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第1章 15才不登校から笑顔に

◆第１節◆ ー はじめに ー

「15才」とは、中学3年⽣で迎える年齢です。義務教育が終わり、⾃
分の⾜で⼈⽣を切り開くスタートの時と⾔ってもよいでしょう。

中学3年⽣を終えるときには（⼩中学校受験をしていなければ）初め
ての⾼校受験という、⽣まれて始めての⼈⽣の選択に迫られます。
明るい未来への希望よりも、⽬の前の不安感が⼤きくても仕⽅あり
ません。私もそうでした。

http://www.youtube.com/watch?v=vnV4E96yQzA


ましてや不登校の状態であるならば（これからの進路をどうすれば
いいのだろう）と、親も⼦供も不安な気持ちでいっぱいになる場合
も多いことでしょう。

例えば、真っ暗なトンネルに⾜を踏み⼊れた場⾯を思い浮かべてみ
ましょう。当然、怖くて、⼼細くて、悲しい気持ちにもなるでしょ
う。

でも、次のような条件では、そんな不安が吹き⾶んでくれることで
しょう。
・トンネルの先には、どんな分かれ道（＝選択肢）があるか分かっ
ていて
・⾜元を照らしてくれるロウソクや道しるべがある

そうです︕この本は不安なあなたの「道しるべ」になることを⽬指
しています。
今の時代は通信制⾼校＋サポート校という新しい選択肢が出来て、
様々な可能性が広がっています。
しかし通信制⾼校についての情報が錯綜していて分かりづらい、と
いう声もよくお聞きします。

そこで、通信制⾼校のサポート校を3教室（⽣徒数約150名）を経営
し、10年以上の経験を持つ私が皆さんの道案内をいたします。読み
⽅は先頭からでも結構ですし、⽬次をご覧になって興味のある分野



から読まれるのも良いと思います。
少しでも皆さまの⾜元を照らすローソクのような存在になれました
ら幸いです。

株式会社ワイズアカデミー 代表取締役
KG⾼等学院、成⽥・品川・⽬⿊キャンパス⻑

⼤森善郎
TEL 090-1502-5643

URL https://www.ys-academy.co.jp/

メールでのお問合せ

（追記）
公式LINEアカウントに登録いただくと、以下のプレゼントを差し上
げます。
・通信制⾼校５０の秘密（ここだけの⾳声データ）
ご希望の⽅は、以下から公式LINEアカウントにご登録ください。
https://lin.ee/xXQIgwV

◆第２節◆ ー 私の不登校体験 ー

私の⽣まれは島根県の安来市です。安来節という⺠謡と⾜⽴美術館
が有名な、でも、とても⽥舎のまちです。（今は東京の品川区のマ
ンションに住んでいます）

https://www.ys-academy.co.jp/
https://www.ys-academy.co.jp/contact/
https://lin.ee/xXQIgwV


 

私が幼いころ、⽗親は船乗りでした。オイルタンカーといって、何
万トンという⼤きな船で、イランやイラクから⽯油を積んで⽇本に
帰ってくる、そういう仕事でした。

 

⽇本とイラクを１往復するには、⾚道をこえていく⻑い航海のた
め、およそ３ヶ⽉かかります。だから幼いころの私は、３ヶ⽉に⼀
度、⺟親に⼿をひかれて夜⾏列⾞にのり、横浜や神⼾の港に⾯会に
⾏く、そういう⽣活でした。

 

私にとって、⽗親はいつも外国に⾏っている⼈であり、エアメール
という航空郵便で⽂通を交わす⼈でした。映画でしか⾒たことのな
い海外の写真や、極彩⾊の蝶の標本のお⼟産などから、⾊々なもの
が⾒られる⽗親のことを羨ましく感じました。だから私も幼⼼に
「⼤きくなったら海外に⾏ってみたいな」と思うようになりまし
た。

 

⽗親に会えなくても「⽝がいたら寂しくない」と⾔って、⽝を飼い
始めました。そのころに⼤流⾏した名⽝ラッシーの主⼈公であるコ
リー⽝でした。名前はフリーダーといいます。私の⽝好きは、この



ころから始まりました。学校で嫌なことがあっても、家に帰ってフ
リーダーと遊べたら幸せ、そんな毎⽇でした。

 

⽗親の⼤きな⽯油タンカーは⼤きすぎて、多くの場合岸壁ではな
く、沖合に停泊しています。だから先ず、港から⼩さなポンポン船
に乗って沖に移動していきます。そして、タンカーは⾼さも⾼く、
その船側にハシゴがついています。上下に揺れるポンポン船で、船
員さんが幼⼦の私を上⼿にヒョイとハシゴで待つ船員に預けてくれ
ます。

このときの印象は強烈でした。私にとって「海は落ちたら終わり」
という怖い存在になり、そして⽔そのものが怖くなったのです。⼩
学校に⼊学すると、夏にはプールの授業が始まりました。しかし、
私は怖くてはじっこにしがみついているしかありません。だからプ
ールの授業がある⽇には、決まってお腹が痛くなりました。どうし
ても休みたくてたまらなかったかです。⼩学⽣の私にとって、夏と
いうのは恐怖の季節でした。

---

  



⾼校は島根県の松江北⾼校という進学校でした。普通科ではなく理
数科に⼊ったところ、クラスの半分が医者か⻭医者の息⼦で、勉強
づくめの⽣活でした。

そして、なんと夏休みのうち半分近くは「補習授業という名前で普
通の勉強」をすすめるというのです。それはおかしい、夏休みはお
休みのはず、と反発した私は３週間の登校拒否をしました。説得さ
れて、結局は学校に⾏きました。しかし、これも⼀種の不登校だっ
たと⾔えるかもしれませんね。今から４０年以上前のことですか
ら、不登校なんて⾔葉もなく「学校に⾏かないなんてあり得ない、
けしからん」という時代でした。

私は18才で⾼校を卒業すると、早稲⽥⼤学に進学するために東京に
出てきました。⼤学では勉強よりもサークル活動やバイトに明け暮
れました。アルバイトでお⾦をためて、ヨーロッパを40⽇間の⼀⼈
旅をしました。電⾞で移動し、夜は⼀泊2千円くらいのユースホステ
ルに泊まり、世界中の若者と親しくなったのは、強烈な思い出とな
りました。

 

その後、⼤学を出てから20年、エレクトロニクスの世界でビジネス
マンを経験しました。カメラとか無線機とか電話機とかプリンター



とか、そういう世界です。実は就職活動をして⼀部上場企業にも合
格したのですが、むしろ⼩さな通信機のメーカーを選択しまし
た。 なぜか、それは私は⽗親にあこがれて世界を⾒てみたかったか
らです。だから「海外駐在のチャンス」があるという通信機のメー
カーに⼈⽣を賭けてみることにしたのです。⼊社後は、残業を終え
てからフランス語の語学学校に通うなど、必死のアピールをしまし
た。その努⼒が実り、２５才でベルギ、そしてロンドンに駐在をさ
せてもらいました。

⽇本に帰ってから３０才で⽇本コダックというアメリカのフィルム
メーカーに転職し、ニューヨークで駐在員も経験しました。

海外を駆け巡るという、まさに幼いころの夢をかなえ、充実した
⽇々でした。 しかし、フィルムカメラはスマホやデジカメに取って
代わり、フィルム産業そのものが収束したために、40才の若さで
「早期退職」をせざるを得なくなりました。

ここで⼈⽣の選択に迫られました。再びどこかの会社に転職をする
のか、それとも⾃分で起業をするのか︖迷った末に出した結論は、
学習塾を起業する、ということでした。その理由は、こどもが好き
で教えることが好き、ということですが、もっと⼤きな動機づけが
ありました。



それは「海外に⾏く」という⾃分の夢をかなえた私は、今度は「若
者の夢をかなえる応援を」したくなったのです。そのようなイキサ
ツで、⼩中学⽣を対象とする学習塾を始めました。しかし、私は⼦
供たちに無理に勉強をさせるのは好きではありませんでした。むし
ろ休憩時間に⼦供たちがノビノビとくつろいで笑ったり話したりす
るのを⾒るのが好きでした。

 

５０才のときに転機が訪れました。学習塾は⼣⽅４時からの仕事な
のですが、昼間のあいている時間を使って「通信制⾼校のサポート
校」をしてみませんか、というお誘いがあったのです。実際に始め
てみると、学習塾とは別世界でした。悩みがあって不安そうな⾼校
⽣が⼊ってきます。

そして若いスタッフとお話をしたりイベントを楽しんだりしている
うちに、どんどん元気に明るくなっていくのです。そして、笑顔で
卒業式を迎えてくれる。他にいくところがなくて、まさに駆け込み
寺に転がり込んでくる⽣徒たち。この⼦たちが元気になれるお⼿伝
いができる︕このとき、私はこれが「天職」だと感じました。

そして、進学を⽬的とした学習塾はやめて、百％を通信制のサポー
ト校にしました。おかげさまで評判もよく、１教室で始めたのが、



２０２０年４⽉現在では、成⽥・品川・⽬⿊の３教室で１５０名も
の⽣徒さんが在籍しています。

 

私の⽅針は「⾃⽴⼼」と「思いやり」のある⽣徒を育てることで
す。

 

・「⾃⽴⼼」とは

とても不安な気持ちで⼊ってくる⽣徒たちです。でも１８才の春に
は、⾃分で旅⽴っていかなければなりません。だから進学や就職の
指導には⼒を⼊れ、進路セミナーだけでなく、⾯接・⼩論⽂の指導
なども⾏い、⾼校卒業後の進路がしっかりと決まるように全⼒でサ
ポートします。

 

・「思いやり」について

教室ではマナー・ルールを守ってもらいます。たとえばスマホでメ
ールやゲームなど⾃由です。でも通話をしたら周りの迷惑になるか
ら、お話は外でする、という最低限のマナー。

化粧やネイルなどを楽しむのはかまいません。でも⿐ピアスにサン
グラス、⾦髪では怖がる⽣徒も出てくるわけです。だから、そうい



う「思いやりを持って欲しい」ということからのマナー・ルールを
定めているわけです。

 

そして「⽇本⼀アットホームな教室」をスローガンに、今⽇も⽣徒
にとっての「あたたかい居場所」を提供しています。



第2章 不登校とフリースクール
◆第1節◆ ー 不登校のきっかけ、どんな理由から ー

不登校になったきっかけ、それは⼈によりけりです。不登校になっ
たのは「こんな理由が多い」という分析は、（学問的な意味を除け
ば）あまり意味が無いと思います。なぜなら、100⼈いたら100通り
の夢や悩みがあるように、不登校の理由も⼈それぞれだからです。

ですから、数の多さではなく（こんな理由やきっかけもあるんだ）
という参考までに、⾊々な事例をお伝えしましょう。

・クラス替えで友達が出来なくて孤⽴したように感じたから
気がついたら友だちづくりに乗り遅れてしまった、というようなケ
ースが以外に多いものです。
・仲間外れにされた（LINEのグループ外しなど）から
最近は⾁体的な暴⼒よりも⾔葉の⾏き違いから軋轢が⽣じることも
多いようです。
・部活動内の⼈間関係でなじめなかったから
同級⽣、先輩あるいは先⽣と⾊々な⼈間関係の中で居づらくなるこ
とがあります。
・教室が荒れていて怖くて⾏けなくなったから



いわゆる学級崩壊という状態で、⼤⼈しい⽣徒の居場所がなくなる
ことがあります。
・中学受験で燃え尽きてしまったから
⼩学校の⾼学年を勉強に費やし、⼊学したらさらに厳しい競争があ
る、精神的重圧。

他にも様々な事例がありますが、⼈間関係に起因するケースが多い
ようです。⼤⼈の世界でも、それ（⼈間関係）は永遠の課題、とい
えるかもしれません。

ーー

ただ、気をつけておくべき点があると思います。不登校の「理由は
⼀つではない」場合が多く、⽣徒本⼈でさえも分からないというの
は、むしろ普通のことと考えてあげてください。

学校での⼈間関係が原因のようでも、実は家庭での家族の健康問題
が不安感の源かもしれません。塾や習い事での友達関係に思えて
も、実は学校の先⽣との寛解があるかもしれません。本⼈が真⾯⽬
にやっていないように⾒えても、発達障害が原因としてあるかもし
れません。

私達は原因をひとつに絞りたい傾向があります。家庭が悪い、と
か、学校が悪いと単純化できたら、そのほうが楽だからです。



しかし、⼤⼈と同じで⼦供たちも⾊々な⼈券関係のるつぼの中にい
ます。あわてず、ゆっくりと、まずは⼦供たちの声に⽿を傾けるこ
とが⼤切だと思います。

◆第2節◆ － 不登校の定義は︖ －不登校とひと⾔でいいます
が、そもそも不登校とはどういう意味でしょうか。不登校の⽂字構
造から⾒ると、不＋登校、つまり「不登校＝登校しない」という意
味になりますね。では、「どのくらい登校しない」ことが不登校に
なるのでしょうか。極端に⾔えば、１⽇でも休んだら不登校︖それ
とも１年365⽇休んだら不登校︖はい、感じ⽅としては⼈それぞれだ
と思います。
ただし、⽂部科学省による不登校の定義は以下のように規定されて
い ま す 。
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/yougo/1267642.htm

---「不登校」とは，何らかの⼼理的，情緒的，⾝体的，あるいは社
会的要因・背景により，児童⽣徒が登校しないあるいはしたくとも
できない状況にある者 （ただし，「病気」や「経済的理由」による
者を除く。）---そして「何⽇」という数値的要素については、こう
記載されています。「年度間に連続⼜は断続して30⽇以上⽋席した
児童⽣徒」つまり、ざっくり⾔えば「病気以外の理由で１年間に30

⽇以上登校しなかったら不登校」ということですね。はい、30⽇と
いう数字、これは分かりやすそうです。ただし「登校しなかった」
の定義は、百％確率しているのではなく、以下のような場合には学
校によって解釈は異なる場合もあるようです。・教室に⼊らず、保

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/yougo/1267642.htm


健室にいた・教育⽀援センターに通った・⺠間のフリースクールに
通った、等こういった解釈の違いがありますので、⼀概に不登校が
増えた・減った、と⼀喜⼀憂するわけにはいかない、と⾔えそうで
す。

◆第3節◆ － 義務教育の義務とは︖ －⼈は、なぜ学校に⾏くの
でしょうか︖それは「幸せになるため」だと思います。今の、そし
て未来の幸せのためです。だけど「学校に⾏くことが傷つくこと」
というケースでも、学校に⾏かなければならないのでしょうか︖
「義務教育だから⾏くのが義務」…ではありません。憲法第２６条
には、こんなふうに書いてあります。「国⺠ひとしく教育を受ける
権利を有する」つまり、⼦どもは「教育を受ける権利」がある、と
いうことです。もうひとつ「⼦⼥に普通教育を受けさせる義務があ
る」これは、おとなにはこどもに「教育の機会を与える義務」があ
るのです。つまり「⼦供には学ぶ権利」があり、おとなには「学ぶ
権利を保障する義務」がある、ということです。しかし、これは
「⼦供が恐怖を感じているのに、無理やり⼩中学校に⾏かせる」義
務ではありません。おとなには教育を押し付ける権利はないので
す。その⽅法を選ぶのは⼦供の権利であって、義務教育は選択肢の
ひとつに過ぎません。義務教育でなくても、フリースクールも、家
庭でのホームスクーリングも、教育のひとつなのです。あなたは
「学校に⾏くために⽣まれてきた」のではありません。だって「学
校」というのは、まだできて１００年ちょっとの歴史しかありませ
ん。それまではせいぜい寺⼦屋という今でいう⼩さな個別指導塾し



