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「教育機会確保法」成立に関して基礎教育保障を求める立場から
『基礎教育保障学研究』編集委員会
２０１６年１２月、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関す
る法律」が成立したことは学校教育関係者をはじめ、多くの教育支援者や実際に学びの場
に身を寄せている学習者を勇気づけるものとなった。日本は国際社会の中でも経済大国と
して位置づけられ、すべての人が基本的な文字の読み書きが可能であり、識字教育等の教
育支援活動は開発途上国の問題であるとさえ考えられてきた。しかし、現実には、日本社
会においても多くの人々がひらがなの読み書き能力に乏しく、成人しても社会に参画する
ことが困難な状況に置かれている。日本政府は、ようやくこのような事態を打開しようと
動きはじめている。また、基礎教育の機会を求める人々の活動は、「教育機会確保法」の
成立後も現在の法の見直しを求めて意見交流会の開催や義務教育未修了者数の把握に向け
た国勢調査の改善を求めて学習会を行うなど、これまで以上に活発化してきている。
『基礎教育保障学研究』第 ２ 号では、昨今の基礎教育をめぐる動向を踏まえ、基礎教育
保障を求める立場から「教育機会確保法」の成立について考えることとした。そこで、本
号では特集とし、次の本学会会員の方々に寄稿いただいた。いずれも長きに渡り、それぞ
れの立場から活動を展開されてきたことがうかがえる貴重な報告である。
・工藤慶一（北海道に夜間中学をつくる会共同代表）
教育機会確保法の成立と私たち
・野川義秋（埼玉に夜間中学校を作る会）
夜間中学の灯が荒川を越えて！―法制化と埼玉の夜間中学運動―
・庄司匠

（夜間中学校と教育を語る会、神奈川・横浜の夜間中学を考える会）
義務教育機会確保法成立前後の東京と神奈川における夜間中学運動

・須田登美雄（足立区立第四中学校）
全国夜間中学校研究会「義務教育機会確保法」成立に向けた諸活動について
基礎教育保障学会の会員は、大学等の研究者のみならず、学校教育関係者、教育支援活動
家や実践家など、多様な顔ぶれにより構成されている。それは、多方面から基礎教育の保
障に関する問題や課題について、共に考えていくことを学会の目標としているからである。
最後に、本学会では広く多様な学習の機会を保障することを求める立場から、「教育機
会確保法」と表記することを記しておく。
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教育機会確保法の成立と私たち
工藤

慶一（北海道に夜間中学をつくる会共同代表）

２０１７（平成２９）年 ２ 月 ６ 日札幌市議会文教委員会において、「公立夜間中学校のすみや
かな設置を求める陳情」第２４０号の審議が行われ、初審査にもかかわらず全会一致で可決
されました。審議に先立ち、工藤が自主夜間中学活動のすべてを込め、教育機会確保法成
立前後の様々な動きを、全国の夜間中学の方たちと手を携えながらの北海道の実践として
約１５分間陳述⑴しましたので、説明を補いながら、その要旨を記述します。尚この陳情は、
札議第１１６４号として定例市議会２０１７年 ２ 月２７日の本会議で採択されたものです。

Ⅰ．廃案となった２００８（平成２０）年札幌市議会への陳情
１９９０年 ４ 月、札幌市民会館の会議室を教室にして授業を始めた札幌遠友塾自主夜間中学
の活動は、２００７年に入り耐震構造の問題で市民会館が ３ 月に閉鎖になり、度重なる交渉の
結果⑵として ４ 月から札幌市教育文化会館に場所を移しました。この中で私たちは、安心
して学び続けることのできる教室の確保等を求め、同年１０月札幌市議会に「義務教育を受
ける機会が実質的に得られていない人たちへの修学保障を求める陳情書」を提出し、翌年
１ 月２３日の文教委員会で審議が行われました。しかし、継続審議となり ３ 月末に廃案。
陳述の話しの起点を、廃案となった ９ 年前のこの陳情審議に置きます。
陳情の要旨として第 １ に「札幌遠友塾へ教室場所として学校の教室を提供すること」、
第 ２ に「北海道のセンター校の役割を担う公立夜間中学校を札幌に設置すること」を掲げ
ました。初めて行う陳情でしたので、工藤は趣旨説明で「まず夜間中学とは何か、どのよ
うな人たちが学んでいるか、全国ではどうなっているかを説明し、さらに遠友塾には学校
の教室が必要であること・札幌市に全道に開かれた公立夜間中学校が必要であること」を
述べました。しかし、まだまだ機が熟していなかったように思います。
良いこともありました。この申入れが札幌遠友塾の２００９年 ４ 月からの札幌市立向陵中学
校の教室使用に結びついたこと、また何よりも全会派の札幌市議会議員の方たちと知り合
いになれたことです。今日まで毎年絶えることなく、議員の方たちとの話合いが継続でき
ているのは、この時の出会いがあったからだと思います。
この審議中、市教委に対する議員質問の中で忘れがたい言葉が故高橋功議員（公明党南
区選出）から発せられました。「…いろんな事情で学習の機会に恵まれなかった、与えら
れなかった方々への対応というのは、本来こういうボランティアの方々にお願いしていい
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のかという議論になると私は思う。…本来、行政がもっともっとかかわるべきではなかっ
たのかということを私は思うのです。」、…「先ほど陳情者の方から卒業証書はもらったん
だけれども、実質的な勉強はできなかったということもありましたね。逆のケースもあっ
て、生涯学習で、今また一生懸命に学んでいる。７０歳になり８０歳になっても学んでいる。
だから、いいじゃないか、こういう考え方もあるかもしれないけれども、僕はやっぱり、
義務教育たる中学校の卒業証書が…ない方にしてみれば、自分の責任でもらえないのなら
まだいいけれども、そうではないケースが圧倒的だと私は思うのですよ。そういう観点か
ら言うと、卒業証書ということにこだわりを見せる方のご意見というか、思いというもの
も一方で酌んでもらいたいなということが僕にはあるのですね。
」私はこの発言を聞いて、
“夜間中学の活動をしていないのに、何故私たちの本当の気持が分かるのだろう”と驚い
たことを記憶しています。このように議員の方々との交わりが始まっていたのです。

Ⅱ．札幌市議会と北海道議会による国への意見書提出
廃案になった２００８年の陳情と同趣旨の陳情が ９ 年後に採択された理由として、北海道議
会並びに札幌市議会の各々二度にわたる国への意見書提出の実績が挙げられます。
第一に２０１２（平成２４）年１２月１３日に札幌市議会議員の全議員が提出者となって、国に対
する「義務教育等学習機会の充実に関する法整備等を求める意見書案第 ３ 号」が全会一致
で可決され、また北海道議会では同年１２月２５日に同名の意見書案第 ４ 号が全会一致で可決
されました。後になって同趣旨の意見書が数多くの自治体で採択されましたが、教育機会
確保法成立に結びつく、全国で初めて出された貴重な意見書となりました。
第二に２０１４（平成２６）年１１月 ６ 日に札幌市議会本会議において、総務委員会が提出者と
なって、国に対する「義務教育未修了者の実態把握のため、国勢調査の「教育」項目の改
善を求める意見書案第 ３ 号」が採択されました。現行の調査項目では、１５歳以上の方で小
学校未修了者数の実態がかろうじて分かる程度であり、また義務教育未修了である人の人
数が分からないようになっていたからです。この意見書は、私たちが陳情第１３８号として
総務委員会に提出し、１０月 ６ 日の総務委員会で審議され、全会一致で可決されたものです。
そちらに坐っておられる小須田悟志議員（自民党南区選出）は、当時総務委員長として採
択に尽力して下さいました。すでに北海道議会では、同年１０月 ３ 日に「義務教育未修了者
の実態把握と教育環境の整備を求める意見書案第 ４ 号」が採択されていました。この国勢
調査教育欄の項目改善に関する自治体の意見書は、全国で唯一のものだと思います。この
ことについては、以前より全国夜間中学校研究会の改善要請を受けていた文部科学省が、
所管する総務省に申入れをし、ようやく２０１７年 ７ 月１３日全国約１５，０００世帯で試験調査が行
われることになり、この意見書が大きな役割を果たしたように思います。
このように、夜間中学に関して全国初・全国唯一と思われる意見書を提出できる札幌市
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議会と北海道議会の先進性は、全国の自治体の中で特に注目されるべきことと思います。

Ⅲ．国に対する働きかけと政府・文部科学省の動き
第 １ 回全国中学校夜間部教育研究協議会が１９５４（昭和２９）年１１月に京都で開かれ、新聞
には「陽かげの学校（夜間中学）から解放を！切々訴える法制化」と題する見出しの記事
がのり、
「中学校夜間学級の法的措置に関する陳情書」が採択され、各方面に訴えられま
した。しかし法整備について、いつまでたっても事態が好転せず、全国夜間中学校研究会
は、２００３年 ２ 月に日本弁護士連合会（以下、日弁連）に人権救済の申し立てを行い、２００６
年 ８ 月日弁連より国に「意見書」が提出されました。２００９年神戸市で行われた第５５回全国
夜間中学校研究大会の「全ての人に義務教育を！専門委員会」において、法制定に向け超
党派国会議員に働きかけを行う提案が正式になされ、全国夜間中学校研究会は２０１２年から
２０１５年にかけ毎年夏に国会の議員会館で院内集会を行なってきました。２０１４年 ４ 月には「夜
間中学等義務教育拡充議員連盟」が、馳浩衆議院議員（自民党）を会長として、超党派国
会議員５７名で発足しました。２０１５年 ５ 月にはこの議員連盟が「超党派フリースクール等議
員連盟」と合同総会を開催し、馳浩議員を座長として立法チームを選出し、勉強会を重ね
ていきました。
２０１２年 ８ 月 ３ 日衆議院第二議員会館で、全国から１７１名の方たちが集まり「義務教育等
学習機会充実に向けた『超党派参加・国会院内の集い』」が開かれ、その成果をふまえた、
同月２４日の衆議院文部科学委員会で、池坊保子衆議院議員（公明党）の質問に対し、平野
文科大臣（民主党）が夜間中学に関して初めて大変積極的な答弁を行いました。長い間、
設置主体である市町村の問題であると言ってきた文部科学省の姿勢が変った瞬間でした。
翌年の２０１３年 ８ 月 ６ 日衆議院第二議員会館で、全国の１２７名の方たちの参加のもと「義務
教育等学習機会充実に関する議員立法成立に向けた『超党派参加

国会院内シンポジウ

ム』」が開かれましたが、その流れの中で１１月２７日の衆議院文部科学委員会で宮本岳志衆
議院議員（共産党）の質問に対し、文科省の加藤政府参考人は「日本政府は昭和５４（１９７９）
年に国際人権Ａ規約・社会権規約を批准しているので１３条 ２ 項の（ｄ）に拘束されている」
と答弁。１９６６年に国連で採択された人権規約（基礎教育は、初等教育を受けなかった者又
はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること）を政
府も遵守しなければならないことが明らかになりました。そうした動きを受けて、２０１４年
５ 月２１日の衆議院文部科学委員会で、笠浩史衆議院議員（民主党）の質問に対し、下村文
科大臣（自民党）が「各県に少なくとも一校は公立夜間中学校を設置する必要がある」と
答弁したのです。
文部科学省も、夜間中学にとってきわめて大切な通知を発するようになってきました。
何といっても２０１５（平成２７）年 ７ 月３０日の「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学
を希望した場合の対応に関する考え方」と題する通知です。これは文部科学省が形式卒業
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者の夜間中学への入学を認めることに方針転換したものです。学び直しの場を求める人た
ちの声に対して、今まで覆いかぶさっていた岩のような大きな壁が崩れたのです。翌年の
２０１６年 ６ 月には、小学校未修了者の中学校等入学や、 ９ 月の不登校生の夜間中学での受入
れ可能性の通知が続きます。
２０１５年１２月に内閣府が政府インターネットテレビで「いまからでも、まなぼう！

公立

中学校の夜間学級」を放送し、翌年の２０１６年 １ 月には内閣府が政府広報オンラインで「夜
間中学を知っていますか？」を作成。さらに ４ 月には文部科学省が「夜間中学案内」のリ
ーフレットを作成し、全国の自治体、関係団体に配布しました。
２０１４年 ８ 月文部科学省は、来年度予算の概算要求で未設置の道県や政令市に委託研究費
として各７０万円を予算化し、夜間中学関連予算案を３６０万から４４００万に増額。２０１５年 １ 月
には政府予算案が決まり、概算要求からは減額されたものの昨年より約 ３ 倍に増額。広報
強化や夜間中学未設置県への委託研究費が盛り込まれました。
この委託研究費を用いて、北海道では、北海道教育委員会・札幌市教育委員会・道内 ４
自主夜間中学が協力し、公立夜間中学に対するニーズの把握と設置に関して検討するアン
ケート調査を実施しました。期間は２０１５年１２月から翌年 １ 月にかけて行い、質問項目の検
討などを北海道教育委員会と自主夜間中学スタッフが綿密に行い、２０１６（平成２８）年 ３ 月
文部科学省委託事業報告書ができあがり、「学び直しも含めて夜間学級設置へのニーズは
少なからず存在する」という結論を得るにいたりました。またインターネット教育モニタ
ーの結果から、夜間学級を知っている方は回答者の三分の一程度しかなく広報活動に取り
組む必要性も明らかになり、さらに同報告の中で、国による法令等の整備（形式卒業者の
就学基準、教員定数、教育課程編成等）を前提に ２ 年間の夜間学級開設行程表が札幌市教
育委員会により示されました。

Ⅳ．教育機会確保法の成立
２０１５年１０月「夜間中学等義務教育拡充議員連盟会長」の馳浩衆議院議員が文部科学大臣
に就任し、就任会見で「夜間中学、形式卒業者」を支援していくことを発言しました。ま
た翌２０１６年 ２ 月には、新たに丹羽秀樹衆議院議員（自民党）を座長とする第二次立法チー
ムが活動を開始しました。 ６ 月には文部科学事務次官に前川喜平氏が就任し、 ９ 月 ７ 日に
札幌遠友塾自主夜間中学を視察し、翌週の１４日には道議会自民党議員の約１０名の方々も視
察に来られました。こうした夜間中学に関する全国の大きなうねりの中で、紆余曲折をへ
て、待ちに待った教育機会確保法が２０１６年１２月１４日に公布されました。全国夜間中学校研
究会の第 １ 回京都大会での法整備決議から、実に６２年の歳月がたっていました。
どれ程この法律がありがたいものであったかは容易に言葉にできないくらいですが、第
３ 条 ４ 項の基本理念に示されている「～教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、
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その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受
ける機会が確保されるようにする～」という条文は、憲法第２６条（すべて国民は、法律の
定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する）にある「法
律の定め」の法律ができたことになり、今までどれ程、義務教育年齢超過者や外国籍や無
戸籍の人たちなどが学ぶことができなかったかを思う時、感慨深いものがあります。また
第 ４ ～ ６ 条に示されている、学ぶ機会を設けることは国と地方公共団体の責務であり、必
要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるという条文は貴重です。遠友塾が札
幌市立向陵中学校を教室場所とすることを札幌市教育委員会は便宜供与と言ってきました
が、これからは札幌市の責務になるのです。尚、その他の措置という条文は、通学保障や
学校設備保障（エレベーター設置等）も含まれると考えられます。
このように、長期間に渡る全国の夜間中学関係者による粘り強い運動、国に対する意見
書提出に見られる札幌市議会と北海道議会の先駆性そして政府と文部科学省の方針転換の
上に実現した教育機会確保法の成立という新たな情勢をふまえ、２０１７年 ２ 月 ６ 日の決議に
よって札幌市も全国の最先端をきるべき時にきていると思います。北海道に住む学びを必
要としている数多くの人たちに、一刻も早く夜間中学という学びの場を届け、苦しみを取
り除き「生きていて良かった！」という実感を持ってもらいたいと、この陳情では熱く訴
えました。

Ⅴ．陳情成立その後の動き
２０１６年１２月から２０１７年 ２ 月にかけて、北海道教育委員会は第 ２ 回目のアンケート調査を
実施し、２０１７年 ３ 月末に調査結果がでました。今回は道内 ４ 自主夜間中学の受講生・スタ
ッフのみならず、札幌遠友塾の卒業生約２００名と道内在住の賛助会員１５０名にも対象を拡大
しました。さらに全道の市町村教育委員会を通じて、中学校 ３ 年生の時に３０日以上長期欠
席で、卒業後 ３ 年たっても進学も就職もしていない多数の若い人たちにアンケートを依頼
しましたが、これについては難航をきわめ、結局札幌市若者支援総合センターなどに協力
を依頼しました。結果は、公立夜間中学校に通いたいという人数が合計で１２１名という数
にのぼり、通いたくないと答えた人（７０名）の理由も、歳をとっていて病気がちなので毎
晩通えないというものが多く、公立と自主両方の夜間中学のニーズがあることが分かりま
した。また行き場のない若い人たちの存在も初めてクローズアップされ、居場所・学ぶ場
所・働く場所を通した支援のあり方を探る上で、夜間中学もその役割を期待されているこ
とが分かりました。
北海道議会本会議で２０１７年 ６ 月２６日太田憲之議員（自民党千歳市選出）が、翌２７日には
畠山みのり議員（民進党札幌市南区選出）が質問をし、それに対し、このアンケート調査
結果をふまえて教育長・総合政策部長・知事が、教育の機会を確保していく必要性と教育
機会確保法第１５条にある協議会の設置について検討を進めるという答弁をしています。こ
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れを受け、２０１７年１１月１７日に北海道庁本庁舎において、第 １ 回目の夜間中学等に関する協
議会が、全国に先駆けて行われました。第 ２ 回目は２０１８年 ３ 月２９日に開催予定です。
文部科学省の動きとしては、２０１７年 ３ 月３１日に教育の確保等に関する基本指針が出され、
市町村が公立夜間中学を設置する場合だけでなく都道府県が設置する場合においても、夜
間中学等に係る教職員給与費の ３ 分の １ を国庫負担することや自主夜間中学も重要な学び
の場となっているので各地方公共団体は実情に応じて適切な措置が検討されるよう促すこ
となどが示されました。また同日付で「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施
行について」という通知が出され、学齢超過者に対する特別の教育課程の編成（小学校課
程を取り扱うことができるなど）が明らかになりました。さらに「夜間中学の設置・充実
に向けて」の「手引」を改訂し、各教育委員会に取組の推進を依頼し（ ４ 月２１日通知）、
夜間中学説明会を開催し（ ８ 月 ７ 日・２５日）、平成３０年度概算要求に夜間中学の総合的な
推進に必要な予算７９百万円（前年度比５９百万円増）が計上され、１１月 ７ 日には教育機会確
保法成立後、初めて夜間中学の現状等についての詳細な実態調査が実施され、現在に至っ
ています。これらの流れが、実践の場からの運動と車の両輪として機能し、加速されるこ
とを願っています。

注
（ 1 ）通常、陳情においては趣旨説明として ５ 分間の時間しか与えられていないが、議長
である山口かずさ文教委員長（民進党白石区選出）のご配慮で、１５分間陳述するこができ
感謝している。陳述後には約３０分間にわたり工藤が各文教委員の質問に答え、その後各議
員が約 １ 時間に渡って札幌市教委に対し質問を行った。各議員と市教委との間の質疑内容
は、２０１７年 ２ 月 ６ 日札幌市議会文教委員会記録としてインターネットで閲覧することがで
きる。余すところなく札幌市議会議員の先進性を十分伺うことができる内容となっている
のでご覧いただきたい。
（ 2 ）教育文化会館に場所を移すに当たって、最大の困難が生じた。それは約１５０名の受
講生・スタッフが毎週水曜夜の授業のため ４ 会議室を使用するに当たって、市民会館は年
に６０万の使用料（前期分３０万を ３ 月に、後期分３０万を ９ 月に分けて支払い）であったが、
教育文化会館は年に１１０万、しかも １ 年分を先払いするという過酷な条件であった。２００６
年度後期には、一時に市民会館後期分３０万と教育文化会館新年度分１１０万の合計１４０万を支
払わなければならなくなった。ここで当時の上田札幌市長に使用料の半額減免（公立学校
が使用する場合の措置）申請を行い、これが認められ、さらに支払いは翌月分を前の月で
良いという条件を得ることができた。この時の辛い経験が、遠友塾単独での行政交渉はも
う限界だと思わせ「北海道に夜間中学をつくる会」を設立（２００７年 ５ 月）して広範な市民
の力をもって、行政に対する条件整備を目指していくことに繋がった。２００９年 ４ 月から、
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教室場所を札幌市立向陵中学校とすることが認められ、会場使用料が劇的に下がったため、
月々の受講料を、それまでの月１５００円から月１０００円に下げることができるようになった。
自主夜間中学に数多く生起する条件整備の取組の一こまである。
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夜間中学の灯が荒川を越えて！
―法制化と埼玉の夜間中学運動―
野川

義秋（埼玉に夜間中学を作る会）

Ⅰ．はじめに―運動の起こりと経過
埼玉における夜間中学の取り組みが始まったのは、１９８５（昭和６０）年 ２ 月に千葉県市川
市で行われた「ザ・夜間中学１００人トークマラソン集会」が発端だった。
この集まりに埼玉から参加していた私を含む ３ 人が、埼玉でも夜間中学を設立する運動
を始めると『にわか宣言』した。このことをきっかけとして準備を開始し、約半年後の ９
月１６日に埼玉に夜間中学を作る会（以下「作る会」という）が正式に発足した。その理由
は、みんなで手分けして行った次のような調査結果だった。（ １ ）県内の義務教育未修了
者は一万人以上にのぼる。（ ２ ）増加傾向にある小・中学校の長期欠席児童の数は、全児
童の約一パーセントを占めるに至っている。（ ３ ）在日朝鮮人や引揚げ者・難民がたくさ
ん在住しているにもかかわらず、心ある行政施策が十分になされていない。（ ４ ）毎年
十五、六人から二十人の生徒たちが、都内の夜間中学に「越境入学」して通っている。
この時の集会参加者は１００人。テレビや新聞報道もあって反響もあり、「私も（僕）も勉
強したい」「できることがあれば手伝いたい」といった声が寄せられた。東京の「江東」
や千葉県「松戸」の自主夜間中学のアドバイスもあって、開設しながら充実させていくこ
ととし、
「作る会」発足から三ヶ月後の１２月 ３ 日から川口自主夜間中学（以下「自主夜中」
という）をスタートさせた。火曜日と金曜日の週二回、先生はボランティアスタッフであ
る。
こうして自主夜間中学を開設しながら県内に夜間中学設立をめざすことを、車の両輪と
する埼玉の運動が始まった。取り組みから約 ３ 年後の畑革新知事の頃、県も川口市も開設
に本腰を入れたかに見えた時期があったが、以降はこう着状態の中で１０周年・２０周年とい
う大きな節目が過ぎていった。そのような設立運動に比べ、「自主夜中」は趣を異にして
いた。日本人生徒 ６ 人で出発した教室は、マスコミや口コミによって県民・市民に知られ
るようなり、学びを求める人は増えていった。学籍簿に基づく入学・卒業があるわけでは
ないので、一時期生徒数が落ちこんだりしたこともあったが、学びを求める人は国際色を
帯びながら増えていき、今ではおよそ７０人の生徒が３０人のスタッフの元で学んでいる。
設立運動がこう着状態から抜け出したのは２０１５（平成２７）年で、夜間中学等義務教育拡
充議員連盟の馳浩会長をはじめとする超党派の国会議員１３名が、 ６ 月に「自主夜中」を視
察に訪れたあたりからといって良いであろう。その年の１０月の『３０周年集会』には、就任
したばかりの馳浩文部科学大臣が講演に駆けつけ、翌年の『３１周年集会』では前川喜平文
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部科学事務次官の講演も実現した。そして、『義務教育の段階における普通教育に相当す
る教育の機会の確保等に関する法律』
（以下教育機会確保法という）成立から間もなくして、
川口市の奥ノ木市長が県内初の夜間中学開校を明言したのである。
報告したいことは多岐にわたるが、スペースも限られているので、こう着状態を「脱し
た」頃から現在までの、それも議員立法成立に関連づけながら埼玉の実践について報告す
ると共に、これからめざす方向についても触れたいと考えている。

Ⅱ．教育機会確保法の成立と夜間中学運動
―川口市の奥ノ木市長の夜間中学開校明言が意味するもの―
１ ．念願の教育機会確保法が可決成立！
議員立法である教育機会確保法が衆議院文部科学委員会で審議されていた２０１６（平成２８
年）１１月１８日、私は公立の夜間中学の組織である全国夜間中学校研究会（以下全夜中研と
いう）の、先生方や自主夜間中学の有志１２人の中の一人として傍聴席にいた。
「作る会」と「自主夜中」は、『３０周年集会』に続いて『３１周年集会』でも、この法案
についての『要望書』を参加者全員の総意として採択していた。この間の動向を映す内容
だと思うので全文を紹介する。

「教育機会確保法案」立法チーム座長

丹羽秀樹

夜間中学等義務教育拡充議員連盟会長

馳浩

要

望

様

様
書

臨時国会会期中の最中にあたる今日この日、私たち埼玉に夜間中学を作る会と川口自主
夜間中学は、県内外から市民や議会・行政・夜間中学といった各関係の人々に駆けつけて
頂き、夜間中学運動の３１周年集会を行ないました。
今年度一年間の成果と反省点を確認すると共に、これから一年間の方針について論議す
るこの集まりに、昨年の３０周年集会における馳浩文部科学大臣に続いて、ご多忙な中を文
部科学省の前川喜平事務次官にお出で頂きまして、「夜間中学と日本の教育の未来」と題
する貴重な講演を賜わることができました。このことは、個別埼玉に留まらず、全国の公
立夜間中学校の設立運動や自主夜間中学の開設に関わっている人たちにとりましても、大
きな励みになることと言っても過言ではありません。
この数年、夜間中学をめぐる情勢は今だかつて類例を見ないような加速度的な展開の中
にあります。四回にわたり夜間中学のことを話し合う国会院内集会が開かれ、国会議員超
党派による公立・自主の夜間中学の視察が実現しています。そして、夜間中学等義務教育
拡充議員連盟が発足し、超党派フリースクールと夜間中学の両議員連盟合同による立法チ
ームによって、教育機会確保法案が作成されたのでした。このことは新聞やテレビ等でも
大きく報道され、国民に夜間中学を知ってもらい、その必要性を認識してもらうことにも
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大きな役割を果たしています。
昨年１０月１７日に行ないました３０周年集会は、もしかしたら議員立法が成立した報告集会
にすることができるのではと、密かな期待を抱いていました。しかし ９ 月の段階で『断念』
となり、第１９０回通常国会へ持ち越されて今年の ５ 月に『継続審議』となるに至っています。
通常国会会期末の ５ 月３１日に行なわれた両議員連盟の「合同総会」で、その時文部科学
大臣であった馳会長や丹羽座長は、臨時国会での成立に向けた並々ならぬ決意を示して下
さいましたが、冒頭でも触れましたように今まさにその会期中にあります。
教育機会確保法は、国籍や年齢・性別を超えてすべての人に学びを保障する為にも、さ
らには、「全国都道府県にまず最低一校の夜間中学校を！」との、国の目標に照らしても
不可欠な法律だと考えます。どうか、今臨時国会での成立に向けてご奮闘下さいますよう、
本日の集会参加者一同、心からお願い致します。
２０１６（平成２８）年１０月２９日
埼玉に夜間中学を作る会・川口自主夜間中学「３１周年集会」参加者一同

