、楽しいという状態となることを目的と
し、教員が撮影・作成した学習動画を編集しインターネット上での
無料配信を実施しています。令和３年度の視聴回数は 135,725 回
となりました。

子どもの変化

▶
授業がわからないから宿題
は答えを写しているだけ。
授業もどんどんわからなく
なる・・うちは貧乏だから
塾に行くことは難しい・・
a

ひとり親家庭
小学校５年生 母親

授業でわからなかった部分
を動画で教えてくれるから
宿題も答え見なくてもでき
るようになった。授業もわ
かるから楽しい。テストの
点数も良くなってお母さん
も褒めてくれる。

Before After

ひとり親家庭の親子の交流や想い出つくりの交流イベント、不登校
の保護者同士がゆっくり繋がる交流会（こらんだむベース）を実施
し、保護者への支援にも取り組んできました。また群馬大学教育学
部生や群馬県養護教諭などを対象に不登校に関する内容の講演・講
義の実施や行政へ不登校を抱える保護者とともに支援拡充の要望書
を提出に伺いました。

◆取り組みの一覧
•群馬県養護教諭研修会「安心安全な居場所の作り方」
•群馬県 NPO協議会DX活用事例発表会「動画を活用した学習支援の取り組み」
•NETUGEN 官民共創発表会「すべての子どもが未来にときめく社会に向けて」
•前橋市校長会へフリースクール事業説明
•高崎市教育長へフリースクール事業説明
•前橋市へ不登校支援要望書の提出
•群馬大学教育学部学生へ不登校支援についての講義
•ひとり親家庭交流イベントの企画実施
•前橋市内学校長ヒアリング実施
•NPO法人マムズスタイル協働「子ども商店株式会社」



Next 2022 年度の重点取組課題

ご支援のお願い donation＆volunteer

ボランティアに参加する

当法人が運営する活動にて随時ボランティアを募
集しています。空いた時間に楽しく！子供と関わっ
てみませんか？ボランティアプラットフォーム「ア
クティボ」より、確認の上お申込みください。

募集ページ：https://activo.jp/users/75342

◆ターサ・エデュケーション実績報告書をメールにて送付
◆ターサ・エデュケーション実績報告会無料招待
◆イベント開催時ボランティア情報を優先案内
◆ターサ・エデュケーションオリジナルステッカーを送付

寄付者
特　典

寄付を通じて支援する

クレジットカード対応ブランド

都度寄付や月額寄付を受け付けております。寄付
決済プラットフォームよりお申込みください。
寄付者限定特典も準備しております。

「一緒に社会を創りませんか？」
私たちターサ・エデュケーションでは、一緒に活動
する仲間を募集しています！総勢50名以上の仲間が
私たちの団体に関わっています。多様な関わり方が
あるからこそ自らが選んだ関わり方で活動できるこ
とが魅力です。ぜひ、あなたの力を貸してください！

https://syncable.biz/associate/tasa-education/donate
当法人では、決済プラットフォームシンカブルを通じて寄付を受付けております。

１
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３

フリースクールこらんだむ太田校　新規開講 !

ひとり家庭支援事業 ハンズの強化

広報・ファンドレイジングの強化

令和 4年度太田市がフリースクール予算を計上したことにより、新しい拠点設
置をします。群馬県東部の児童が利用しやすい環境整備に取り組む所存です。

群馬県母子寡婦協議会連携事業として、高崎市ひとり親家庭児童学習教室に取
り組んで参りました。より一層の対象者への周知と実施を行います。

これまで限定的だった取り組みを見直し、組織の基盤を改めて強化します。
多くの方の力を借りながらも成長できる組織を目指します。