かなかったのですから。さて、ここで⽇本の不登校の歴史を⾒てみ
ましょう。昔は不登校の⽣徒は「登校拒否症」と呼ばれ、学校を怠
ける病気のように扱われた、そういう暗い歴史があります。そし
て、そういう怠け者をビシビシ鍛えようという⾵潮が⽣まれまし
た。そして１９７９年には⼾塚ヨットスクールで体罰が原因でスク
ール⽣が死亡するという事件が起き、⼤変な社会問題となりまし
た。１９８５年には「東京シューレ」という⽇本で初の⼩中学⽣の
不登校の⼦をあずかるフリースクールが誕⽣しました。１９９２年
には⽂部省（今の⽂部科学省）が不登校は登校拒否症という病気で
はなく、誰にでも起きる、ということを認めました。２００４年に
は当時の⼩泉純⼀郎⾸相の⾳頭による構造改⾰特区で、⾼校⽣の不
登校の受け⼊れ先として通信制⾼校とそのサポート校がどんどん増
えるようになりました。２０１６年には教育機会確保法案により、
不登校の⽀援が積極的に取り組まれるようになってきました。２０
１４年に安倍⾸相がフリースクールの東京シューレを訪問したこと
は、フリースクールが公の存在として認められた歴史的な瞬間だっ
たといえるでしょう。もう⼀度繰り返します。あなたは幸せになる
ために⽣まれてきました。学校に⾏くためではありません。学校は
幸せになるひとつの⼿段に過ぎません。⼤切なことは「あなたは幸
せになるために⽣まれてきた」ということです。幸せになるために
は、学校以外にも様々な⼿段がある、ということを皆が思い出して
欲しいものです。

◆第4節◆ － フリースクールを数字でとらえると︖ －フリース



クールの現状について、数字でとらえてみましょう。客観的な数字
は、官公庁が発表したものが最も信頼性が⾼いです。⽂部科学省の
令和元年5⽉13⽇付けの報告書があります。ここにフリースクールの
数字が⾊々と述べられていますので、⾒てみましょう。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afiel

dfile/2019/05/20/1416689_001.pdf「⺠間の団体・施設との連携等に関
する実態調査」フリースクールの施設は全国におよそ350あるとされ
ています。⽇中に学習や社会体験などをするのが主な活動とありま
す。⼩中学⽣の不登校の⼈数は全国で約16万⼈。そのうち約2800⼈
がフリースクールに通っているということです。意外に少なく感じ
ますが、不登校になった場合は、まず教育委員会が運営する「教育
⽀援センター」に通うことが第⼀の選択肢になっているからでしょ
う。教育⽀援センターは公⽴の施設であり、通常は費⽤請求が無い
ことがひとつの魅⼒といえるでしょう。費⽤といえば、フリースク
ールは平均で⽉額およそ3万3千円かかり、これが保護者の負担とな
っているということ。運営⺟体はNPOが約40％で、会社や個⼈での
経営など、その運営⽅式は多岐にわたっているといえるでしょう。
フリースクールには公的⽀援はない、このことは今後の課題といえ
るでしょう。しかし、公的⽀援は税⾦からの⽀出ですので、きちん
とした基準が必要です。現在はフリースクールの定義そのものに標
準的な規格がありませんので、まずそこが整備されないと公的⽀援
というのは難しいかもしれません。

◆第5節◆ － フリースクールとは︖ －そもそもフリースクール

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/20/1416689_001.pdf


とは、どういう意味でしょうか。英語の free school これは「⾃由
な」学校あるいは「無料の」学校という意味で、⽂脈によって決ま
ります。では⽇本語の「フリースクール」は︖はっきりした定義は
決まっていない、と⾔っていいかと思います。⼀般的には不登校の
⽣徒が通う⺠間施設がフリースクールと呼ばれています。ただ、学
校教育法第1条に定める「学校」ではなく、「⺠間の教育施設」とな
ります。例えば学習塾は学校ではなく、⺠間の教育施設ですね。そ
れと近いイメージで良いかと思います。学習塾と⾔っても、1対1の
個別指導、少⼈数のクラス別指導もあれば、1対多数の授業形式まで
様々です。それと同様に、フリースクールと⾔っても⼤変少⼈数か
ら⼤規模なところまであります。⼀般的にフリースクールといえ
ば、⼩中学⽣を受け⼊れ対象にしている場合が多いようです。た
だ、通信制⾼校のサポート校もフリースクールと分類される場合も
あるようです。この分かりにくさを解消するには、きちんと「フリ
ースクールが定義づけ」されることが必要と感じられます。



第3章 費⽤について注意︕
◆第1節◆ － 公⽴は費⽤が安く、私⽴は⾯倒⾒が良い －

費⽤については公⽴の通信制⾼校が圧倒的に安いです。
ひとつの例として千葉県⽴⼤宮⾼校が公開している費⽤が以下の通
りです。
（千葉県⽴⼤宮⾼校の最新情報はホームページ https://cms1.chiba-

c.ed.jp/chibaohmiya-h/Q-A/ をご参照下さい）
----------

 学校に納めるお⾦は年額５，４００円程度です。その他に授業
料・教科書・学習書・副教材等が年間
約２０，０００円程度必要になります。
内 訳 ・⼊ 学 料    ５００円

（年額）・⽣徒会費 １，６００円

    ・振興会費 ３，０００円
    ・保健振興費  ２５２円

・授業料・教科書、学習書、副教材費等
  授業料は、1単位あたり３３０円です。年間２６単位履修登録す
ると、３３０円 × ２６ ＝８５８０円
 となります。教科書、学習書、副教材等の価格は、受講する科⽬

https://cms1.chiba-c.ed.jp/chibaohmiya-h/Q-A/


により異なります。
※授業料については、⾼等学校⼊学年度によって無償となる場合が
あります。また、就学⽀援⾦等の⼿続きについては、⼊学後詳しく
説明いたします。

----------

いかがですか︖このように公⽴の通信制⾼校は年間で数万円以内の
総費⽤でまかなえることがわかります。

これに対して私⽴の通信制⾼校は授業料だけで年間20万円前後かか
ります。
公⽴では１単位あたり300円前後の授業料ですが、私⽴では１単位あ
たり5,000円〜12,000円くらいかかります。
仮に「1単位8,000円」の授業料であれば、年間25単位とすると8,000

円 x 25単位 = 20万円の授業料、となるわけです。
その他にも⼊学⾦が公⽴はわずか500円に対して、私⽴は5万円とか
10万円とか、⽐較すると⼤変⼤きな⾦額です。
また、他にも私⽴は教材費・施設費・管理費等で年間5万円以上かか
ることが珍しくありません。

しかし、これだけ⼤きな費⽤の差がありながら、通信制の約７割の
⽣徒が私⽴を選んでいます。
⽂部科学省の「⾼等学校教育の現状について、2020年10⽉1⽇」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/20201027-mxt_kouhou02-

1.pdf

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/20201027-mxt_kouhou02-1.pdf


この資料によると令和元年度の通信制⾼校の⽣徒総数は197,696名、
そのうち
公⽴が56,373名（28.5%）で、私⽴の⽣徒数が141,323名（71.5%）と
圧倒的に私⽴の⽅が⾼い⽐率となっています。

その⼤きな理由は、登校⽇（スクーリング等）や提出⽅法（タブレ
ットを活⽤など）に関して私⽴の⽅が⾃由度が⼤きいこともありま
すが、やはり私⽴はサポート校を通じての⾯倒⾒の良さが⼤きな魅
⼒だからではないでしょうか。
これについては順を追ってご説明していきたいと思います。

◆第2節◆ － 就学⽀援⾦は適⽤されますか︖ －

そもそも、⾼校⽣対象の就学⽀援⾦とは何でしょうか。
就学⽀援⾦の制度ができた背景には、⾼校への進学率が⾼まり、実
質的に「⾼校が義務教育化」してきたことがあります。
2018年に⽂部科学省から発表されたデータによると、⾼校進学率は
98.8％にまで達しているということです。

つまり、中学校を卒業して進学しないのはおよそ百⼈に⼀⼈であ
り、よほど何かの事情がなければ皆が⾼校に進学しているというこ
とです。



中学校までは「義務教育」ですので、公⽴の中学校であれば基本的
な学費は無料となっています。しかし⾼校は義務教育と定められて
いないために、公⽴の中学校でも年間で⼗数万円の学費がかかりま
す。

これについて「⾼校は実質的な義務教育であり、経済的に苦しい家
庭も⾼校進学できるように国がサポートすべきではないか」という
声が⾼まりました。そして公⽴⾼校で平均的にかかる年間12万円程
度を国が⽀援するようになった、それが就学⽀援⾦という制度で
す。

この就学⽀援⾦は、基本的に「すべての⽇本の⾼校⽣」に適⽤され
ます。つまり「全⽇制」か「通信制」か「定時制」かという区別な
く、すべての⾼校⽣です。

ですから、もしもある⾼校が「当校では就学⽀援⾦が適⽤されま
す」といえば、それは正確な表現ではありません。なぜなら「すべ
ての通信制の⾼校⽣」に就学⽀援⾦は適⽤されるからです。

なお、就学⽀援⾦には所得制限があり、前年度の保護者の収⼊（課
税額）によっては適⽤されない場合もありますし、加算される場合
もあります。
就学⽀援⾦についての詳細は、⽂部科学省の以下の案内ページをご
参照ください。



https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

◆第3節◆ － 基本的な「学費」は、どこの私⽴通信制⾼校も⼤差
は無い －

私⽴の通信制⾼校でかける費⽤について「総費⽤＝学費＋サポート
費（サポート校の費⽤）」であると考えて下さい。
なぜこのように表現するかといえば、サポート校は学校ではない、
⾔い換えればサポート校は学習塾のような存在であり、学費とは別
にとらえられるべきだからです。
塾が１対１の個別指導から１対１００の集団授業まで様々であるの
と同じで、サポート校はそれぞれ運営形式が異なり、費⽤もピンか
らキリまで、⼀様には⾔えません。

学費については、どこの私⽴通信制⾼校も⼤差はありません。
教材費・施設費・管理費などの諸費⽤が総額で年に数万円、そして
あとは「授業料」です。授業料は１単位5,000円〜12,000円くらい
と、学校によって差はありますが、⼤半は1単位7,000円〜10,000円の
範囲です。仮に年間25単位を履修したとすると、授業料は以下の通
りとなります。
・１単位7,000円の場合︓ 7,000円 x 25単位＝175,000円
・１単位10,000円の場合︓10,000円 x 25単位 = 250,000円

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm


しかし、年収およそ910万円未満の世帯の場合、1単位あたり4,820円
の就学⽀援⾦が⽀給されます。すると、実質的な授業料は以下のよ
うに変化します。
・１単位7,000円の場合︓ 7,000円 - 4,820円 = 1単位あたり2,180円
・１単位10,000円の場合︓ 10,000円 - 4,820円 = 1単位あたり5,180円
すると年間の請求⾦額は以下のようになります。

・１単位定価7,000円の場合︓ 請求額は2,180円 x 25単位＝54,500円
・１単位定価10,000円の場合︓ 請求額は5,180円 x 25単位＝129,500

円

ということは、年間諸費⽤を50,000円として加算すると、年間の学
費は約10万〜20万円程度となります。
しかし︕サポート校のサポート費が加算されると、年間の総費⽤は
⼤きな違いが⽣じる場合が多いので注意が必要です。

◆第4節◆ － サポート校の費⽤ －

学費と別にかかるサポート費を公開している場合と⾮公開の場合が
あるため、明確でない場合には必ず通信制⾼校に「総費⽤はいくら
ですか」あるいは「学費とは別の、サポート費などの総費⽤はいく
らですか」と尋ねることをおすすめします。

サポート費について、具体的にいくらくらいかかるのかを⾒てみま



しょう。ホームページに公開されているものを参照しますが、費⽤
は常に改定される可能性がありますので、必ず最新情報は各通信制
⾼校・サポート校のホームページで確認してください。

また、サポート費だけでなく「制服で5~10万円」とか「合宿形式の
スクーリングで5〜10万円」とか、更に追加費⽤がかかる場合があり
ます。これらを含めて「結局、総費⽤で年間いくらかかりますか」
と通信制⾼校に尋ねることいを推奨します。

週１コース、週５コースなどに分かれている場合がありますが、週
５コースで⽐較してみます。

＜ 例 １ ＞  N ⾼ 等 学 校 （ https://nnn.ed.jp/ ） 通 学 コ ー ス
（https://nnn.ed.jp/admission/tuition/commute/）週5⽇︓  年間84万円
（授業料60万円＋施設設備費24万円）週3⽇︓ 年間61万円（授業料
44万円＋施設設備費17万円）
週1⽇︓ 年間39万円（授業料28万円＋施設設備費11万円）

＜例２＞ わせがく⾼等学校（https://www.wasegaku.ac.jp/）
募 集 要 項
（https://www.wasegaku.ac.jp/img/entry/download/require_2021_4.pdf）
週5⽇︓ 年間65万円（補習費57.6万円＋施設設備費7.8万円）
週2⽇︓ 年間32万円（補習費24万円＋施設設備費7.8万円）

https://nnn.ed.jp/
https://nnn.ed.jp/admission/tuition/commute/
https://www.wasegaku.ac.jp/
https://www.wasegaku.ac.jp/img/entry/download/require_2021_4.pdf


＜例３＞  私が運営する KG⾼等学院・品川キャンパス
（https://www.kashima-shinagawa.net/）
費⽤について（https://www.kashima-shinagawa.net/price/）
週５⽇︓ 年間33万円 （完全⾃由登校のため、週１〜週５で同じ
費⽤）

今回、サポート費を調べようとして改めて痛感したことがありま
す。上記のようにサポート費を公開しているケースがあまりにも少
ないということです。「詳しくはお問い合わせください」というの
は、不親切ではないでしょうか。
通信制⾼校・サポート校は、もっと費⽤を公開すべきではないか、
と思います。

https://www.kashima-shinagawa.net/
https://www.kashima-shinagawa.net/price/


第4章 通信制⾼校／サポート校
とは︖
◆第１節◆ － 通信制⾼校とは 全⽇制、定時制⾼校とどう違
う︖ －⾼校には⾊々な分類の仕⽅があるでしょう。例えば︓・男
⼦校か、⼥⼦校か、共学か・公⽴⾼校か、私⽴⾼校か・単位制か、
学年制かでは「通信制」とは、どういう分類から来た⾔葉でしょう
か。正解は︓ （１）全⽇制か、（２）定時制か、（３）通信制か
という３つの分け⽅が元になっているのです。では、それぞれの⼤
きな特徴について⾒てみましょう。（１）全⽇制⾼校分かりやすく
いえば「昼間に通う普通の⾼校」であり、⼤⼈の多くの⽅が全⽇制
の⾼校を卒業しています。（２）定時制⾼校1948年に⾼校の定時制
課程が発⾜しました。元々は昼間に働きながら学ぶ⾼校⽣を想定し
ていたため、夜間に授業を⾏う定時制⾼校が主でした。その後、不
登校や⾼校浪⼈がきっかけで⼊学する⽣徒が増えてきました。夜間
に⾏う授業時間が限られているため、卒業に4年間かかるのが通常で
した。最近は午前や午後の部も設け（⼆部制や三部制）、授業時間
を⻑くとることで、3年間で卒業できる定時制⾼校も現れてきまし
た。（３）通信制⾼校、1961年に⾼校の通信制課程が定められまし
た。当初は卒業に4年間かかりましたが、1988年から3年間で卒業が
可能となりました。時間の⾃由度が⼤きいことから、芸能界やスポ
ーツ界のプロを⽬指しながら通う⽣徒もいます。また、不登校の⽣
徒が定時制よりも通信制を選ぶ傾向が強くなってきました。では、



全⽇制・定時制・通信制の⽣徒数の⽐率は︖⽇本の⾼校⽣は、およ
そ360万⼈います。イメージをつかんでいただくために、ざっくりと
した数字で申し上げますと︔「通信制」の⽣徒は約18万⼈、つまり
約「20⼈に1⼈が通信制」であり「定時制」の⽣徒は約12万⼈、つま
り約「30⼈に1⼈が定時制」ということになります。

※⽂部科学省の令和2年度学校基本調査によると
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?

page=1&toukei=00400001&tstat=000001011528

通信制206,944⼈（6.1%）
定時制79,188⼈（2.3%）
全⽇制3,082,862⼈（91.5%）
合計 3,368,944⼈
つまり、最新の数字では通信制の⽣徒数は約20.7万⼈で⾼校⽣の16