この要望書を採択した翌月の１１月１４日には、関東圏の自主夜間中学有志によって、同様
に議員立法チームの丹羽座長と議員連盟の馳会長に対する国会要請行動も行っていた。
法案に対する審議では、不登校の定義についての疑念や疑義、フリースクールに関する
条文と夜間中学に関する部分の分離論などの賛否両論が展開されたが、採決の結果、賛成
多数で採択された。そして、自民党から提案された九項目からなる附帯決議には、反対の
意思表示をした共産・社民両党の委員を含む全員の賛成で可決した。
私たちはこれまで、全夜中研の陪席の輪に加えてもらいながら、議員連盟の総会や立法
チームの合同総会及び勉強会等々にも出席して推移を見守ってきたが、傍聴席から一部始
終を目のあたりにした時、この法案の成立を確信したのだった。
２ ．川口市に県内初めての夜間中学校開校へ！
このようにして、衆議院文部科学委員会の審議による採決を皮切りに本会議に上程され
ていき、１２月 ７ 日の参議院本会議によって教育機会確保法は可決成立した。全夜中研は今
から６３年前の発足段階から、「義務教育未修了者への学習を保障する法律の成立」を要望
の項目にあげ続けてきた。この法律が手放しで喜べない面を持っているとは言え、その積
年の思いが実現した訳であり、長年にわたり埼玉の地で運動を担ってきた私たちにとって
も、一筋の光明であることに変わりはなかった。
可決成立から年が明けた２０１７（平成２９）年 ２ 月１４日に施行令が出されて間もなく、いち
早く動きが出たのが千葉県松戸市である。 ３ 月 ４ 日、松戸市に夜間中学校をつくる市民の
会が開設する松戸自主夜間中学校の「校歌完成発表会・開講２９００回記念公開授業」として、
文部科学省の教育制度改革室の常盤木祐一室長の講演会が行われた。来場していた本郷谷
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市長は挨拶で、「市内に２０１９年 ４ 月、夜間中学を開校します。どこに設置するかは、これ
から校長先生たちと相談します」と述べた。
もう一人のスタッフと参加していた私は、埼玉は一体いつになったらこのようなことば
を聞けるようになるのだろうかと、ねたましい気持ちを抱いて聞いたのだった。
ところがその予想をくつがえす大きな動きが起きた。松戸の集会からわずか ５ 日後のこ
とである。朝広げた新聞に『川口に市立夜間中学

市長、開設検討の方針』の見出しの記

事が掲載されていた。そしてその夕方近く、携帯電話にある新聞記者から立て続けの着信
があった。かけると、市長室で夜間中学を作る決心のことばを直に聞いたというものだっ
た。
思いもしない展開だった。全くなんの前触れもなかったことであり、これまで３２年間、
川口市は「夜間中学を必要としている人は県内全域に在住しているから、広域行政として
県がやるべきだ」と主張し続けてきた。だが理由はどうであれ、奥ノ木信夫市長が大きな
決断をしたことは、歓迎すべきことであった。しかも、川口に開校するけれども、県内の
周辺市町村からも、日本人・外国人の区別なく受け入れていく方針を示した。これは可決
成立した教育機会確保法の理念に沿うものだ。
松戸に続く“川口市に県内初の夜間中学が開校！”のニュースは、関東はおろか全国各
地の夜間中学関係者からも歓迎の声で迎えられた。全夜中研の事務局は松戸の時と同じよ
うに、速報の通信を作成して配信したほどだ。その情報に対して本学会の上杉孝實会長も、
「埼玉での朗報、ありがとうございました。これまでの取り組みの成果があらわれている
ことを実感します。各地への影響を期待します」とのコメントを寄せてくれている。
３ 月末のある日、全夜中研の理事である足立区立第四中学校の須田先生から連絡が入っ
た。 ３ 月３０日の午後、超党派フリースクールと夜間中学の議員連盟の『合同総会』が行わ
れることになっているので、松戸の「市民の会」と埼玉の「作る会」には、馳浩会長に対
する報告の機会を用意してくれるというのだ。この『合同総会』は「教育機会確保法に基
づく基本指針（案）について」検討するために開かれるものであった。
その当日、馳会長が早めに会場入りされたので、松戸の榎本代表と正面席の会長のとこ
ろへ行ってそれぞれ報告を行った。会長は、「良かったね！

地元の新藤議員も頑張って

くれたようだから、挨拶に行った方がいいと思うよ」とことば短かに言われた。
この馳会長の助言を受けて、 ４ 月１９日に有志 ５ 名で衆議院会館の新藤議員の控え室を訪
れた。このことがきっかけで、 ５ 月１０日の奥ノ木市長の表敬訪問が実現したのである。
私たちはまず、奥ノ木市長が開校年次や開設場所を明確にし、しかも日本人・外国人の
区別なく周辺市町村からも生徒を受け入れていくという英断に心から感謝を述べた。それ
と同時に、地元川口で３２年間「自主夜中」を開設しながら、設立運動を担ってきた中で培
ってきた経験を活かして協力したいと述べた。市長は即座に「ぜひそうしてほしい。よろ
しく頼みます」と快く受け入れてくれた。
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Ⅲ．埼玉県教育局と協議会の設置について
２０１６（平成２８）年１２月 ７ 日の参議院本会議で可決された教育機会確保法の成立を受けて、
私たちはただちに県教育局小中学校人事課に話し合いを申し入れた。しかし議会中である
ことや法の施行令が出されていないことなどを理由にあげて応じてもらえなかった。
実現したのは年明けの、しかも奥ノ木市長の表敬訪問から一週間後の ５ 月１５日だった。
今回の話し合いは、①川口市開校に対する協力要請。②平成２８年度に文部科学省から受託
した中学校夜間学級設置促進事業における報告書について。そして、眼目の③教育機会確
保法第１５条の「協議会」設置の要望についてであった。①は県としても全面的に支援する
とし、②については報告書を提供する方向で内部検討するとのことだったが、③に関して
は、法律が可決する直前に市町村支援部内に設置した『中学校夜間学級設置検討会議』の
ままでいくとし、私たちが要請する協議会への移行は考えていないという回答だった。
勿論、県教育局の主張を受け入れることはできなかったので、就任したばかりの小松弥
生教育長に『協議会設置についての要望書』を提出した。要望を記した一部をここに抜粋
する。
―私たちは話し合い（ ５ 月１５日）の中で、率直に、現在市町村支援部の中に設けている『中
学校夜間学級設置検討会議』を発展的に協議会に移行させ、その構成員に民間団体として
の「埼玉に夜間中学を作る会」と「川口自主夜間中学」を加えて欲しいと申し上げました。
しかし ４ 月に就任早々の馬場管理幹は、当面は「設置検討会議」で進めていく考えである
ことを表明されました。
協議会に関する回答内容は到底納得のいくものではありませんでした。県が川口開校に
向けて支援してくれることは、責務でもあり当然ですが、２０１０年の『国勢調査』の結果に
もありますように、県内に在住する未就学者の数は４７８７人にものぼります。県はこの人た
ちの存在を視野に入れた教育行政施策を講じていく立場にあるといって良いと思います。
例えば川口に開校したとしても「川口までは、遠くてとても通いきれない」といった声が
聞こえてくるようになるのは目に見えています。秩父・所沢・入間・深谷などの遠方から
通うのは困難だと思うからです。―
この要望書の回答については文書でと明記したが直接伝えたいとのことで、 ８ 月 ９ 日が
設定された。また小松教育長は就任早々で多忙とかで小中学校人事課長との話し合いとな
った。協議会の設置についての要望に関しては、「正直に言って抵抗感がある。皆さんの
主張は理解できるが、ハードルが高い気がする。必要があれば検討したいとは思っている」
といった主旨の内容であった。
じつはこの報告を書き進めている段階の ２ 月２０日、本学会と文部科学省教育制度改革室
等関係者との懇談会に出席する機会を得て、協議会に関する質疑応答に加わった。この懇
談会の報告全般については事務局に委ねるとして、ここでは関連する部分にだけ触れる。
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専門職の上久保係長の説明によれば、すでに設置されている北海道の協議会は知事が構成
員に入っていないことなどに触れ、全国の先駆け的な動きとして評価しつつも協議会に『類
するもの』との位置づけであった。
この懇談会に出席するまでの私は、正直に言って埼玉県は北海道に比べて遅れをとって
いると思いこんでいた。北海道の『協議会』が、教育機会確保法の条文に即して言えば『類
するもの』であるとするなら、県が教育局市町村支援部内に中学校夜間学級設置検討会議
を発足させて、そこに中学校夜間学級関係１２市町村連絡協議会を設けて川口開校に向けた
話し合いを始めている。これは北海道に匹敵した『類するもの』と同等といっても良いも
のであるという思いを抱くようになったのである。
川口開校を来年に控えた今の段階は、現行に即する形で県や川口市と連携していくが、
法律に基づく協議会の設置は、教育機会確保法を根づかせていく要でもある。全国の動向
を見極めながら設置に向けた道筋を模索していこうと考えている。

Ⅳ．終わりに―埼玉の運動がめざすもの
来年 ４ 月、松戸市と共に川口市に開校する県内初の夜間中学は、京浜東北線の蕨駅に程
近い旧芝園小学校跡地に、市立芝西中学校の分校として開設される。ただ、校舎が耐震の
関係で使えないために、２０１７（平成２９）年度で統廃合となった市立県陽高校の校舎を借用
することになっている。従って旧芝園小学校の敷地内に校舎を新築するのも同時スタート
となる。
これが大まかなアウトラインである。このことに触れた第Ⅱ章の ２ のところで私は、
“全
くなんの前触れもなく”と表現したが、これは適切なことばではないかも知れない。当時
の馳浩文部科学大臣から ５ 人の埼玉選出の国会議員を紹介してもらい、その中の新藤義孝
議員と議員会館で夜間中学について懇談する機会を得た。それがきっかけで同議員の「自
主夜中」視察につながった。このことによって自民党を含む全党派・会派の議員との関係
ができ、奥ノ木市長の決断の確かな布石につながっていった。馳会長が言われた新藤議員
の頑張りは、この背景の中にあったのである。
話は少し変わるが、昨年 ３ 月に奥ノ木市長の開校明言があってからというもの、
「作る会」
や「自主夜中」のスタッフの中から「夜間中学ができることになったのだから、月例の駅
頭署名活動は必要ないのでは」とか、「作る会の役割はもう終わった」といった意見が、
少数ではあるが聞かれるようになった。月に一回実施している合同の事務局会議や「自主
夜中」のスタッフ会議などで、ことあるごとに議論を重ねてきたが、第Ⅲ章の小松教育長
への要望書のところで抜粋して掲載したように、私たちには県内全域を視野に入れた取り
組みが求められている。すべての県民に学びを保障していく為には ２ 校目、 ３ 校目が必要
であることは火を見るよりも明らかである。その方針は昨年１０月１４日の「３２周年集会」で
も確認した。「自主夜中」も、たとえ公立夜間中学校ができても引き続き開設していくこ
とを表明している。

15

さて、文部科学省教育制度改革室からは、松戸と川口の開校が全国の道県に設立される
夜間中学のモデルになって欲しいとのことばをもらっている。先般 ２ 月 ８ 日に埼玉県内で
行われた「夜間中学に係る民間団体との連絡会」で、主催した県教育局小中学校人事課の
石井課長の挨拶にも、このことを目標にするとのことばがあった。
埼玉に住む義務教育未修了者はこれまでずっと、夜間中学の灯を求めて荒川の対岸の東
京まで一時間半も二時間もかけて通い続けた。その灯が川口市に灯ることになる。松戸市
や川口市に点火した新しい灯が、東北地方や北海道、ひいては四国・九州地方へと全国に
広がっていくことにつながれば嬉しいかぎりである。モデルとして期待に応える夜間中学
開校に向けて、歩んでいきたいと考えている。
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義務教育機会確保法成立前後の
東京と神奈川における夜間中学運動
庄司 匠
（夜間中学校と教育を語る会、神奈川・横浜の夜間中学を考える会）
Ⅰ．はじめに
２０１６年１２月 ７ 日に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に
関する法律」が成立した。この法律の略称としては一般に「教育機会確保法」が用いられ
ることが多い。しかし、この法律で機会を確保しようとしている「教育」とは教育一般で
はなく「義務教育の段階における普通教育に相当する教育」であり、それは義務教育の内
容をもった教育（ただしその教育について保護者の就学義務が存在するとは限らない点に
特徴がある。）を指していると考えられる。そうだとすると、呼称から喚起されるイメー
ジができるだけ正確である方がよいという観点から、むしろ「義務教育機会確保法」と呼
ぶことが適切であろう。それはともかく、この法律は同年１２月１４日に公布され、第 ４ 章の
「夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等」に属する
規定は即日施行された（残りの規定は２０１７年 ２ 月１４日に施行）
。これは夜間中学に入学す
るような人に対する教育機会の提供には緊急性があることを立法者が認めたことを意味す
るのであって、行政はその趣旨を重く受け止めなければならない。
この法律を成立させる原動力となった運動を中心的に担ったのは全国夜間中学校研究会
であるが（以下「全夜中研」と呼ぶことがある）、各地にある自主夜間中学等の学習支援
団体や公立夜間中学開設運動団体も全夜中研と連携しながら立法運動に参加した。この報
告では、主に東京都と神奈川県において、この法律の成立の前後の時期に民間団体がどの
ような夜間中学運動を展開してきたかを述べ、あわせて今後に向けてどのような課題があ
るかについても触れる。

Ⅱ．東京都における夜間中学運動
１ ．夜間中学校と教育を語る会
東京をベースにして夜間中学運動を展開している主な民間団体としては「夜間中学校と
教育を語る会」がある（以下「語る会」と呼ぶことがある）。同会は１９９６年 ３ 月に活動を
始めた。同会の会則によると、同会は、公立・自主夜間中学の灯を守り育て、夜間中学校
を発展させていくとともに、広く教育のあり方を考え、交流を深めていくことを目的とす
る。そして、この目的を達成するため、 １ ．交流・学習活動
増設活動

２ ．夜間中学校のＰＲ・

３ ．その他、必要な活動を行う、とされている。同会には代表者がおり、事務

局があって、一応団体としての体裁は整えているが、会の諸活動を実施するにあたっては
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会員・非会員を問わず広く参加を呼びかけており、会の組織性はゆるやかである。会員の
数は時期によって変動があるが、近時は６０名程度である。
「語る会」の初期の活動は、概ね年に ２ 回の大きなイベントを行い、秋にハイキング、
他に忘年会や新年会といった親睦的な行事を行うのが通例であった。
２ つの大きなイベントの １ つは「学びのひろば」といって夏に開いていたものだが、こ
れは夜間中学の授業を何教科か再現して一般の人にも参加してもらう催しであった。これ
は夜間中学を広報する一環として、夜間中学の授業の実際のありようを一般の人たちに少
しでも知ってもらうことを意図したものであった。なお、教員が他の教員の授業を見る機
会にもなったので、副次的には教員の研修の意味合いもあったといえる。
もう １ つのイベントとしては、教育に関わるそのときどきの関心事について講演会など
を催してきた。たとえば不登校という事象については夜間中学の果たしうる役割とからめ
ながらこれまで何度もテーマとして取り上げてきている。「若者のいま」といったテーマで、
長期間不登校の経験者で現在は有名出版社で硬派な雑誌の編集に携わっている若者自身に、
自分が受けてきた教育や現代社会をどう見ているかを語ってもらったこともある。この講
演の内容は大変すばらしかったので、のちに内容をすべて文字起こしして、これを素材に
学習会も開いている。また、横浜市と大和市にまたがる地域にある「いちょう団地」とい
う、外国籍住民の多い所で、外国につながる子どもたちがさまざまな困難に直面しながら
も主体性をもった生き方を確立しようとして集団的に努力している「すたんどばいみー」
という活動団体について、活動の中心にいた人に講演してもらったこともある。外国籍の
人または日本国籍であっても言語的・文化的基盤が外国にある人に対して日本で教育保障
をしていく際には、日本社会が外国人をどう受け入れていくかということと関わって、深
くて繊細な問題があることに改めて注意を喚起された。
「語る会」でこのようなイベントが催される際には必ずフリートークの時間を設けてい
る。そして、参加者は誰でも自由に発言ができる、つまり少しくらいテーマからはずれて
いても自分が言いたいことを言いたいだけ発言でき、他の参加者はその発言に熱心に耳を
傾ける、ということを大切な作風にしている。このような語りの相互交流は「教育」とい
う営みの本質に関わるものといえよう。
２００３年 ３ 月に、夜間中学のドキュメンタリー映画「こんばんは」が完成したが、
「語る会」
は森康行監督の要請を受けて、この映画の制作過程でそもそもの構想を練る段階から全面
的に支援・協力をした。この映画は、夜間中学の実態や本質を知ろうとしたときに今でも
最も有力な手段であり、夜間中学運動において絶大な効力を発揮している。
２００３年 ２ 月に全国夜間中学校研究会は日本弁護士連合会（以下「日弁連」と呼ぶ）に対
して人権救済の申し立てをしたが、「語る会」の会員もこの申立人に名を連ねて協力した。
日弁連はこの申し立てに対する応答として、２００６年 ８ 月に「学齢期に修学することのでき
なかった人々の教育を受ける権利の保障に関する意見書」を発表した。当時の教育行政は、
学齢期を経過した人には義務教育を受ける権利はない、という理解に立って進められてい
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たから、法律専門家集団たる日弁連がこれと対立する法解釈を示したことは社会に対して
一定のインパクトを持ったといえる。
１９７１年以降東京都には公立の夜間中学が ８ 校あるが、そのうち ５ 校には東京都の独自の
施策として「日本語学級」が設置されている。これは日本語を母語としない生徒にまず日
本語を集中的に学んでもらい（ただし実技教科はある）、その後に通常学級に移って全教
科を効率的に学んでもらうという構想の下に設置されている前期部分の学習課程である。
２００４年 １ 月に東京都教育委員会はこの日本語学級の専任教諭定数を削減する（学級数× ２
から学級数＋ １ に変更する）条例改定案を表明した。「語る会」は、この改定は日本語を
母語としない生徒はもちろんだが夜間中学の生徒全体の教育を受ける権利を大きく切り下
げるものだと捉え、これに反対する運動を強力に展開した。結果的に条例改定は阻止でき
なかったが、条例どおりであれば ５ 校全部で日本語学級の専任教諭が削減されるはずのと
ころ、２００４年度は ２ 校で各 １ 名の削減に止まった。さらに加配という形で日本語学級に教
員が配置された。また、２０１２年 ２ 月に東京都教育委員会は公立小中学校日本語学級設置要
綱を改定して、夜間中学の生徒の日本語学級での在籍期間は原則として １ 年を限度とする
旨規定した。「語る会」は、とくに中高年の生徒の中には １ 年で通常学級に移させるとそ
の後の学びがきわめて困難になる人もいることから、この要綱を運用するにあたっては夜
間学級の現場の実情を十分に考慮するよう求める運動を強力に展開した。その結果、東京
都教育委員会は、「要綱の適用にあたっては、 １ 年間での学習が困難な生徒については、
現場の校長の声を聞いている教育委員会からしっかり聞いて適切に対応していく（在籍期
間の原則を機械的に適用するものではない）」という姿勢を表明した。
後者の反対運動における大規模集会のとき、夜間中学の卒業生の多数が進んで発言を求
め、夜間中学での学びが自分にとっていかに大切なものであるかを切々と語った。生徒の
こういう生の声こそが夜間中学を守るための最強の武器であることを痛感し、「語る会」
は２０１２年 ８ 月から「花咲け出愛スピーチ大会」を開くようになった。スピーチの内容はす
べて文字起こしし冊子化して、人々に廉価で、場合によると無償で頒布した。このスピー
チ大会は２０１７年まで毎年 ８ 月に開かれ（計 ６ 回）、２０１８年 ８ 月にも開かれる予定である。
また、「語る会」は２０１３年 ９ 月から毎年秋の時期に「夜間中学入門講座」を開くように
なった。これは、主に大学生や大学院生に対して夜間中学のことを知らせ、夜間中学を志
願する教員になってもらいたいという願いを込めた企画だった。毎回、主として夜間中学
の教員が ２ 人ないし ３ 人ずつ、それぞれの立場から夜間中学の教育活動等について話した。
実際の参加者は学生よりも一般の人の方が多く、当初の狙いは実現できていないが、講座
で話された内容はいずれも貴重なものであった。
２０１２年 ８ 月に全国夜間中学校研究会は夜間中学の法制化を求めて国会院内集会を開いた。
学習者の生の声を国会議員に聞いてもらおうという試みであった。
「語る会」の内部には
全夜中研が提起していた法律素案の内容に批判的な意見もあったが、大勢は、ともかく法
制化の動きを強めることが肝要という意見であり、相当数の会員がこの院内集会に参加し
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た。その後ほぼ １ 年ごとに開かれた国会院内集会にも「語る会」から相当数の会員が参加
した。
２０１４年 ４ 月には超党派の国会議員による「夜間中学等義務教育拡充議員連盟」が結成さ
れ、その後結成された「フリースクール等議員連盟」と合同して議員立法のための立法チ
ームが作られた。そして２０１５年 ５ 月頃から立法チームの勉強会が重ねられていったが、
「語
る会」も全夜中研の関連団体としてこの勉強会にほぼ毎回オブザーバー参加した。
２０１５年 ７ 月に文部科学省は、中学校を卒業していても不登校などで実質的に義務教育を
十分に受けたとはいえない人が公立夜間中学への入学を希望した場合には積極的に受け入
れることが望ましいという方針を明らかにした。従来は、中学校をいったん卒業した人は
たとえそれがいわゆる形式卒業であっても夜間中学には入れないという運用が行政によっ
てなされていたため、文部科学省のこの新方針は各地の教育行政の現場に必ずしも容易に
浸透しなかった。そこで「語る会」は２０１６年 ３ 月に「元不登校・形式卒業の方の学び直し
の場

夜間中学」というパンフレットを作成し、全国に配布した。現在では元不登校の既

卒者の夜間中学への入学が相当増えてきており、２０１８年 ２ 月時点で東京都の夜間中学 ８ 校
全体で約３０名の既卒者が学んでいる。
冒頭に述べたように２０１６年１２月に「義務教育機会確保法」が成立したが、この法律を受
けて文部科学大臣が策定した「基本指針」と、これをさらに受けた「学校教育法施行規則」
改正が２０１７年 ３ 月に成立した。「語る会」はこれらの画期的な法令の規定内容が各地の教
育行政や学校の現場において十分に理解されることを願って２０１７年 ７ 月に「夜間中学の基
本事項Ｑ＆Ａ」というパンフレットを作成し、広く配布した。
２ ．東京都内自主夜間中学等連絡会
東京にある自主夜間中学的な学習支援団体としては「江東区に夜間中学をつくる会」と
「えんぴつの会」がある。前者は公立夜間中学を作る運動を進める一方で自主夜間中学も
運営している。後者は公立夜間中学の卒業生で高校には進学しないがなお勉強を続けたい
人のために学習支援をしていた「多門寺勉強会」が発展したものである。この ２ つの団体
と「夜間中学校と教育を語る会」とで「東京都内自主夜間中学等連絡会」を２０１７年 ２ 月に
結成し、同年 ３ 月にはこの「連絡会」として東京都に対し、義務教育機会確保法第１５条に
もとづく夜間中学協議会を組織するよう要請をした。
３ ．課題
東京都における夜間中学運動の課題としては大別して ２ つあると思われる。 １ つは公立
夜間中学の新規開設であり、もう １ つは夜間中学教育の特質を継承していくことである。
前者のためには自主夜間中学的な学習支援団体の連携を作っていくことが重要である。後
者に関しては公立夜間中学の現状が「基本指針」の要請から相当乖離している点が問題で
ある。「語る会」等と現場教員との交流の中から共通理解を作り上げていくことが重要で
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あると思う。