⼈に1⼈が通信制という⾼い⽐率になったことが分かります。
中学校のクラス（約40名とすれば）から2名〜3名が通信制の⾼校⽣
に、と考えれば、いかに通信制に通うのが普通になったかが実感で
きると思います。かつては⾼校といえば「全⽇制か定時制」という
イメージがあったかと思います。しかし今は通信制がどんどん⼈気
が⾼くなり、定時制を⼈数うで追い越してしまいました。今や通信
制⾼校に進学するのがブームにさえなってきている感があります。

◆第２節◆ － サポート校とは －

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400001&tstat=000001011528


通信制⾼校のシステムは、昔も今も基本的に⼤きな違いはありませ
ん。卒業する条件は次の３つです。・レポートを提出・⼀定の授業
に出席・テストに合格では、昔と今で何が⼤きく変わったのでしょ
うか。それは、今は「サポート校」の利⽤が可能になったことで
す。以前はすべて⾃分ひとりで考え、悩み、解いていく、それしか
ありませんでした。今は私⽴の通信制⾼校の多くは、サポート校に
も所属することが可能になっています。ただし、学費とは別にサポ
ート校のサポート費がかかるのが普通ですので、費⽤にはご注意く
ださい。では、サポート校のサポートとは具体的に何が提供される
のでしょうか。「勉強のサポートが基本」と考えると良いでしょ
う。具体的には、レポートや視聴票の提出について学習相談にのっ
てもらえます。

サポートというのは、答えを教えてもらうことではありません。基
本的に通信制は⾃学⾃習で提出物の作成をしていきます。教科書に
沿った問題は基本的に⾃分で進められると考えて良いでしょう。し
かし、数学や物理など計算を伴う科⽬では数式の理解などが必要で
す。こうした理系科⽬では学習塾のような存在つまりサポート校の
必要性が⾼まります。勉強の指導以外には次のようなサポートが考
えられます１スケジュール管理２進学・就職指導３キャンパスライ
フ１スケジュール管理レポートには提出期限が設定されています。
期限については夏休みの宿題を思い浮かべて下さい。⽇本全国で８
⽉の終わりは、多くの家庭で「夏休みの宿題」を終えるために⼤騒
ぎです。おとなでも⼦供でも、⼈は締め切りギリギリに取り組む傾



向があるからです。通信制⾼校の提出物は、３⽇に１枚位の溜めな
ければ怖くない程度の量です。しかし︕ひとりで進めると、締め切
りギリギリで間に合わなくなるケースが多いです。そのためサポー
ト校の⼤きな役割のひとつは、⽣徒がスケジュールを守るようしっ
かり管理することです。また、スクーリングやテストも指定⽇や指
定期間内に受講や受験をする必要があります。これも常⽇頃から⽣
徒に告知を続けないと、⽣徒はスケジュールを忘れてしまいがちで
す。２進学・就職指導これもサポート校の重要な役割の⼀つです。
⼤学・専⾨学校の受験システムは学校ごとに異なります。進路セミ
ナーで学ぶ機会や進学相談の三者⾯談があれば、安⼼して進学を検
討できますね。就職についても、ハローワークと連携した求⼈情報
があれば安⼼です。就職活動の際の会社訪問は⾼校を通じてアポイ
ントをとるのが基本ルールになっていますし、⾯接の練習もサポー
トしてもらえると⾃信をもって⾯接に臨めることでしょう。３キャ
ンパスライフ充実した⾼校⽣活は⼀⽣の思い出になります。ディズ
ニー遠⾜やバーベキューなどの屋外のイベントや、映画鑑賞会、カ
ラオケクリスマス・パーティーなどの屋内の催しもの、そういうイ
ベントがあれば友達も作りやすく楽しい⾼校⽣活が送れますね。こ
うした多岐にわたるサポートが充実したサポート校を選びたいもの
です。特に勉強については注意しておくべきポイントがあります。
サポート校は基本的に⾼卒資格を取得のサポートに特化しているこ
とです。通信制⾼校のレポートは基礎レベルの内容であり、⾼度な
⼤学⼊試に適応していません。⼤学⼊試の指導をオプションで提供
するサポート校もありますが、別途費⽤が必要となるか、あるいは



サポート費が年間１００万円など⾼額になる場合もあります。餅は
餅屋といいます。専⾨的なことは専⾨家に任せるのが⼀番というこ
とです。⻭が痛ければ⻭医者さん靴を買うなら靴屋さん中学受験な
ら中学受験専⾨塾⼤学受験なら︖⼤学受験を専⾨とする予備校か家
庭教師でしょう。１対１の家庭教師は理想的ですが、⼀番費⽤が⾼
いです。⾼卒資格はサポート校で、受験勉強は予備校で、というパ
ターンが、難関⼤学受験にはもっともおすすめです。通信制⾼校を
選ぶ際には、こうしたサポートの詳細をしっかり確認することをお
すすめします。



第5章 ⾼認（旧⼤検）とは︖
◆第1節◆ － ⾼認（旧⼤検）とは︖ ー

⾼認（⾼等学校卒業程度認定試験）については、⽂部科学省のサイ
トで以下のように述べられています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/

---

⾼等学校卒業程度認定試験は、様々な理由で、⾼等学校を卒業でき
なかった者等の学習成果を適切に評価し、⾼等学校を卒業した者と
同等以上の学⼒があるかどうかを認定するための試験です。合格者
は⼤学・短⼤・専⾨学校の受験資格が与えられます。また、⾼等学
校卒業者と同等以上の学⼒がある者として認定され、就職、資格試
験等に活⽤することができます。（⼤学⼊学資格検定（⼤検）は、
平成17年度より⾼等学校卒業程度認定試験にかわりました。）
---

分かりやすくいえば⾼認（⾼等学校卒業程度認定試験）は学歴では
なく（⼤学・専⾨を受験できる）「資格」である、ということにな
ります。つまり【履歴書】では学歴欄に書くのではなく、運転免許
や漢検２級のように「資格」欄に書くもの、ということです。

従って⾼認の資格をとっただけでは「学歴は中卒のまま」というこ

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/


とになります。⼤学や専⾨に合格すれば、履歴書の学歴欄には以下
のように書くことになります。

＜ 例︓中学卒業後に⾼認資格をとって⼤学に⼊学した場合 ＞
◯年△⽉ A中学校卒業
◇年▲⽉ B⼤学⼊学

これに対して、通信制⾼校を卒業するのは全⽇制と全く変わらない
⾼卒資格になりますので、もしも⼤学に⼊学したら、履歴書の学歴
欄は以下のようになります。

＜ 例︓⿅島学園⾼校の通信制課程を卒業した場合 ＞
◯年△⽉ A中学校卒業
□年●⽉ ⿅島学園⾼校普通科卒業 ※

◇年▲⽉ B⼤学⼊学

※履歴書に通常は（全⽇制課程）とか（通信制課程）とか書くこと
を求められることはありません。

◆第2節◆ － ⾼認（⾼等学校卒業程度認定試験）の試験問題につ
いて －

⽂部科学省のサイトで実際の過去問／解答をご覧になれます。実際
の問題を解いてみるのが、難易度を知る⼀番の⽅法ですので、ご興



味のあるかたにはおすすめします。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/kakomon/1411255.htm

また、以下のu-canのサイト「⾼認に合格するには︖⾼卒認定試験の
難易度や試験科⽬をご紹介」は、説明が分かりやすいと思います。
⼀部抜粋します。
https://bit.ly/3kVcnvI

---

⾼卒認定試験の合格ラインは、１科⽬ごとに100点満点中40〜50点前
後と⾔われています。
---

⾼卒認定試験は基礎学⼒を判定する試験のため、試験内容は中１〜
⾼１までの範囲が中⼼です。
---

◆第3節◆ － ⾼卒認定科⽬と履修科⽬の関係 －

⾼認で合格した科⽬と（通信制⾼校などで）科⽬履修をして認定さ
れた科⽬を合わせ、⾼認資格をとることが可能です。
詳細については、例えば以下のサイトをご覧ください。⼀部を抜粋
します。
https://www.j-webschool.net/risyu/

---

⾼卒認定科⽬  履修科⽬

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/kakomon/1411255.htm
https://bit.ly/3kVcnvI
https://www.j-webschool.net/risyu/


国語     国語総合4単位
世界史A   世界史A2単位
⽇本史A⽇本史A2単位
地理A地理A2単位
現代社会  現代社会2単位
数学  数学Ⅰ3単位
科学と⼈間⽣活科学と⼈間⽣活2単位
化学基礎  化学基礎2単位
⽣物基礎  ⽣物基礎2単位
地学基礎  地学基礎2単位
英語  コミュニケーション英語Ⅰ3単位
---

－ ⾼卒認定試験は8科⽬ －
https://www.j-webschool.net/risyu/

このサイトの説明動画から引⽤
---

国語      

世界史     

⽇本史か地理  

現代社会    

数学
英語

https://www.j-webschool.net/risyu/


「科学と⼈間⽣活」と「物理基礎・化学基礎・⽣物基礎・地学基
礎」から１科⽬
---

◆第4節◆ － ⾼認の免除科⽬ ー

以下のサイト「⾼卒認定試験免除科⽬ツール」をご参照ください。
https://www.kousotu.com/menjyo_hantei/2504.php

⾼校に⼊学した年により免除科⽬が違うようなのでご注意くださ
い。サイト右側で⼊学年別で判定できるようになっているようで
す。

（注意）

制度については常に改定が有り得ます。最新情報は⾃⼰責任で官庁
の公式ホームページや、⾼認資格を専⾨に扱う教育施設から⼊⼿し
てください。

https://www.kousotu.com/menjyo_hantei/2504.php


第6章 通信制⾼校を卒業するに
は︖
◆第１節◆ － 通信制⾼校を卒業する条件とは︖ －

通信制⾼校を卒業する条件には、以下の3つがあります。
・3年間は在籍し・74単位を修得し・特別活動を30単位時間履修する
こと

では、ひとつずつ⾒ていきましょう。
（１）3年間は在籍すること
前籍校（以前にいた⾼校）での在籍⽉数とあわせて「合計36ヶ⽉」
在籍することが必要です。
全⽇制⾼校から全⽇制⾼校に移る場合には、⼤抵の場合は受験をし
なおして新たに１年⽣としてやり直しとなります。つまり卒業が予
定より1年以上延びる可能性があります。
しかし、通信制なら転学（いわゆる転校と考えていいでしょう）が
できますので、同級⽣と同じ「18才の春に卒業」が可能です。

（２）74単位を修得すること
やはり、前籍校（以前にいた⾼校）での修得単位数とあわせて「合
計74単位」を修得することが必要です。つまり今まで勉強したこと
が無駄にならないので、ますます18才で卒業できる可能性が⾼くな



ります。これも通信制の⼈気が⾼まってきている理由のひとつかも
しれません。

（３）特別活動を30単位時間履修すること
特別活動とは授業以外の学校⾏事のことです。具体的には⼊学式の
出席、ホームルーム、清掃活動などがあります。
3年間で30時間ならば1年平均で10時間ということになります。通信
制⾼校は登校の⾃由度が⾼いことが⼤きな特徴ですが、少なくとも
年に10時間程度の⾏事参加は必要とされる、と覚えておくとよいで
しょう。

◆第２節◆ － 通信制⾼校で単位を修得するには︖ －通信制⾼
校を卒業する条件は「3年間は在籍し・74単位を修得し・特別活動を
30単位時間履修すること」とお伝えしました。では単位を修得する
にはどうしたらいいのでしょうか。まず理解いただきたいのは、こ
れは通信制⾼校が定めるのではなく、単位を修得する条件は⽂部科
学省が学習指導要領で定めている、ということです。具体的には以
下 の ⾼ 等 学 校 学 習 指 導 要 領 総 則 編 を ご 覧 く だ さ い 。
https://www.mext.go.jp/content/1407073_01_1_2.pdfこの111ページに以
下の通り定められています。---各教科・科⽬の添削指導の回数及び
⾯接指導の単位時間（１単位時間は，50 分として計算するものとす
る。以下同じ。）数の標準は，１単位につき次の表のとおりとす
る.---代表例として国語や数学は添削指導が3回、⾯接指導が1単位時
間となっています。理科ならば添削指導が3回、⾯接指導が4単位時

https://digital.asahi.com/articles/ASN6S6DNSN6SUTIL01M.html


間。（理系科⽬や体育など実験や実技を伴う科⽬が多めに設定され
ているようです）上記はあくまでも「1単位につき」ということで
す。実際には2単位の科⽬が多いですから、以下のようになります︔
＜ 例 ＞数学１（2単位）には添削指導6回、⾯接指導2時間が必要
物理基礎（2単位）には添削指導6回、⾯接指導8時間が必要というこ
とになります。ちなみに添削指導を通常は「レポート」そして⾯接
指導を「スクーリング」と呼ぶことも多いので、以下のように⾔い
換えることも可能です。数学１（2単位）にはレポート6回、スクー
リング2時間が必要物理基礎（2単位）にはレポート6回、スクーリン
グ8時間が必要そして、このレポート＋スクーリングをこなした上で
「単位認定試験」に合格する必要があります。ちょっと難しくなり
ましたね。結論を分かりやすくまとめると、以下のように⾔えま
す。単位を修得するには、各科⽬で規定されている①添削指導＝レ
ポートを提出し②⾯接指導＝スクーリングに出席し③単位認定試験
＝テストに合格するというのが必要条件、ということになります。

◆第３節◆ － 通信制⾼校の「レポート」とは︖ －通信制⾼校
で単位を修得する3つの⼤きな要素は、以下の通りでした。・レポー
ト（添削指導）・スクーリング（⾯接指導）・単位認定テストこの
中で「レポート」について⾒てみましょう。通信制というのは基本
的に⾃分で学習を進めることになります。そして学習の理解度を確
かめるために提出しなければならないのがレポートです。
https://www.kg-school.net/gakuen/school_guide/flow.html ⿅島学園⾼校
（通信制）のホームページでは、以下のように案内しています︔---

https://www.kg-school.net/gakuen/school_guide/flow.html


「学校から送付される課題を、教科書や学習書を⾒ながらまとめ、
期⽇までに返送します。先⽣が添削し、⽣徒に返送します。」---レ
ポート1枚は、A4サイズの教科書ワーク1枚のようなイメージを持て
ば良いかと思います。対象となる教科書の範囲をしっかり⾒ながら
解けば、それほど難しくない場合が多いです。と⾔っても、数学や
物理といった科⽬では計算が伴いますので、⾃習で理解できない場
合には「先⽣」に公式などを解説してもらう必要が⽣じます。サポ
ート校の⼤きな役割は、そういう場合に「学習をサポートする」こ
とにあるといって良いでしょう。

◆第４節◆ － 通信制⾼校の「スクーリング」とは︖ －まず復
習になりますが、単位を修得する条件は⽂部科学省が学習指導要領
で定めています。具体的には⾼等学校学習指導要領総則編
（https://www.mext.go.jp/content/1407073_01_1_2.pdf）111ページに以
下の通り定められています。---各教科・科⽬の添削指導の回数及び
⾯接指導の単位時間（１単位時間は，50 分として計算するものとす
る。以下同じ。）数の標準は，１単位につき次の表のとおりとす
る.---この⾯接指導、つまり授業を受けることを通信制⾼校ではスク
ーリングと呼びます。スクーリングには3つの形式があります。
（１）通学型全⽇制⾼校と同じように学校へ通って⾯接授業を受け
るのが通学型です。週に3⽇とかあるいは5⽇とか、頻度⾼く通学す
ることになります。（２）集中型夏休みとか冬休みとか⻑期休暇期
間中に⼤学や専⾨学校の教室を借りて、そこを会場として⾯接授業
を受ける形式です。単位数によりますが、各期で数⽇通うのが⼀般

https://www.mext.go.jp/content/1407073_01_1_2.pdf


的です。⿅島学園⾼校がこの形式です。（３）合宿型何⽇間か宿泊
をして、⼀年間分をまとめて受講してしまう形式です。会場が沖縄
など遠隔地であればそのぶん交通費や宿泊費その他の費⽤が別途か
かります。⿅島⼭北⾼校がこの形式です。
スクーリングの形式にはそれぞれの⻑所短所がありますので、⾃分
に向いているかどうかを確かめ、通信制⾼校を選ぶひとつの要素と
して覚えておきましょう。

◆第５節◆ － 通信制⾼校の「単位認定試験」とは︖ －通信制
⾼校には、全⽇制⾼校と同じく「テスト」があり、そのテストは
「単位認定試験」と呼ばれています。全⽇制⾼校の定期テストと同
じで、合格点をとる必要がありますが、幾つかの違いもありますの
で、それを⾒ていきましょう。・テストを受けられる条件全⽇制⾼
校の場合、〜しなければテストが受けられない、ということは通常
ありません。むしろ、もし病気で休みが続いていたとしても「頑張
ってテストだけは受けろ」というふうにテストを受けることが推奨
される場合もあるかもしれません。通信制⾼校の場合、レポートを
提出し、スクーリングにも出席済みであることが通常はテストを受
験する条件となっている場合が多いでしょう。ですから年間のスケ
ジュールをしっかり把握して「レポート提出＆スクーリング出席」
→「テスト受験」という順序を考えて予定を組んでいく必要があり
ます。・テスト範囲全⽇制⾼校では学期ごと、中間・期末など何回
かに分けて定期テストを⾏いますので、そのたびの試験範囲は⽐較
的狭いものになります。通信制⾼校では、１度でその科⽬全体が試



験範囲になりますので、それだけを聞くと、通信制のテストのほう
が難しいのでは、と感じられるかもしれません。しかし、通信制の
テストはどちらかといえば基本問題が中⼼であり、課題レポートに
沿った問題が出題されることも多い傾向にあり、⾃分の提出した課
題をしっかりと復習するのが合格への近道、とは⾔えそうです。・
まとめ通信制⾼校のテストは「合格」が必須ですが、まず課題レポ
ートを早めに提出し、しっかりと復習すれば、それほど怖くはあり
ません。早めの準備が肝要、と覚えておきましょう。



第7章 キャンパスライフについ
てQ&A
◆第1節◆ － 通信制⾼校でアルバイトはできますか︖ －通信制
⾼校でアルバイトができるかどうか、さてその回答は…「全⽇制⾼
校と同じ」です。つまり、校外の⽣活について規定した校則があれ
ば、それに従う必要があります。その校則の基準は⾼校によって異
なりますので、気になる場合は出願する前に確認をとっておきまし
ょう。また、学校としての通信制⾼校に⼊学するのとは別に「サポ
ート校にも所属」する場合があります。その場合には「サポート校
の規則」がどうなっているかを確かめておいたほうが良いでしょ
う。同じ通信制⾼校でも、サポート校によってその規則が同じでは
無い場合もありますので、やはり出願前に確認しておくことをおす
すめします。

◆第2節◆ － フルタイムで働きながら卒業できますか︖ －⽂部
科学省の以下のホームページで定時制・通信制課程の制度の概要に
つ い て 述 べ て お り 、 以 下 に ⼀ 部 を 抜 粋 し ま す 。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/seido/04033103.htm---------

-

・定時制の課程︓中学校を卒業して勤務に従事するなど様々な理由
で全⽇制の⾼校に進めない⻘少年に対して⾼校教育を受ける機会を
与える。・通信制の課程︓全⽇制・定時制の⾼校に通学することが

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/seido/04033103.htm


できない⻘少年に対して、通信の⽅法により⾼校教育を受ける機会
を与える。
----------つまり、戦争で学校に⾏けなかったり、家庭の事情で、ある
いは「働いているため」に全⽇制の⾼校に進めない⽣徒のために⾼
校卒業資格をとるチャンスを作ったわけです。したがって「フルタ
イムで働きながら卒業」できるように、最低限の勤労の犠牲で済む
ように作られたのが通信制の制度と⾔ってもいいのではないでしょ
うか。通信制⾼校を卒業するには以下の３つが条件です。・必履修
科⽬を含む74単位以上の単位取得・3年以上の在籍期間・30単位時間
以上の特別活動特に⼤切なのは74単位を修得することであり、その
３本柱はレポート提出・スクーリング・単位認定試験合格となりま
す。従って全⽇制⾼校のように毎⽇の登校は必要ありませんが、ス
クーリング、単位認定試験、特別活動のために登校が年間で数⽇な
いしは１０⽇以上必要になります。（何⽇必要かは修得済みの単位
数など個々の⽣徒で異なります）これらを適切にこなしていくに
は、しっかりした管理が必要です。しかし昔と違って、幸い最近は
「サポート校」がありますので、サポート校では年間のスケジュー
ルや適切なスクーリングの出席⽅法など事細かにサポートしてもら
えます。また、合宿⽅式のスクーリングで特別活動が時間数として
かなり消化されるケースもあります。この合宿⽅式であれば、結果
として「年間数⽇だけ会社を休む」ことで通信制⾼校を卒業するこ
とが多くの場合は可能になっています。（合宿形式の場合は、別途
費⽤が数万円〜10万円かかる場合もありますので⼊学前に確認しま
しょう）ただし通信制⾼校によっては、システムとして週に何⽇も



出席することを前提としてカリキュラムが組まれている場合があり
ますので、⼊学前にしっかりと各通信性⾼校・サポート校と確認す
ることをオススメします。

◆第3節◆ － スマホは使っていいですか︖ －先⽇、⽂部科学省
が中学⽣の学校への携帯持ち込みを条件付きで認める、というニュ
ースが話題になりました。以下は朝⽇新聞の記事例です。
https://digital.asahi.com/articles/ASN6S6DNSN6SUTIL01M.html中学⽣の
スマホ所持率は地⽅によって差がありますが、関東では８割とも⾔
われています。安全管理のためもありますが、多くの中学⽣の⽣活
に切り離せない存在であることを後追いで認めた、という⾯がある
のではないでしょうか。ちなみに⾼校⽣については従来から持ち込
みの制限はしていなかったそうです。（私⽴⾼校によっては個別の
校則で制限が有りえます）ほとんどの⾼校⽣がスマホを持ち、友だ
ちとのコミュニケーションや交流だけでなく、勉強にも⽋かせない
存在となってきたのですから、持ち込みそのものを認めるのは⾃然
な流れに思えます。さて、通信制⾼校については、どうなのか︖答
は「学校による」と⾔えるでしょう。おそらく持ち込みそのものは
認めるケースが多く、使い⽅については制限が有り得るかと思いま
す。例えば授業中やスクーリング中にスマホを使わないのは、今更
いうまでもないことですね。そして、同じ通信制⾼校でもサポート
校によってその制限は異なります。私の運営する成⽥・品川・⽬⿊
のキャンパスでは、メールやゲームなどにスマホを使うのは⾃由で
す。しかし「会話」は周りの迷惑になりますので、教室内ではご遠

https://digital.asahi.com/articles/ASN6S6DNSN6SUTIL01M.html


慮いただいています。

◆第4節◆ － 芸能活動と学業の両⽴はできますか︖ －全⽇制の
⾼校では出席⽇数がとても重要で、基準に満たないと留年というこ
とにもなりかねません。それに対して、通信制のひとつの⼤きな特
徴は、時間の⾃由度が⼤きいことですので、利点が⽣じます。例え
ばプロスポーツを⽬指して思いっきり時間を使って練習に打ち込み
たいとか、アイドルやモデルなどの忙しい芸能活動をこなしながら
⾼校卒業資格をとりたい、という場合です。こういった場合、全⽇
制ならば活動が⼤変に制限されてしまいますが、通信制ならば⾃分
で時間が管理ですので、両⽴は可能です。実例をあげてみましょ
う。フィギュアスケートの紀平梨花選⼿テニスの錦織圭選⼿モデル
の池⽥美優さん将棋の⽻⽣善治九段他にも数え切れないほど多くの
著名⼈が通信制⾼校を卒業してきました。最近では中学校を卒業し
て⾼校に進学するとき、この⾃由度の⾼さに惹かれて通信制⾼校を
選択する⽣徒が増えてきている、ということが⾔われています。実
際、⾼校⽣全体360万⼈の中で、通信制の⾼校⽣は今や20万⼈を超え
る時代となりました。「16⼈に1⼈は通信制」を選んでいることにな
り、今や通信制に通うのは珍しくない時代になった、と⾔えるので
はないでしょうか。ちなみに、最近はアイカツ（＝アイドル活動）
という⾔葉があるほど、芸能活動が珍しくない時代になってきまし
た。スターとして全国的な脚光を浴びるのはわずかな⼈数かもしれ
ませんが、雑誌モデル、地下アイドル、路上ライブなど様々な分野
で活動する⼈が沢⼭います。そして、その芸能活動と⾼校⽣として



の学業を両⽴させるのには、時間の⾃由度が⼤きい通信制⾼校はピ
ッタリなため、実に多くの芸能⼈が通信制⾼校を卒業しているよう
です。あなたがファンの芸能⼈も、もしかしたら通信制⾼校の出⾝
かもしれませんよ。



第8章 ⽣徒と保護者の声
KG⾼等学院、成⽥・品川・⽬⿊キャンパスに在籍した⽣徒と保護者
の声です。

⼩海秀美さん（2016年度卒）

Ｑ. なぜ、品川キャンパスを選びましたか︖

品川キャンパスに⼊学したきっかけは、通信制の⾼校、かつ学校に
通えるというのが私の学校を探す上での条件だったことです。
⾒学に何校か⾏きましたが、ここまでアットホームなキャンパスは
ないだろうな、ここだったら様々なイベントもあって楽しい⾼校⽣
活が送れるだろうな、と思い品川キャンパスに⼊りました。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/3/7/37991c07.jpg


⼊学してまだ1年の時は⼈⾒知りな性格もあり、周りに打ち解ける事
がなかなかできていなかったです。
しかしイベントなどに参加したときに先⽣⽅がフォローしてくださ
り、同い年の⼦やまた違う年の⼦との交流を持つこともできまし
た。

今泉栞さん（2018年度卒）

Ｑ. なぜ、成⽥キャンパスを選びましたか︖

わたしの成⽥キャンパスに⼊るきっかけは、⼊学した私⽴⾼校をや
めたことです。
最初はそのまま中卒でいるつもりでいましたが、両親に勧められ
て、成⽥キャンパスに⼊ることになりました。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/8/2/82efa2d7.jpg


初めて教室に⼊ったとき、早く帰りたいと思っていました（笑）
でも、卒業するまでの間で1番の良い思い出でもあるけど、初⽇にと
ってもかわいい⼥の⼦と、友達になれました。
だから、⾊々あったけど、すごく楽しい学校⽣活を送れました☆
もちろん私は誰よりも1番勉強していました?

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

卒業してからは、⾃分のやりたいことをしています。
仕事もプライベートも充実しています︕
成⽥キャンパスは、教室に⼊ると安⼼する、⽇本⼀アットホームな
場所です(*^^*)

品川琴乃さん（2018年度卒）

Ｑ. ⼊学前の⼼配事

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/8/0/80f827c8.jpg


⼊学前はお友達ができるか⼼配でした。
登校⽇数が少ない中、他学年が⼀緒に⾏動をするので⾃分には肩⾝
が狭いんではないか、、。と⼼配していました。
また私は1年の4⽉から⼊学したので⾼校⽣活ゼロからのスタートを
しなきゃんで過ごすことになり尚更でした、、。
でも他学年との交流があるからこそお友達が出来ました。
⾏事や⽇々の登校で仲を深められ、卒業した今でも定期的に会いま
す。

Ｑ. 品川キャンパスを選んだ理由

私は学校が⼤嫌いでした。
なので、多くの⼈が居たり、決められた時間に決められたメンバー
で決められた事をする事とても疲れてしまう事が多くありました。
でも品川キャンパスに⾒学に来たら何ともアットホーム︕ 

柔らかい雰囲気に⾃⼰で取り組む勉強Style。
先⽣も⼥性が多い点から私にはとても⼊りやすいと感じ直ぐに品川
キャンパスに決めました。
今でも間違っていなかったと思っています。

Ｑ. ⼊学して実際どうでしたか︖

結論から⾔うと、品川キャンパスで過ごした3年間は今まで1番楽し
かったです︕^  ̂

他学年との交流、⾃分のペースで取り組める勉強、アルバイトの時



間も有効に使う事が出来、⾃らの⽣活のリズムやサイクルを決める
ことが出来るので、私も⾃らのサイクルを作る事がとても楽しく感
じました。
先⽣とのコミュニケーションも取りやすく、⾏事でモチベーション
を保ち、卒業まで頑張ることが出来ました。

⼭⼝覇⽃くん（2018年度卒）

Ｑ. なぜ、カシマの通信に⼊学したのですか︖

私は元々学校に通うことが⾟く、⼈と関わることを避けていまし
た。
その為通信制⾼校を探していて、学費の安さで親への負担を減らす
ことが出来ると考え「なりきゃん」を選びました。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/3/b/3bf39732.jpg


⼊学後は学費の安さではなく、先⽣⽅がとても優しいことに驚きま
した。
最近あった出来事を話すと、⼼から共に喜んでくれる先⽣⽅がいる
ことで、私にとって学校は暖かい居場所になっていました。

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

今では⼈と関わることがとても好きになり、ブライダル業界のプロ
フェッショナルを⽬指してブライダルの専⾨学校で⽇々学んでいま
す。

中⾕鈴⾳さん（2017年度卒）

Ｑ. なぜ、成⽥キャンパスを選びましたか︖

私⾃⾝、将来プロゴルファーになって活躍したいという夢があり、
ゴルフの練習時間を確保できるよう、⾃分の⾏きたい時に学校に通
えて、練習したいときに練習することができる通信制の学校を選び

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/e/8/e8a543fa.jpg


ました。
中学⽣のときの部活の先輩が成⽥キャンパスに通っていたので、い
いな、楽しそうだなと感じて選びました︕

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

実際に学校に通っていたのは⽉1回か2回程度でしたが、通う度に
「元気だった︖」「最近どう︖」と先⽣が声をかけてくださって、
成⽥キャンパスの先⽣は優しくてフレンドリーな素敵な先⽣ばかり
でした︕勉強もわからないところを聞くと丁寧に教えてくださいま
した。

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

卒業後は進学や就職はしていないのですが、プロゴルファーになる
ためにゴルフ場で⽇中働き、毎年1度の試験に向けて練習する⽇々で
す︕
周りの⼈にたくさん⽀えて頂いて、たくさんの⼈に感謝しながら
⽇々を過ごしています。

⼤崎真由美さん（2017年度卒）



Ｑ. なぜ、品川キャンパスを選びましたか︖

私は⾼校2年⽣になると同時に⿅島学園に転⼊しました。
この学校を選んだきっかけは友達が⾏くから、という簡単な理由で
した。
先⽣も優しそうだし、ただ課題を提出しに学校に⾏くだけなら楽そ
うだなぁ。と初めは思っていました。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

⼊学してから少し経った時、⽉⼀である、イベントに参加しまし
た。
その時声をかけられて友達になった⼦、その時声をかけて、友達に
なった⼦。気づいたら、出来ないと思っていた友達ができました。
⼊学する前はただ提出をしに⾏くだけ、のはずだった学校も、気づ
けばこの学校で出会った友達と⼀緒に登校し⾏くのが楽しみになっ
ていました。
友達ももちろんですが、先⽣はいつも温かく迎えてくれて、相談事

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/d/a/daff1186.jpg


にも親⾝になって聞いてくださいました。
苦⼿だった勉強も、先⽣達のおかげで少し楽しくなっていた⾃分も
いました。

Ｑ. 卒業してから、どうなりましたか︖

卒業してから3年が経ちましたが、今でも⿅島学園に⼊ったことを⼼
から良かったと思っています。

⾼野慧⽃くん（2017年度卒）

Ｑ. なぜ、成⽥キャンパスを選びましたか︖

最初は特に何も考えず学費が他の通信制の学校と⽐べ安く、そして
近かったため。
諸事情で⾃主退学をしなくては⾏けなくなったこともありました。
でも昔から⼥で1⼈で育ててくれた⺟親の願いでもあった｢⾼校卒業｣
だけはしようと思って、学費は⾃分でバイトして出すのでという条