Ⅲ．神奈川県における夜間中学運動
１ ．神奈川・横浜の夜間中学を考える会
神奈川県において夜間中学運動を展開している主な民間団体としては「神奈川・横浜の
夜間中学を考える会」がある（以下「考える会」と呼ぶことがある）。同会は２０１０年の ３
月に活動を始めた。２０１８年 ３ 月における会員数は約９０名である。
１ ）結成の動機
同会の発足当時、神奈川県の公立夜間中学は横浜市に ５ 校、川崎市に １ 校あったが、川
崎市の夜間中学には夜間の専任教員が配置されていたのに対して、横浜市の ５ 校では、い
ずれも専任教員がおらず昼間の教員が夜間の授業も兼任していた。
「考える会」の代表者
は同会の代表者になる前、この ５ 校のうちの １ つで長く学習支援のボランティアをしてい
たが、その人が知るかぎり、夜間学級の授業時間は １ 日に ２ コマであり、しかも教員に用
事ができて生徒が自習させられることが頻繁に起こり、数学や英語といった科目でさえ、
授業が行われるのは ２ 週間に １ 回くらいだったという。また生徒に教科書が配布されてい
なかったため、この代表者が自分の負担で教科書を購入して生徒たちに提供し、生徒たち
はその教科書を回し読みしていたという。さらに、そもそも生徒の受け入れが １ 学校につ
き ８ 人という上限を事実上設けており、 ３ つの学年の生徒が １ つの学級に入れられていた。
横浜の夜間中学のこういった劣悪な教育条件をなんとか改善する必要があるという動機か
ら「考える会」が結成されたので、同会は発足当初から親睦団体というよりは夜間中学の
教育条件の改善を求める運動団体の性格が強かった。しかもその活動対象は、当初はほと
んどもっぱら横浜市の夜間中学であった。同会の名称が「神奈川・横浜の夜間中学を考え
る会」とされているのはこのような経緯が反映している。
２ ）活動の内容
同会の活動の内容にはいくつかの類型がある。第 １ は、広く市民に夜間中学の存在とそ
こで行われている教育活動のありようを知ってもらうための広報活動であり、これはおお
よそ ３ つに細分される。ア）ドキュメンタリー映画「こんばんは」の上映を中心としてそ
れに夜間中学の元教員や卒業生などの話、あるいは場合によると文部科学省の職員などの
講演を加えたイベントを開催するもの、イ）夜間中学に関連する諸テーマについて学習会
的なイベントを開催するもの、ウ）夜間中学を直接宣伝するために一定地域でチラシ配布
活動をするもの、である。活動の第 ２ の類型は、教育委員会、議員、学校長などと面談し
て陳情、要望書提出、情報提供、意見交換などをするものである。議員との関わりは重視
しているが、特定の党派に偏らないで全会派から同会の運動が支持されるように強く配慮
している。活動の第 ３ の類型は、会の活動の内容自体を会員や諸方面の関係者あるいは広
く一般の人に知らせるための活動であり、これにはエ）紙面による通信文（「夜間中学よ
こはま便り」後に「夜間中学かながわ便り」と名称変更）を送付することと、オ）同会の
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ブログを随時更新することがある。これらの活動を高密度で実施してきている。
２ ．各地方自治体の、夜間中学をめぐる状況変化
「考える会」の活動との関係で、各地方自治体の、夜間中学をめぐる状況変化を述べる。
１ ）横浜市
横浜市の夜間中学をめぐる状況は、大きく分けて、ア） ５ 校体制の時期、イ）蒔田中学
校 １ 校に統廃合することが発表され決定された後の半年間くらいの時期、ウ）実際に蒔田
中学校 １ 校に統廃合されて以降の時期で異なる。各時期における特徴的な出来事は以下の
ようなものである。ア）２０１０年 ４ 月、夜間中学の生徒に教科書が配布されるようになった。
また、２０１２年１０月、すべての夜間中学に看板が設置された。これらは「考える会」の要請
を受けて市会議員が市会で質問した結果である。一方で、２０１２年 ４ 月、「考える会」の代
表者は長年ボランティアを続けてきた夜間中学でボランティアを継続することを学校側か
ら断られた。２０１２年 ４ 月に西中学校で、また２０１３年 ４ 月に浦島丘中学校で、夜間学級は生
徒数がゼロになったためそれぞれ閉級状態になった。２０１２年 ６ 月に横浜市教育委員会は「夜
間学級のあり方を見直す」プロジェクトを立ち上げた。ただしこの事実は当時公表されな
かった。イ）２０１３年 ９ 月１７日に横浜市会子ども青少年教育委員会において横浜市教育委員
会は今後の夜間学級に対する方針を説明した。ここで ５ 校から １ 校へ統廃合する方針が公
表された。「考える会」はこの方針に反対するため１０月 ５ 日に緊急集会を開いた。しかし
１０月１１日には定例の横浜市教育委員会が開かれ、２０１４年 ４ 月から夜間学級を蒔田中学校 １
校に統廃合することが決定された。「考える会」は方針撤回を実現するべく全力を尽くした。
最終的に５２００筆を超える反対署名を横浜市に提出した。ウ）しかし、市の方針通り、２０１４
年 ４ 月から横浜市の夜間学級は蒔田中学校 １ 校に統廃合された。年度初め、生徒数は１２名
でスタートした。学級数は ２ で、第 ３ 学年が １ 学級、第 １ 学年と第 ２ 学年が複式で １ 学級
とされた。教員体制は、専任教員が ３ 名、非常勤講師が ６ 名、通訳的役割の学習支援サポ
ーターが ２ 名（英語と中国語）、養護教員が １ 名、管理者が １ 名、とされた。２０１５年度に
は専任教員が ４ 名とされ、非常勤講師が ９ 名とされたほか、学習支援サポーターの勤務時
間が増やされた。その後も教員体制に少しずつではあるが改善が見られる。
なお、２０１２年 ６ 月には「考える会」から派生して、自主夜間中学「つるみえんぴつの会」
が発足し活動を続けている。
２ ）川崎市
川崎市にある夜間中学は西中原中学校 １ 校である。この夜間学級は学校長の決断により
２０１７年度から運営方針が大きく変わった。専任教員をそれまでの ５ 人から ６ 人に増やした。
生徒の授業時間を増やすために、 １ コマを４０分から４５分にするとともに、夏休み期間を昼
の生徒よりも ２ 週間短くした。以前は理社など教科によっては全学年の生徒がまとまって
１ つの授業を受けることもあったがそれを止めた。各学年を学習進度別、実質的にはコミ
ュニケーション能力別に ２ グループに分け、とくに第 １ 学年の １ グループは １ 年間日本語
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を集中的に学ぶ実質的な日本語学級とした。さらに日本語力ゼロの生徒のためのクラスも
設け、全部で ７ クラスを展開した。そして生徒の学力状況によっては原級留置きを認める
つまり ４ 年以上在籍することを認めることにした。
３ ）神奈川県
神奈川県議会では２０１４年１０月に「義務教育等の学習機会の充実を求める意見書」を総員
賛成で可決し国に提出した。神奈川県教育委員会は２０１６年 ４ 月に県内のすべての市町村教
育委員会とともに「中学校夜間学級等連絡協議会」を組織し、義務教育機会確保法が成立
した後の２０１７年度にはさらに踏み込んで「中学校夜間学級の設置に関する検討協議会」を
県内の１６の市町の教育委員会と組織した。県の教育委員会が現在正式に表明している方針
は「これまでの協議を踏まえ、中学校夜間学級の設置に向け、さらに検討を進め、関係市
町村と検討・準備を進めていく」というものである。県教育委員会は２０１７年１２月から２０１８
年 １ 月にかけて夜間中学についてのニーズ調査を横浜市と川崎市を除く全県域で実施した。
その結果、夜間中学で勉強したい人が１６０人回答を寄せた。相模原市でとくに学習希望者
が多いことと、同市を除く県央地域にも相当多数の学習希望者がいることが明らかとなっ
た。
４ ）厚木市、相模原市、大和市
厚木市では、２０１３年１１月に「あつぎえんぴつの会」という自主夜間中学的学習団体が発
足し、その後急速に発展して２０１８年 ３ 月現在で、学習者もスタッフも実質的な参加者がお
およそ１５人くらいずついる状態になっている。相模原市では、神奈川県の夜間中学ニーズ
調査の結果、５４名の学習希望者があった。学習支援活動も相当盛んであるが、公立夜間中
学を作る運動はこれからの課題である。大和市では、２０１８年 ２ 月の「こんばんは」上映会
に１００名近い参加者があり大成功した。同月に「考える会」が市に提出した、夜間中学の
設置に向けた検討を進めることを求める陳情も、市議会の全員一致で採択された。
３ ．課題
神奈川県における夜間中学運動の現時点での最大の課題は相模原市と同市を除く県央地
域に新たに公立夜間中学を開設することであろう。設置市以外の地域からも生徒を受け入
れることが当然要請されるので、生徒を送り出している市町村の間で応分の費用負担が必
要となる。その点についてどのようなプロセスで合意形成を図ればよいかという点に工夫
が必要である。またニーズ調査の結果、県内各地に学習希望者がいることが明らかとなっ
た。義務教育機会確保法第１４条により、公立夜間中学を開設することが難しい自治体にお
いても、必要と認められる何らかの措置はとらなければならなくなっている。そのための
工夫も必要である。法第 ３ 条第 ５ 号が規定するように、関係者の密接な連携、すなわち顔
を合わせ、情報交換や意見交換をすることが事態を切り開いていく鍵になるように思う。
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Ⅰ．はじめに
今回この報告を書くにあたり、 ２ つのことを中心に話をしたいと思う。
一つ目はなぜ、夜間中学の教員が「学習権保障のための法成立」を目指したのか、まず
このことにふれておきたいと思う。
二つ目には、今社会的にもっとも弱い人々のため、そのシステムを改善したいと奮闘さ
れている方々に、小さな存在である「夜間中学」がいかにして、「日本社会は今も義務教
育未修了者を放置していること、基礎教育は人権を構成する重要な要素であり、誰でも、
どこに住んでいても、いつでも義務教育を受けられるのは当然の権利であること、文部科
学省や地方自治体にこのことに対する対策を考え、行動すること」を訴え、なぜ一定の成
果を上げることができたのかを、その時々の状況や私の感じたこと等を含めて報告したい
と思う。

Ⅱ．法制化をめぐる歴史
１ ．法制化を目指した理由
私たちの目の前にいる生徒は、様々な理由により学齢期に基礎教育を受ける機会を逸し、
今ようやくその機会を得て、自ら望んで学習に来ている方々だ。ただ、夜間中学の数はま
だ少ないから、設置自治体以外からの方も多くいる。また、夜間中学は随時入学を基本と
しているのでいつでも入学相談を受け付けている。授業前や空き時間に行われる入学相談
の中には「夜間中学対象者」でありながら、「山形県に住んでいるんですけど、中国で ８
年間しか学校に行かなかったので高校に進学ができません」「長野県在住ですが５０代にな
っても非正規で働いています。小学校もほとんどいけなかったので、計算ができず、また
クビになってしまいました。算数が習いたいのです」などはよくある相談だが、あまりに
遠いので相談だけになってしまう。目の前にいる生徒からも「先生、私お釣りの計算がで
きなかったから…」
「日本語が分からないから、外に出ないし、テレビや本も全く見ない…」
など、基本的学習がないせいで、日々の生活に様々な苦労が見える話には事欠かない。特
に「夜間中学生」は自分の責任ではないのに、困難な状況に置かれていることを自分の責
任と捉えていることが多くある。「兄弟が多かったから、親を助けたかった」「先生が一生
懸命教えてくれるのに自分がバカだから、すぐ忘れてしまう」という言葉も夜間中学では
よく聞かれる。
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現在は、母親が日本人と結婚したために母国から呼び寄せられた子ども、父親が日本の
料理店で仕事を得たために、日本の中学校に転入したが日本の学習言語がさっぱりわから
ずただ、自分の机に座り続けていたという子どもがいっぱいいる。
これらの実態から、我々夜間中学教師は目の前の生徒だけではなく、夜間中学にたどり
着けず、日々困難の中で社会生活を送らざるを得ない人々が全国にはたくさんいるという
ことに気づかされる。また、人権を侵害されている人々がいるのに何もしないということ
では自分の良心が許さないという教員がたくさんいた。
これらの教員は夜間中学の様々な研究会や要望書提出等で、この事態の改善に取り組み
を始めた。とくに全国夜間中学校研究会（以下：全夜中研）は、公立、自主の夜間中学関
係者が年に一度の大会に集い、様々な課題や新しい実践が報告されてきたが、このような
研修の積み重ねの中で、毎年、国や地方自治体に色々な要望を出し続けた。社会的弱者で
ある未修了者に代わり、社会に対して発言を続けたことは当然の行為であったと思う。
２ ．全夜中研・法制化活動の始まり
１９５１年、足立第四中学初代校長、伊藤泰治氏は文部省に夜間中学は「年少労働を助長し、
義務教育違反であり、労働基準法違反でもある」と反対されながらも、東京都に「未就学
生徒問題解決」の方法は「夜間中学」しかないことを認めさせ、首都東京で初めて夜間中
学を作った。それだけにとどまらず、「夜間中学の法的脆弱性」を解決するため、全夜中
研を発足させる中心にもなった。全夜中研はその設立当初より夜間中学生の実態から
①夜間中学を法律の中に明確に位置付けること
②義務教育未修了者数を明確に把握すること
③全国に夜間中学校を増設すること
④自主夜間中学等に対する経済支援を行うこと等を国や自治体に繰り返し要望を行って
きた。
３ ．日本弁護士連合会への人権救済の申し立て
全夜中研は毎年、国や地方自治体に義務教育未修了者の実態を報告し、その改善を求め
てきたが一向に前進は見られなかった。そこで２００３年 ２ 月、全夜中研は日本弁護士連合会
（日弁連）へ「人権救済の申立書」を提出した。
この時、申し立てを行った多くの夜間中学生の「人権を侵害されながら、地を這うよう
に生きてきた」告白は、関係者の心を揺さぶり、この状況の改善に熱い思いを持つ人々を
生み出した。
２００６年 ８ 月、日弁連は「学齢期に修学することのできなかった人々の教育を受ける権利
の保障に関する意見書」を国に提出した。
日弁連の中でも様々な意見があったが、当事者の申し立てを何とか形にしたいと努力を
惜しまない弁護士の方々が支えてくださり、国への意見書提出にこぎ着けることができた。
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全夜中研が長年、国に要望してきた「義務教育未修了者の人権としての学習権保障」に
ついて、
「義務教育は人権の重要な構成要素」と認められ、国への改善意見が日弁連から
出たことは画期的であり、全夜中研がねがう法成立に向けて重要な一歩となった。
４ ．全夜中研内部での法成立に向けた具体的な取り組みの始まり
２００８年１２月「すべての人に義務教育を！２１世紀プラン」を総会決議し、「すべての人に
義務教育を！専門委員会」を設置し、そして２０１０年度第５６回全国夜間中学校研究大会で「夜
間中学法制化」に向けた取り組みが決定した。
さらに２０１１年 ６ 月、国会へ夜間中学の法整備を働きかけるため、会員や関係諸団体にア
ンケートを取り、「義務教育等学習機会充実法案」を確定出来た。２０１１年東大阪で開かれ
た第５７回全夜中研大会で河田馨副会長は自主夜間中学も含めた分科会の中で「夜間中学の
法的整備について」を報告し、「義務教育等学習機会充実法案」に自主夜間中学などの要
望を加え、フリースクール等とも連携し立法化を目指す」と公言した。また、その手法と
して「国会議員のみなさんに夜間中学生の生の声を届け、理解者を増やしていく。各地で
取り組まれた運動のよい点を共有し、スピード感のある綿密な計画を立て実施する」と述
べた。法成立までの道程を視野に入れた全夜中研の歩く道を明示したのだ。
これにより夜間中学は自ら目標とする法案を持って、綿密な計画の元、夜間中学生の声
を毎年夏に国会や国（文部科学省等の職員）マスコミ等に届け続けた。
大きな集会は下記の三回だが、そのほかにも各会派の議員に卒業生の話をじっくりと聞
いてもらう機会をつくることができた。
２０１２．８．３

国会議員会館で超党派参加「国会院内の集い」（約１７０名参加）

２０１３．８．６

国会議員会館で超党派参加「国会院内シンポジウム」（約１３０名参加）

２０１４．８．１

国会議員会館で夜間中学等義務教育拡充議員連盟と共催
「国会院内シンポジウム」（約２００名参加）

３ 回の院内集会で多くの国会議員の方々に夜間中学生、夜間中学卒業生、自主夜中に学
ぶ、義務教育未修了者の声を届けたことで、すべての国会内の会派が法案における夜間中
学部分に賛同の意思を表明することになったのだ。
５ ．衆議院文部科学委員会「足立区立第四中学校夜間学級」公式視察
２０１３年１１月１９日、衆議院文部科学委員会は全国夜間中学校研究会よりかねてから要請の
あった公立夜間中学校の視察を、小渕優子文部科学委員会委員長を筆頭に全会派の理事、
各党代表委員の議員１０名と文部科学省前川初等中等局長ら職員 ５ 名で、足立区立第四中学
校夜間学級にて行った。視察内容は
①足立区教育委員会、足立第四中管理職員からの聞き取り
②夜間学級全クラスの授業視察
③代表生徒 ３ 名との懇談・聞き取り
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後に全夜中研が視察のお礼と夜間中学等義務教育拡充議員連盟結成のお願いに国会に伺
った時、多くの議員より「視察前のバスの中では文部科学省の担当者から「夜間中学は外
国人が多く、日本語を安く習える所」などの説明を受け、
「そのような学校は必要なのか」
と疑問の声をあげる議員も多かったが、視察後はすべての議員がバスのなかで夜間中学の
教育活動を高く評価し，その必要性について肯定意見が相次いだ」と話があった。
６ ．夜間中学等義務教育拡充議員連盟発足、２０１４．８．１現在５７名の国会議員が参加
２０１４年 ４ 月２４日、全夜中研の要請に応じ、超党派国会議員で夜間中学等義務教育拡充議
員連盟が発足。会長に馳浩衆議院議員、事務局長に笠浩史衆議院議員が選出された。発足
会で足立第四中を卒業し、都立高校に進学した元不登校の生徒は「夜間中学がなかったら、
引きこもりになっていたかもしれない。全国にいる私のような人たちに学び直しができる
場を作って欲しい」と要請し、自主夜中の代表の方からは、「約３０年にわたって公立夜間
中学校開設を目指し運動してきた。自主夜間中学運営資金がなく手弁当でやっており、ほ
とんど公的支援はない」という現状が報告された。
全夜中研からは、全都道府県に １ 校以上の公立の夜間中学校の開設、自主夜間中学によ
る要望がある自治体への公立夜間中学校の開設、自主夜間中学への援助の拡充、全国の既
存の小学校、中学校への義務教育未修了者の受け入れ、特別支援学校での就学免除、猶予
者のための成人クラスの拡充、障がい者への訪問教育の拡充の要請を行った。
議連を代表して閉会の挨拶をした萩生田幹事長代行は超党派で夜間中学の理念が共有で
きるように、一緒に協力して法成立まで進めて行きたいと締めくくった。
７ ．教育再生実行会議は第 ５ 次提言で「義務教育未修了者の就学機会の確保に重要な役割
を果たしている、夜間中学についてその設置を促進する」と発表
２０１４年 ７ 月 ３ 日、安倍晋三首相や下村博文文部科学大臣をメンバーとする教育再生実行
会議は第 ５ 次の提言を発表した。その中に「義務教育未修了者の就学機会の確保に重要な
役割を果たしているいわゆる夜間中学について、その設置を促進する。」という文言を盛
り込んだ。これは義務教育を保障する学校の １ つとして夜間中学を国が正式に認めたこと
で、大変重要な教育施策の転換点であり、義務教育未修了者のために夜間中学を活用する
となれば、現在学校教育法施行令２５条「市町村教育委員会は二部授業を行おうとする場合
は都道府県の教育委員会に届けなければならない」という夜間中学に関する唯一の法令を
整備する必要がある。議員立法で夜間中学等の法整備を行い、全国にいる義務教育未修了
者の学習権を保障するという６０年来の目標に大きく近づくものとなった。この話を聞いた
全夜中研事務局のメンバーたちは、長く義務教育未修了者のため尽力してきた夜間中学の
先輩や関係者の方々の活動が正しく評価されたことを大変よろこんだ。
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８ ．文部科学省「形式卒業者の夜間中学への入学を認めること」に方針転換
２０１５年 ７ 月、文部科学省は「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場
合の対応に関する考え方について」（通知）で「形式卒業者の夜間中学への入学を認める
こと」に方針転換をした。今まで公立夜間中学では、多くの中学既卒者から入学相談を受
けていたが、文科省の「中学校を卒業していない場合は就学を許可して差し支えない」と
の考えから入学はできなかった。

しかし、現在の政府の「義務教育未修了者のために重

要な役割を果たしてきた夜間中学」という評価や国会の夜間中学法制化審議で「教育機会
の充実に全国に夜間中学校が必要である」という共通認識がある中で、文科省は「形式卒
業者」に対して「全ての者に実質的に義務教育を保障していくべき」とし、「７．３０形式卒
夜間受け容れ通知」を出し従来の方針を転換した。このことは、全国に不登校、引きこも
りで、実質上の基礎教育を身につけておらず、社会に出て活動することに不安を抱える人
々に「再チャレンジ」の機会をつくることに夜間中学を活用する政府の方針がはっきりと
してきたことを感じさせた。
９ ．夜間中学等義務教育拡充議員連盟会長、馳浩衆議院議員が文部科学大臣に任命される
２０１５年１０月、内閣改造で夜間中学等義務教育拡充議員連盟会長、馳浩衆議院議員が文部
科学大臣に任命される。その大臣就任会見で「義務教育機会確保法案が成立しなくとも夜
間中学支援、拡充を文部科学省として推進する」と発言した。
馳大臣は今後も夜間中学議連会長の職も平行して行うとして、「夜間中学」重視を鮮明
にした発言をした。
１０．第６２回全国夜間中学校研究大会に馳浩前文部科学大臣、前川喜平文部科学省事務次官
等文科省高官が参加
馳浩前文部科学大臣は「夜間支援のための法が１２月 ７ 日には成立する。私たち立法者の
考えは、全国に協議会をつくり安定的に夜間中学を運営し、経済的にも支援をしていくと
いうこと」と発言した。
前川喜平事務次官は「生徒体験発表をきいて，思うことがたくさんあったが，今まで文
部科学省がこのことを放置してきたことは大変申し訳ないと思っています。今後は学びた
いと思う人に学びの場が提供できるようにしていきたい。」と発言した。
１１．義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の成立、
「夜間中学部分は即日施行」衆・参の委員会で附帯決議は全会派賛成
２０１６年１２月 ７ 日、参議院本会議で前記法案は採決され、成立した。１２月１４日官報に公示
され、夜間中学に関わる法律第四章は即日施行された。
今後は「基礎教育を保障することは最も大切な人権保障であり、尊重されなければなら
ない」というこの法の理念を、すべての市民の方々と共有できるように広報し、夜間中学
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を全国各地に開設させることが重要になった。この法は、国民を代表する国会の意志であ
り、特に衆議院文部科学委員会で附帯決議された第 ７ 、 ８ 項目、参議院文教科学委員会で
附帯決議された第 ７ 、 ８ 項目は義務教育機会確保法を補完する重要な内容として、義務教
育未修了者の学習機会確保に「協議会」の開設が不可避であることを含んでおり、全会派
の賛成を得たもので重要と考える。

Ⅲ．おわりに
全国に１００万人以上いる義務教育未修了者に学習の機会を必ず保障する根拠法ができた
ことによって、今まで手弁当でやってきた自主夜間中学など夜間中学関係者と行政サイド
との義務教育未修了者の学習機会に関する話しや財政支援について、停滞していた状況が
改善されると考えている。さらに文科省は国会の意志が「夜間中学拡充」で明確になって
いるとして、内閣府のインターネットテレビを通した夜間中学紹介広報、自省のホームペ
ージでの夜間中学紹介、予算の拡充を行なっている。また、総務省に向けて平成３２年度国
勢調査の中で、義務教育未修了者の数が出せるように、調査項目の変更を要請した。今年
度より調査項目の試験調査が始まったが、小・中学校の卒業者数がわかる形に変更された
調査票が使用された。まだ確定ではないが、政府自ら日本国全体の調査を行い、義務教育
未修了者の人数が出れば、文科省が掲げる、最低でも各都道府県に一校以上の夜間中学の
開設という施策の大きな前進の根拠となるはずだ。
全夜中研が法制化に向けて動き出したとき掲げた大きな目標は、以下の通り。
①夜間中学を法律の中に明確に位置付けること、
②義務教育未修了者数を確実に把握すること、
③全国に夜間中学を増設すること、
④自主夜間中学に対する経済支援を行うこと
義務教育機会確保法が成立し、国勢調査項目変更が確定すれば、上記目標の①と②はか
なったことになるが、③と④についてさらに、行政への説明を続け、自主夜間中学との協
力で実現していかなければならない。 ４ つの目標が実現した社会は、「学習権」が重要な
人権と位置づけられ、だれもが、どこに住んでいても、どこの国籍でも、何歳でも日本社
会で生きていくための基礎となる学習を受けることができるようになる。

29

展望論文

基礎教育保障学研究

第2号

2018.08

＜展望論文＞

「補償と解放の統一」の現代的継承と発展
―被差別部落における識字教室Ａ教室の事例を通して―
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菅原 智恵美（大阪市立大学大学院博士後期課程）
Chiemi SUGAWARA（Graduate School, Osaka City University（Doctoral Program））
Ⅰ．研究の目的と方法
１ ．研究の目的
これまで被差別部落における識字活動については、部落解放運動の一環という側面から
考察されることが多かった（内山，２００４；川向，１９８７；寺本，１９８６）。それに対して、教
育事業や教育実践という観点から分析する必要性が語られてきた １ 。たとえば、森実（１９９０）
や岡島和夫・日永光弘（１９９０）は、そのような問題提起とともに、被差別部落における識
字活動を社会運動という側面だけでなく、教育事業や教育実践という側面から分析しよう
とした。つまり、教育事業や教育実践としてじゅうぶん自立できておらず、理論的に整理
もされていないために、教育事業や教育実践が運動に寄りかかりって対策として展開され
るにとどまり、結果として識字活動が普遍化しにくくなっているのではないかというので
ある。
同論文において森（１９９０）は、被差別部落で展開されている識字活動の実際を踏まえな
がら「補償」と「解放」の統一の必要性を提起し、学習内容や講師のありようを具体的に
示しながら統一のための視点として、学習者論・学習内容論・学習方法論・指導者論・運
営組織論について整理し、分析しようとしている。
このような森の問題提起に連動して、岡島・日永（１９９０）も「補償と解放という二重の
構造をどう統合させていくのかという課題が存在しています。本研究では、具体的な取り
組みに学びつつこの二つの観点の統合の視点を探ってみたい」（p.6）として研究を行って
いる。岡島・日永は、当時、大阪市社会教育主事（補）として識字教室の運営に携わって
いた。同研究では、両者が日々向き合う現場やこれまで蓄積されてきた被差別部落の識字
活動から学習内容・運営方法・講師の役割などを示し、整理・分析を行っている。
その後、部落解放研究所

識字部会（現・部落解放・人権研究所

識字・成人基礎教育

研究会）においても研究がすすめられている。たとえば、同部会が１９９５年に出した『識字
のあり方に関する提言』では、識字活動の広がりや深まりのために運動の論理で語られて
きた識字活動の方法論や組織論を、学習や教育の論理から見直し、整理するべきことが繰
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り返し語られている。それを受けて同部会から１９９６年に発刊された『生きた字がほしいん
や—しきじ—＜出会い・支援・指導の手引き＞』（部落解放研究所編集・発行）では、そ
の観点に立って識字活動の整理をすすめ、「部落の識字はもちろん、部落外の識字でもき
っと役立つ」（p.47）と述べている。その後、似た問題意識に立った論考（岩槻，１９９８）
もあるが、それらの研究・分析は、１９９０年代のものが多く、現在の識字教室の様相とは異
なる状況や異なる時代背景のものである。
現在の被差別部落における識字教室は、社会的状況・参加者層・運営形態などを見ても
１９９０年代とは大きく様変わりしている。この変化を踏まえられず、教育事業や教育実践と
して大切にすべきことを整理しきれなければ、様々な課題が顕著になる恐れがある。たと
えば、識字教室に外国人が数多く参加するようになったとき、生活に根ざした学習という従
来の識字活動の観点は脇に置いてＮ １ やＮ ２ など日本語能力試験のための受験勉強を応援
することにながれて、生活課題を抜きにした学習実践にとどまってしまうことはないか ２ 。
逆にその裏返しとして、同じ問題は長年識字教室に参加する学習者の取り組む絵を描く活
動や詩を書く活動などのいわゆる文化活動が識字活動との関連で整理しきれなくなってい
るのではないか。あるいは文字をたくさん獲得すれば良いという傾向にながれたりしては
いないか。逆に変化を受け止め、それに即して従来の原則のもとに取り組みを発展させら
れれば、様々な可能性が開けてくるかもしれない。
このような問題意識のもと、本稿では、現代における大阪市内の被差別部落で生まれた
Ａ教室の識字活動に焦点をあて、被差別部落における識字活動を教育事業や教育実践とい
う観点から捉え直し、考察していく。大阪市は、部落解放運動と結んだ識字教室が盛んに
展開されてきた地域として知られている。また２１世紀に入ってから識字教室をはじめとす
る地域事業への市政による支援が人的・物的に後退しつつある地域としても知られている。
大阪市内の被差別部落の識字教室についてこのような作業を現段階で行うのは、先に述べ
たような様々な変化から、かつて被差別部落の識字教室で見られた教育実践の特徴が変容
してしまう恐れがあるからである。またもう １ 点、より積極的な理由もある。大阪市内の
識字教室の多くは、かつてに比べて部落解放運動との距離が広がり、学習参加者も被差別
部落出身者が中心というわけではない。しかしその一方で、部落解放運動との連携が強か
った時代から識字教室に関わってきた人たちが現在もなお学習パートナー ３ として存在す
る。そのため、部落解放運動から自立しつつも従来大切にされてきたことが引き継がれ、
現代風に形を変えて存在している面がある。そうだとすれば、「今」を確かめることによ
って、運動から自立した識字教室の教育実践や教育事業のあり方が見えやすい形で存在し
ている可能性もあるということになる。また、それは前段落で述べた「様々な可能性」を
開くことにも通じうる。実際、筆者の関わってきたＡ教室には、そのような面が強く見ら
れると考えている。被差別部落の識字運動の特質を継承しているＡ教室の活動を、現在の
段階で整理しようとすることによって、識字理論の発展にも寄与できるのではないか。本
稿の目的意識はその点にある。
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２ ．研究方法
研究方法は、大阪市内全体を見据えながら筆者自らがフィールドとする大阪市内にある
被差別部落Ａ地区の識字教室Ａ教室の事例を中心に考察する ４ 。筆者は、１８年にわたって
このＡ教室に参加し、参与観察を行ってきた。参与観察で得た事実や問題意識を根底に据
えつつ、関係者へのインタビューや教室の文集など歴史的文書も参考に、Ａ教室の昨今の
学習活動をまとめた資料集を軸に分析する。分析にあたっては、１９９０年に出された先行研
究と２０１７年現在の学習活動等を比較する。
構成は次の通りである。第Ⅱ章では、事例として取り上げるＡ教室を概説する。第Ⅲ章
では、歴史的経過と先行研究、参与観察によって得たデータをもとに１９９０年頃と現在のＡ
教室を比較し、その変容を明らかにする。１９９０年頃に焦点をあてるのは、ちょうど国際識
字年にあたり、被差別部落の識字教室の活動が大きな盛り上がりを示していたからである。
同時に教育実践として整理しようとする研究のはじまった時期であり、結果としてそのよ
うな観点に立った報告が残っているからである。こうした歴史的経過の分析を踏まえて、
第Ⅳ章では、参与観察によって得たデータやＡ教室の資料集をもとに、具体的な学習活動
を示しながらどのような点に重点を置き、取り組みがなされているのかを分析していく。
第Ⅴ章では、当該実践の特徴を整理し、１９９０年頃と現在を比較して同一性と変化について
考察する。さいごに第Ⅵ章では、本研究の意義を述べる。