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/c/f/cf13ae83.jpg


件で⼊学しました。
正直、卒業さえ出来ればいいなとしか思ってなかったです。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

それこそ単位とか取れればそれで良いと考えていました。
けれど、通ってみたらクラスメイトや教員が思った以上にフランク
に接してくれて、楽しく過ごせました。
個⼈的には朝がとても苦⼿だった当時は、登校時間が全⽇より少し
遅く設定されてるのが通いやすい理由にもなってたと思います笑

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

卒業後は働くなら好きな事で働こうと思って、⾃分の好きな声優の
専⾨学校をAO⼊試を受けました。
ダメ元で、落ちたら普通に働こうと思っていた⽮先に、まさかの合
格をしました。
半ば成り⾏きではあるものの｢これも何かの縁だし、やれる所まで⾃
分を試してみたい｣と思い、声優という⼦供の頃からの夢に挑戦して
います。

梅本摘花さん（2019年度卒）



Ｑ. ⼊学前に困っていたことや他の通信やキャンパスと悩ん
でいたエピソード

周りと馴染めるか友達ができるか不安でした。

Ｑ. ⾒学して、品川キャンパスを選んだ決め⼿は︖

⾒学に⾏ったときにキャンパスの雰囲気が良かったのと、先⽣達が
待ち時間にすごく⾯⽩く話してくれたのでここなら楽しく過ごせそ
うだなと思ったからです。

Ｑ. ⼊学して実際どうでしたか︖

先⽣達はその場にいる⼦達を巻き込んで話してくれるのであんまり
話したことない⼦でもすぐ友達になれました。
品川キャンパスに⼊学して良かったなと思っています︕

宇井⾥唯奈さん（2019年度卒）

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/1/6/16a900f5.jpg


Ｑ. なぜ、成⽥キャンパスを選びましたか︖

私が成⽥キャンパスを選んだ理由は、⾒学に⾏った際のキャンパス
内の雰囲気や先⽣⽅の対応も良く、ここでなら残りの2年間充実した
⾼校⽣活を送れると思ったからです。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

友達もたくさんでき、イベントなども楽しむことができました。
3年⽣になり就職活動をしていた際も、先⽣⽅が親⾝になって考えて
くださり、私⾃⾝、感謝しかありません。

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

卒業し働き始めた今でも、⾼校⽣活を振り返ると、とても充実した2

年間だったなと思います。

⼤⽵海⽃くん（2016年度卒）

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/8/7/8782a70e.jpg


Ｑ. なぜ、成⽥キャンパスを選びましたか︖

進路変更のきっかけは、前籍校の担任の先⽣に完全に⾒捨てられて
いた時に、仲の良い友達が通信制の学校に通っている話を聞き1つの
候補として考えたことです。
なぜ成⽥キャンパスを選んだのかと⾔うと、友達が通っていたとい
うのと、学校を⾒学させていただいた際に初対⾯なのに先⽣⽅全員
が、⾃分の話を親⾝になって聞いて下さり、⼀緒に真剣に考えてく
ださったからです。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

成⽥キャンパスに通っていた時は、先⽣や成⽥キャンパスで出来た
友達と話せる毎⽇が楽しく、勉強も⾃分のペースで無理なくできて
いたのでとても充実した時間を過ごせました。
そして⽉に1回のイベントが毎⽉、次のイベントなんだろう、とワク
ワクしていました。
最終的な成⽥キャンパスの感想としては、毎⽇が楽しく切磋琢磨で

https://livedoor.blogimg.jp/yoshiroohmori/imgs/4/7/47af5b14.jpg


きる仲間ができ、今では仕事などでの⾼みを⽬指すための活⼒のひ
とつとなっております。

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

今は、⾼校卒業後、転校前から⾏きたかった専⾨学校を卒業し、⾞
のディーラーで整備職として働いています。

岡部（旧姓⼤坂）友真さん（2016年度卒）

Ｑ. なぜ、成⽥キャンパスを選びましたか︖

⾼校2年⽣で通っていた⾼校のクラスが合わず、3年⽣へ進級するの
にクラス替えがない学校だったので、⾃分にあわない︕このままだ
と学校に⾏かずに退学になってしまうと思い、１年間通信制の学校
に進路変更しました。
ネットで通信制の⾼校を探していて、家からそこまで遠くなく、⾃
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分のペースで登校できる学校を探していて、ピッタリだと思い決め
ました︕

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

⼈⾒知りでお友達出来るか⼼配だったけどお友達もできて、⾊々な
イベントもあって先⽣もお友達みたいに優しくて楽しかったです︕
キャンパス内も綺麗だし、とにかくたくさんイベントがあって楽し
かったです︕これいやだな〜ってことがなかった気がします（笑）

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

内定を頂いてましたが、⾃分に合わず辞退し⾼校⽣からやっていた
アルバイトを⾼校卒業後も続けていました。
それから１年しないくらいに事務仕事のパートで転職をし、その後
その会社で正社員にしてもらいました。
今は⻑⼥を出産し、育児休業中で来年の春頃までには復帰予定で
す︕
上司もいい⼈ばかりで、事務仕事をずっとしたかったので楽しいで
す︕

匿名希望（2017年度卒）

Ｑ. なぜ、成⽥キャンパスを選びましたか︖



元の⾼校に通うのが⾟かったから。
⼈間関係か学校⾃体が嫌だったのか、理由はあまり覚えてないので
すが…

成⽥キャンパスを選んだのは、通うのに負担にならない(遠くない場
所を選んだ)から。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

私はあまり⻑い期間いたわけじゃないのですが、先⽣⽅も気さくで
話やすかったので居⼼地はよかったと思います。
居⼼地がいいのと、成⽥キャンパスに⾏ってからは情緒不安定にも
ならなかった気がしたので、もっと早くに転校を決断すれば良かっ
たなと思いました。

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

今はイラストの専⾨学校を卒業して、ゲーム制作会社に務めていま
す。
絵の仕事というよりモデリングの仕事が主で、⼤変ですが楽しくや
っています。
進路変更したおかげで専⾨学校にも⾏く決断が出来たので、あのと
きの選択は間違ってなかったなと思います…︕
フリーランスの⼈気イラストレーターになる夢も出来たのでこれか
らも頑張ります。



イラストのお仕事でしたらお任せ下さい︕

⼩海秀美さん（2016年度卒）お⺟様

Ｑ. なぜ、品川キャンパスを選びましたか︖

娘は、⾼校受験にあたり志望校を最後まで決めあぐね、最終的に、
私⽴⼥⼦⾼に合格し、⼊学しました。
最初は、元気に通ってましたが、４⽉の終わりから、学校にいきた
くないと⾔いだし、次第に⾝体にも影響が出てきました。教室に⼊
ることができずしばらく保健室登校となりました。
このままではいけないと娘と話し合い転校を考え学校⾒学を始めま
した。様々な通信制⾼校を⾒ましたが、娘が興味がもてるところが
みつかりません。
そんな時、担任の先⽣に勧められ、⿅島学園の⾒学に⾏きました。
先⽣の説明を受け、⾃由な時間に登校できる通信制⾼校ということ
で、帰りながら娘に聞くと、ここだったらできるかも︕というので
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す︕
そこで、、⿅島学園品川校に転校しました。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

その頃の娘は、通学するのが⾟い時期だったのですが、優しい先⽣
⽅と少⼈数の教室というのが良かったようで、最初は１時間くらい
から、少しずつ学校へ⾏くようになりました。
その中で友⼈もでき、⾏事にも参加するようになり、やっと元気な
娘になっていきました。
３年間、無事に通い、卒業した時は、感無量でした。

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

卒業後は、⼤原専⾨学校に進学し、医療事務の資格を取る事ができ
ました。これも娘にとって⼀番⾟かった⾼校の３年間、先⽣の励ま
しや友⼈のおかげで⿅島学園⾼校を無事に卒業できたことで、⾃信
がついたのだと思います。

今は、専⾨学校卒業後、⼀年間勤めた会社を辞め、アルバイトをし
ながら、就活を頑張っています。

匿名希望（2016年度卒）お⺟様



Ｑ. なぜ、成⽥キャンパスを選びましたか︖

約3年前のあの時、元気もやる気も⾷欲も無くなり、悲観的で⽣きる
ことへの絶望感に苛まれる我が⼦。このままでは取り返しのつかな
いことになる…危機感を抱いた。完璧主義なところがあり、当時通
っていた全⽇制普通科では勉強のスピードについていけなくなり、
⾃暴⾃棄になっていく⼦を救える⽅法はないかと。
「環境を変える、逃げるのではない、新しい⽣き⽅を⾒つけるん
だ。今は視野が狭過ぎる、もっと広い視野で⾒渡せばきっと良い道
があるはずだから…」本⼈にも私⾃⾝にも⾔い聞かせた。
将来就きたい職業はなんとなくあり、それには⾼卒の資格は最低限
必要。だが通学中の⾼校には⾏きたくないし⾏けない…

その先⼤学や専⾨学校に⾏くのか否かも決める気⼒も無く…

選択肢として
①⾼等学校卒業程度認定試験を受けて⼤学進学する。
②通信制⾼校へ転校する。
この⼆つを提案した。
①は学校に⾏かなくてもよいが、⾃分で計画的に勉強することが絶
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対条件、だが⾃由である。
②は登校が⾃由もしくは不要、基本は⾃分のペースで勉強出来る
が、提出期限がある。
先の⾒通しが⽴たない中で、どちらを選択するか悩みに悩んだ。
本⼈は誰とも関わりたくない、話したくないと。だから①を選択し
たい様⼦だった。
私はひきこもりになるのではと危惧した。それと果たして⾃分で計
画的に勉強するモチベーションを保てるのか︖それは厳しいと考え
た。だから②を勧めた。
話し合いの結果、⼤学進学するかどうかもわからないなら、通信制
⾼校に転校し、⾼卒資格を取得、その後の事は今決めなくても時間
はある、⼤丈夫だからと説得した。
そこから通信制⾼校について何校か調べた。資料も取り寄せた。
⿅島学園成⽥キャンパスは、通信制だけど登校も可能、基本的に⾃
分のペースで勉強出来るが、課題提出には厳格な提出期限がありメ
リハリがある。イベントもあるが強制的ではない、授業料も本⼈バ
イトでなんとかなる⾦額（⾃分が努⼒しなかったからdropoutした、
親に迷惑かけたと思っていた)、駅近…ここだ︕と思った。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

最初本⼈は多少の抵抗があったのかもしれない。
でもアットホームな雰囲気、優しくて気軽に話せる先⽣⽅、⽣徒さ
ん達ともイベントに参加するうちに学年問わず話せる様になり、
「○⽇は⾏かなきゃ⾏けない、⾯倒くさいなぁ。」とか⾔いながら



も楽しそうに登校する様になっていった。
⼀番驚いたのは「成⽥キャンパスの友達とカラオケに⾏って来
る。」と⾔った時だった。友達出来たんだと。
レポートも先⽣からきちんとフォローがあり、提出期限も守る事が
できて達成感もあったようだ。
⼈⽣初のアルバイトも経験、最初は失敗ばかりで凹むこともあった
が、⾃分で苦労して稼いだお⾦で欲しい物（⾼校⽣にしては⾼額な
買物)を買えた時にはとても喜んでいた。
親から買い与えられたものではない事に意味がある。
これはバイト禁⽌だった前⾼校では経験出来ないことだ。
思春期に⼊ってから⾃⼰肯定感が⾮常に低く、⾃分は駄⽬な⼈間な
んだと暗く落ち込む事が多かったが、少しは変われたのかなと思
う。

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖

みんな様々な事情で通信制⾼校に籍を置く事になったのだろう、で
も卒業証書を⼿にして、嬉しそうで晴れやかな⽣徒さん達を⾒て感
動し、先⽣⽅に感謝し、笑顔の我が⼦の写真を⾒るたびに、本当に
この⾼校を選んで良かったと思った。

匿名希望（2016年度卒）お⺟様



Ｑ. なぜ、成⽥キャンパスを選びましたか︖

以前は、全⽇制の⾼校に通っていましたが、うまく⾏かず、つまづ
いていました。
その時に、当時の先⽣からの勧めと、本⼈の希望、⾼校だけは卒業
してほしい⺟としての願いから、成⽥キャンパスに通うことになり
ました。

Ｑ. ⼊学してからは、どうでしたか︖

初めは続くのか不安でしたが、本⼈もバイトのお⾦で学費を払いな
がらの、⾼校⽣活が始まりました。
毎⽇登校しなくても良い事や、⾊々な校外授業で、今までしたこと
のない経験や体験、全⽇制の先⽣とは違うやり取りや、先⽣の近さ
が、本⼈には合っていたのかもしれません。
⼈⽣に、迷いかけていた時に、この学校に出会い、諦めかけていた
夢に近付けるための道も、⾒つける事も出来ました。

Ｑ. 卒業してからは、どうなりましたか︖
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今は新聞奨学⽣と専⾨学校も無事卒業でき、やれば出来る、乗り越
えられるという経験もしました。
この学校に出会えてなければ、経験出来なかったと思っています。
あの時、⾼校卒業だけでもと思っていましたが、それ以上の事を教
えて頂いたと思っております。
本当にお世話になりました。
⼼から感謝しております。



第9章 エッセー
夏⼦ちゃんの宝物

 夏⼦ちゃんは⼩学校 5 年⽣のとっても元気な⼥の⼦。お勉強の成
績
は決してよくありません。でもお⺟さんが⼤好きな普通の⼦です。
 お⺟さんはいつも忙しく、イライラすることだってあります。 

ちょっぴりおこりんぼうかもしれません。でもそんなお⺟さんが、
そのままのお⺟さんが、夏⼦ちゃんは⼤好きです。
 今⽇は学校で算数のテストが返されました。いつも 40 点だった夏
⼦ちゃん。でも今⽇はいつもの倍の 80 点です。
（早くおかあさんに⾒せてあげよう︕）
 お⺟さんの喜ぶお顔が⾒たくって、おともだちの誘いも断わっ
て、夏⼦ちゃんは駆け⾜でおうちに着きました。
 おかあさん︕ ねえ、ほら⾒て︕
 あら、20 点も間違えてるわよ。それにこのテスト、やさしかった
んじゃない。
（おかあさんのばか︕ ばか、ばか︕）
 ⽞関のチャイムが鳴りました。お⽗さんです。⾶び切りの笑顔で
おかえりです。
ほら︕ 夏⼦の⼤好きなケーキ。おいしいぞ︕でも、どうしたことで
しょう。箱をあけてみたら、ぺっちゃんこです。お⽗さんは⼼配に



なりました。
（夏⼦おこるかなぁ）
おとうさん、ありがとう︕ だいすき︕
 夏⼦ちゃんはケーキよりお⽗さんの気持ち、それが嬉しかったの
です。
 お⺟さんは気づきました。（夏⼦、ごめんね）あぁもう︕ ほんと
にドジなお⽗さんなんだから︕ほら⾒てよ︕ 夏⼦の成績をちょっと
は⾒習ってよ︕
 あ、ほんとだぁ︕ お⽗さん、夏⼦を⾒習います︕︕
 その夜、夏⼦ちゃんのおうちは、いつまでもいつまでも、笑いが
たえることはありませんでした。
  あなたは    気づいて      いますかおとうさんの
宝物

 ⼩学校1 年⽣の真理ちゃんには、お⺟さんがいません。交通事故
で3 才の時に天国に⾏ってしまったのです。真理ちゃんは施設で暮
らしています。⼤好きなお⽗さんには病気があり、真理ちゃんの⾯
倒が⾒られないからです。
 寂しくて駄々をこね、施設の先⽣をよく困らせる真理ちゃんでし
た。でも、お⽗さんが⾯会に来てくれる時は、可愛らしい笑顔が満
⾯に花開く真理ちゃんでした。
 お⽗さんにはお⾦がたくさんありません。おみやげもありませ
ん。でも、そんなことはどうでもいいんです。絵が上⼿なお⽗さん
は、いつも真理ちゃんの似顔絵を描いてくれます。 お⽗さんは似