Ⅱ．フィールドＡ教室の概要
本章では、事例として取り上げるＡ教室の成り立ちを簡単に紹介し、１９９０年頃と現在の
Ａ教室のありようを比較し、変容を明らかにする。
１ ．Ａ教室の成り立ち
Ａ教室は１９７０年 ５ 月、部落解放運動の要求の中で生まれた。この教室は、「せめて自分
の名前や住所ぐらい自分で書きたい、子どもが学校からもらってくるたよりや、支部から
配ってくる新聞やニュースを読めるようになりたい」（岸，１９９９，ｐ１５９）という被差別部落
に暮らす女性たちの切実な願いからはじまった。当時の時代背景としては、同和対策審議
会答申（１９６５年）後、同和対策事業特別措置法（１９６９年）制定などがあった。大阪市では、
大阪市同和対策審議会答申（１９６８年）後、１９７０年に大阪市同和地区解放会館条例が制定さ
れた。Ａ地区においても、Ａ教室が開設した同年に解放会館や同和保育所が建っている。
教室開設を担った女性活動家へのインタビューや当時の文書によると、開設当初は、え
んぴつの持ち方から学ぶ人もいた。また、文字の読み書きの学習はもちろんだが、生活や
仕事のこと、家族や夫ととのことを話し合うなど学習は様々だった。なかでも多かったの
は、教室を開設するきっかけの一つでもあった子どもの教育に対する不安や悩み、願いな
どを話し合うことだった。その後、部落解放全国婦人集会（現・部落解放全国女性集会）
における全国各地からの参加者が自らの生い立ちや暮らしについて語る姿を見て、「うち
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らもあんな風に書いたり、話したりしたい」と刺激され、Ａ教室においても生い立ちや暮
らしを綴る活動が広がった。１９９０年頃になると、部落女性として厳しい体験を強いられた
ことが綴られるようになった。とくに、子どもの頃に子守奉公に出された、遊郭に身売り
されたという作品などは、当時の部落女性の重い体験を語っている。このようにみると、
Ａ教室はある意味で典型的な被差別部落の識字教室だと言えよう。
２ ．Ａ教室をめぐる変化
次に１９９０年頃と２０１７年現在におけるＡ教室をめぐる変化を、おもに学習者層と運営体制
について見ていく。
大阪市の識字教室は、同和対策事業として実施され、１９９９年に同和対策事業から一般施
策事業へと位置づけが変えられた。これにともないＡ教室は、１９９０年頃には、同和地区に
ある解放会館で実施していたが、現在は、地区近隣にある中学校の市民サークル等に開放
された教室で実施している。
開設当初の学習者は、Ａ地区に暮らす女性がほとんどで年齢は２０～５０代であった。幼い
頃、家が貧しいため奉公に出されたり、靴磨きや家業の手伝いをしたり、借金のかたに身
売りされたりして、学校に行くことができず、文字の読み書きや暮らしに必要な学びの機
会を得られなかった人々だ。開設当時は、同和対策事業として実施されていたため、対象
者も基本的には同和地区在住者に限られていた。しかし、１９８０年代からは、割合としては
少ないがＡ地区周辺に暮らす障害のある人や結婚や仕事で渡日してきた人も参加するよう
になっていた。その人たちが参加するようになったのは、学習パートナーとして関わって
いた学校教員の勧めによる。先に述べたように、事業対象は限定されていたので地区外の
人々に向けてチラシなどによる学習者募集はなされなかった。しかし、地区外在住者であ
っても、家庭訪問などで学級担任が識字学習の必要性を感じた保護者に積極的に声をかけ
たり、障害のために進学がかなわないままに中学を出て就職した卒業生に声をかけたり、
フィリピンから渡日してきて一人で障害のある子どもを育てている保護者に声をかけたり
という具合であった。結果として学習者の多くは地区や地区周辺に暮らす人々であり、階
層的には経済的にかなり厳しい人が多かった。そして、１９９９年に一般施策事業として再編
されてから、学習者層はさらに広がった。２００２年に同和対策事業に関わる法律「地域改善
対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」（以下、地対財特法）が失効し
たが、このころからは、区民だよりに学習者募集の案内が掲載されるようになり、口コミ
で広がるなどして地区外に暮らす人々や外国人の参加がさらに増えた。
２０１７年現在は、Ａ地区に暮らす学習者のほか、障害のある人、不登校経験がある人、仕
事や結婚により、あるいは家族を頼って朝鮮半島や中国から来た人、仕事やワーキングホ
リデーでベトナム・フィリピン・朝鮮半島・中国・台湾から来た人など多様な層が参加し
ている。年齢層は２０～６０代と幅広い。毎週の参加学習者数は、平均すると１０人を超える程
度である。現在では、Ａ地区に暮らす学習者は １ 人になり、地区や学校、部落解放運動と
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何かしらのつながりのある人も減った。参加する学習者の多くは、役所の窓口で紹介され
たりインターネットで検索したりして、教室にたどり着いた人々である。なかには区役所
のケースワーカーに紹介されて教室に参加することになった不登校経験の人もいる。また、
教室を開催している中学校や隣接する小学校に配布した学習者募集のチラシを見て参加し
た人もいる。チラシを見て参加した人の一人は数十年前に朝鮮半島から渡日した人である。
数十年間日本にいたが、仕事と子育てで日本語の読み書きを学ぶ機会がなかった。そんな
なか孫が小学校からＡ教室の学習者募集のチラシを持って帰ってきた。孫の勧めもあり、
そのチラシを見て参加したのだ。
支援者である学習パートナーはかつて講師と呼ばれ、Ａ地区の子どもたちが通う地元の
小・中学校の教員で占められていた。Ａ地区周辺の人たちに参加を呼びかけたのも、そう
いう教員たちである。しかし、地対財特法が失効した２００２年以降、地元の学校教員の参加
は減り、今では参加していない。現在は、部落解放運動も識字運動も知らない市民ボラン
ティアや、同和地区を校区に含む学校にかつて勤務していた人が参加している。学習パー
トナーの年齢層も学習者同様４０～７０代と幅広い。
運営のための会議は、１９９０年頃は運営委員会と呼ばれていた。現在では運営会議と呼ん
でいる。教室運営について運営会議で議論し、すすめていくことは１９９０年頃も現在も変わ
りない。しかし、運営会議を構成するメンバーは、１９９０年頃と異なる。かつては部落解放
同盟Ａ支部の教育・文化対策部、同婦人部、受講生 ５ 、講師それぞれの代表と解放会館の
識字担当職員（主として社会教育主事）がメンバーだった。受講生が入っていたことが重
要なポイントの一つである。それに対して現在は学習パートナーのみで、学習者が入って
いない。行政主催事業であることは変わりないが、現在は、行政職員は実質的に教室運営
には関わっていない。行政職員が教室に来ることは年に数回程度にとどまる。

Ⅲ．学習活動の分析
Ａ教室では、２０１０年頃からの実践をまとめた資料集を２０１７年に作成した。この資料集は、
教室の取り組みを顕著に表しているものなので、本章では、この資料集と、筆者が参与観
察によって得たデータを用いて学習活動を分析する。
Ａ教室の学習活動をまとめた資料集は、 ７ 項目から構成されている。 １ ．教室のようす、
２ ．えんぴつ作文、 ３ ．日記を書こう、文集（作文）を書こう、 ４ ．教室みんなで作品を
つくろう、 ５ ．料理を作ろう、持ち寄る、 ６ ．中国語対応五十音づくり、 ７ ．教室を飛び
出そうである。
以下では、内容を簡単に紹介しながら、Ａ教室がどのような学習活動に重点を置き、運
営や識字活動に取り組んでいるのかを読み解いていく。あらかじめ述べておけば、ここで
のポイントは、一つひとつの学習活動や教材それ自体が新しいかどうかという問題ではな
い。学習者から出発して作られているということが重要なのである。
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１ ）教室のようす
「教室のようす」では、先に「Ａ教室をめぐる変化」で述べたような教室の活動場所や
学習者・学習パートナー層について記載されている。それに加えて ２ 時間の教室活動のな
がれについても記載されている。
２ ）えんぴつ作文
「えんぴつ作文」の取り組みは、教室活動の残り２０分を使って、テーマを決め参加者そ
れぞれがＡ ５ サイズの用紙に ５ 行程度の文章を書くというものだ。
数年前に始めた当初は、「なんも書くことあらへん」と言っていた学習者も「今日は何
書くん？」、「今日のテーマは何？」と言ったり、文章の最後にオチをつけたりするように
なった。また、 ２ 年前から参加している不登校経験のある２０代の学習者Ｄさんは、参加し
た当初は、「書くことがありません」と言いながら、手で文字を隠すようにえんぴつ作文
を書いていた。そんなＤさんがのびのびとこのえんぴつ作文に思いを書けるようになって
きた。そのきっかけについては、後ほど「 ４ ．料理をつくる、持ち寄ろう」で紹介する。
えんぴつ作文の取り組みの延長線上に年賀状を書くなどの取り組みも行った。先にも紹
介したＤさんは、教室に来るようになって半年経った頃、参加したある集会で夜間中学生
に補食給食などの拡充を要求する署名への協力を求められた。しかし、すぐに自分の住所
を書くことができなかった。Ｄさんが教室に参加して一番はじめに学習したのは、住所と
名前、そして家族の名前を書くということだった。しばらく練習し、何とか書けるように
なったが、それからしばらく経つと書けなくなってしまっていた。日常生活のなかで「書
く」機会があまりにも少なかったためだ。そのため教室では、年賀状を書き、送る取り組
みも行った。そのなかで住所を書く機会を増やし、ハガキの書き方も学べるようにした。
この取り組みは、住所やハガキの書き方の学習だけでなく、もっと別の意味ももっていた。
Ｄさんは、教室に参加する直前まで暮らしが安定していなかった。不登校を経験し、これ
まで何度も引越しを繰り返していた。生まれてから２０数年の間、友だちと言える人もおら
ず、誰かと手紙や年賀状のやり取りをすることもなかったのである。そんなＤさんにとっ
ては、年賀状を書いて出すことも、出す相手がいることも、誰かからハガキが届くことも
すべてがはじめての経験だった。学習パートナーや他の学習者から届いた年賀状を年明け
に教室に持ってきて「はじめて年賀状をもらった。嬉しかった」と語った。
いきなり原稿用紙に書き綴るというのとは異なり、えんぴつ作文は、 ５ 行程度に思いを
書くだけなので負担を感じさせない。また、この取り組みを積み重ねることによって、表
記の仕方などを身につけていくことができる。書いた文章を輪読することで他の人が同じ
テーマでどのようなことを感じ、どのような経験をしてきたかを知る機会にもなっている。
生活課題も年齢層も異なる参加者がこれまでの生い立ちや経験を安心して語り合うきっか
けとなる。その積み重ねが、教室を集団として形づくる。

36

３ ）日記を書こう、文集（作文）を書こう
先に紹介したＤさん、障害のあるＥさん、仕事でフィリピンから渡日してきたＦさんは、
自宅や教室で日記を書くという学習をしている。それぞれＢ ５ サイズのノートを一冊作り、
そのノートに今日のできごとを綴るようにしている。
Ｄさんは、毎日の積み重ねの学習として、日記を書くという宿題をしていた。Ｅさんや
ＦさんもＤさんに触発されてこの取り組みをはじめた。Ｅさんは、自宅で日記を書く時も
あるが教室の開始時刻よりも少し早く来て「今日はこれを書こうと思ってん」と言って黙
々と文章を書くことが増えてきた。多い時は ２ ページほど書くようになった。Ｅさんは、
中学を卒業してから教室に参加し、３５年以上通っている。日記を書きはじめた当初は、
「ど
うやって書いたらいいん？」、「めんどくさい」、「書かれへんわ」と言ってなかなか書くこ
とができなかった。あるとき学習パートナーが生活綴り方の一つの手法である展開的過去
形（蔵本，１９９１）を用いて、一緒に日記を書いた。すると書く文章の量も増え、内容も変
わっていった。当初は、書く文章の文頭と文末の表現がチグハグで意味がわかりづらいも
のが多かったが、次第に整理され、読み手にわかりやすいものになっていった。
フィリピンから渡日したＦさんも、数行の日記を毎日書いた。職場はほとんど日本人で、
いつも難しい日本語を使われ業務をすすめるのにとても時間がかかって困っている、家族
と離れ一人で暮らして寂しいなどと少しずつ書いた。この ３ 人の学習者は、書いてきた日
記をそれぞれペアの学習パートナーに読んでもらい、その日記を手がかりにおしゃべりを
する。そこから学習パートナーは、学習者と一緒に生活課題、学習課題を見つけその解決
を探っていく。
本多勝一（１９７６）と蔵本穂積（１９９１）は、「話すように書けばいい」という作文論は間
違っていると述べ、本多は、話し言葉を表記しながらそのことを実証している。蔵本は続
いて「思ったことをかけばいい」という考え方も誤りであると述べている。頭のなかで考
えるための言語と、その考えを話したり書いたりする時に用いる言語は異なり、後者は、
外国語のようなものだというのである。つまり、読み書きは共に翻訳なのだ。また、蔵本
（１９９１）は、文章を書くための根本条件として「必要なのことは『関心』であり、心の中
に書きたいと思うことをいつも持っていること」（ｐ１１）だとしている。
Ｅさんは、日記を書きはじめた当初は「何を書いていいかわからない」と言っていたが、
「今日はこれを書こうと思ってん」と教室に笑顔で登場するようになった。学習パートナ
ーと共に行った展開的過去形を用いた表現方法を身につけ、その間に自分の暮らしのなか
でのささやかなできごとにも「関心」をもつようになった。そしてその経験を積み重ねて
いくと、思考も次第と連動していく。日記は、そのような意味において、「翻訳」の練習
にもなり、身のまわりのできごとに「関心」をもつ機会にもなり、書き綴る力にもつなが
っていると言えるだろう。
Ａ教室では、開設以来毎年文集を作ってきた。近年の日記やえんぴつ作文の活動は、生
活を綴ることにつながっている。
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４ ）教室みんなで、作品をつくろう
この項目では、教室参加者で創った詩とカレンダーなどの共同作品づくりについて紹介
している。詩の創作活動では、谷川俊太郎の「生きる」を朗読し、「生きているというこ
と

今生きているということ」というフレーズに続けて、それぞれの「生きる」を ５ 、 ６

行綴り、輪読でそれぞれの「生きる」を共有する。その後、それぞれの作品をつなぎ合わ
せて共同作品とする。この取り組みは、２０１４年と２０１７年に行われている。
カレンダーづくりは、参加者がそれぞれ好きな月を選び、その月のイメージを絵や文字
で表現したりする。人によっては、自分の誕生日に印をつけたり、「春節」と書きこんだ
りと色々だ。こうしてこの教室ならではの「自分たちのカレンダー」ができあがる。
詩の創作については、「生きる」というテーマをもとに、それぞれがどのようなことを
感じ、経験しているかを表現し、共有する機会になっている。カレンダーづくりは、参加
者それぞれの文化を表現する取り組みになる。漢語やハングルやタガログ語で表現したり、
細かく色を塗ったイラストで表現したりと様々だ。そして、冊子印刷しできあがったもの
を見て、ある学習者が「わたしたちが作ったカレンダーができた！」と声を上げた。一つ
の目的に向かって一緒に作業をすることは、仲間づくりのきっかけとなっている。
５ ）料理を作ろう、持ち寄ろう
教室では、年に数回、学習者を中心にした調理学習を行ってきた。学習者が生れ育った、
暮らしてきた地域や国の料理などを他参加者が学ぶ取り組みだ。このときには、教室活動
時間の ２ 時間で作って、食べて、感想とお礼をことばにし、かたづけて終わる。
調理学習中は、作業だけでなくおしゃべりを大切にしている。それぞれ生まれ育った国
や地域のこと、今の暮らしのことなどをざっくばらんに話すのだ。また、それだけでなく
ふとした瞬間に日本社会で生きていくなかで感じた差別的なこと、閉塞感なども、つぶや
きとして出てくる。そんなおしゃべりからそれぞれの暮らしが垣間見えて課題も明らかに
なる。そして学習者同士、経験を語ることでつながるきっかけにもなっている。
「ぼくの得意料理はカレー」というＤさんを中心にした調理学習も行った。Ｄさんは、
参加しはじめたころ、帽子を深くかぶり、大きなマスクをして表情がわからない格好で教
室に来ていた。肩には力が入っており、体も縮こまり、教室に来ても声が小さかった。そ
んなＤさんと宿題の日記を通じて話をしているとき、家事の多くを担当していたり、得意
料理はカレーだということがわかった。そこでＤさんに中心になってもらい、調理学習と
してカレーづくりの計画を立てた。材料は、Ｄさん自身が、少しでも安く買えるようにい
くつものスーパーをまわって買ってきた。そして普段は小さくなっているＤさんが、買っ
てきたこだわりのスパイスについて生き生きと説明した。調理をしながら今の暮らしのこ
と、子どもの頃の過酷な生活のこと、家族のことなども話しはじめた。調理後は、参加者
みんなからＤさんにお礼のメッセージをえんぴつ作文として書いて読み上げた。Ｄさんは、
「家族以外に食べてもらったのははじめて」とつぶやき、「みんなが『美味しかった』と
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言ってくれたことが嬉しかった」とえんぴつ作文に書いた。また、「レシピをみんなに渡
してあげたら喜ぶと思うよ」という学習パートナーの声に応えて、レシピを書きはじめた。
普段は辞典を引きながら難しい漢字を交えて文章を書いていたが、この日は残り時間も少
なかったので、辞書を引きながら書く余裕はなかった。この日のうちに参加者にレシピを
渡せるようにとＤさんはひらがなで一気にレシピを書いた。「間違いがあるかも」と言い
つつイラスト入りで書いた。Ｄさんは、この取り組み以後、深くかぶっていた帽子も脱ぎ、
大きなマスクもとって話をするようになった。参加当初は、ペアの学習パートナーやすぐ
隣の人としか話さなかったり、新しい参加者が来た時はまばたきをたくさんして落ち着き
がなかったりしたが、今では、少し離れたところに座って学習する他の学習者や学習パー
トナーにも、自ら話しに行くようになった。そして胸を張って座り、学習するようになっ
た。えんぴつ作文も、先に紹介したように、手で文字を隠して書かなくなった。
また簡単な調理学習をしたり、学習パートナーが差し入れすることもある。学習者には、
仕事後、スーパーで割引シールが貼られた弁当を買い、食べてから勉強する人がいる。高
齢になり日々の食事で野菜が減ってきたという人がいる。そんななか、せめて週 １ 回だけ
でも手作りの食事をとろう、教室の取り組みをきっかけに自宅で調理ができるようになろ
う。そんな願いから始まった取り組みだ。そんな取り組みを続けていたある日、韓国から
ワーキングホリデーで来日していた学習者が「みんなと一緒に食べたい」とラーメンを持
ってきた。生活費を切り詰めながら暮らしているのに貴重な食材を持ってきて、みんなで
作って食べた。そのときにこの学習者は、「行っているもうひとつの教室は学校、この教
室は家庭」と言った。食事が自然に位置づいているという意味もあろうが、このことばは、
教室が学習者にとってどのような場所になっているのかを伝えている。
Ａ教室では、学習者が「主役」になれる機会として調理学習を設定している。それは、
文字や生活に必要な知識を「教えてもらう」取り組みではなく、学習者がもっている力を
発揮し、伝えていくことで自信につながっていく取り組みでもある。Ｄさんの姿はそのこ
とを端的に示している。調理学習などの際は、普段の学習では出てこない話もでてくる。
胸の中にしまいこんでいた、つらかったことなども出てくる。そのようなことを安心して
語れる、また語ることで自分を対象化し、客観的に見ることができるようになる。
６ ）中国語対応五十音づくり
市販されている日本語教育のテキストなどに載っている五十音図は、読みやすくローマ
字対応しているものが多くある。しかし、この場合、ローマ字を学んだことがない学習者
にとっては、読むことができず、ほとんど意味がない。Ａ教室には、高齢になってから家
族を頼って、中国から来た学習者がいる。この学習者は、ひらがなそれぞれの音に対応す
る漢字を自分で書き込み、オリジナルの五十音図を学習パートナーと一緒に作った。中国
系のアメリカ人や、台湾からの留学生もこれに加わり、一緒になって作った。漢字に対応
した五十音図もどこかにあるかもしれないが、この教材を学習者自身が作っていったとい
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う学習活動に意味がある。
その五十音図を作る中で、「ん」という文字に対応する音を示す漢字が中国にはないこ
とが浮かび上がった。中国系のアメリカ人の学習者は、英語も中国語も読み書きする。ア
メリカで大学も出ており、この五十音図作りを手伝った。関わったそれぞれの人が、
「ん」
という文字についてあれこれと話しはじめた。自分たちでつくったからこそこのような広
がりが生まれたと言えよう。
教室に集う学習者の多くはおとなだ。相手のもつ言葉や文化から出発し、教材を学習者
と学習パートナーが一緒に作っていく活動自体の重要性を伝えている。
７ ）教室を飛び出そう
Ａ地区には地区を拠点に活動をする教育ＮＰＯがある。地区や地区周辺の小学生を対象
に野外キャンプやハイキング、地区内にある障害者施設での交流事業などを行っている。
あるベトナム人学習者は、このＮＰＯ主催の野外キャンプにボランティアとして参加し
た。この学習者は、キャンプから帰ってきて「子どもたちと話がスムーズにできなかった
のが残念だったので、もっと学んで話ができるようになりたい」と話し、その経験が日々
の学習の原動力となった。また、他のベトナム人学習者は、キャンプで火を起こす際に「子
どもの頃は、薪でご飯を炊くのが自分たちの仕事だった」と当時の暮らしや家族のこと、
ベトナム戦争のことなどを話した。
このようにＡ教室では、学習者が教室だけでなく「地域」で色々な人とつながり、生活
を豊かにしていくことも大切にしている。職場と教室、家族・友人だけとの人間関係では
なく、自分たちが暮らす地域の人々とつながる機会を大切したいからだ。
誰かにいつも何か支援されるのではなく、一人のおとなとして、その人の経験や思いを
実現する機会を大切にしている。

Ⅳ．Ａ教室における識字活動の同一性と変化
Ⅳ章では、Ａ教室の実践を資料集と参与観察データをもとに紹介し、その実践において、
どのようなことを大切にしながら実践が繰り広げられているのかを見ていった。本章では、
１９９０年頃の様子と現在とを比較・検討しつつ、同一性と変化を明らかにしたい。
岡島（１９９０）は、
『大阪・部落の識字教室の歩み』（（財）大阪府同和事業促進協議会）
などから識字教室での共同学習を抽出し、
「生活」「仕事と技術」「社会」「自然」「ことば」
「芸能文化体育」「解放学習」「平和と人権」に分類して、それらの特徴を ５ 点に整理して
いる。
１ つ目は、学習内容が多様な分野にわたって取り組まれているということだ。共同学習
のテーマは実に多様で、例示された項目は１１４個に及んでいる。 ２ つ目は、多様な学習の
なかに解放学習・人権学習の主調が明確であるということだ。 ３ つ目は、参加者が相互理
解しやすいように学習内容が具体な作業や経験を通じて学べるように工夫されているとい
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うことである。 ４ つ目は、作業や活動を伴う学習を通じて、学習者のもつ力や経験を発揮
できるようにしているということだ。 ５ つ目は、自らの経験や思いを語るオガリや紙芝居
など共同学習が識字教室独自の表現活動文化活動を生み出しているということだ。
３ 、 ４ 、 ５ つ目に挙げた内容について岡島は、「知識中心の学習では、講師が前に出て、
教室生はともすれば『お客さん』なってしまいがち」（岡島，１９９０，ｐ３５）であることを
指摘し、共同学習では様々な作業を通して学習者のもっていることばや経験を生かして実
践しているとまとめている。この点については、Ａ教室においてもっとも意識されながら
取り組まれている点であろう。つまり、１９９０年頃の大阪府内の識字の取り組みと、現在の
Ａ教室の取り組みとのあいだには、共通点が数多くあるということである。
また岡島は、「手」という身近なテーマで学習者と学習パートナーが経験を書き綴る共
同学習を事例として紹介している。いきなり生い立ちを書こうというのではなく、身近な
テーマから生活実態や課題をことばにすることからはじめようというものである。その積
み重ねが生い立ちを綴るということにつながっていく。続いて岡島は、教材について、教
材は、学習者の経験やことば、文化から出発するという点を強調している。
それでは現在のＡ教室はどうであろうか。紹介した事例をもとに、岡島の整理にとどま
らない特徴を ３ 点にまとめた。
１ つ目は、おしゃべりのなかから生活課題を明らかにし、それらを乗り越えることにつ
なごうとする学習が意識してなされているということだ。これまで生きてきた上で、抱え
てきた困難やつらさを安心して打ち明けられるような人間関係、言い換えれば仲間づくり
を常に意識しながら学習がすすめられている。つらいことは、ことばにしにくいものだ。
しかし、Ａ教室ではそのままに話しても大切な体験として受け止めてもらえる。困難な体
験を乗り越えてきたことを誇りと自信へと変えていけるような道筋が大切にされている。
２ つ目は、個別学習であっても共同学習であっても学習活動は様々な学習者のもつこと
ばや文化、経験から出発し、実践されていることだ。１９９０年頃からＡ教室をめぐる状況は
先に述べたように変化した。しかし、様々な変化はあれどもＡ教室の学習活動は、その時
々の学習者のもっているものから出発している。学習者や学習パートナーの蓄えてきた経
験や思い、生活スキルなどが教室の中で出番を得る。その活動を通して学習者が主役にな
れることを大切にしていると言えよう。
３ つ目は、文字の読み書きが生活に根を張っていくような学習を実践しているというこ
とだ。はじめは何を書いていいかわからなかった日記も、展開的過去形という書き方を習
得することにより、自分の暮らしへの「関心」が育くまれ、そこから書く内容が深まって
いく。こうして自分を振り返りながら生活することがあたりまえになっていく。生い立ち
をいきなり「振り返ろう」、「綴ろう」と言われて、語ったり綴ったりできるはずもない。
以上のような日々の実践を通して、様々な生い立ちや体験が語られ、綴られるようになっ
ていくのである。
これら ３ 点の特徴も、どれほど意識的であったかはともかく、１９９０年頃であっても、見
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られていた。しかし、１９９０年当時などは、参加者の多数を占めていた被差別部落に暮らす
人々や運営を支えていた部落解放運動を土台として語られることが多かったため、今回導
き出したような形では見えにくかったかもしれない。今、教育事業、教育実践という観点
で取り組みを整理しようとすることによって、特徴が浮き彫りになってきた面があるとい
うことである。ここで重要なのは、３０年近く前から同様の活動が積み重ねられてきたとい
う点である。
なぜ、かつても今もＡ教室ではそのような実践が可能なのだろうか。Ａ教室では、開設
以来暮らしや生い立ちを綴る取り組みを教室の中心に据えて丁寧に実践してきた。この綴
る取り組みはこれまで述べてきたように「暮らしや生い立ちを綴る」ことだけに終始して
きたわけではない。日々の学習では学習者のことばや文化、経験から出発し、教室に集う
仲間を知り、仲間同士「横」につながることを大切にしてきた。そのことが自分や社会を
見つめ直すことを促し、暮らしや生い立ちを綴ることに結びついてきた。その実践の根を
絶やさず今も重要な事柄として教室を運営する人々が引き継いでいるからではないだろう
か。

Ⅴ．おわりに
本稿では、Ａ教室における識字活動の事例を分析対象として、被差別部落における識字
活動を教育事業や教育活動という観点から分析してきた。そこで明らかになったのは、
１９９０年頃も２０１７年現在も学習者一人ひとりが自分の人生の主役になる応援をする識字活動
がなされているということである。
教育事業や教育実践として、その土台にあるのは、次の ３ 点であった。すなわち、おし
ゃべりのなかから生活課題を明らかにし、それらを乗り越えることにつなごうとする学習
が意識してなされている。個別学習であっても共同学習であっても学習活動は様々な学習
者のもつことばや文化、経験から出発し、実践されている。文字の読み書きが生活に根を
張っていくような学習を実践している。こうした活動が、単なる生活への適応能力を高め
るという、いわゆる機能的識字にとどまるのではなく、自らの生活を変え、社会を変えて
いくことにつなごうとするのである。
１９９０年頃の識字活動は部落解放運動とのつながりを大切にすすめられてきた。その影響
もあって被差別部落の識字活動は、あたかも部落解放運動に貢献するための「識字」と思
われてしまいがちかもしれない。しかし、そのなかにあっても教育実践として、また教育
事業として自立した内容を豊かに育んでいた。実際には、学習者一人ひとりが自分の人生
の主役になる、自身の人生を主役として生きる応援をしてきたということである。
この際、わたしたちは、「補償」や「解放」と言ってきた内容をもう一度捉え直す必要
があるのではないだろうか。
「運動」の論理を取り込み、公教育としての「補償」という
論理も取り込んで、教育実践や教育事業をより実りあるものとし、多様な学習活動をより
発展させていくには、被差別部落の識字活動が数十年にわたって綿々と取り組んできたよ
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うに学習者一人ひとりが自分の人生の主役になるということの大切さを改めて確認するべ
きではないだろうか。そのことを抜きに、「補償」と「解放」の統一は達成できない。両
方の概念を貧弱なままにしておいて、いくら統一しようとしても、それは無理なのだ。
ユネスコの「学習権宣言」
（第 ４ 回ユネスコ主催

国際成人教育会議１９８５年）もこう述

べている。
「学習活動はあらゆる教育活動の中心に位置づけられ、人々を、なりゆきまかせの客体
から、自らの歴史をつくる主体にかえていくものである。」
このことばは、遊郭に売られた部落女性にとっても、不登校を余儀なくされてきた若者
にとっても、障害というレッテルを貼られて生きてきた人にとっても真実だと言えよう。
その後、ユネスコは２００４年に『リテラシー概念の複数性と政策やプログラムへの意義』
というポジションペーパーを出している ６ 。このポジションペーパーでは、識字概念の発
展について次のように概説している。識字プログラムは、第二次世界大戦後初期には、学
習者のおかれた生活状況や学習動機をあまり考慮せず、上意下達で文字の読み書きという
技術的スキルの獲得のみを目指した活動、いわゆる教養主義的な識字から始まった。そこ
から１９６０年代になると、主に仕事に必要なスキルと関連させ、社会経済的発展と結びつい
て生まれた機能的識字へと変化した。そして１９７０年代になると、パウロ・フレイレが登場
し、識字の政治的側面に光を当て、学習者に即した文化活動という意味で識字教育の方法
論を発展させた。彼の主張が脚光を浴び、世界の識字プログラムは政治・文化的識字へと
質的に変化していった。その後１９９０年頃になると、市民的・政治的権利を行使することか
ら労働や商業、子育てなどに関わる事柄を含み、自己学習や啓発、レクリエーションなど
にもつながる概念として、多面的な識字へと展開していったとしている。ユネスコはこの
ポジションペーパーで、パウロ・フレイレが広めた政治的・文化的識字観をもっと幅広く
捉えて、学習者から出発するものにすることを提唱しているといえよう。
Ａ教室での実践をこのユネスコの識字概念の発展に即して言えば、開設当初は機能的な
識字の側面も強くあった。しかし、部落解放運動の支えにより、パウロ・フレイレ的な政
治・文化的な識字へ、そしてさらに広がりのある多面的な識字へと発展しつつあると言え
るのではないだろうか。
注
（ １ ）本稿では、教育実践、教育事業、識字活動という表現を用いるが、実践（practice）
は現場での取り組み、働きかけを指し、事業（service）は、現場の取り組みを支える
組織・団体等による取り組み、それら総体を「活動（activity）」とする。
（ ２ ）文化庁では、近年、生活日本語教材の開発に力を入れている。しかし、残念ながら
大阪府内の教室にはまだまだいき届いていないと言わざるをえない。例えば、文化庁
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は２０１０年から「『生活者としての外国人』に対する日本語教育の内容・方法の充実」
をすすめ、いわゆる「文化庁 ５ 点セット」を作成している。学習者の生活課題を抽出
し、それに応える教材を自作で作ることを応援するような教材とその作成手順を示し
た冊子類で、生活に根ざした学習活動を支援するものだ。しかし、大阪府教育庁が
２０１７年度に実施した調査では、回答した１５６教室中 ４ 教室（２．６％）しかこの「文化庁
５ 点セット」を使用していない（複数回答）。比べて「日本語能力試験対策用教材」
の使用は、８３学級（同５３．２％）であった。このような状況のもと大阪府・大阪市・堺
市の識字・日本語施策担当者も関わる識字・日本語学習研究集会では、文化庁のガイ
ドブックの普及や自作の教材の交流を図る機会を分科会として設置するなどしている。
本稿は、教具や教材の開発を論じるものではないので、これらの分析は別の機会に論
ずる。
（ ３ ）学習パートナーのことをかつては講師と呼んでいた。本稿では基本的に学習パート
ナーという名称で一括し、かつての取り組みに言及するとき必要に応じて講師と呼ぶ。
（ ４ ）Ａ教室は、開設時より木・土曜日に教室を開催。本稿では、筆者が参与観察を行っ
ている木曜日の識字活動を事例に分析する。
（ ５ ）学習者のことをかつては受講生と呼んでいた。本稿では基本的に学習者という名称
で一括し、かつての取り組みに言及するとき必要に応じて受講者と呼ぶことにする。
（ ６ ）UNESCO Education Sector“The Plurality of literacy and its implications for
policies and programmes ”Position Paper（２００４、pp 8 ―11）を参照。
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In Search of Literacy Practice beyond the "Integration of Compensation and Liberation"
-Through the Case Study of Literacy Class A in a Buraku CommunityChiemi SUGAWARA
（Graduate School, Osaka City University
（Doctoral Program）
）
Abstract
Since the 1970s there have been many literacy classes around Japan, especially in
Buraku communities. One of their main aims is the liberation of learners from oppression
and discrimination, as Paulo Freire called for. At that time, there were governmental
measures supporting those classes. But now, measures by central government have
ceased to exist. These days, most classes are managed by volunteer workers with little
budget from local governments. People face many difficulties with budgets, educational
materials, and class management, among other things. Some people are lost in search of
the right direction. Since the 1980s there has been debate on how to integrate
compensation and liberation in literacy activities: in other words, the integration of
functional literacy and critical literacy with the responsibility of governments and the
role of civil movements. Now it has become a major issue in Japan.
Through the case study of Literacy Class A in a Buraku community in Osaka city, we
investigated the consistencies and differences between 1990 and 2017. There are many
differences such as the governmental commitment, the distance from the Buraku
liberation movement, and the learners’characteristics. In terms of consistencies, there
are three points: ( 1 ) learning to clarify problems in daily life through chatter and trying
to overcome them; ( 2 ) the learning activities originate from the words, cultures and
experiences of learners; ( 3 ) learning to reflect their own life histories and daily lives and
to reconstruct their meaning through reading and writing activities. Both in 1990  and
2017, it has been self-sustaining as an educational activity which“changes human beings
from objects at the mercy of events to subjects who create their own history”(“The
Right to Learn” UNESCO, 1985). It must be the key for integration between
compensation and liberation.
Key words: Buraku community, Comrade making, Liberation, Literacy, The Right to
Learn
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Ｉ．問題の所在・研究課題と方法
本研究の目的は、学校制度の周縁や外側に位置している日韓の教育実践に着目して、子
どもたちの生き方を支える学びの保障について、その構造と成立条件を明らかにすること
にある。その際に、学ぶ主体者である子どもたちの声を聞き、その内容から教育実践を捉
え直していくこととする。
１９９０年以降の日韓では、グローバル経済の進展により、これに対応出来る人材の育成を
目指す学校教育改革が推進されてきた。競争原理の風潮は、学習に対する意識に深く浸透
し、子どもたちが学ぶことに意欲や意味を感じなくなっている（本田２００４、KIM ２００５）。
学んでいる内容が自分の生き方においてどのような価値があり、実生活でどのように結び
つき、将来の進路に役に立つのかをイメージすることができない子どもが多く存在してい
る。こうした実態を解決するには、現在の学習の内容と方法を捉え直す必要があるだろう。
制度上の学校における教育の拒否が《学業中断（韓国）》、《不登校（日本）》という形で
現れて久しい。韓国においては、子どもたちが学校で学ぶことに意味を喪失し、学ぶ意味
を学校外（＝代案学校（ １ ））に求める傾向が年々増えている。学業を中断している子ども
は ７ 万人に及ぶ（教育部・韓国教育開発院「教育統計年報」２０１３年）。韓国では、学ぶ意
味を喪失し生き方を探している子どもたちの状態を「無重力」と呼んでいる（李２０１４）
。
日本においても１２万人の不登校児童・生徒が存在しており、高い水準のまま推移している。
学びの意味や生き方に対する問いは日韓両国において共通しているといえよう。
学校の周縁や外側でこの問題に挑戦している教育実践は日韓で多様に展開している。
日本の場合、学校制度内において、例えば、「黄柳野高校」（ ２ ）では、不登校の子ども
を受け入れ、教員免許をもつ寮担任が生徒の放課後の生活を含めてサポートする教育を展
開し高く評価されてきた。また、「競争原理を超える」教育の実現を理念に掲げる「自由
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の森学園」（ ３ ）の実践も点数至上主義の教育に対抗してきたといえる。だが、こうした学
校は制度内ではあるものの配慮が必要な子どもへ向けた特別な教育実践という捉え方や既
存の学校に馴染まない一部の生徒が通う学校という理解にとどまっているのではないだろ
うか。つまり、学校の実践そのものではなく、捉える枠組みに問題があるのではないだろ
うか。
学校の外側で展開しているフリースクールや学校以外の居場所は、不登校児童生徒など
の学びを保障する場としてその機能への期待は高まっている。だが、公教育を補完、ある
いは代替する教育として、フリースクール抜きでは子どもの教育保障は語れない段階にき
ているにもかかわらず、その位置づけは曖昧であり、フリースクールと呼称される学びの
場においても分断や対立がみられる。制度内外に関わらず学校を拒否しなければならない
子どもに必要な学びを保障するという喫緊の課題がなぜこれほど長期に渡り解決されてい
ないのか。こうした教育の今日的課題に菊池・永田（２００１）は、「公立／私立、公的領域
／私的領域などといった二分法の罠に絡めとられる思考習慣から抜け出て、異なる空間か
ら公共圏を掬い取る作業を粘り強く続けるしかない」（ｐ８０）と警鐘を鳴らす。
南出（２０１６）も日本のフリースクールの位置づけをめぐる教育実践運動の歴史的展開を
整理する中で、「制度内学校における条件整備や内容充実という課題を進めていくだけで
なく、フリースクールなどの現行の制度外学校を公教育のなかにきちんと位置づけ全体の
教育の構想を検討していくことが、実践的にも運動的にも必要な時期にきている」（ｐ
８８）と指摘する。学校、フリースクールといった教育制度・枠組みの見直し・再構築と同
時に、子どもたちが学びの意味を喪失しているような教育内容を制度内外を超え、根本か
ら捉えなおす時期に来ているといえよう。
日本同様、韓国においても学校を拒否する子どもたちへの対応として１９９０年代後半以降
に多様な代案学校が急速な広がりを見せている。制度上の代案学校を選択する学校や非制
度のまま代替的な教育実践に取り組んでいる学校など、その裾野はきわめて広い。代案学
校の誕生の背景には、１９８０年代から人間の分断と非人間化の教育的イデオロギーに対して
真っ向から向き合った教育運動の主体者、すなわち、教師、知識人の女性、大学生、地域
住民などの存在があった。彼らは新しい代替的な社会・学校・教育を構想し、変革するこ
とを試みた。代案教育運動およびそこから生まれた代案学校は「既存の学校に対する代替
的な教育を創造する側面」と「学校を拒否する子どもたちの学びの保障」といった両面性
を持つ。しかし、量的には成果をあげているものの、制度や財政、教育の自律性、質の保
障など多くの課題がある。このように制度内外を問わず韓国においても教育実践の中身が
問われている。
日韓共通の制度上の学校を拒否する子どもの問題を乗り越えるためには、従来とは異な
る新しい包容的な学校のあり方が求められている。フリースクールや代案学校のあり方だ
けでなく、「既存の学校」（「無重力」や不登校を生み出してしまうような教育実践の内容
を持った学校）のあり方をもとらえ返すような研究が必要であると考えている。そうした
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教育実践を担い得る場を、制度内外を問わず、筆者らは「もうひとつの学校」と呼びたい。
以上を踏まえて、本研究では、子どもたちの生き方を支えるような新しい学びの保障に
ついて「もうひとつの学校」から検討していくこととする。

Ⅱ．調査結果の記述及び分析
１ ．調査の概要
本稿が事例として取り上げる学校は、学校制度の外側や周縁に位置している、アルムダ
ウン学校（韓国）と北星学園余市高等学校（日本、以下北星余市と呼ぶ）とした。両学校
で学んでいる子どもたちの生の声（インタビュー）から生き方を支える学びにつながる教
育実践を浮き彫りにする。（生徒及び学校教職員に対し、本研究の目的と学校名の表示、
個人に関しては特定されない形で論文として公表する旨の説明を行い承諾を得ている。）
前提として、いわゆるこれまでの二分法、例えば学校制度の内外やフリースクールや代
案学校の二つの潮流には、あえて着目しない。あくまでも学校を拒否した経験のある子ど
もたちの生き方を支える学びの内実に着目している。その上で、この ２ 校を選んだ理由は、
第 １ に、子どもたちの生き方を支えるという課題意識に即して、進路像との関連で学びの
保障を検討できる後期中等教育の年齢の子どもたちを対象にしたためである。第 ２ に、不
登校や発達障害などの生きづらさを抱えた子どもたちの現実から、学びを立ち上げていっ
た取り組みに特に注目したいと思ったからである。第 ３ に、地域の「第 ３ の大人」（親で
も教師でもない大人）との出会いの中で教育が行われているからである。ここで「第 ３ 」
と表現するのは、子どもを取り巻く大人として、特に学校教育の文脈においては、教師と
親の ２ 項に焦点が当たりがちであるが、調査事例では、そのどちらでもない地域の大人が
重要な役割を果たしていたからである。第 ４ に、両校の生徒たちは、自らが受けている教
育の価値を自らの言葉で語ることができていたためである。生き方と学びが統一的に行わ
れている根拠となるものであり、筆者らはここに注目した。
調査は、２０１５年 ４ 月、１０月、２０１６年 ５ 月にアルムダウン学校、２０１５年 ８ 月、２０１６年 ４ 月、
５ 月、 ６ 月に北星余市で実施した。調査対象である生徒には、半構造化インタビューを行
った。学校概要と教育内容については、両校の校長と教職員、北星余市では生活面につい
て下宿管理人へインタビューを行った。
２ ．調査対象校の概要
両校に通う生徒の特徴、進路状況、学校の現況、設立背景、地域特性などを表 １ にまと
めた。不登校やいじめの経験者が多く通っている点が共通している。
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表１

調査対象校の概要

事例 １

事例 ２

アルムダウン学校

北星学園余市高等学校

■余市町の人口は約１９，７００人（２０１６年）。
■ソウル市は、全２５区、人口１０，０３９，０６７人。
人口は減少傾向。果樹農業や漁業のまち。
学校は、クァンジン区に位置しており、地域
町内には公立高校と私立の北星余市高
人口３７７，２０４人である。地域の周辺環境は、中
校の ２ 校がある。設立当初は公立に入
・小零細企業が多い。これらの企業がこの地
りきらない生徒を受け入れる学校であ
地域及び学
域の経済基盤を支えている。また、密集住宅
ったが、少子化等により経営危機となり、
校の特徴
街が広く分布している。学校の特徴は、中学、
全国から高校中退者を受入れる方針に
高校に相当する教育内容とさまざまな生き方
転換。現在は不登校経験者が半数を超
を地域から学ぶ青年課程がひとつづきとなっ
える。 ８ ～ ９ 割の生徒が親元を離れ下
て編成されている点である。
宿生活を送る。
制度上の位
置

学校制度外の学校であり、学歴非認可代案学校

学校教育法上の一条校

学校概要

■生徒現況（２０１６年）
：中等課程２０名／高等課
程１０名
学校現
■スタッフ現況：
況
▶中等部：常勤 ４ 名、非常勤２０名（その内１０名
はボランティアスタッフ）▶高等部：常勤 ６ 名

■全日制普通科・男女共学・キリスト
教主義の私立学校
■ 生 徒 現 況（２０１６年 ） １ 年 生６１名、 ２
年生５６名、 ３ 年生７０名 合計１８７名
■教員１７名、職員 ４ 名

■青少年指導者、レクレーション講師、代案
教師の
学校の卒業生、辞退生（ ４ ）の集いリーダー、地
属性
域児童センター活動家、教育活動家

■法律上の学校であるため教員免許を
もった教師。この他に地域のさまざま
な分野の専門家が総合講座の講師とし
て教育に携わっている

■２００９年１２月 ２ 日設立。韓国の入試競争から
設立背
生まれる学校弊害を超える、それに対抗する
景
新しい価値教育を志向

■１９６５年、地域の公教育の機会を失っ
た子どもたちを受け入れるために設立。
１９８８年からは全国の高校中退者を積極
的に受け入れる

中等部

高等部

生徒の いじめの被害経験 進学や就業を超える“第
（５）
特徴
者、軽度知的障害、 ３ の 道 ”
を志向する
不登校経験者
子どもや公立学校辞退生
進路状 進学、既存の企業への就職だけでなく、地域
況
での創業にも挑戦している。

■全国からやってくる高校中退者、小
中学校時代不登校の経験者、学校生活
をやり直したいという子ども、非行や
薬物問題を抱えた子ども
２０１７年 ３ 月卒業生～大学３３％、短大 ３ ％、
専門学校２７％、就職１３％、進学準備ほ
か２４％

３ ．調査対象校の教育課程
１ ）アルムダウン学校
日本の中学・高校に加え、高校を終えた子どもを対象とした青年課程を設けている。特
徴的な教育内容として中等課程と教育課程全体像の「青少年代案成長路線図」を紹介する。
①中等課程
中等課程では、 ４ つの軸（自立、疎通（ ７ ）、知性、共存）が循環する構造になっている。
職業的探索と経験を重視し、自分を表現し他人と疎通ができる力を育てる内容を多く含ん
でいる。生命や共に生きる社会を見据え、その中で自分の位置づけや役割を省察できる。
その他にも、「旅行」という授業があり、春、夏、秋に行われる。「春」は、中高等統合
課程で行われる。テーマは、自然と共に歩くである。「夏」は、企画旅行で中等課程に限
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表２
中等 １ 年生
自立
疎通
共存
知性

旅行

生活の知恵

中等課程
中等 ２ 年生

ちがう見方・観方

生活体育

中等 ３ 年生
出会う

伝統武術

“○○で自分を表現する”―写真／演劇／美術／音楽
命／環境／人権プロジェクト
型破り（ ６ ）

青少年アゴラ―世界と日常

選択科目：日本語／英語／打楽器／世界史／韓国歴史／木工／実験科学
・春

徒歩旅行（中高統合）：自然とともに歩く旅

・夏

企画旅行（中等）：旅行先、宿泊、交通など、生徒による企画旅行

・秋

テーマ旅行（中等）：自転車、文学など多様な主題で行きたいところを選定・企画

・見つめる（高等）：自分との時間、自分と見つめあう旅

定されている。旅行先、宿泊、交通など、すべて生徒自身が企画する。そして、秋はテー
マ型旅行で、中等課程に限定している。そして、年間行事として発表会がある。これは １
年間自分が学んだことを総括し、仲間に共有し、自己研鑽する大事な時間である。さらに
卒業準備として、自分の歩み、経験、そして成長を総括し卒業文集としてまとめている。
高等課程では、進学・（既存の企業等への）就業だけではない“第 ３ の道”、つまり代
案的な生き方と進路探索も重要な要素として位置づけられている。
②アルムダウン学校の「青少年代案成長路線図」
図 １ の「青少年代案成長路線図」に示したように、中等課程や高等課程を終えた生徒の
ために、青年課程を設け、多様な働き方へとつながる路線図が描かれている。地域に根ざ
しながら創造的な仕事へとつながる複数の路線が用意されている。社会的企業や地元企業、
ＮＰＯなどさまざまな生き方を地域から学ぶことが意識されている。子どもたちは授業の
一環として彼らの働く場へ出向き、働くこと、生きていくことを肌で感じてくる。

図１

アルムダウン学校の「青少年代案成長路線図」（２０１６年 ３ 月現在）
出典：「アルムダウン学校案内」２０１６年版より翻訳再作成
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２ ）北星学園余市高等学校
教育方針は、 １ 、キリスト教精神にもとづき、助け合って生きていくことを共に考える、
２ 、明るく健康な身体を鍛え、自然や社会を正しく科学的に判断できる力を養うことを教
科指導を通して追求、３ 、生徒を集団の中で育てる、４ 、教師集団づくりを大切にする、５ 、
父母、教師、生徒が一体となった教育を進める

の ５ 項目となっている。

教育課程の特徴として、総合的な学習（総合講座）があげられる。地域住民を中心とし
た専門家による多彩な授業（１７コース）が選択可能となっており、地域産業である果樹園
やワイナリーの仕事を学ぶ時間もある。また、８ ～ ９ 割の生徒が下宿生活を送っており、親、
教師とは異なる下宿の管理人などの「第 ３ の大人」と共に生活する機会が設けられている。
さらに、特別活動を重視しており、丁寧な人間関係づくりに特徴がある。「ヤンチャな生徒」
と「おとなしい生徒」を同じ教室の中で指導するなど、子どもは集団の中でこそ成長する
という人間観と教育観に基づいて教育が行われている。「クラス民主主義」を前提に、学
校行事を通したクラス集団づくりを指導、そしてその学校行事を生徒会が主催して行うこ
とによって全校集団づくりへと発展させる構造となっている。こうしたことを可能として
いるのは“教師集団”による教育力が土台になっている。
４ ．調査対象者（生徒）の特徴
生徒調査では、半構造化インタビューを行った。アルムダウン学校では、中等・高等・
青年課程それぞれに該当する生徒、北星余市では、同じ女子寮の生徒 ５ 名、同じ男子寮の
７ 名を調査した。北星余市は寮生活の役割にも注目したため同一の寮とした。
５ ．教育実践の特徴
１ ）アルムダウン学校
①子どもの背景と教科の面白さ
今回話を聴いたのは、年齢も経歴もそれぞれ違う ３ 人の生徒である。青年課程在学中の
Ｏ（１７歳、女性）は、既存の学校で友人との関係がうまくいかなくなる。芸術療法を受け
た後、この学校に移ってきた。高等課程在学中のＪ（１６歳、男性）は、既存の学校で、勉
強について行けず、またからだを動かす機会も乏しかったためつまらなく感じ、親の紹介
もあってこの代案学校に移ってきた。中等課程在学中のＫ（１５歳、女性）は、小学校 ４ 年
生ごろから勉強がわからなくなり、引越しを機にこの学校に移ってきた。
３ 人の生徒たちに共通して評判がよかった教科が「アゴラ」だ。社会問題について自分
たちで調べて事実確認をし、それに基づいて討論をするというもので、近年ではセウォル
号の事件について行われた。Ｊは既存の学校と比較しながら「同じ科目でも、授業方法が
全く違う。公立では、マニュアル通り。ここでは、日常のものを通して学ぶので、体得さ
れるものと面白さが違う。学んでいる内容は生涯生きていくのに役立つと感じている。」
と言う。Ｋは「人権・環境などの多様な授業があって、既存の学校は、その都度都度の学
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表３
性別

調査対象者の特徴

学年

入学動機

アルムダウン
学校
北星余市高校

生徒Ｏ

女

既存の学校での友人関係の悪化から、芸術療法を通して代案学校に
青年課程
入学

生徒Ｊ

男

高等課程

既存の学校の勉強がつまらなく、代案学校で教師をしている親の紹
介で代案学校に入学

生徒Ｋ

女

中等課程

既存の学校での勉強がつまらなく親と学校を探して小学校 ５ 年生か
ら別の代案学校へ入学

生徒Ｓ

女

高２

中学でいじめにあい適応指導教室に通う。北星余市のパンフレット
を見て、個性をつぶさない自由な感じがしたため入学

生徒Ａ

女

高２

兄が北星余市の卒業生。兄の話を聞いて、入学を決める

生徒Ｃ

女

高２

高 １ の ９ 月に転校。いじめにあい不登校。インターネットで北星余
市を知る。職員室がたまり場と書いてある所にひかれる。親元を離
れることに難色を示していた母親に懇願して入学。ひとり親