顔絵を描きながら、いつも⾔ってくれました。 「真理、可愛い
よ。亡くなったお⺟さんにそっくりだよ」 真理ちゃんは、お⽗さ
んの誕⽣⽇に、似顔絵を描いてあげました。下⼿くそで、ぐちゃぐ
ちゃなのに、お⽗さんが⼤喜びしてくれるから。
 その⼤切なお⽗さんが亡くなったのは、真理ちゃんが中学校を卒
業する⽇でした。（⾺⿅、お⽗さんのバカ、どうして真理が卒業す
るのを⾒てくれなかったのよ）
 悲しみに浸ってばかりいられません。眼の前には厳しい現実が迫
っています。（お⾦がないから⾼校に⾏くのはやめなくちゃ。今か
ら就職って、できるのかしら）
 翌⽇、施設の⼈が告げました。「真理ちゃん、⾼校に⾏けるわ
よ︕お⽗さんが⽣活保護のお⾦をためて、百万円を残してくれたの
よ」（お⽗さん、お⾦が全然無いって⾔ってたくせに。おいしいも
のも⾷べなかったくせに。無理するなんて。ぜんぶ真理の幸せのた
めなんて、ずるいよ。お⽗さんも幸せでなきゃ︕ ずるいよ︕）
 時は過ぎ、真理ちゃんはもうすぐ18 才になります。真理ちゃんは
通信制の⾼校を卒業します。友達と⼀緒にディズニーランドに⾏っ
たり、バイトをしたり、⻘春ドラマのような3 年間でした。
 でも真理ちゃんは⼀つだけ悩みがありました。（私だけ幸せでい
いの︖ これってお⽗さんが命がけで⽣きてくれたおかげだよ。お⽗
さんは家もお⾦も失って、なんにもなくて、それでよかったの︖）
 ⾼校の卒業式の朝でした。突然お坊さんが施設を尋ねてきまし
た。真理ちゃんに渡したいものがある、というのです。「真理さ
ん、お⽗さんに本当にそっくりですね」「お⽗さんの知り合いなん



ですか︖」「はい、真理さんが⾼校を卒業する時に、と⼿紙を預か
ったのです」
 真理、卒業おめでとう。お⺟さんと⼀緒に空から⾒ているよ。や
さしい真理のことだから、お⽗さんが無理した、って⼼配してるだ
ろうね。ううん、お⽗さんは世界で⼀番、間違いなく⼀番幸せだっ
たよ。
 お⽗さんの、⼀番⼤切なもの、⾒てごらん。
お坊さんが⼿紙と⼀緒にくれたもの。それは真理ちゃんが⼩学校１
年⽣のときに描いたお⽗さんの似顔絵でした。しわくちゃになっ
て、下⼿っぴで、絶対にお⽗さんになんか似てない絵なのに。 似
顔絵に、ポツンと落ちる、それは真理ちゃんの涙でした。
   あなたにとって    ⼤切なものって     なんです
か

コリー⽝

 兄貴は動物が⼤好きだった 今は獣医の仕事をしている

 飼った動物は沢⼭

 りす、ニワトリ、伝書鳩、熱帯⿂、⻲ 他にもあったと思う

 親⽗は船乗りで、会えるのは数ヶ⽉に1 回だけ
 兄貴は…「動物がいれば寂しくないから」 と⺟に⾔ってたらし



い… 横浜の港に⾯会に⾏った時 まだ幼稚園児だったがはっきり
覚えている

 ⼩さなペットショップに⼩さな⼦⽝ ちっちゃくて茶⾊くてミル
クをペロペロなめてる⾚ちゃん

（欲しい） 兄貴の輝く笑顔が忘れられない

 島根まで帰る夜⾏寝台特急 ダンボール箱に⼊れた⼦⽝がクンク
ン鳴いた それに気づいた⾞掌さんはやさしく⾒逃してくれた

 コリー⽝の フリーダー
 新しい家族だった
 どんどん⼤きくなって⾝⻑も抜かれた
 ⼀緒に⽝⼩屋で寝たり闘⽜ごっこをしたり お散歩で引っ張られ
てついた膝の傷は今でも残っている ⼤切な⼤切な傷あと
 毎⽇が幸せだった 何があってもフリーダーがいれば幸せだった
 フリーダーは⼤きい声でほえた ⼤好きな⼦供達がいると遊びた
くて余計にほえた ある⽇ ⺟が久しぶりに帰宅した⽗親と話して
いるのが聞こえた
（うるさいと近所から苦情があるから⼿放さないと…）
 ウソだろ︕︕ 聞こえなかったことにしよう そんなことありえ
ない︕︕
 ある⽇ 帰宅すると



 フリーダーが軽トラックに乗せられていた
 どうして︕︖ どうして︕︖ どうして︕︖
 フリーダーだよ︕︕ フリーダーなんだよ︕︕
 …それからは暗い数年間だった…

 フリーダー 今でも膝に傷はあるよ ずっと⼀緒だよ ⼼で⼀緒
にいるからね

エオイルタンカー

 親⽗は船乗りでした 遠いペルシャ湾から ⽯油を積んで帰って
くる オイルタンカー
 ⽇本に帰ってくるのは 3 ヶ⽉か4 ヶ⽉に 1 度だけ
 ⺟に⼿をひかれ 夜⾏列⾞に乗り 新潟や神⼾、横浜
 ⼤きな港や ⽯油コンビナート のある町へ
 お⽗ちゃんは エアメールで お話する⼈ 海外のおみやげ 持
ってかえってくれる⼈ ⻘い喋々の標本
 イラン アフリカ ニューヨーク
 写真で⾒る 海外の国 いつか⾏ってみたい
 寂しくなんてなかった ⽣まれた時から それが普通の⽣活
 ⼤きな船 はしからはしまで300m 学校の校庭より⼤きい
 いつか船乗りに なってみたい でも親⽗は⾔った
 船乗りだけは なるんじゃないよ ひとりぽっちだよ ⾔葉が⼼
に突き刺した でも親⽗をこえたい いつか世界をめぐりたい
 死ぬほどの努⼒をした 夢はかなった 世界を駆け巡った いつ



か親⽗がきた街
 海がないと寂しい ずっと海は 友達だったから

エッセー「ALS」序章2019年の参議院選挙で「れいわ新選組」から
難病のALS患者の⽅が当選しました。ALSの認知度が⾼まったこと
を嬉しく思います。医者だった私の親友が教えてくれました。「患
者が少ない難病は、費⽤がかかるばかりで、薬を作ってもらえない
んだよ」ガンから薄⽑治療まで、患者が世界に多ければ、そちらが
優先されるというのです。（経済的効率からも…）わたし「じゃ
あ、難病の⼈は、どうしたらいいんだよ」親友「みんな知らないん
だよ。だから、まず世間に知ってもらう、それしかないんだよ」こ
の親友はALSに倒れ、亡くなりました。私はALSについて語り継い
でいくつもりです。若くして亡くなった、親友の弔い合戦として。

ALS

 学⽣時代、⻄早稲⽥の⽊造のアパートに住んでいた。四畳半⼀
間。共同トイレ。⾵呂はない。⾦のある時は歩いてすぐの銭湯に通
った。神⽥川はすぐそばだった。朝10 時の授業なら9 時50 分に起き
て、ジャージーとサンダルで徒歩3 分の校舎に間に合う⾄便な場所
だった。
 ⼤学は現役で⼊学したら留年して1 年遊ぼうと決めていた。その
くらい⾟い受験勉強で⾼校時代を過ごしたから、⻘春を取り戻した
かった。ドイツ語は予定外に2 年連続落として、⼤学3 年⽣なのに⼤



学1年⽣の授業を受けることになった。さすがにばつが悪い。教室に
⼊ると、⾒慣れた顔がいて驚いた。「おい⼤介︕」「先輩︕」 ⾼
校の後輩の⼤介がいた。1 年下だが彼は浪⼈しているので⼤学では2

年下なのだ。1m85cm、体重90kg の巨漢で、どこでも⽬⽴つやつだ。
⺟⼦家庭で育ち、奨学⾦とバイトだけで⼤学に通う偉い男なのだ
が、品のないことこの上ない。この⽇も開⼝⼀番。「皆さーん、⼤
学3 年⽣の先輩がいますよ〜」「おぃおぃ、ええかげんにせえ
や」 ⼤介と⼀緒にひとりの男がいた。無精ひげをはやした品のな
さそうな、⾒るからにひねくれた顔つきをした男だ。それにしても
⼤学1 年⽣には到底⾒えない。聞くと3 浪（︕）して早稲⽥に⼊った
という。だから1 年⽣なのに、3 年⽣の私より年齢は⼀つ上なのだっ
た。「よろしゅう頼むわ」。こいつが三重県出⾝の哲也だった。こ
んな変⼈と親しくなるとは思ってもみなかったのだが。
 四畳半の下宿は⼤学の⽬の前だったから当然ながらたまり場にな
っていた。⼤介は同じ下宿の「三畳」部屋に越してきた。体重100kg

まで肥えた男が漫画やティッシュが散乱した部屋で⼤の字で寝てい
る様⼦は豚⼩屋そのものだ。東⼤を⽬指して⼀浪した秀才とは誰も
想像出来ないだろう。その後哲也が近くの下宿に越してくるまで時
間はかからなかった。⼤介、哲也と3 ⼈トリオで⾊々と下らないこ
とばかりしていたものだ。毎晩のように徹マンをしていたのだが、
雑誌で「6 ⼤学⿇雀リーグ選⼿権」の記事を⾒て冗談半分で電話を
した。すると早稲⽥からの申し込みは我々だけで、即座に代表チー
ムとなってしまった（それが縁で週刊プレイボーイにまで「学⽣が
プロ雀⼠に挑戦」という企画で1 度載せてもらった）。渋⾕の若⼿



プロリーグにも参戦したが惨敗だった。やはり⽣活を賭けて打つプ
ロは腕と気迫が違う。⾚坂の東天紅という雀荘でバイトをしたが、
動物好きにとっては憧れの存在のムツゴロウさん（畑正憲）が常連
で、初めてコーヒーを淹れる時には、本当に震える程緊張した。早
稲⽥祭では有名なプロ雀⼠を招く企画を開催し、これも雑誌に取り
上げられた。⾦がなくて腹が減ってひもじい時には悪知恵を働かせ
た（良い⼦は真似をしないでね）。よく英会話教材のセールス（き
れいなお姉さんが喫茶店で何⼗万円の教材を売りつけようとした）
があったのだが、喫茶店代はおごってくれるので、⾼い⾷事を注⽂
して、お話が終わると「考えときます。ごちそうさま︕」と⼀⽬散
に退散したものだ。これに味を占めて仕送り前で⾦がない時は、電
話帳から教材会社を探してこちらから「興味があるんですが」とセ
ールスのお姉さんを呼び出し、毎度お馴染みの⾷い逃げ︖ をした。
 テレビ局を⾒たいな、という話からテレビ朝⽇に電話して「物真
似サークルなんですが」と嘘っぱちを⾔って乗り込んだり、⼥の⼦
が集まるだろうと⽬論んで「古都を旅する会」というサークルをで
っち上げたら、本当にたくさん集まってしまい慌てふためいた
り。  ⼤介と哲也でそんなアホなことばかりしていたものだっ
た。 哲也に聞いてみた。「なんで3 浪もしたかね」「国⽴の医学
部を受け取ったんよ。ワシ別に医者になんかなりとうなかったけど
な」「なら、なんで」「おじさんが医者やっとるもんでな、⼀⼈娘
が医学部に⾏かんだけん。⾦は出すけん継いでくれって⾔うんよ」
「たまらんな」「もうええわ、ちゅうて滑り⽌めの早稲⽥に受かっ
たけん諦めてもらったわね」 …ところでこの会話で気付いたと思



うけど、哲也は三重県出⾝のバリバリの関⻄弁だったのに、⼤介や
私といつも⼀緒にいるせいで我々の出⾝地の島根県の⾔葉「出雲
弁」が⾃然にでるようになっていた。関⻄の友だちを⼊れて⿇雀を
していても「どげだ︕ だあずが︕」（通訳︖ すると、どうだ︕ ア
ンポンタン︕ くらいの意味）という⾵に⾃然に出てきて、出雲弁ネ
イティブに近いくらいだった。哲也が東京で⾝につけたのは⿇雀と
出雲弁だけ、と断⾔してもいいくらいだろう。哲也とはよく喧嘩も
した。合コンが元で⾔い合いとか「おまえは暗いなぁ」と⾔い合い
とか、実にレベルの低いこと極まりないことばかりであった。
 哲也は確かに暗い浪⼈⽣活を強いられ、ひねくれた荒んだ初対⾯
の印象だった。しかし⼤介や私とアホな活動ばかりしていくうちに
明るくなっていくのが分かった。 学校帰りには私の部屋（下宿の
部屋にはカギもかけていなかった）に勝⼿に⼊り込んでテレビを⾒
ていて「おぉ、帰ったか」と平気な顔をしていた。部屋の電話を勝
⼿に⼤介と⻑距離電話に使ったり、夜帰ってみると、⼤学の後輩が
部活の歓迎コンパで酔いつぶれた新⼊⽣を何⼈も寝かせていたり、
そりゃもうグチャグチャの⽣活だった。他にも⾯⽩い話はあるけ
ど、教育的配慮︖から、このくらいにしておこう。 そんなグータ
ラな⻘春を送り、私が5 年間（︕）の⼤学⽣活を終えて就職しよう
とする時、4 年⽣になる哲也は⾔った。「ワシ、やっぱ医学部をも
う1 回受けることにしたけん」「なんでかね」「おじさんがどうし
てもって泣いて頼むんよ。おっさん（私のこと）もおらんようにな
るし、東京も楽しんだけん、もうええわ」「………」 その後、哲
也は本当に⼤学を中退し、⽥舎に帰り、予備校に通い始めた。（ま



た暗い⽣活を始めるのかよ） 翌年、哲也は⾒事に医学部に合格し
た。兵庫県の私⽴H 医科⼤学だ。しばらくして関⻄まで遊びに⾏っ
たが、華やかな医学部⽣の⽣活を送っていると思いきや「勉強が⼤
変なんや」と暗い顔でやせていて、あまり話もはずまないまま別れ
た。 その後私はヨーロッパの駐在になり、数年後に帰国してか
ら、関⻄で勤務している⼤介と⼀緒に再び訪れた。えっちゃんとい
う彼⼥が出来ていた。哲也の部屋でおいしいたこ焼きを作ってくれ
た。哲也の顔はふっくらして元気そうだった。国家試験にも合格
し、これから⼤学病院でまず働くという。同じ関⻄にいる⼤介が教
えてくれた。「哲也はえっちゃんに世話になりっぱなしで、それで
なんとかやってこれただけん」 数年後、また遊びに⾏った時、え
っちゃんと結婚して可愛い2 ⼈の⼦どももいた。滋賀県に家を建
て、私⽴病院に勤務先が変わっていた。「あれ︖ おじさんの後をつ
ぐ話は︖ どげになった︖」「あれな、おじさんの娘が医者を婿さん
にとることになったんだわ。だからワシはどっちかちゅうと邪魔な
んよ」「学費を出してくれたんだよな」「何千万あるけど、これか
ら返してやるわい」（これで良かったんかい。いいよな。⽴派にえ
っちゃんと結婚して家も建てて、⼦どもも出来て、ようやった） 

医薬品のセールスマンの接待で、えらく⾼級な⾷事に連れて⾏って
もらった。まるで医者は殿様のような扱いで（いやぁ製薬会社に⼊
社しなくて良かった）と思った。嵐はあったが、それを乗り越えて
順⾵満帆な友の船出が嬉しかった。
ある晴れたのどかな⽇、おだやかな⼣⽇がさす、そんなゆったりし
た時間だった。⼤介から突然に電話があった…。 いつもの⼤介と



は全く違う声だった。「哲也が難病で死にそうなんです」「いった
い何なんだ」「筋萎縮云々…」「何なに︖」「ALS っていう病気で
す。来週お⾒舞いに⾏きましょう」「分かった、俺も調べてみ
る」 それから必死で調べた。調べれば調べるほど先の明かりが⾒
えないことが分かった。⼀切の治療⽅法がない。原因不明。⼿⽴て
なし。筋⾁が衰えていき、⾜から⼿、呼吸器から全⾝に及び、最後
は眼球しか動かせなくなる。ヨーロッパ・アメリカの知⼈にも調べ
てもらった。やはり同じだ。しかしアメリカでは、ある治験が実施
されていることが分かった。残念ながら治す効果ではなく、副作⽤
はあるが進⾏を遅らせる効果が⼈によっては⾒られる、という曖昧
なものだ（だが、もし遅らせられたら、その間に治療薬が開発され
るかもしれないじゃないか）。 サンフランシスコに駐在している
後輩に調べてもらった。なんと知⼈の知⼈が担当の医師を知ってい
るという。そして詳しくは直接電話をしてくれ、という所までたど
り着いた。医学⽤語を付け焼刃ながら懸命に勉強し国際電話をかけ
た。中国系医師で、ゆっくりと分かりやすく話をしてくれた。幸か
不幸か話は短く終わった。要するに「⾮常にプライバシーに関わる
ことなので患者から直接詳細を尋ねて欲しい」ということだった
（当然と⾔えば当然過ぎることかもしれない）。 しかし、（この
先の明かりが全くないわけではなくなったんだ。よし、哲也を説得
してみせるぞ）と、⼼に誓い、次の週末、⼤介と新幹線に乗り込ん
だ。
 哲也の⾃宅に着いた。⾜をひきずりながらだが、家のあちこちに
⼿すりをつけ、それにつかまって歩くことは出来ていた。「もっと



早く知らせろよ」「最初は⾜がカクってなってな、どないしたんか
思って精密検査してもらってALS って分かったんや」 それから
⾊々な話をした。そこには、現役バリバリの医師の姿はない。かつ
て哲也を取り巻いていた連中は潮が引くようにいなくなったとい
う。今は寝巻きを着た病⼈のおっさんだ。こんなことを⾔ってはお
かしいのだが、かつての学⽣時代の哲也のようで、距離が縮まった
気がした。利害のある奴らはいなくなり、友達と家族だけが残った
んだ。幼い息⼦とファミコンで遊ぶことも出来ていた。「最初は⾜
だけ⼒が⼊らんで、キャッチボールなんかも出来たんやけどな。最
近は⼿も⼒が⼊らんようになってきて、いつまでファミコンも出来
るか分からんわ」 それからALS について話をした。アメリカの治
験を受けてみないか勧めた。「おまえ、そんなとこまで調べてくれ
たんか」 何度も勧めたが、「ワシええわ、治るなら別だけど死ぬ
のは⽇本の⾃宅で死にたいわ」「そんな弱気なこと⾔うなよ」「ワ
シ医者だけん、よう分かっとるんよ。不治の病とか⾔われとるガン
だって、⽔⾍だって、そのうち薬が出来るんよ。患者が世界中にお
って皆が注⽬しとるさかいにな。でもALS はあかんわ。患者が少な
くてそんなもん誰も知らんし、製薬会社だって儲けにならんの
よ」 哲也の説得⼒ある⾔葉に反論出来ない⾃分が情けなかった。
⼤介ともうひとりの⼤学時代の友⼈を⼊れて、酒を飲みながら哲也
と⿇雀をした。哲也は本当に楽しそうだった。「あほ︕ ロン︕ あ、
すまん、チョンボだわ、がはは︕」 ⻄早稲⽥の四畳半の下宿のメ
ンバーで、思い出話を語りながら、底抜けに明るい哲也がいた。午
前０時を過ぎ、哲也とふたりで布団を並べて床についた。「わし



ら、よう、こげなふうにしとったもんだが」 相変わらず出雲弁は
ネイティブ顔負けに流暢だ。哲也が疲れるだろうと思って寝させよ
うとするのだが、次から次へと思い出話をする。びっくりするほど
細かい所まで覚えている。⾛⾺灯のように、とはこういうことを⾔
うのだろう。思い出話はどこまでも続いた。朝まで続いた。哲也が
何度も⾔う。「⻄早稲⽥の時が1 番良かったな」「結婚してからの
⽅が幸せだろう」「いや、受験で、それも嫌々ながら医学部受けて
浪⼈し続けて真っ暗だったのに、あの早稲⽥で過ごした数年が⼈⽣
で1 番楽しくて輝いていたんや」 話は続いた。いつまでも。いつ
までも。いつまでも。まるでこれが最後の機会であるかのように。
「アホ、まだまだ来るし最後にさせんぞ。絶対に治療薬でも治験で
も⾒つけてやるぞ。待ってろ︕」 新聞が配達され、外では⼩⿃が
さえずるころ、やっと哲也は眠ってくれた。帰りは⽞関まで⾜をひ
きずりながら⾒送ってくれた。えっちゃん、そして幼い⻑男・⻑⼥
と共に（闘いは始まったばかりだぞ）と、⼼に誓って哲也の家を後
にした。⼀つだけ気になることがあった。⾜、そして⼿が動かなく
なると、次は呼吸器に及んでくる。「⼈⼝呼吸器︖ つけらん。患者
を診とったけん、どんなもんか分かっとるんよ」「おまえ、⽣きる
気をもてよ」 でも、知っていた。お互いに話した。全⾝が動か
ず、意識だけあるまま⽣き続けることが、どんなに⾟いものである
かを。
 その後、連絡をとろうとしても哲也は電話にも出ようとしなかっ
た。ずっと奴のことが頭から離れたことはなかった。 1 年後、⼤
介から電話があった。「…哲也が死にました」 無理に休暇をとっ



て、すぐに関⻄に向かった。死因は、痰がのどに詰まった為だとい
う。⼈⼝呼吸器はつけていなかった。進⾏が早く、もう⼈⼝呼吸器
が必要と⾔われても、拒んでいたそうだ。 ⼤介と俺は、えっちゃ
んに⼀つだけ聞いた。「苦しまなかった︖」「ええ、苦しまないで
眠りが続くように死んだ筈、と医師が⾔っていました」 不謹慎だ
が、全く不謹慎だが、それが1 番の気がかりだった。諦めきれない
が、⼀定の覚悟はしていた。せめて苦しまずに眠っていった、それ
だけが救いだった。えっちゃんは泣きながら⾔った。「⻄早稲⽥が
楽しかった、って。⾃分の⼈⽣で1 番楽しかった、って。ずっと、
ずっと、そう⾔っていました。⼤介さんと⼀緒に来てくださった時
が1 番嬉しそうでした。本当に有難うございました」（同じだよ。
お前とアホなことしていた時が、1 番楽しかったよ。⼀つの⻘春が
終わったよ。ええなあ、お前だけ年をとらないで。でもおっさん顔
だからな。学⽣時代から。全然ふけてへんなあ。アホだわ） 涙は
⼀つも出てこなかった。ずっと出なかった。信じられない。 葬儀
が全て終わり、哲也の同僚だった医者ふたりと⼤介と4 ⼈で、暗い
酒場で酒を飲んだ。弔い⿇雀をした。皆がヘビースモーカーで⼤酒
飲みで、不健康なことこの上ない。徹夜が明け、⼀⼈で朝⾷屋に⼊
った。初めて⾝体が震えてきた。（ひとりで⾷う飯って寂しいもん
だよな。お前は天国でひとりで⾷ってるのんか。いつか⾏ったる
わ。⿇雀の腕を鍛えとけや。ずっとずっと先のことだけどな。お前
が⽣きれんかった分、よけいに⽣きたらないかんだろが。 でも。
この駅に。⽣きてるお前に。会いに来るのは。もうないんだな） 

哲也は拒んだ。苦しんで⽣き続けることを。 でも、良かった。苦



しまないでくれて。よかった。ただそれだけが、それだけが救いだ
った。（友だちとして、当然だろ、そう思うのが…） ALS。いつ
か治療法が、出てきて欲しい。⽣きることを、拒まなくて、すむよ
うに…。

ジョブ・ホッパー

 ホップ、ステップ、ジャンプ︕ hopper とはバッタなどのぴょんぴ
ょん跳ぶ⾍の総称、あるいは同じような場所を次々に移動する⼈の
こと。例えばbar-hopper（酒場をはしごする⼈）。
「幸せの⻘い⿃」 どこにいるのでしょう。 寓話の中だけでな
く、あなたのそばにいるのかもしれませんね。 Job Hopper それは
仕事を転々と移り変わる⼈。⻘い⿃を追いかけて─私のそんな物語
です。
 4 年間のヨーロッパ駐在を終え、⽇本に帰国した。浮かれた歓迎
会など、夢うつつの⽇々は1 週間くらいだったろうか。それから現
実に打ちのめされるのに時間はかからなかった。 ヨーロッパで
は、常に⾃分なりの決断を下さなければならなかった。⾟いけれ
ど、しかし⽣きがいに満ちた海外駐在だった。だが本社での仕事は
本当に⻭⾞の⼀部であり、社内の調整がほとんどだった。本当にダ
ークな、決してここに書けない営業の仕事もあった。（⼀体何の為
に⽣きているのだろう。⼀⽣ワンマン社⻑の下でこの世界で⽣きて
いくのか︖） 転職探しが始まった。想像以上に良い話があり、世
界をリードするコンピュータ企業（アメリカ・外資）の⾯接に数⼗



倍の倍率をこえて採⽤されることになった。 ⼤好きなヨーロッパ
とお別れするのは寂しい。しかし、悔しいが世界をリードするのは
アメリカだ。そのトップ⼤企業の研究所の所⻑補佐、これほどやり
がいがある仕事はあるだろうか。 が、⼊社する1 週間前、⽇本の
⼩さな会社からのオファーがあった。そこは、⿐にもかけないよう
な、町⼯場が発展しただけの会社だった。しかし、内容に⼼が引き
付けられた。「欧州に⽀社を置く、その⽀社⻑を求めている」 ロ
マンチスト︖ の⾍が騒いだ。（ヨーロッパ︖︕ また皆に会える。
「新しい物を築き上げていく」。⾃分の求めているのはこれじゃな
かったのか︖︕ アメリカの⼿先になることじゃ、なかったんじゃな
いのか︖） ⾯接で気に⼊られ、即決してしまった。アメリカ企業
は断った…。
 ⼊社した。すると、話が違っていた。最初の⼟曜⽇が出勤になっ
ている（あれ︖ 週休2 ⽇じゃなかったの︖）。給料が違っていた
（年収500 万じゃなかったの︖）。待遇が違っていた（無料の寮が
あるんじゃなかったの︖）。若気の⾄りとはこのことだろうか。き
ちんと契約を結ばず、その場の勢いで⼈⽣の道を決めてしまっ
た。 数ヵ⽉後、傷⼼のまま欧州視察の為にイギリス、ウェールズ
に旅⽴った。⾏きのフライトはベルギー経由にした。どうしてもベ
ルギーの友⼈達に会いたかったから。成⽥空港で隣り合わせた男と
親しくなった。おどろいたことに、⾃分が断ったアメリカ企業の、
正にそのポストについた男だった。彼は、未来の夢に明るさに満ち
溢れた表情だった。
 懐かしいベルギーの空港に降り⽴った。警官が銃を持って警備し



ている様⼦さえも懐かしく感じられる（ベルギーの⾸都ブリュッセ
ルにはEU とNATO の本部があり、テロへの警戒は並⼤抵ではな
い）。昔の会社の仕事場に赴いた。ベルギー⼈の元同僚達は、皆が
笑顔で歓迎してくれた。半年ぶりの再会を⼼から喜んでくれた。し
かしかつての⽇本⼈の上司の部屋に⼊ると、待っていたのは氷の微
笑みだった…。「よく裏切ったね」 そう、何を⾔い訳しようとも
裏切りには違いない。ヨーロッパでの経験を⽣かして⽇本で⼒にな
ると期待されていたのだから（しかし、ヨーロッパ課を外されて⾃
棄になったのも原因であり、事実だった）。⾃分がいなければこの
部署は⼤変なことになる、そう信じていた。しかし、それはよくあ
る思い違いだった。ベルギーに新たに駐在した後輩が、⾃分なりに
努⼒して新しい世界を築いている。まるでかつての⾃分の姿を鏡に
映しているようだった。その夜は元同僚達と痛飲した（いったい何
をしてるんだ。また彼らとこうして⼀緒に働けるチャンスを捨てち
まったんだぜ。何を考えてるんだよ。何を求めているんだよ。⼤切
な何かを失って、いや捨てちまったのかい）。 翌⽇、傷ついた何
かをひきずりながら、ロンドン・ヒースロー空港に着いた。途中ま
で電⾞に乗り、そこから⾞で初めてウエールズに乗り込んだ。かつ
ての炭鉱で栄えた街が廃れ、⼣闇に廃墟が続く道を進む。⾏く先は
取引先⼤⼿の⽇本企業だった。そこに末端の部品を納める⼩さな下
請け業者の代表として（かつてBT ＝英国版NTT、に電話を収めるコ
ーディネータとして活躍した⾃分はどこに⾏ったんだ。いや、こん
なこと分かっていて転職した筈だろう）。しかし何かが違う。海外
に拠点を置いたとしても、取引先はドロドロした⽇本企業が相⼿だ



（⽀社⻑といっても…これが求めていたことなのかい）。ただ、技
術的な打ち合わせをしている時だけは、かつての⽣き⽣きした⾃分
がいた。 もう1 度、もう1 度だけチャンスを探そう。まだ⾃分を待
っていてくれる世界があるかもしれない。帰国の機内で⼼に決めた
⾃分がいた。後悔と葛藤にさいなまれつつ…。
 沈んだ様⼦の私を⾒て、副社⻑が⾃室に呼び出した。⼀体何があ
ったのか、と。⼊社条件が聞いていたのと全く話が異なることを伝
えると驚いていた。ヘッドハンティングと称する仲介会社に双⽅が
だまされた形だったのだ。しかし、もう後戻りはきかない。「頑張
ってくれ」と⾔われ、詫びとして50 万円を振り込むと副社⻑は申し
出て、それはすぐに実⾏された。誠意のある実直な⼈だ（だから、
だまされもするのかもしれないが）。⼈は期待されると嬉しいもの
だ。だが何かが違う。 気分転換をさせる意味もあったのだろう
か。⼤阪⽀店に1 ヶ⽉の研修に⾏くことになった。新⼤阪駅から徒
歩5 分、雑居ビルの⼀室に肩を寄せ合うように10 ⼈がいた。ずっと
貿易で海外との折衝しかして来なかった⾃分には全く未知の新鮮な
世界だった。電話が鳴ると威勢のいい返事、時には怒号と思えるよ
うな喧騒。何しろ⼤阪だ。関⻄弁が使えなければ泥臭い営業など不
可能なんだろうな、と感⼼するばかりだった。 そして鞄を抱えた
営業部員が出て⾏くと、静まり返った室内に事務の⼥性2 ⼈だけが
残った。⼈情に厚いおばちゃんとお姉さんは⾊々と話しかけてきて
くれた。関⻄ではないが、⻄⽇本で⽣まれた私にはその⼼暖かさが
郷愁を呼び起こしさえもした。 駅前のチサンホテルに逗留してい
たが眠れない⽇々が続いた。精神的なものかと思った。しかし違