生徒Ｎ

女

高３

親との関係が悪く施設で生活。地元から離れたいため入学。父親は
暴力をふるう人だったが、北星余市に来てからは、関係が改善

生徒Ｆ

女

高２

中 ２ で不登校。インターネットの動画で北星余市を知る。学校祭を
訪問し楽しそうなので入学をきめる

生徒Ｄ

男

高３

中学の担任が北星余市を知っており、見学に来る。その後、入学前
にもかかわらず校長から長文の手紙を ６ 回程度受け取り、心を打た
れ入学

生徒Ｂ

男

高３

非行により選択肢のない状態で入学。（裁判所の判断等も含む）

生徒Ｒ

男

高３

親の都合によりアメリカで暮らしていたが、日本食が恋しくて帰国
を考える。当時の環境で入学できる高校が北星余市だけだった

生徒Ｙ

男

高３

中 ３ から親と離れ福祉施設で暮らす。地元を離れたかったことと、
パンフレットを見て好感を持ち入学

生徒Ｍ

男

高３

小 ５ から中 ３ まで不登校。高校進学は希望していた。学校祭を見学し、
面白かったため入学

生徒Ｈ

男

高２

高校中退後、働いていたが自分の将来が狭まっていく感覚になる。
大学進学が目標となり、高校で再度学ぶことに。進学先は父親が調べ、
北星余市に

生徒Ｔ

男

高１

小 ５ で転校したが、すでにグループができていて、いじめにあう。
小 ６ で山村留学。中学はフリースクールに通う。同じような状況の
いとこが先に北星余市に入学。そのいとこの姿をみて入学を決める

力は保証されるかもしれないけれど、ここでは、一生涯を保証する学びになっている」と
評価している。Ｋは「（「アゴラ」は）考えを共有することができるし、対話をするときに
相手の意見もわかるし、自分の意見も整理できる。考えを共有することで、解決に向けて
の議論ができることがわかって、すごく好きになった」と述べる。
②進路につながっていく教科と出会い
自分たちの進路と具体的につながる授業が多いのも特色だ。Ｊは「自分は何が好きなの
かを探す」ことがこの学校に入る目標だった。そういうふうに感じられたのは、
「タリボム」
という教科で実際に「人と共同・協同する生き方」に出会ったからである。「タリボム」
とは、韓国語で「違う見方」という意味で、進学や一般的な就職とは別の生き方をしてい
る人に出会う授業である。Ｊは代案学校を運営している人であるとか、青年団体の活動で
食べている人に出会っている。「競争しない生き方。それは耳ではよく聞いたけれど、実
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際に会うと、こういう生き方もあるんだとわかった。自分もこういう生き方ができるんだ
という自信につながった」。Ｏは、代案学校の学びの中で、自分が食べものに興味をもっ
ていることに気づき、料理をするだけではなくて、食べ物を加工して売るという職業も魅
力的だと感じるようになった。Ｏが青年課程に入った理由も、「祭りの企画」という授業
があり、実際に地域の人と関わりながら事業を企画する経験ができると考えたからである。
進路に向けてのさまざまなプレチャレンジをサポートしてくれる教科が充実しているとい
える。
③大人たちのかかわりと関係性の価値
こうした授業は、地域の人たち（筆者らは「第 ３ の大人」と呼んでいる）とのかかわり
なしに実施できない。青年課程には、「マウル（韓国語で村や地域の意味）と人」という
授業があり、地域にどんな職業や課題を解決する活動があるのかを知ることができる。
アルムダウン学校では人との出会いをとても大事にしている。しかし、出会いにトラブ
ルはつきものだ。それに対して地道な対話で解決していく術を教えている。Ｏは、
「公立
学校では、深い関係づくりができなかった。友達とケンカになったとき、解決できずにそ
れが終わってしまった。ここでは、お互い傷つけないで、解決できる方法を考えたりする
ので、深く関係性を持つことができた」と言う。Ｊは、「はじめは、自分と違う人がたく
さんいて、ちょっと距離をもっていた。でも、学校に通うなかで『自分と相手は違うだけ
であって、自分が無視するという相手はひとりもいない』ということを学んだ」と述べて
いる。生徒がこのような価値をつかみ、それを言語化している事実は、刮目すべきことだ
ろう。
アルムダウン学校では、縦の関係があるときに、それが話しにくいといったような壁は
ない。例えばＫは「既存の学校では、先輩と後輩との関係も距離感を感じる。ここでは、
友達のような親密感が感じられる」と語っているが、こうした感覚は、学校内のことをす
べての生徒あるいは教師も参加する話し合いで決めていく共同体会議の経験が培っていた。
教師に対してもＯは「既存の学校の先生は、反抗できない、先生の話に従うこと。しかし、
ここでは友達のような関係で親しみを感じる。対等な関係ができる。悩みの相談もできる」。
こうした子どもの育ちが、アルムダウン学校の教育に対する親の信頼を生んでいる。Ｏ
は、「はじめは、親は、代案的な生き方というのに耳慣れなくて不安がっていた。しかし、
自分の成長ぶりをみせたら、支持する方向に理解してくれた。（中略）不安がっていたけ
れども、自分が変わることによって、自分が創業することにも賛成している」。代案学校は、
こうした親の信頼にも支えられている。
２ ）北星余市高校
①素をだせる生徒間の関係づくり
子どもたちが北星余市を表現する時、最もよく使う言葉が「素をだせる」であった。女
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子の生徒 ５ 名、男子の生徒 ７ 名、それぞれ下宿でグループインタビューを行った。そのた
め、個人を特定せず、特徴的な教育内容を浮き彫りにする発言を以下に示していく。
「みんないろんな経験をしてきているから言わなくても通い合えるという感じかな」、
「察する力がある」、対人関係で苦労してきた経験をもつ多くの生徒は、他者へも繊細な
アンテナを張っている。「ゴタゴタが北星は多い。トラブルが多くて、社会的な耐性がつく。
寛大にもなる。こういう人もいるんだ」、「強くなったと思う。
（場面場面で）無視しとけ
ばいい、優しくしとけばいい、とか何となくわかる」、「（良いことも悪いことも含めて）
情報が回るのは早い。素直に生きていくしかない」と語られるとおり、小さなまちの小規
模な学校で、先輩後輩と共に下宿で暮らすという環境は、察するというアンテナを張りつ
つ、ありのままの自分を出さなければ生活が成り立たないことを示している。
②生徒と教師の頼り合う関係づくり
子どもたちの多くは、北星余市に来る以前の学校で出会った教師への親近感が乏しい。
しかし、北星余市の教師に対しては、“距離感が近い”と評価する。「一体感があるんです。
友達みたいだけれど先生というラインは守っている。他の学校で考えられないけれど職員
室にいつも行っています」、「接しやすいし、見下さないし、大人に対する価値観が変わっ
た」。こうした声が生まれる条件の一つに職員室の機能を拡張した点があげられる。
北星余市では、「先生っていうか、職員室から違う。トントン、失礼します、ではなく、
ガラガラガンです（笑）」、「（北星余市に来るまでは）おれ職員室って行ったことなかった。
人生で」と生徒が語る通り、休み時間には職員室のソファーでくつろぐ生徒や教師と雑談
する生徒があふれている。職員室を居場所として機能させることで教師と生徒の距離を縮
め、上下だけではない、横の関係をつくりだしていた。
職員室づくりと同様、生徒と教師の関係づくりに大きな役割を果たしているものが学校
行事である。例えば学校祭の様子は次のように語られる。「学祭は先生ともめっちゃ話し
合って、先生をこき使って（笑）。（学校外での）頼み事をしても（先生は快く）ＯＫ行っ
てくるみたいな。受け止めてくれる」、「お互いを頼る。先生が生徒を頼る、しかもまんべ
んなく。メッチャ嬉しい」。
③生徒に任せることで育まれる関係づくり
もう一つ生徒たちを大きく変容させる取り組みとして生徒会活動があげられる。生徒会
役員は１２名。全校生による投票で選ばれる。彼らは １ 年生研修会やスポーツ大会、学校祭
などを企画実行している。例えば年度初めに行われる「 １ 年生研修会」の会議では、次の
ような議論が繰り広げられる。研修会で生徒会役員が身に付けるユニフォームの文字をめ
ぐり次のようなやり取りが交わされる。「（その年の）学校のスローガンが“インパクト”
でした。けれど、これがいいという人が１２人中 ２ 人、残りの１０人は“信頼”がいいとなり
ました。生徒会として信頼をだしたかったんですけど、インパクトを推した側の意見は、
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俺らがどうのというのではなく、俺らはみんなで決めたスローガンを伝える立場だ」と。
その後「そもそもなんでユニフォームを作るの？という話になって」。「俺らが生徒会にな
れたのもみんなが票を入れてくれたから。それで俺らがやりたいようにやるのはおかしい。
まず考えるのはそっちっすね」。生徒会役員たちは、行事を任され、議論を重ねる中で、
役員として今何をすべきなのかといった本質的な部分まで深く見つめる力をつけていた。
④「第 ３ の大人」と下宿の先輩が支える生活
北星余市の場合、学校外の生活面を支える下宿の存在は大きい。学校生活と下宿生活が
いわば両輪となって子どもたちを支えている。下宿の管理人である下宿のお母さん、お父
さんについて、子どもたちはこう語る。「下宿は第 ２ の家。（管理人は）第 ２ のお母さん。
本当に好きですね。どんなことでも話せる。学校で我慢してたことでもうわっと出せる感
じ。下宿にいると引きこもれない」、「多分、この下宿が例えば自分の親がやっていたとす
るじゃないですか。そしたら絶対学校行かないっすね。逆に言ったら他人じゃないですか。
だからわがままも言えないし。学校行ったら楽しいから。行かせてもらっているというか。
そんな感じです」、「自分でやらなあかんことをきづける」。
下宿はまた、先輩後輩、同級生といった異年齢、出身も異なる他者との集団生活である。
小学 ５ 年から中学 ３ 年までの ５ 年間、不登校だった後輩Ｍは、非行の経験をもつ先輩Ｂと
過ごす下宿生活の意義をこう語っている。
後輩Ｍ「（下宿の先輩Ｂと）はじめにしゃべったのが一番残っているよ」
先輩Ｂ「俺もメッチャ覚えているよ。テレビの話やんな。ほんま明るくなったと思う」
後輩Ｍ「中 ２ の時にくらべて１０キロ太った」
先輩Ｂ「ガリガリやったもんな」
後輩Ｍ「 ５ 年間他人と関わってこなかったので、（下宿での生活は）自信になっている。
いろんな人たちと話して、こういうふうにしたらいいんだって…」。
学校あるいは下宿で困難な状況に陥った生徒には、教師が下宿を訪ね、下宿のお母さん
も教師と連絡を頻繁に取り合い支えている。また、教師や下宿のお母さんは、同じような
困難を潜り抜けてきた先輩たちに信頼を寄せ、後輩たちにその経験を語ることを依頼する。
⑤親と親、親と教師のつながりづくり
学校、下宿でのこうした教育実践の成立を支えている要素の一つに親たちの存在がある。
「学校行事なんかあると余市だしめんどくさいと思うじゃないですか。逆に余市に早く来
たいとか言う」、「強歩遠足（長距離の遠足）とかめっちゃ（親が）来て（手伝う）」、
「３
年ならほぼ全員来るよな」。なぜ親たちが全国各地から行事のたびに遠い北海道まで足を
運ぶのか。生徒たちは「北星の学校の雰囲気が好きなんじゃないかな。先生との距離が近
いし、久々に先生としゃべりたい、それが楽しいんじゃないですか」と語る。親と教師は
全国各地で毎年開催している学校説明会でも二人三脚で取り組んでいる。同じ日に各支部
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保護者の交流会が行われ、保護者同士や保護者と教師の懇親の場となっている。現役の保
護者だけでなく、子どもが卒業した後もこの会を楽しみにしている親も少なくないという。
子どもたちも親同士がこうして親交を深めていることに喜びを感じている。
「入学して知らない子の親と自分の親が話をしているんですよ。誰なのと聞いたら、誰
々だよって。でも俺まだその子と話をしてないんだけどって（笑）」、「誰かの親から挨拶
されることよくある」、「あるある。○○君だよねと言われて、えっ誰だろうって（笑）」。
３ ）両校の実践が示唆するもの
①教育実践の共通点
アルムダウン学校と北星余市の教育実践をみてきたが、両校には次のような視点が共通
してみられた。教師と生徒の関係は、対等な関係であり、親密感があるのが特徴だった。
お互いの存在を平等に思い、教師は子どもの目線に合わせて考えてくれる。そのような関
係においては、教師が生徒を頼るという、生徒を心から信頼した関係が見て取れる。
両学校とも、生き方を示す大人との出会いを大事にしていた。子ども同士の違いを認め
合うことはもちろん、社会の中で多様な生き方をしている大人との出会いは特徴的だった。
アルムダウン学校では、マウル企業（ここでは地域密着型の社会的企業を指す）を営む大
人や代案学校で教えるという生き方を選んだ教師を含め、いわゆる「代案的な生き方」を
している大人と出会うことが、子どもたちの将来を描く学びにとって重要だった。北星余
市高校の下宿のお母さんも、子どもたちにとって貴重な存在だった。学校生活の悩みや交
友関係の悩み、さらには親との関係の悩みを共有してくれる存在だったからである。これ
らの土台として、親の横のつながりや親の育ち合いがあることも特徴的だった。アルムダ
ウン学校でも親同士の集まりや学習の機会を設けていた。この点は、両学校共通している
が、筆者らが聞き取った範囲では、北星余市の場合、より直接的に教育活動や運営に親た
ちが関わっている姿みられた。
子ども同士の関係では、それぞれの境遇に対する配慮が特徴的だった。両学校とも、不
登校や既存の学校での生きづらさを抱えていたとしても、自然に友だち関係に入っていく
事ができていた。そのうえで、トラブルが起きたとしても、対話をしながら問題を解決し
ていけるような経験を積む場や機会がいくつもあった。子どもたちの発言からは、トラブ
ルを恐れたり避けたりする様子は見られず、むしろそれに向き合い、関係が深まることが
自覚されていた。これこそが、子ども同士が信頼しあっていることの証だろう。
進路像に関しては、北星余市では、自分自身の抱えて来た経験を振り返り、それとの関
連で進路を模索するところが特徴的だった。アルムダウン学校でも、その側面はあるが、
マウル企業や代案的な生き方をしている教師と接している中で、代案的な道への確信を抱
くということころが特徴的にみられた。両学校とも、地域の人が学校に講師としてかかわ
り、教えるということを積極的に取り入れている点も共通していた。
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②学びの保障の特徴
２ つの事例を踏まえて、子どもたちの生き方を支える学びの保障の特徴を整理する。
第 １ に教師の教育内容にかかわる裁量の余地が大きい。アルムダウン学校では子どもの
実情に即して教育課程を修正していく。自律、疎通、共存、知性の ４ つを堅持しながら、
１ 年ごとにスタッフで議論して柔軟に展開している。北星余市では場合によってはカタカ
ナでの英語表記を認めるところから始めるなど子どもの実態に即した教育に躊躇しない。
第 ２ に生活と心を支えることも学びに含めている点である。北星余市では下宿のお母さ
んが生活全般の下支えをしつつ、学校における人間関係の悩みを教師と共有・連携してい
る。アルムダウン学校でも、心の面でダメージを受け、人間不信となっていた子どもへ人
との関係をどうつくっていくのかを体験できる機会が教育実践の中にいくつもみられた。
第 ３ に、「あるべき発達段階像」が固定化されていない。既存の学校では、いわゆる型
にはまった評価軸があるが、両校においては十人十色の評価軸がある。ありのままの子ど
もたちの姿が受けとめられ、その子の良さが伸ばされる。非行も、一般的には否定的なレ
ッテルを張られがちだが、そのなかで身につけて来た社会性は、不登校の子にとっては、
他者とともに生きる手がかりになっている。多様な評価軸で子どもをみることが豊かな学
びにつながっている。
第 ４ に、トラブルなどの摩擦やそれに向き合う経験が、子どもたちの育ちに欠かせない
ものとして大切にされていた。
第 ５ に、「第 ３ の大人」の関わりが不可欠である。一口に「第 ３ の大人」といっても、
生活についての学びを支えてくれる「第 ３ の大人」もいるし、進路のモデルをみせてくれ
て進路を導いてくれる「第 ３ の大人」も存在する。教師と「第 ３ の大人」が多様な場面で
役割分担しながら、生きざまを子どもたちに伝えている。

Ⅲ．結論～「もうひとつの学校」における学びの保障の構造
両校の実践に即して、子どもたちの生き方を支える観点から特徴的な局面を抜き出した。
ここでは、それを「もうひとつの学校」の学びの保障の構造として示した（図 ２ ）。
２ つの事例はいずれも、子どもを学校の中に閉じて捉えずに、その生活全体を捉える必
要を感じていた。そのため筆者らの示す学びの保障の図も、子どもの生活全体から出発す
ることになった。すると、学校の外側、つまり地域を基盤にしなければならなくなった。
「もうひとつの学校」に関わる人々を見てみれば、それは、学校内の教師だけでは完結
していなかった。親や地域の「第 ３ の大人」も学校に関わってくるし、教師は学校を飛び
出て地域の人とのつながりのなかで教育実践をつくっていた。北星余市でいえば、下宿の
お母さん（「第 ３ の大人」）と教師の緊密な連携で生活指導がなされていた。アルムダウン
学校では、教師と地域のマウル企業のつながり、そして地域に根ざす大人たち（教師もマ
ウル企業の大人も）の生き方そのものが子どもたちの生き方を支えるものとなっていた。
そのため図 ２ では、子どもも学びの要素も学校からはみ出したものになっている。

59

図２

「もうひとつの学校」の学びの保障の構造と成立条件

「もうひとつの学校」では、個々人が知識を習得するという学びのイメージではなかっ
た。子どもたち同士の関係性の組み換え、仲間の形成が、学びと深く結びついていた。子
どもの学びを生活全体に広げて理解しているため、学ばれる内容は、子どもたちの生活の
なかの経験に基盤を持っていた。学習要素は、外から与えられるものではなく、子どもた
ちの経験を組み替えたり、意味づけをし直したりして生まれるものだった。
２ 校の分析から学びの要素を、彼らが抱えていた経験との関連でピックアップして図示
した。子どもたちのつらい経験は、葛藤として学びの場に持ち込まれる。例えば、この教
師には素を出してもいいのか／再び傷つけられないために仮面をかぶり続けていた方がい
いのか。自分と違う友達は自分を傷つけるかもしれない怖い存在なのか、それともお互い
の存在を尊重できる仲間なのか。これらの葛藤を集団で学び合う中で、自分が生きていく
ときの指針となるような価値が掴まれていき、自分の生き方が形作られていく。
こうした学習を支える土台には、いくつかの重要なポイントがある。一つ目は、親同士
が横につながっていたことだった。親が孤立してわが子を受け入れられなくなれば、それ
が家庭の中での子どもの居場所の喪失につながる。親同士がつながりあい、自分の子ども
の状況が決して特殊なものではなく、むしろ、それぞれが個性として生かし合っているこ
とに気づけるような機会がある。二つ目は、「もうひとつの学校」の環境におかれれば、
子どもたちは劇的に変化をするという点である。教師や親や地域の人々は、子どもたちが
成長していくさまを感動をもって受け止めるそういう感覚を持っている。三つ目に、教師、
親、地域が子どもが育つ瞬間のために、お互いを信頼していくような関係にある。以上の
ような学びの要素と条件は、子どもの生き方を支えるのに不可欠なのだから、このことは
どんな学校にも貫かれるべき普遍的な価値であろう。本研究では生き方を支える学びの保
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障を子どもの声と経験から導き出すことを試みた。子どもの側から光を当てることで、こ
れまで見えなかった学びの保障の全容に迫ることができたといえるだろう。今後は、卒業
した子どもたちの姿や、親や「第 ３ の大人」の側の学びについても研究を深めていきたい。
注
（ １ ）韓国では、教育運動関係者を中心に、制度内外で「代案学校」と呼ばれる新しい学
校のあり方を模索している。制度の詳細は宋ほか２０１６を参照。
（ ２ ）「黄柳野高等学校」http://tsugeno.ac.jp/dormitory/
（ ３ ）「自由の森学園」http://www.jiyunomori.ac.jp/

２０１８年 ４ 月２３日閲覧

２０１８年 ４ 月２３日閲覧

（ ４ ）「自らやめる」点を示すためこの用語を用いた。
（ ５ ）韓国で主流だった大学受験、大企業への就職という道とは違った生き方の総称。
（ ６ ）自己表現の科目の一種。
（ ７ ）「表現を通してつながる」という意味を含む韓国語をそのまま漢字で示した。
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Guaranteed Learning by“Alternative School”Supporting Children’s Way of Living :
Focusing on Japan and Korea
Miran SONG
（Hokkaido University）
Yohei ACHIRA
（Muroran Institute of Technology）
Akiko YOSHIOKA
（Hokkaido Bunkyo University）
Abstract
This research attempts to clarify the structure and conditions for guaranteed learning
to support children’
s way of living, through awareness of the reality of truancy in South
Korea (gakugyō-chudan) and Japan (futōkō).
Through interviews we listened to the voices of children - the principal actors in
learning - and we then reconsidered educational practices.
We chose two schools whose educational practices, within and outside the institutional
system, can address our awareness of the situation. They are Hokusei Yoichi High
School in Japan and Alum Down School in Korea.
We interviewed children from both schools about schoolmates, everyday life, school
subjects, future plans, and their relationships with teachers.
Analysis of the interview results indicated that, through group learning about various
struggles, they were learning to grasp values that could serve as guides for living their
own lives.
Characteristics of guaranteed learning that supports children’
s way of living can be
organized into five points:
1. There is much room for discretion with regard to teachers’educational content.
2. Supporting everyday life and heart and mind is also part of learning.
3. There was no fixed image of an“expected stage of development”.
4. The experience of facing difficulties was valued as indispensable for the growth of
children.
5. Coming into contact with“third adults”in society with various ways of living was
valued.
Three conditions comprise the foundation of this type of learning: 1）relationships
among parents, 2）relationships of mutual trust among teachers, parents and local
residents, and 3）a willingness by these three groups to accept and be moved by the
growth of children.
Learning that supports children’
s way of living is comprised not only of school
learning, but also founded in a community providing overall support of their everyday
life.
Key words: Alternative school, guarantee of learning, Japan-South Korea comparison,
school refusal, way of living
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北海道教育委員会による「公立夜間中学に関するアンケート等調査」
への参加・協働の経緯と、その結果の意味するもの（ １ ）
The Cooperation between the Hokkaido Board of Education and Sapporo
Enyujuku Voluntary Evening Junior High School : The Process of Making a
“Questionnaire Survey on Public Evening Junior High School Studies”and
the Meaning of the Result
遠藤 知恵子
（北翔大学名誉教授、北海道に夜間中学をつくる会共同代表、札幌遠友塾自主夜間中学代表）
ENDO, Chieko
（Representative of Sapporo Enyujyuku Voluntary Evening Junior High
School, Co-representative for Society to Establish Evening Junior High School
in Hokkaido, Professor Emeritus at Hokusho University）
横関 理恵
（北海道大学教育学院博士後期課程、北海道に夜間中学をつくる会、札幌遠友塾自主夜間中学）
YOKOZEKI, Rie
（Sapporo Enyujuku Voluntary Evening Junior High School, Society to
Establish Evening Junior High School in Hokkaido, Hokkaido University
Graduate School of Education）
工藤 慶一
（北海道に夜間中学をつくる会共同代表、札幌遠友塾自主夜間中学）
KUDO, Keiichi
（Sapporo Enyujuku Voluntary Evening Junior High School, Co-representative
for Society to Establish Evening Junior High School in Hokkaido）

Ⅰ．はじめに（特別報告の趣旨）
２０１６年１２月「教育機会確保法」（正式名称「義務教育の段階における普通教育に相当す
る教育の機会の確保等に関する法律」）が成立した。基礎教育を十分受けられなかった人は、
さまざまな資料からかなりの人数に上っているとみられ、公立夜間中学設置の動きが各地
で出始めている。
公立の夜間中学を設置するためには、まずニーズの把握が求められるが、実際のニーズ
調査はなかなか難しい。２０１０年の国勢調査では全国で１２万人余りが未就学者（小学校を卒
業していない方）とされており、北海道の場合も、７，３７４人の未就学者がおり全国都道府
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県で ２ 番目に多い数となっている。
確かに、国勢調査からは各地域（県、市町村単位まで）の未就学者の数字は把握できる
ものの、国勢調査の項目自体、「在学中・卒業」の中の学歴区分が小学校と中学校が分離
していないことや、未就学の中の幼児とその他（小学校未修了の１５歳以上）が分離されて
いないなどの不備があり、わかりづらい。さらに、学歴に関しては「隠したい」という意
識も働いていると思われ、正確な実態把握は非常に困難である。また地域の抱える事情も
大きく異なっており、どのような人たちが、どのような形で学びを求めているのか、地域
ごとの状況把握が必要である。
最近はアンケート等でニーズ把握を行っている地域の情報も耳にしているが、その調査
の仕方によっては、表面的な調査に終わる可能性も高い。「ニーズは多くない」との回答
を出しているアンケート結果についても耳にしており、過日の河北新報（２０１７．７．４）では、
東北各県が行った調査の結果、多くの県では「夜間中学のニーズはない」旨の記事が掲載
されていた。アンケート調査にしても、学びの機会を求めていながら、実際に文字を読め
ない人は答えること自体が難しい場合も想定される。
自主夜間中学に長年関わってきた経験からすると、アンケートの回答には、調査の方法
が大きくかかわっているのではないかと考えられた。
夜間中学のニーズ把握は、学習者（学びを求める人・必要としている人）の目線で、彼
ら（学習者）の理解できる内容・方法で、彼ら（学習者）に届くという前提で実施するの
でなければ正確な実態はつかめない。
北海道教育委員会は、既に実践している自主夜間中学の学習者やそれを支えるスタッフ
の経験を生かしつつ、ニーズの把握を試みてきた。あらかじめ、札幌遠友塾自主夜間中学
を数度にわたり見学（視察）し、主に、札幌遠友塾をはじめとする道内 ４ 自主夜間中学の、
受講生・スタッフを対象とする二度にわたるアンケート調査を実施してニーズ把握に努め
てきた。アンケート対象となる釧路・函館・旭川の自主夜間中学についても、調査の実施
に際し、道教委が現地を訪問し協力を依頼してきた。
この北海道における二度にわたる調査では、長く自主夜間中学に携わってきたものの体
験を踏まえて調査内容（項目）・方法を吟味し、調査票を作り上げることが重要であると
考え、調査票作成にあたって、北海道教育委員会と我々（北海道に夜間中学をつくる会（ ２ ）
・札幌遠友塾自主夜間中学）とが綿密な打ち合わせを積み重ねて練り上げ、さらに札幌市
教育委員会の協力も得て実施している。その調査票をもとに行った調査結果から、公立夜
間中学に対する「ニーズが少なからずある」ことが明らかになった。
この報告では、以上の調査結果と共に、特にその調査実施の過程を紹介し、これからの
ニーズ把握・実態把握の参考にしていただければと考えている。

Ⅱ．北海道教育庁（学校教育義務教育課）によるニーズ調査
北海道教育委員会（道教委）調べでは、北海道においても、戦後１９６０年度（中学校、小
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学校は１９６２年度）まで、生徒の急増に対応して「二部授業学級」が開かれていたが、義務
教育未修了者に対応した夜間学級が設置されることはなかったと推測している（ ３ ）。ただ、
２０１４（平成２６）年度文科省による「中学校夜間学級等に関する実態調査」により、道内に
４ つの団体が「自主夜間中学」活動を行っていることは把握している。
札幌遠友塾は、夜間中学の実践と同時に道内自主夜間中学にも呼びかけ２００７年「北海道
に夜間中学をつくる会」を組織、学びの場の条件改善とともに「公立夜間中学」設置を要
望し続けてきた。毎年、道教委や市教委への働きかけを行い、さらに市民の声を反映させる
べく、道議会、市議会の各会派を巡って夜間中学の必要性と条件整備を訴え続けてきた（ ４ ）。
それらの働きかけもあって、道議会では２０１４年１０月「義務教育未修了者の実態把握と教
育環境の整備を求める意見書第 ４ 号」が可決され、両院議長、文部科学大臣等に提出され
た。札幌市議会本会議では、同年１１月政府に対する「義務教育未修了者の実態把握のため、
国勢調査の『教育』項目の改善を求める意見書案第 ３ 号」（ ５ ）が採択されるとともに、翌
年２０１５年１２月にも、「夜間中学の拡充整備を求める意見書」が可決されている。全国夜間
中学校研究会はすでに６０年余りも前から夜間中学設置の要望を上げてきていた。
これらの経過を経て、道教委は公立夜間学級に関するニーズ把握のため二度にわたるア
ンケート調査を実施している。一度目は自主夜間中学の受講生とスタッフを対象としたア
ンケートを実施し、インターネット教育モニターの意見を聞くアンケートもあわせて行っ
た（平成２７（２０１５）年度文部科学省委託事業成果報告書～中学校夜間学級の充実・改善へ
の取り組み事業：「北海道における公立中学校夜間学級の設置に向けて」）。
二度目は、より実態に迫るため、受講生、スタッフに加え、遠友塾の卒業生や自主夜間
中学を支えてくれている賛助会員に対象を広げた。さらに道内各市町村教育委員会を通し、
不登校の状況、卒業後いまだ職についていない若者の状況を調べ、札幌市内で同じく卒業
後いまだ職についていない若者等と合わせてアンケートを実施している。以下、二つのア
ンケートの概要を述べる。
１ ．第 １ 次調査の概要
１ ）調査対象：
①

自主夜間中学生徒

９１名（在籍１６１人の５６．５％）、スタッフ９６名が回答

調査期間：２０１５（平成２７）年１２月～２０１６（平成２８）年 ２ 月
②

インターネット教育モニター

９１人

回答者数６８人（回答率

７４．７％）

調査期間：２０１６年 １ 月
２ ）アンケート調査結果について
①

自主夜間中学へのアンケート
道内にある ４ 自主夜間中学生徒の回答者のうち、約 ２ 割が中学未修了である「卒
業しなかった（卒業証書をもらわなかった）人」
（１１人）、
「分からない人」
（ ６ 人）
を含むと１７人（１８．７％）。学び直しを含めて夜間学級設置へのニーズは少なから
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ず存在することが判明した。
「公立夜間中学で学びたい理由」として、もう一度中学校の勉強をやり直したい
とする人が最も多く（６２人：６８．１％）、その他、「ほかの人と一緒に同じ勉強をし
たい」（３３人）、「字を読めなくて恥ずかしい思いをした」（３２人）、などの理由を
挙げ、「学びたい内容」についても国語、数学、英語など基礎的学びを望んでい
る実態が表れている。
しかし、公立夜間中学が設置されても通えないとする理由を上げる人も多く、
「仕
事などで時間がなく毎日通学できない」
（５２人）、
「中学校の勉強について行けない」
と考えている人（４４人）、「今の自主夜間中学で十分」とする人（１４人）もおり、
自主夜間中学の存在そのものも求められていることがわかる。
スタッフへの質問で、もし公立夜間中学が通えるところにあったら通えると思わ
れる人数を聞いたところ、合計で９６人いると答えている。望まれる教科内容に関
しては、生徒とほぼ同じ傾向を示している。
②

インターネット教育モニターへのアンケート
公立中学校夜間学級に対する認知度合いを把握し、今後の在り方を検討するため
に実施したが、「知っていた」のは２３人、 ３ 分の １ （３３．８％）にとどまり「知ら
なかった」はその倍の４５人（６６．２％）となっており、広報活動に取り組む必要が
あることが明らかとなった。
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２ ．第 ２ 次調査の概要
１ ）調査期間：２０１６（平成２８）年１１月～２０１７（平成２９）年 ３ 月
２ ）調査対象：（第一次調査より対象を拡大）
＜自主夜間中学の関係者＞
①

学習者（卒業生約２００名を含む）：配布３３８人、回答者１６６人（回答率４９．１％）

②

支援者（スタッフ、賛助会員）：配布３２７人、回答者１６２人（回答率４９．５％）

＜形式卒業者＞
①

（過去 ３ ヶ年２０１３～２０１５年

道内市町村の状況）

市町村教育委員会への不登校等の状況調査：１７９市町村（１００％回答）
調査項目：２０１３～２０１５年の ３ 年間に、中学 ３ 年時に３０日以上の長期欠席者で進学
も就職もしていない者の内アンケートに協力してくれた若者：配布人数３２人
回答者１５人（札幌：１２人、その他の地区： ３ 人）、回答率４６．９％
アンケート依頼数３２人のうち、 ６ 人は札幌市以外の市町村、２６人は札幌市教委を
通じて札幌市若者支援総合センターが実施した。

３ ）第 ２ 次アンケート調査結果について
①

自主夜間中学の生徒（卒業生を含む）
自主夜間中学生徒へのアンケートでは、８７人（５２％）が通いたいと回答している。
回答者１６６人中１３２人は中学を卒業しており、就学を希望している８７人もそのうち
７１人（８２％）が中学を卒業している。就学希望の理由を聞いてみると、最も多い
のは「もう一度中学校の勉強をやり直したい」（７４人８５％）というものである。
その他「高校に入学したい」（１８人）「中学を卒業したい」（１２人）などが挙げら
れているが、「読み書きが出来るようになりたい」と要望する人が３３人もおり、
生活上必要な最も基礎的学びを求める切実な声と受けとめる事ができる。
７０人（４２％）は通いたくないと回答している。希望しない主な理由は「年を取っ
ている、病気がちで毎日通えない」（４３人

通いたくない人の６１％）、「仕事が忙

しく毎日通えない」（１５人）とする回答などがある。現状のフルタイムの学校を
想定し無理であると判断していると思われる。また、中には「中学校の勉強につ
いて行けない不安があるので」通いたくない（ ８ 人）、
「対人不安があるので毎日
通う自信がない」（ ２ 人）、
「読み書きができないので通いたくない」（ ４ 人）、など、
「学校」のイメージの前で躊躇している姿が見受けられる。
しかし、中には「自主夜間中学で十分なので通う必要がない」とする回答（２６人）
も比較的多く、すでに最低限の知識は身に着けており、社会人として活躍（生活）
できていると思われる受講生も居り、居場所として自主夜間中学に通ってきてい
人がいることも確かである。
以上から、公立夜間中学・自主夜間中学のニーズはともに少なからずあるとの結
果が出ている。
②自主夜間中学関係者（運営スタッフ、賛助会員）へのアンケートでは、「自主夜
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間中学に通っている、または通っていた人」以外に、公立夜間中学への入学を希
望すると思われる人を知っているかどうかを質問している。
回答者１６２人のうちで、全道で２４人（内

札幌１４人）の情報が寄せられた。それ

らの人は「不登校、病気等により義務教育を十分に受けられなかった義務教育修
了者や未修了者、卒業したが学力に不安を抱え、中学の勉強をやり直したいと思
っている人達であるととらえている。
自主夜間中学に通っているか通ったことのある人以外にも、公立夜間中学のニー
ズが一定程度あると考えられる。
公立夜間中学ができた場合、配慮が必要と考えている事項については、まず「必
要に応じ小学校の勉強から教える事」（１３８人、回答者の８５％）を上げ、基礎学力
への対応を考えている。また学べる環境の整備も必要で、「通学費用の援助をす
ること」（８６人）、通学年限（ ４ 年以上通えるようにすること）（８８人）、「スクー
ルカウンセラーの配置など相談体制を充実すること」（８５人）、など、条件整備の
必要性を感じている。
③形式卒業者として考えられる人たちについては、教育委員会を通して把握を試み
ようとした。
札幌市以外の市町村教育委員会の調べでは、２０１３～１５年度で第 ３ 学年次に３０日以
上欠席した者３，０６０人（うち不登校２，２３０人）いる。その多くは卒業後進学、就職
しているものの、その一割の３０３人（うち不登校２６８人）が卒業後進学も就職もし
ていない。平成２８年１２月現在で２８０人（９．１％）
（うち不登校２５２人）が進学も就職
もしていないままになっている（市町村・中学校が、進路状況を把握していない
場合も含む）。
札幌市教委からは、３０日以上の欠席者や不登校の数は得られなかったが、同期間
中の中卒者のうち２７０人が進学も就職もしていないことが明らかになった。
形式卒業者へのアンケート調査は最も難航した。札幌市若者支援総合センターに
協力を求め、結局、教育委員会を通して把握された進学も就職もしていない若者
の内３２人に依頼し、内１５人から回答をもらう事ができた。その中で、公立夜間中
学に通いたいとする人が１５人中１０人もいる。
通いたい主な理由は、
「中学の勉強をやり直して学力を身に着けたい」、
「仕事をす
るために必要だ」、
「休みがちだったのでもう一度中学に通って学びたい」が挙げら
れており、生活や仕事上学びの必要性を切実に感じている様子がうかがえる。学ぶ
際に配慮してほしい主なことは、スタッフ対象アンケートでもトップに挙げられ
ていた「必要に応じて小学校の勉強から教えてほしい」や、
「 １ 対 １ で教えてほしい
など」が挙げられており、丁寧な学びの機会を求めている。通えない主な理由とし
て挙げられている「毎日通える自信がない」、
「授業について行けない不安がある」
等とあわせて、不登校につながったと思われる学びの不安を上げている人が多い。
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【このアンケートに関する問い合わせ先】
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公立夜間中学に関するアンケート

（お住まいの市町村）
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とい

こうりつ や かんちゅうがく
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【公立夜間中学と自主夜間中学の比較（一般的な例）】

裏面をご覧ください→

考えていますので、御協力をお願いします。

〇今後の夜間中学設置に向けて、できるだけ多くの方にご回答をいただきたいと

方の実態を把握し、設置を検討する際の参考とするものです。

ケートは、こうした方々以外に、公立夜間中学への入学を希望すると思われる

して学びたいかどうかなどについて調査を行っているところですが、このアン

ている方や、通われたことのある方を対象に、公立夜間中学があったら、入学

〇現在、道内の ４ つの自主夜間中学に御協力をいただき、自主夜間中学に通われ

る公立夜間中学には、一般的に、裏面に記載しているような違いがあります。

中学が ４ 校ありますが、こうした自主夜間中学と、他の都府県で設置されてい

〇なお、道内には、札幌遠友塾などボランティアなどで運営されている自主夜間

りませんが、全国には３１校あります。

公立の中学校で夜の時間帯に授業が行われる学級のことをいい、北海道にはあ

していても不登校など様々な理由で十分に学校に通えなかった人たちのために、

〇公立夜間中学とは、いろいろな理由で義務教育を修了していない人や、卒業は

〇北海道教育委員会では、現在、公立夜間中学の設置について検討を行っています。

公立夜間中学に関するアンケートに御協力ください

スタッフ・賛助会員を対象としたアンケート
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スタッフ・賛助会員用

（⑤公立夜間中学に通いたいと考える理由：該当する記号に〇をつけてくださ
い。いくつ選んでもかまいません。）
ア 中学校を卒業していないので、卒業したい。
イ もう一度、中学校の勉強をやり直したい。
ウ 高等学校に入学したい。
エ 仕事をするために必要だ。
オ オ 資格をとるために必要だ。
カ 読み書きができるようになりたい。
キ 日本語を覚えたい。
ク その他（
）

問 ２ 問 １ で「ア 知っている」と回答した方にお聞ききします。わかる範囲で
結構ですので、上記の方（公立夜間中学への入学を希望すると思われる方）に関
する情報（お住まいの市町村、性別、年齢、学習歴等）を以下に記入願います。
（①お住まいの市町村）
市・町・村 国籍（外国人の方のみ）
（②年齢：該当する記号に〇をつけてください。）
ア １０歳代 イ ２０歳代 ウ ３０歳代 エ ４０歳代
オ ５０歳代 カ ６０歳代 キ ７０歳代以上
（③性別：該当する記号に〇をつけてください。）
ア 男 イ 女
（④学習歴等：該当する記号に〇をつけてください。）
ア 義務教育未修了者
イ 不登校・病気より義務教育を十分に受けることができなかった義務教育
修了者
ウ 不登校・病気以外の理由で義務教育を十分に受けることができなかった
義務教育修了者
エ 中学校を修了したが学力に不安がある方
オ 外国人
カ その他（
）

問 １ あなたは、現在自主夜間中学に通っている、もしくは以前通っていた方以
外に、公立夜間中学への入学を希望すると思われる方を御存知ですか。
ア 知っている →問 ２ 、問 ３ へ
イ 知らない
→問 ３ へ

公立夜間中学に関するアンケート

夜間中学に関して、御意見等があれば、自由に記述してください。

【このアンケートに関する問い合わせ先】 北海道教育庁
上・加藤
電話０１１―２０４―５７７０（直通）

義務教育課

村

アンケートに御協力いただき、ありがとうございました。
このアンケート用紙を返信用封筒に入れて、平成２９年 １ 月１３日（金）までに
郵送していただくようお願いします。

■

問 ３ 公立夜間中学において配慮が必要と考えることに〇をつけてください。い
くつ選んでもかまいません。
ア 必要に応じ、小学校の勉強から教えること。
イ １ 対 １ で教えること。
ウ 昼間から授業をすること。
エ 通学費用などの援助をすること。
オ 給食を出すこと。
カ ４ 年間以上通えるようにすること。
キ スクールカウンセラーの配置など相談体制を充実すること。
ク その他（

④学習歴等
⑤通いたい理由
①お住まい
②年齢 ③性別 学習歴等 その他の
の市町村名
理由 その他の場合の内容
場合の内容
他の人と一緒に毎日
記載例 札幌市
エ
イ
イ
ク
同じ勉強をしたい
２
３
４
５

※複数の方を御存知の場合は、 ２ 人目以降の方に関する情報を、下表に記入願い
ます。（年齢・性別・学習履歴・通いたいと考える理由については、上記の該当
する記号を記入願います。）

Ⅲ．道教委との調査票作成過程における意見交換
１ ．第 １ 次アンケート調査票作成過程における意見交換
アンケート調査を実施する過程で、道教委と「北海道に夜間中学をつくる会」「札幌遠
友塾自主夜間中学」とが、意見の交換をした。「つくる会」では事務局会議で、「遠友塾」
では代表・副代表・事務局長・クラス代表の ８ 名で検討し、要望を出したが、その要望に
対する道教委の対応状況をまとめた記録から作成したのが表 １ である。
意見を反映することになった主な点は以下の ３ 点である。
①

札幌遠友塾スタッフの意見を参考に、平易な言葉と振り仮名を振る工夫をする。

②

生徒とスタッフの観点の違いが分かるよう、両者に同様のアンケートを実施する。

③

夜間中学の募集文書を参考に、夜間中学を理解したうえで回答してもらう。
募集要項では、形式卒業者の追加や希望が多いと思われる選択肢を追加、生徒用のアン

ケートでは、回答者の実態に即して選択項目の追加をかなり要望している。スタッフ用に
ついては、生徒用アンケートの項目追加と合わせて追加すると同時に「望ましい役割分担
・行政に対する要望（自由記述）」を追加した。
２ ．第 ２ 次アンケート調査実施過程における意見交換
調査内容作成の方法は、「つくる会」の事務局会議で、「遠友塾」では７０名で構成される
スタッフの全体会議で検討し、前回同様道教委との意見交換をしながら作り上げた。こち
らも道教委による「意見への対応状況」を参照して作成した（表 ２ ）。
① 依頼文では、「不登校」という言葉は、当事者にとっては非常に重い言葉なので削
除を申し入れたが、イメージしにくくなるとのことで表現を和らげる工夫となった。
② 公立と自主の比較では、修業年限については ３ 年を超えても在学できるよう表現、
形式卒業生をも視野に入れていることを示す文言を加筆、ただし「中学校を卒業した
ものと同等以上の学力」「高校進学を果たした事実」等は法令の規定外のことで記載
が困難であるとのことであった。
③ スタッフ・賛助会員用アンケートでは、「配慮が必要な点」については前回と同じ
設問となるが、スタッフ自体がかなり入れ替わっていること、新たな夜間中学づくり
には欠く事ができない内容であるとして再度設定してもらった。
また、具体的に入学希望者を知らない場合にも、
「いるはず」と考えるスタッフがいる
ことを想定し自由記述欄を設けてもらった。また、設問の流れ上、回答に漏れが出な
いよう、言葉一つにも気を使ってもらうなど、かなり細かい点まで配慮をお願いした。
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募集要項

生徒用アンケート
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「北海道における公立中学校夜間学級の設置に向けて」
（第 １ 次アンケート調査）

備考

左記の御意見については、今後、検討
生徒用アンケート設問 ３ （ ２ ）「授業を受ける場合に配慮 が必要と考えますが、現時点では方針
してほしいこと」の選択項目に「 ４ 年間以上通えるように が確定していないので、アンケートの
選択項目に追加することで、意見を反
してほしい」「給食を出してほしい」を追加。
映させてまいります。

対応状況

設問 ３ （ ２ ）「授業を受ける場合に配慮してほしいこと」
スタッフ用も同様の対応とします。
の選択項目に「日本語を教えてほしい」を追加。

反映しました。 ３ 項目追加。

設問 ５ 「通えない理由」への選択項目の追加（ ３ 項目）。

反映しました。

設問 ６ 「通えないと考える理由」へ選択項目の追加。

設問 ７ 「望ましい役割分担」→「望ましい役割分担・行政
反映しました。
に対する要望」に文言修正。自由記述欄とする。

「学校に通うことにより自信をつけたい」を追加。

設問 ５ 「通いたいと考える理由」への選択項目の追加。

具体の理由に事項を限定しました。

「不登校経験者や対人不安を持つ方への精神的な支援」を 授業を受ける際に必要な配慮のみに項
設問 ４ （ ２ ）「授業を受ける際への配慮」へ選択項目の追加。
追加。
目を限定しました。

反映しました。 ３ 項目追加。

設問 ４ 「学びたい理由」への選択項目の追加（ ３ 項目）。

・「交通の便のいいところ」→あえて
尋ねなくても配慮が必要な事項。
設問 ３ （ ２ ）「授業を受ける場合に配慮してほしいこと」 左記のうち「エレベーター」「多目的トイレ」「ゆっくりわ
・「介助サービス」→生徒の状況を踏
に ６ つの選択項目を追加。
かりやすく」「通学費用などの援助」の ４ 項目を追加。
まえた上での検討事項と考える。
以上の理由により今回は見合わせます。

３ （ １ ）学びたい教科に「日本語」を追加。

２ 「中学校を卒業したか」を「卒業証書をもらったか」に
反映しました。
する。

（リード文）
「通えるところに夜間中学があったなら」という文言を追 反映しました。
加する。

前段の説明文の追加。漢字にルビを振る事、中学を卒業し 形式卒業者の部分のみ追加。生徒用アンケート ３（ ２ ）ア、 左記以外については、今後、学校の教
たかしないかさえ不明確な人がいる点を考慮してほしい。 スタッフ用 ４ （ ２ ）アに項目を追加。卒業の有無について 育方針等を検討する上で定めてゆく事
項と考えます。
は生徒用 ２ のウを追加
？（その他メールには記録なし）

「繰り返し学べる」「給食もある」など説明内容を追加。

意見の内容

調査項目に関する「北海道に夜間中学をつくる会」の意見に対する北海道教育委員会の対応状況

表１

（出典）２０１５年１２月第 １ 次アンケート調査項目に関して「北海道に夜間中学をつくる会」から「頂いたご意見への対応状況」（北海道教育委員会作成）を参照。

スタッフ用アンケート

依頼文

公立と自主の比較表
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「公立夜間中学に関するアンケート等調査結果」（第 ２ 次アンケート調査）

しい。

→設問 ２ へ」を「ア知っている→設問２．３」へ変更してほ

くは、以前通っている方はご存知ですか。」「ア知っている

設問 １ 「あなたは、現在自主夜間中学に通っている、もし

自由記述欄を設けてほしい。

○をつけてください」を新設してほしい。

設問 ３ 「公立夜間中学において配慮が必要と考えることに

ろうか。

反映しました。

反映しました。

反映しました。

と認定されて、高校進学を果たした事実を記述できないだ れについては、当初案のとおりとする。

学での学びが「中学校を卒業したものと同等以上の学力」 法令の規定以外のことを記載するのは困難なことから、こ

自主のその他：資格を得ることができません。自主夜間中

「卒業はしていても」と明記してほしい。

避したいため。

（要望）設問 ３ を見過ごす可能性を回

るため自由記述欄は必要と考えるから。

らないがいる筈だという思い等を伝え

は知らないに○をするだけになる。知

（要望）入学希望者を知らない場合に

問 ３ の内容を聞いてほしいため。

フが入れ替わっていること、改めて設

１ 次調査時と比べて１０名以上のスタッ

（要望）設問 ３ を新設する理由は、第

対応。

不登校等など様々な理由で」を加筆し

（対応内容）「中学校を卒業していても

入学も可能」を加筆し対応。
反映しました。

とができる学校もあります」「途中から

を加筆。途中からでも入学が可能であることに触れる

公立でどんな人が学んでいるか：不登校等の記述の中で、

（対応内容）「 ３ 年を超えて在籍するこ

備考

年間が基本です」という表現とし延長も可能だという記述 反映しました。

校などの様々な理由で」と表現を和らげることで対応。

「不登校」の文言を削るとイメージしにくいので、「不登

対応状況

公立と自主との比較表について「公立の修業年限」を「 ３

な理由で」に変更。不登校の文言を明示しないで欲しい。

いても不登校などのために」を「～卒業はしていても様々

「アンケートにご協力ください」の文中、「～卒業はして

意見の内容

調査項目に関する「北海道に夜間中学をつくる会」の意見に対する北海道教育委員会の対応状況

表２

（出典）２０１６年１１月第 ２ 次調査アンケート調査項目に関して「北海道に夜間中学をつくる会」からの最終要望に対する北海道教育委員会の対応の記録をもとに作成。

スタッフ・賛助会員用アンケート

３ ．第 ２ 次調査における調査票配布の工夫
また、忌憚のない回答を得るために、調査票配布の工夫をした。札幌遠友塾では、現役
受講生、スタッフについては登校の際に調査依頼に至る経緯を説明のうえアンケート調査
票を配布した。卒業生、賛助会員については、札幌遠友塾代表名と北海道に夜間中学をつ
くる会代表名でアンケート調査のお願い文を作成した。差出用封筒は遠友塾の封筒を用い、
道教委作成のアンケート調査票と、道教委宛て返信用封筒を同封し発送を行った。直接道
教委から文書がくることによる緊張や違和感を避けるためである。
以上みてきたように、第 １ 次調査においても、第 ２ 次調査においても、アンケート調査
実施に関しては、自主夜間中学の経験からの提案をかなりの部分で反映してもらえたと思
っている。

Ⅳ．行政・実践家協働の調査票作りとその効果
以上、実践を踏まえた調査票の検討により、これらの配慮のもとで行った調査結果から、
夜間中学へのニーズが少なからずあることが明らかになった。調査対象に限界はあるもの
の、確かに夜間中学へのニーズの掘り起こしの手掛かりを得る事もでき、公立夜間中学設
立の動きに弾みをつけることになったといえる。その後の展開を以下に記す。
１ ．アンケート調査以降の動き
アンケート調査後、早速２０１７年 ２ 月２３日に道教委と我々自主夜間中学とが、公立夜間中
学設立に向けた協議会を、どのような内容、どのような形で組織できるか話し合う場が、
道教委でもたれた。その場で第 ２ 回目のアンケート調査結果の概要版が示された。
しかし年度が変わり、道教委義務教育課のほとんどが人事異動で交替したため、これま
での話し合いの積み重ねにブレーキがかかることが懸念された。
４ 月 ４ 日、道教委の新旧担当者への挨拶回りに出向くが、 ５ 月末には道教委のメンバー
５ 人が、アンケート結果の完成版を持参し、札幌遠友塾の視察を兼ねて来訪した。
また ６ 月２６日の道議会第 ２ 回定例会においては、太田憲之（自民党）道議が一般質問で
夜間中学について取り上げたが、道教育長は、就学希望がたしかにあるとのアンケート結
果を踏まえると、
「教育機会を確保していく必要がある」と答弁、それに加え、知事も「検
討が必要」との答弁をした。知事による夜間中学に関する答弁は初めてのことであった。
翌２７日には、畠山みのり（民進党）道議がやはりニーズ調査結果をもとに質問、それを
受け、総合政策部長は「道教委と連携して必要な検討を進める」、教育長は「札幌市教委
と認識を共有し、自主夜間中学関係者の意見を聞きながら協議会設置について検討を進め
る」と答えている。
７ 月２１日には札幌市教育委員会と北海道に夜間中学をつくる会との間で、今後に向けて
の話し合いをもった。主な目的は２０１６年１２月の教育機会確保法の成立、および道教委のア
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ンケート調査結果を受けて、市教委としてはどのように考えているかの質問を手掛かりに、
今後に向けてざっくばらんな意見交換を期待していたが、冒頭、市教委からの「オフィシ
ャルな場であるか」「オフィシャルな場であるなら今まで以上に突っ込んだ更なる回答は
できない」との発言に、しばし緊張が走った。最終的には、市教委として水面下でいろい
ろな可能性の検討を進めていること、今後協議会の場でニーズ調査のたたき台を道教委と
市教委が話し合って作っていく、自主夜間中学とは日常的に話し合い、密に情報を共有し
ていきたいとの言葉ももらっている。
以上の様な経過をたどってきたが、その後２０１７年１１月には、正式に「公立夜間中学に関
する協議会」がスタートした。明らかに、我々の道教委・市教委への働きかけに加え、第
１ 次アンケート調査に始まる協働のニーズ把握のための調査、および実践現場から毎年道
議会議員・市議会議員への働きかけをしてきたことが、その後の展開を後押ししていると
感じている。
２ ．公立夜間中学づくりにおける今後の展望
「協議会」設置で、夜間中学づくりは具体的内容を検討する内実づくりのスタート地点
に立った。その後の市教委の発言の中に、今後日常的に情報を交換しつつ進めて行きたい
との発言があり、連携がうまくいくことを期待している。
北海道に夜間中学をつくる会では、どのような夜間中学が、学びを求める人々に応え得
るものとなるか、現在、学級規模、職員の問題、教材作成等々について、既存の公立夜間
中学校の資料等からその在り方を模索している。自主夜間中学の蓄積も踏まえつつ協議会
の場で練り上げていくつもりである。その為には協議会という公式の場だけではなく、そ
れ以前の段階での市教委と日常的情報交換が不可欠であると考えている。
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注
（ １ ）本論文は２０１７年 ９ 月 ３ 日基礎教育保障学会第二回研究大会（大阪大学天王寺キャン
パス）の際の特別報告として発表したものを再構成したものである。
（ ２ ）道内に次の ４ つの自主夜間中学がある（２０１７年 ９ 月段階在籍スタッフ・在籍生徒数
札幌：７３・５３