う。息苦しいのだ。⿐から空気が通っていかない、呼吸が出来な
い。⼝から息をするしかない。⾮常事態となった。
 朝まで⼀睡も出来ず、その⾜で新幹線で東京に帰った。⽇⾚で検
査をした所「慢性副⿐こう炎」、つまり蓄膿症ですぐに⼊院・⼿術
となった。膿が頬⾻の上に溜まったのを取り出す為に⻭茎の上を削
って⽳を開ける。そして⿐の⽳が曲がっている（⽇本⼈の7 割がそ
うらしい）ので⿐の「⾻を削って」真っ直ぐ息が通るようにする外
科⼿術。 卒倒しそうな内容だ。幸い︖ というか当然ながら全⾝⿇
酔だという。1、2、3 まで数えることなく意識が遠のいた。気がつ
いたら病室のベッドに横たわっていた。全⾝を⿇酔させるのは、⼈
体にすごく不⾃然なことをするわけだ。⼀⼈で⼩⽤が出来るまでで
も1 週間はかかった。回復までの治療は⼿術よりも⾟かった。⽿か
きの細いようなものを⿐の⽳から脳に届くかと思うほど突っ込まれ
る。キーンという痛さは経験者しか分からないかもしれない。 退
院まで1 ヶ⽉かかったが、回復だけに専念出来たことは、ある意味
で現実逃避が出来たモラトリアムだったとも⾔えるだろうか。 ⼤
阪を出たのは夏の終わりの頃。⽇⾚を後にしたのはもう枯れ葉舞う
10 ⽉末。秋の涼⾵が病み上がりの⾝体に染み込んだ。暖かい⾔葉な
ど期待していない。しかし銀⾏通帳で⽬にしたものは「給与0」とい
う現実だった。中⼩企業の福利厚⽣とはそういうものだ。特に⼊っ
たばかりの中途採⽤者に、なんで特別の計らいなどあろうもの
か。 ⾃ら選んだ道だ。⼤学を卒業する時だって⼀部上場企業に採
⽤合格しながら、「海外に駐在したい、⼈⽣は冒険だ︕」と⾔って
親の反対も押し切って名もない中企業を選んだのだ。そして現実に



その夢を叶えたことで後悔はない筈だった。それなのに弱気の⾍が
囁いた（無難な⼈⽣を歩めば良かったのに）。 イギリスへの労働
許可証の申請が始まった。今年中に決着をつけない限り、ウエール
ズに赴任するか、路頭をさまようかの⼆者択⼀しか残されていな
い。⼈材紹介の会社と再び打ち合わせをした。以前はあんなに引く
⼿あまただったのに⾨⼾が閉じられたように様⼦が変わっていた。
また新たな現実の厳しさを学ぶこととなった。
 ⼈は⼿が届かないものほど欲しくなり、⾼い値段でも買いたくな
るものだ。転職市場も同じ。現役バリバリで1 度も転職したことの
ない⼈材は欲しくなるようだ。しかし⽇本の⽂化では1 度転職した
⼈間、⾔うなれば「就職バツイチ」はとたんに評価が低くなる。期
限2 ヶ⽉を前にして紹介されたのはあまり気の進まない会社が多か
った。 ①プラント輸出メーカー。⽇本2 位の実績はあるが、⾮常
に賃⾦が安く労働時間が⻑い。東南アジア、中近東が多く、駐在期
間は不明。⾯接を受けず。 ②外資PC ベンチャー。受付のお姉さん
からして六本⽊でイケイケそのもののアヤシイ（まさに外資︖）雰
囲気。お断り（その後⽇本から撤退）。 ③電⼦部品商社。狭く汚
い事務所。⽇本⽂化そのもの。低賃⾦でのオファーはあったがお断
り。 贅沢を⾔える⽴場でないことを痛感したが、それでも夢を追
いたかった。もうダメだと思って諦めかけた⽇に電話があった。
「○○○はどうですか」。なんと︕ ⽇本を代表する光学機器メーカー
であった。書類審査を通り、海外営業部⻑との⾯接にも合格した。
明るいオフィス、⽣き⽣きした雰囲気、これから更に市場を開拓す
る活気に溢れていた。余談だが、営業部を案内してくれた可愛い⼥



性が、なんと⼀⽬ぼれしてくれて、キラキラと瞳を輝かせて話しか
けてくる（こんなこと⼀⽣に1 度だぞ、えらいこっちゃ）。営業部
⻑も「△△さんが⼊社を楽しみに待っているよ」と⾔うくらいだ。
最後に社⻑⾯接になった。新聞でも⾒たことのある有名な⼈だ。副
社⻑2 ⼈と⼀緒に真ん中の席に座り、その落ち着いたおおらかな⼈
格に圧倒される思いだったが、精⼀杯の誠意をもって必死に話をし
た。 数⽇後、合格の知らせが来た︕ 遂にあの新宿の⾼層ビルで働
く時が来たんだ。ちゃんと認めてくれる⼈もいるんだ。世の中捨て
たものじゃないんだ︕ ⼈事部に⼿続きに⾏き、⼈事課⻑と部⻑に明
るく迎え⼊れてもらえた。 新しい⼈⽣の出発だ︕ ⼼は晴れ渡り、
12 ⽉の寒空さえもすがすがしく感じた。 いよいよ今の会社に辞職
願いを出そうという⽇の朝、1 本の電話が鳴った…。 実はその1 週
間前にアメリカの⼤企業コダック社の筆記試験を受けていた。⼈材
紹介会社から紹介を受けた時に不安になって「もし両⽅とも受かっ
てしまったら困りませんか」と尋ねたら、「⼀つだって受かるのは
奇跡的なことだよ。もし両⽅受かったら責任を持って何とかする
よ」と笑って送り出されていたのだ。 なんとそのコダックの筆記
試験に合格したので明⽇⾯接試験に来て欲しいと⾔うのだ。⾯接に
⾏った。先⽇は⼈事部の会議室で筆記テストを受けただけなので分
からなかったが、今まで⾒たどんな会社とも物理的に違う。なんと
⾼さ2m 強のパーテーションに囲まれた四畳半くらいのオフィスが林
⽴して並んでいる。その⼊⼝には⼀⼈ずつセクレタリと称する⼥性
が机を構えている。（ドラマでさえ⾒たことのない光景じゃない
か）。⽬を丸くするばかりの私に案内の⼈が微笑んだ。「この部屋



でお待ち下さい」。 3 ⼈の⽇本⼈が⾯接に現れた。簡単な英語の
質問。失礼ながら発⾳は⼤したことはないのだが、聞き慣れないア
メリカ英語の意味が不明で聞き直す。その後の質問は今までの経緯
を尋ねるもので、⼈格を貶めるような内容も含み不快だった。しか
し正⾯から⽬を⾒据えて⾃分の考えを述べた。（⼈⽣はそれぞれの
⼈間が必死で考えて辿った道のりだ。これで落とすなら落としてみ
ろよ）。当然落ちたと思った。 しかし、2 ⽇後に「合格です。ア
メリカ⼈⽀社⻑との最終⾯接に来て下さい」と⾔われた。 え︖︕
有り得ない︕（受かるわけがないが、万が⼀受かったらどうするん
だよ。新宿のオフィスに⼼を決めたのに、あの優しい⼈達を裏切る
のかよ）。 複雑な思いを抱いたまま最終⾯接に⼊った。⽩髪の⼤
柄な好感の持てるアメリカ⼈紳⼠が暖かく迎えてくれた。先⽇の⽇
本⼈達よりも余程分かりやすい英語で親しみ深い質問をしてきた。
海外で仕事をしていた時のように気持ちよく受け答えが出来、⼼地
良い時間が過ぎて⾏った。（先⽇の連中とは雲泥の差じゃないか、
どうなってんだ）。⽇本⼈責任者と部⻑達が部屋に招かれた。⽩髪
アメリカ⼈紳⼠は⾔った。「君達は、彼を採⽤したくて仕⽅ないん
だろう、分かってるよ」 皆が微笑んでうなずいた。そして⾔っ
た。「おめでとう︕」
 ひきつった笑顔のまま、部⻑達とアメリカ⼈紳⼠と握⼿をした。
その後、にこやかな⼈事部⻑に具体的な⼊社条件の説明を受けるこ
とになった。そう⾔えば給料など何も聞かされていなかった。（あ
ぁ、あんなに喜んでもらって、断るかもしれないのに、どうしよ
う）。「よく合格したね。50 ⼈受けて君ひとりを採⽤したんだよ」



「え︖ そうなんですか」「うん、それで給料は年棒制でね、こうな
っているんだ」「はい、拝⾒します」 驚いた。こんなにもらえる
なんて。「出来るだけ早く⼊社してもらいたいんだけど、今の会社
を辞める都合もあるよね」「はい、早急にお返事をします」 帰宅
し、その夜は⼀晩中眠れなかった。⽇本の⼀流企業か︖ アメリカの
⼤企業か︖ ⼤学を出て選択したのは中企業、そして転職したのは⼩
企業だった。端的に⾔えば、年商100 億⇒ 10 億。零細企業の悲哀は
味わった。もう⼩さい所は選びたくない。今度は、 年商1000 億
vs1 兆 ⽇本vs アメリカ 安定vs 冒険
 どっちにするんだ︖ ⼼の声がささやく。（もう安定しろよ、アメ
リカ嫌いだろ）。別の声がささやく。（それでいいのか︖ 世界中に
チャレンジしないのか）。 外資はいつ撤退や⾸切りがあるか分か
らない。それは⾯接を受けたアメリカのパソコンメーカーがその後
存在しなくなったことからも明らかだ。○○○社は、明るく統制のと
れた良い雰囲気の会社で、出会った⼈達は皆落ち着いて好感の持て
る⼈ばかりだった。コダックは究極の外資で、ひとりずつが個室を
持ち、⼀匹狼を寄せ集め、クセのありそうな顔ぶれがそろってい
た。 どうするんだ︖ どうするんだよ︖
 期限は迫っていた。どちらもいつまでも待たせておくわけにはい
かない。3 ⽇間、本当に夜も眠れなかった。今までの⾃分の⽣き
⽅、これからの⽣き⽅を考えてみた。そしてついに決めた。 ⽇本
の○○○社︕ ではなく、アメリカのコダックに、決めた。やはり世界
中を⾒てみたい思いが強かった。ヨーロッパ⼈から⾒るとアメリカ
⼈は「下品で気がきかなくて、⼤きいことはいいことだ、みたいな



⼤雑把な⼈種」という印象があり、⾃分もそれに洗脳されていた影
響は⼤きかった。そして「またヨーロッパに戻りたい」という思い
も強かった。しかし、だからこそアメリカの内部に⼊って実際の様
⼦を⾒てみたい。アメリカ⼈に使われるなんて、という思いも強か
った。しかし⽀社⻑に代表されるように悪い⼈物ばかりでもなさそ
うだ。客観的に考えれば、どう考えたって⽇本の○○○社の⽅が安定
していて良いに決まっている。しかしその⽣き⽅は、もし2 回⽬の
⼈⽣があったら、その時にとっておいてもいいだろう。性分とし
て、やはり無茶とも⾔えるチャレンジに賭けてみたいという思いに
かなわなかった。 それは12 ⽉24 ⽇。クリスマスイブの⽇だった。
その⽇に勤めていた⼩企業には辞職願いを出し（様⼦がおかしいの
を幹部も分かっていた）、即座に退職となった。クリスマスで華や
かに彩られた街を、つかの間のフリーターとして歩くと、全ての景
⾊が新鮮に⾒えた。蒲⽥から数駅の⼩さな町⼯場が連なる下町⾵景
だった。ここから新宿の⾼層ビル（○○○社）に⾏くことを決めたの
に、⼟壇場で新橋（コダック）に⾏き先を変えたんだ。また乗り換
えがあるだろうか。それも⼈⽣さ。しかしまだ最後に⼀つ残された
仕事があった。精神的に今もトラウマとなっている、そんな⾟い仕
事が。
 12 ⽉28 ⽇。仕事納めの年末。街は師⾛の慌しさに満ちていた。⼈
材紹介会社を通じて○○○社に断りの連絡を⼊れた。「私が勝⼿に外
資の募集を受けて、そちらを選択したのだ」ということにして。
（責任を持つ、と⾔っていたのはこういうことだったんだな）。
○○○社に正式に謝りの挨拶に⾏った。⼈事課⻑は怒っていた。「も



う制服を合わせるだけだったんだよ。皆待っていたんだよ」
「──」 空⽩の時が流れた。「黙っていちゃ分からないだろう。い
ったいどうしてなんだ︕」（紹介会社からのアドバイスを受けてい
た）「外資の⽅が給料が⾼くて」「だったら⾔えばいいじゃない
か︕ 連絡してくればいいじゃないか︕そんなことで⼈を裏切るの
か︖︕」（全くおっしゃる通りだ。何も返す⾔葉なんてない） 嫌
いだから怒っているんじゃない、好いてくれているから怒ってい
る、⼈のよさそうな⼈事課⻑の顔が正⾯から⾒られなかった。帰り
際に、更に温厚そうな⼈事部⻑が、息を吐き出すように、静かに、
しかし内⾯の激しさを吐露するように⾔った。今でも忘れられな
い。いや⽣きている限り永久に残るだろう。「社⻑⾯接までいっ
て、我々は始末書ものだよ」「─」「しかし、そんなことはどうだ
っていいんだよ」「─」「君は早稲⽥の後輩になるんだよ。しかし
こんなやつが早稲⽥にいたなんて、情けなくて仕⽅ないよ」「──」
「帰ってくれ、早稲⽥にこんなやつがいたなんて、恥ずかしくて仕
⽅ないよ」 どんなに喉元まで出かかっただろう。（先輩︕ 違うん
ですよ、違う、そうじゃないんですよ）。しかし、追い払われるよ
うに部屋を後にするしかなかった。⼈事部⻑の寂しげな背中を⽬に
しながら…。最初の会社でも、次の会社でも（そしてその後⼊った
コダックでも）そうだった。常に早稲⽥の先輩は、ただ後輩という
だけでかわいがってくれた（今でもお世話になっている税理⼠さん
は地元の稲⾨会で知り合った先輩だ）。夢も⼤切だ。しかし⼈の信
頼の⽅が⼤切だ。信じて愛してくれた先輩に、こんな腐ったやつが
早稲⽥の後輩に、と思われることが⾟くてならなかった。しかし、



しがらみがある。ここで真実を話せば、⼈材会社にもコダックにも
また迷惑がかかる。（いつか、いつかきっと将来、真実を話した
い）。直接には何も出来ない。ただこれから早稲⽥の後輩の⾯倒を
⾒ることで間接的に恩返しをしよう、と⼼に誓うしかなかった。 

新宿の⾼層ビルを出ると、こんな⼼の嵐も知らず、何も変わらぬ⽇
常が待っていた。もう後ろを振り返ることは許されない。新たなチ
ャレンジに向かって踏み出すしかない。⼣闇迫る⼤都会のアスファ
ルトを、⼀歩ずつ踏みしめて歩いて⾏った。（そう、おれは夢を追
いかけ、さすらう奴。Job Hopper さ）。
《後⽇談》 数年後、コダックで○○○社を担当することになった。
かなり親しくなってから、技術部⻑と⼀緒にアメリカに出張した
時、何気なく⼈事部⻑の消息を聞いた。既に定年退職した後だっ
た。



第10章 あとがき
１５才不登校から笑顔に︕

この電⼦書籍では、不登校・フリースクールと通信制⾼校について
の概要をご案内しました。しかし、個別の項⽬について、まだ⼗分
にお知らせできていません。

ここ数年の通信制⾼校の発展は⽬覚ましく、新たな進路の選択肢が
出来たのは、⼤変に喜ばしいことです。ただ、その急激な変化、歴
史の浅さのために、情報が混乱していることも確かです。

皆さんがより正しい知識を得て、⾃分に合った選択をする助けにな
るように、これから内容を随時更新していくつもりですので、更新
情報を時折チェックしていただくことをおすすめします。

株式会社ワイズアカデミー 代表取締役
KG⾼等学院、成⽥・品川・⽬⿊キャンパス⻑
⼤森善郎
TEL 090-1502-5643

URL https://www.ys-academy.co.jp/

メールでのお問い合わせ

https://www.ys-academy.co.jp/
https://www.ys-academy.co.jp/contact/


（追記）

私の運営するサポート校であるKG⾼等学院、成⽥・品川・⽬⿊キャ
ンパスに興味をお持ちになった⽅は、以下からお問い合わせくださ
い。
各キャンパス共通のLINE（https://works.do/R/ti/p/info@kashima）での
お問い合わせも歓迎します。

成⽥キャンパス https://www.cai-narita.com/

フリーダイヤル 0120-24-7641

----------

品川キャンパス https://www.kashima-shinagawa.net/

フリーダイヤル 0120-16-9155

----------

⽬⿊キャンパス https://www.kashima-meguro.com/

フリーダイヤル 0120-23-6060

https://works.do/R/ti/p/info@kashima
https://www.cai-narita.com/
https://www.kashima-shinagawa.net/
https://www.kashima-meguro.com/
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