函館：３０・３５

釧路：２５・２５

旭川：不明）。旭川を除く ３ 自主夜

間中学は「北海道に夜間中学をつくる会」を組織し、条件改善の努力をしている。
（ ３ ）「平成２７年度文部科学省委託事業成果報告書

中学夜間学級の充実・改善への取り

組み事業」（道教委）より。
（ ４ ）国への改善の要望書を上げるよう働きかけた結果、道議会、市議会の国への意見書
提出となった。自治体による国勢調査教育欄の項目改善に関する意見書は、全国で唯
一のものと思われる。
次回２０２０年の国勢調査に向けて２０１７年 ７ 月１３日に行われた「平成３２年国勢調査第 １
次試験調査」の実施状況等報告書が公表された。その報告に対して、さらなる改善を
求め、つくる会代表名で要望書を本年 ３ 月に提出している。
（ ５ ）教育機会確保法成立につながる「つくる会」としての道議会、札幌市議会への陳情
とそれに基づく道議会、市議会の政府への意見書提出の経緯については、本紀要掲載
の工藤慶一「教育確保法の成立と私たち」を参照。
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The Cooperation between the Hokkaido Board of Education and Sapporo
Enyujuku Voluntary Evening Junior High School : The Process of Making a
“Questionnaire Survey on Public Evening Junior High School Studies”and
the Meaning of the Result
ENDO, Chieko
（Representative of Sapporo Enyujuku Voluntary Evening Junior High School,
Co-representative for Society to Establish Evening Junior High School in
Hokkaido, Professor Emeritus at Hokusho University）
YOKOZEKI, Rie
（Sapporo Enyujuku Voluntary Evening Junior High School, Society to
Establish Evening Junior High School in Hokkaido, Hokkaido University
Graduate School of Education）
KUDO, Keiichi
（Sapporo Enyujuku Voluntary Evening Junior High School, Co-representative
for Society to Establish Evening Junior High School in Hokkaido）
Abstract
Since December 2016, when the Guaranteed Access to Education Law was enacted,
studies of public evening junior high school have been undertaken among local
governments. To establish such schools, municipalities often conduct a survey of needs,
and questionnaires are carried out as a method. However, the situation of those who
have not completed compulsory education varies from region to region. Therefore, a
learner’s perspective should be considered in the process of questionnaire-making. The
purpose of this paper is to record the process of questionnaire-making by the Hokkaido
Board of Education, with Sapporo Enyujuku Voluntary Evening Junior High School
which has long-time experience in accepting people seeking basic learning in Hokkaido.
Questionnaire items on this survey were created through repeated discussions
between the Hokkaido Board of Education and Sapporo Enyujuku Voluntary Evening
Junior High School. After careful considerations, some modifications were done such as
“Add Furigana to Kanji for those who can’t read Kanji ,”
“Attach materials that can
explain the difference between public evening junior high school and voluntary evening
junior high school on the questionnaire form,”
“Adds the choice“I do not know”to
questions referring to graduation from junior high school.”Consequently, questionnaires
were created with due regard to those detailed matters.
As a result, this survey, at least clarifies that there are people seeking basic learning.
The process and results of collaboration between the administration and the voluntary
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evening junior high school provide a framework for other local governments which may
conduct a survey of needs in establishing public evening junior high schools in the
future.
Key words：Educational opportunity securing law, Hokkaido Board of Education, Right
to learn, Study on establishment of public evening junior high school studies, Voluntary
evening junior high school
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基礎教育としての異文化ビデオレター交流実践の可能性
坂本

旬（法政大学）

本稿は筆者が２００９年以降、取り組んできたビデオレター交流実践の経過と理論的意味を
振り返ったものである。一般にビデオ制作はＩＣＴ教育として見なされることが多いが、
筆者は意図的にメディア・リテラシー教育として位置づけ、発展途上国であるカンボジア
やネパールとの交流に力を入れてきた。その出発点はイラク戦争であり、その後のテロや
戦争の背後にあるヘイトスピーチや非寛容イデオロギーの世界的な拡大である。こうした
世界的な状況にソーシャル・メディアが深く関わっていることは、「ポスト真実」とばれ
る用語が端的に示している。ユネスコをはじめ、さまざまな国際機関や団体がこのような
現実を変えるために多様な教育プログラムを実施しているが、本稿で取り上げるメディア
情報リテラシー（以下、ＭＩＬと呼ぶ）はその一つである。

Ⅰ．リテラシーからＭＩＬへ
メディア・リテラシーはリテラシーの拡張である。コミニュニケーション理論・哲学国
際百科事典の「リテラシー」項目には次のように書かれている。「リテラシーの定義は現
代文化の一部としての表現とコミュニケーションの多様な形態を取り込むべく拡大された
ことによって、相互に関連する多様な用語が出現した。例えば、ビジュアル・リテラシー、
情報リテラシー、メディア・リテラシー、コンピュータ・リテラシー、トランス・リテラ
シー、マルチリテラシー、ニュース・リテラシーといった用語が、多様なテキスト、分類、
ツール、技術を用いたメッセージへのアクセス、分析、評価、創造に必要な幅広い領域の
コンピテンシーとスキルを取り込むために用いられている。」 １ ユネスコのＭＩＬもまた
こうしたあらゆるリテラシーを包含するものとして定義されている。例えば、ユネスコに
よる「教師のためのＭＩＬカリキュラム」には「このカリキュラムはリテラシーの概念の
拡張の必要性を認識する。それは印刷物、映像・電子メディア、情報システムを包含する」２
と述べられている。ＭＩＬはメディア・リテラシーと情報リテラシーを統合した概念であ
るとともに、デジタル・リテラシーや表現・情報の自由リテラシー、シネリテラシー、ニ
ュース・リテラシー、ＩＣＴリテラシーなど、リテラシー概念を拡張する多様な新しいリ
テラシーを包含したものである ３ 。
今日のグローバル化したインターネット社会は、メディアや情報に対するリテラシーを
不可欠なものとした。先進国のみならず発展途上国においてもＭＩＬは政治的社会参加に
欠かせない能力となった。ＭＩＬは国連文明の同盟（ＵＮＡＯＣ）とユネスコが主導して
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世界中で普及活動を行っているプロジェクトである。ＵＮＡＯＣは西洋文明とイスラム文
明の葛藤の解決をめざして２００５年の国連総会議決により、国連事務局直属組織として設立
された。その ４ つの主要な任務のうちの一つがメディア・リテラシーの普及である。ユネ
スコとＵＮＡＯＣは、これらのリテラシーをメディアや情報の読み書きのみならず、異文
化間対話の道具とすることを追求している。
ＭＩＬの基本はメディア・リテラシーと情報リテラシーの統合である。ユネスコによる
初めてのメディア教育に関する宣言は「グリュンバルト宣言（１９８２）」 ４ であった。当時
はメディア・リテラシー教育ではなく、欧州で主流であったメディア教育という用語を用
いているが、意味は同じである。それ以降長らくユネスコはメディア・リテラシー教育に
関する宣言を出していなかったが、２００３年から２００５年にかけて開催された国連世界情報サ
ミットはアクションプランの中で、「すべての人々に対するフォーラム・ノンフォーラム
教育におけるジェンダーを意識したカリキュラムに焦点を合わせたプログラムを増大させ、
ＩＣＴの内容の理解と発展のための少女・女性の能力形成の観点からコミュニケーション
およびメディア・リテラシーを強化する」ことをプランの一つとしてあげている。 ５
ユネスコはグリュンバルト宣言後２５年を経て、メディア教育の必要性をまとめた「パリ
・アジェンダ（２００７）」６ を発表した。その翌年パリ会議を開催し、
「教師のためのＭＩＬカ
リキュラム」の開発に着手し、原案を発表している ７ 。２０１１年、モロッコのフェズでＭＩ
Ｌ国際フォーラムを開催し、「フェズ宣言（２０１１）」 ８ を発するとともにＭＩＬの研究を進
めるためのグローバル大学ネットワーク UNITWIN MILID（ＭＩＬと異文化間対話）を
設立し、「ＭＩＬＩＤアジェンダ（２０１１）」を発表した。この文書はユネスコ、ＵＮＡＯＣ
および UNITWIN MILID の三者によって書かれたものであり、『ＭＩＬＩＤ年報２０１３』
に再録された。この中で彼らは「私たちは紛争を防ぎ、不平等を正し、協力関係を作り出
し、そして互いの理解と異文化対話を育てていくための新しい道を見つけなければならな
い。このような背景のもとで、ＭＩＬＩＤネットワークの構築が求められ、さらに私たち
はその戦略的強化を追求するのである。ユネスコとＵＮＡＯＣは、ＭＩＬとそのグローバ
ル教育への貢献が多様な文化や文明間の理解を促進するものと考える。」 ９ と述べている。
さらにユネスコは「教師のためのＭＩＬカリキュラム」を発行した１０。一方、国際図書館
連盟（ＩＦＬＡ）もまた「ＭＩＬ勧告（２０１１）」を出している。そして、 ３ 年後の２０１４年、
ユネスコ本部で開催された「第 １ 回欧州ＭＩＬフォーラム」は「デジタル時代のＭＩＬに
関するパリ宣言（２０１４）」１１を発表した。
これらの経過からユネスコがＭＩＬをリテラシーの拡張として認識するようになったき
っかけは２００８年のパリ会議だと考えられる。２００６年版「Education for All グローバル・モ
ニタリング報告書」には「
『多元性』に基礎を置いたリテラシー理解が求められている一
方で、ユネスコはそれにもかかわらず『コンピュータ・リテラシー』や『メディア・リテ
ラシー』、『健康リテラシー』、『環境リテラシー』、『感情リテラシー』といったスキルをこ
の定義から排除している」１２と書かれており、この時期のユネスコのリテラシー概念が伝
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統的なものにとどまっていることがわかる。他方、２００９年に発行された『ユネスコ・ワー
ルドレポート

文化的多様性と異文化間対話への投資』では文化的多様性の推進に対する

ＭＩＬの重要性が強く強調されており、「ＭＩＬはオーディエンスの断片化、孤立、ステ
レオタイプ化に対抗するために重要」であると述べている１３。すなわち２００８年ごろからユ
ネスコのリテラシー概念の大きな展開を見ることができるのではないだろうか。
こうして、ユネスコとＵＮＡＯＣは相互に協力しながら、ＵＮＡＯＣの主導するメディ
ア・リテラシー運動と国際図書館連盟（ＩＦＬＡ）が推進してきた情報リテラシー運動の
統合をめざすことになった。情報リテラシー教育の担い手は図書館、とりわけ大学図書館
や学校図書館であり、そして探究学習や生涯学習に欠かせないものだと考えられている。
先に紹介したユネスコの「教師のためのＭＩＬカリキュラム」序文には次のように書か
れている。新たなテクノロジーによって、既存のメディアのみならず市民自身によって大
量の情報を供給・共有している現象があり、その結果、いかなる障害もなく、市民が表現
の自由と情報への権利の完全な使用のための情報の関連性と信頼性の評価に対して、大き
な課題が生じていること、それゆえにＭＩＬが求められるのであり、それは教師を変化の
主体とする市民教育運動を拡大するものであると１４。これがＭＩＬの原点である。ユネス
コは『教師のためのＭＩＬカリキュラム』の中で、ＭＩＬの意義を次のように説明する。
ＭＩＬを身につけた市民はメディアや図書館を活用してメッセージや情報を批判的に読み
解き、表現の自由を行使し、よりよい政治をつくり出す一方で、メディアや図書館などの
情報供給者は表現の自由を守り、政治権力を監視する１５。このようにＭＩＬは民主主義に
不可欠なリテラシーなのである。

Ⅱ．ＭＩＬと異文化対話の実践
ユネスコはＭＩＬを異文化間対話のための重要なツールだとみなすが、具体的な実践像
があったわけではなかった。ユネスコの最初のＭＩＬＩＤ国際会議（現在はグローバルＭＩ
Ｌウィーク）は２０１２年にバルセロナで開催された。この会議で筆者のグループはタブレッ
ト端末を使った異文化間交流実践「カルチャー・クエスト」プロジェクトを報告した。その
報告は翌年発刊された『ＭＩＬＩＤ年報２０１３』に掲載された１６。ユネスコにとってこの報告
がＭＩＬを用いた初めての異文化間交流実践である。この実践は２００９年から２０１０年にかけ
て江戸川区立鹿骨東小学校とカンボジアの小学校とのビデオレターを使った交流である。
「カルチャー・クエスト」は２００２年に筆者がニューヨーク滞在中にニューヨーク市立大
学学校開発センターが始めたものであり、当初は異文化学習の成果をウェブページにまと
めるものであった１７。帰国後、２００５年から墨田区立押上小学校で同プロジェクトを開始する。
この時期は子どもたちが地域文化をテーマとしたウェブページの制作を行い、それをゼミ
生がニューヨーク研修中にニューヨーク市内の小学校にもっていって紹介するというもの
である。単なるウェブページ制作ではなく、異文化間交流につなげることを考えたのは、
アメリカ同時多発テロ直後の２００２年のニューヨーク市に一年間滞在した経験が大きい。ア
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メリカはテロの後、アフガニスタン、イラク戦争へと向かっていくが、アメリカにいなが
らメディアの影響の大きさと異文化間交流の重要性を意識しないわけにはいかなかった。
さらに、帰国直後の２００３年、淡路島で開かれたｉＥＡＲＮ日本大会に参加し、世界におけ
る異文化交流の実態を知ることができたことも大きな要因であった。
また、メディア・リテラシーへの関心から２００７年に初めて全米メディア・リテラシー教
育学会（当時はＡＭＬＡ、現在はＮＡＭＬＥ）に参加した。そして翌２００８年にニューヨーク
州イサカ市にあるイサカ大学と同大学にあるメディア・リテラシー教育団体「ルック・シャ
ープ」を訪れる。同団体はイラク戦争時に戦争とメディアの問題を教材化し、実践していた
からである。筆者は実践校を訪れ、実践の根底にある民主主義教育理念に強く影響を受け
た。２００９年のデトロイト大会では、メディア・リテラシー教育実践者として著名なカナダ
のバリー・ダンカンに会う機会があり、本人から直接カナダのメディア・リテラシー教育
運動の背景にヘンリー・ジルーらの批判的教育学の思想が大きな影響を及ぼしたことを知
る。つまり、フレイレの理論は批判的教育学を通して、北米のメディア・リテラシー教育
運動に影響を与えたということを意味する。しかしながら、当時のアメリカにもまだメデ
ィア・リテラシー教育としての異文化間交流実践は存在していなかった。ＮＡＭＬＥに異
文化間交流実践が登場したのは２０１１年のフィラデルフィア大会であった。それがルネ・ホ
ッブスらによるアメリカの小学校とクェートの大学とのスカイプによる交流実践であった。
筆者が異文化間交流に映像を用いるようになるのは２００８年にスカイプを用いてニューヨ
ークの小学校教師と押上小学校の子どもたちとの直接交流を行ってからである。時差の関
係で、子どもたち同士の交流はできなかったが、初めて対面するアメリカの小学校教師と
の交流に対する子どもたちの反応は大きかった。翌年、担当教員の担当学年変更によって、
新たに江戸川区立鹿骨小学校で引き続いてプロジェクトを実施することになった。同時に
交流対象をカンボジアの小学校に変更した。これによってスカイプを用いた子ども同士の
交流も可能となった。さらに、映像の力を強く感じた経験により、ウェブページの制作か
らビデオ（送り先が存在する場合はビデオレターと呼ぶ）の制作に変更したのである。し
かし、当初は子どもに映像を撮影させた後、ゼミ生がそれを編集するという方法を取って
いた。子ども自身が撮影から編集まで行うだけの設備はなかったからである。
子ども自身で撮影から編集までできるようになったのは、２０１１年にｉＰａｄ ２ が発売さ
れてからである。このタブレット端末によって、撮影から編集まで一つの機材で行うこと
が可能となった。２０１２年のＭＩＬＩＤ国際会議でその報告をした。さらにこの年、新たに
法政第二中学校と大連市立第十六中等学校との交流も開始した。この成果は２０１４年のＭＩ
ＬＤ国際会議で報告し、翌年の『ＭＩＬＤ年報２０１５』にその内容が掲載された18。２０１５年
には「タブレット端末を活用した日中学校間映像交流の実践」１９としてまとめている。また、
同実践は２０１５年のＮＡＭＬＥでも報告を行った。なお、２０１４年は教員異動の影響により、
日本側は墨田区立梅若小学校に変更となった。さらに２０１５年からは法政大学キャリアデザ
イン学部による「福島ＥＳＤコンソーシアム」プロジェクトの一環として、福島県のユネス
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コスクールである須賀川市立白方小学校とネパールの小学校の交流を行うことになった。
技術の進歩によって、タブレット端末一台で撮影から編集までできるようになったこと
の意味は大きい。ビデオレターの交換は単にＩＣＴを利用した教育ではない。ビデオレタ
ー交換実践をＭＩＬの観点から見ると、メディア・メッセージの制作と読解、そしてコミ
ュニケーションという過程を含んでいる。つまり、相手にメッセージを伝えると同時にメ
ディア・メッセージを批判的に分析し、深く考えながらメッセージを理解するスキルを身
につけることが必要である。そこには編集の過程が含まれる。あらゆるメディア・メッセ
ージは構成されたものであり、それはメディア・リテラシーの中核原理である。その原理
を学ぶためには、学習者自身がメッセージを伝えるための編集を経験する必要がある。
ビデオレターは目的やテーマを決め、ストーリーボード（絵コンテ）をつくり、撮影し
たものを編集するという過程をへて制作される。映像制作だけならば、学校紹介ビデオや
学習発表ビデオと似ているが、送り先（視聴者）が明確であることが大きな違いである。
ビデオレターの交換は継続的なコミュニケーションへとつながっていく。そして何よりも、
互いの文化の理解のツールとなる。ビデオレターは映像を使ったコミュニケーション手段
であるが、他にも手紙や絵、カードの交換も同時に行うことができる。福島・ネパール交
流プログラムでも、ネパールから福島へ絵が送られている。他の学校間交流でも絵やカー
ドの交換は不可欠であり、ＩＣＴだけではなく、多様な形式のメディア・ツールを使い分
け、そのメディア・ツールとしての性格を理解することが必要である。

Ⅲ．ビデオレター交流実践におけるＭＩＬとＥＳＤの統合
ユネスコとしてはＥＳＤよりもＭＩＬの方が新しい運動であるため、日本ではこれまで
はあまり知られていなかった。しかしＥＳＤとＭＩＬという二つのユネスコの教育プログ
ラムを統合するという考え方は理にかなうものである。ＭＩＬは伝統的なリテラシー概念
を拡大したものであり、あらゆる教育の土台に位置する。ユネスコは「ＭＩＬは知識社会
の構築を促進する。この意味でＭＩＬのコンセプトは持続可能な開発のための教育（ＥＳ
Ｄ）、すなわちユネスコが実施スキームにおける主要機関である『国連ＥＳＤの１０年』
（２００５
―２０１４）の原理と結びつかなければならない。その目的は持続可能な開発の原理および価
値観、実践を教育と学習のあらゆる側面に統合することである」２０と述べており、ＭＩＬ
はそのプログラム設計の原点からＥＳＤとの統合を内包していたのである。
現代世界には環境や貧困、飢饉、福祉、健康、衛生、人権、ジェンダー、平等などさま
ざまな課題がある。２００２年、南アフリカのヨハネスブルグで国連「持続可能な開発に関す
る世界首脳会議」が開かれ、
「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」が採択された。
同じ年の１２月の国連総会に日本とスウェーデンは「国連ＥＳＤの１０年」を共同提案して採
択された。これがＥＳＤの始まりである。２０１４年の「国連ＥＳＤの１０年」と同時に「ＥＳ
Ｄに関するユネスコ世界会議」が名古屋で開かれ、その後を引き継ぐグローバル・アクシ
ョン・プラン（ＧＡＰ）が採択された。そして、２０１５年 ９ 月に開かれた国連総会で２０３０年
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まで世界が克服すべき１７つの目標が定められた。これが「持続可能な開発目標」
（ＳＤＧｓ）
である。ＥＳＤはこの新たな目標を追求することになった。国連で決められた目標を追求
するために、世界中の学校で取り組まれる世界的な教育運動だと言ってもよい。ＥＳＤは
日本が国連に提唱して始まったため、とりわけ日本のユネスコ運動は熱心に取り組んでい
る。全校を挙げてＥＳＤに取り組む学校はユネスコスクールに登録される。世界では １ 万、
日本では１０００校を超えるユネスコスクールが登録されている。ユネスコスクールでは、世
界の課題を学びながら、同時に身近な地域のさまざまな課題に取り組む教育を進めている。
福島もネパールも大きな震災を経験している。自然災害と防災もＥＳＤの大きなテーマ
の一つである。そしてネパールは発展途上国であり、震災に加えて貧困や健康・福祉という
大きな課題を抱えている。福島とネパールの学校間交流にはＥＳＤに関わる多様な学習課
題を含んでいるのである。すでに述べたようにＭＩＬはメディア・リテラシーと情報リテ
ラシーという二つのリテラシーを統合した概念である。すなわち、ビデオレター交流実践
には二つのユネスコ・プログラムから形成すべき能力を描くことが可能である。このよう
な観点から、ビデオレター交流実践はＭＩＬとＥＳＤの二つのユネスコのプログラムを統
合するものとして、理論の再構築が求められた。筆者は２０１５年に日本教育メディア学会研
究会で「ユネスコ・メディア情報リテラシー教育―日本における政策と実践の可能性」２１
として試案の報告を行い、２０１６年に研究ノート「持続可能な開発のための教育へのメディ
ア情報リテラシー教育導入をめぐる理論的および実践的課題の検討」２２としてまとめた。
さらに、これらの研究を理論的観点からまとめた論文が「ＭＩＬＩＤ年報２０１６」に掲載さ
れている。２３
もっとも重要な視点はＥＳＤにおける「地球上で起きている様々な問題が、遠い世界で起
２４
きていることではなく、自分の生活に関係していることを意識付けることに力点をおく」

という視点である。この点にこそ、ＭＩＬを用いた異文化間ビデオレター交流の実践的な
可能性がある。ネパールの小学校がある地域はデジタル世界へのアクセスが困難であり、
先進国のようにいつでもどこでもインターネットが活用できるわけではない。資金的にも
人材的にもこうした実践にはさまざまな課題があるが、ＭＩＬはリテラシーの拡張であり、
識字教育運動の延長にあることを確認し、さまざまな教育関係者やステークホルダーとの
連携を進めていくことが求められている。
注
（ １ ）Renee Hobbs（2016）. Literacy, The International Encyclopedia of Communication Theory and
Philosophy. p.9.
（ ２ ）UNESCO（2011）. Media and information literacy curriculum for teachers. p.51.
（ ３ ）UNESCO（2011）. Ibid.. p.19.
（ ４ ）ユネスコ「メディア教育についてのグリュンパルト宣言（１９８２）」『社会教育・生涯学習ハンドブ
ック第 ９ 版』、エイデル研究所、７８３。
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（ ５ ）外務省「世界情報社会サミット（ＷＳＩＳ）」、Plan of Action（翻訳は坂本）
（ ６ ）UNESCO（２００７）．The Paris Agenda. 12 Recommendations for Media Education.
（ ７ ）UNESCO（２００８）． Teacher Training Curricula for Media and information Literacy.
（ ８ ）ユネスコ「フェズ宣言（２０１１）」『社会教育・生涯学習ハンドブック第 ９ 版』、エイデル研究所、
７８４。
（ ９ ）Grizzle, A. Torrent,J. Tornero,J.（２０１３）MIL as a Tool to Reinforce Intercultural Dialogue ―
Principles and Aims of the UNESCO―UNAOC UNITWIN Cooperation Programme on Media and
Information Literacy and Intercultural Dialogue. MILID Yearbook 2013. UNESCO. p.11.
（１０）UNESCO（２０１１）． op. cit.
（１１）UNESCO（２０１４）． Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Er（翻訳
は坂本）
（１２）UNESCO（２００５）． Understandings of literacy. The EFA Global Monitoring Report 2006. p.155.
（１３）UNESCO

（２００９）． UNESCO World Report Investing in Cultural Diversity and Intercultural

Dialogue. p.144.
（１４）UNESCO（２０１１）. op. cit. p.11.
（１５）UNESCO（２０１１）. op. cit. p.26.
（１６）Sakamoto,J. Murakami,K. The ”Culture Quest”Project ― Media and Information Literacy &
Cross Cultural Understanding. MILID Yearbook 2013. UNESCO. pp.387―397.
（１７）坂本旬「『カルチャー・クエスト』の理論と実践―ニューヨーク市における新たな探求型文化学習
プロジェクト、『法政大学キャリアデザイン学部紀要（第 １ 号）』、２００４年、１０６―１２８。
（１８）Sakamoto,J,（2015）Intercultural Dialogue and the Practice of Making Video Letters between
Japanese and Chinese Schools. MILID Yearbook 2015. UNESCO. 239―245.
（１９）坂本旬「タブレット端末を活用した日中学校間映像交流の実践」『法政大学キャリアデザイン学部
紀要（第１２号）』２０１５年、１０６―１２８。
（２０）UNESCO（２００８）. op. cit. p.13.
（２１）坂本旬「ユネスコ・メディア情報リテラシー教育―日本における政策と実践の可能性」『日本教育
メディア学会研究会論集』第３９号、２０１５年、１５―２０。
（２２）坂本旬「〈研究ノート〉持続可能な開発のための教育へのメディア情報リテラシー教育導入をめぐ
る理論的および実践的課題の検討」、
『法政大学キャリアデザイン学部紀要（第１３号）』２０１６年、１７１
―１９６。
（２３）Sakamoto,J. Theoretical and practical issues on the inclusion of the Media and Information
Literacy program with the Education for Sustainable Development program. MILID Yearbook 2016.
UNESCO. pp.61―72.
（２４）文科省「ＥＳＤ推進のための手引（初版）」２０１６年、 ４ 。
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大多和雅絵 著
『戦後夜間中学校の歴史 学齢超過者の教育を受ける権利をめぐって』
六花出版

２０１７年 ６ 月
黒川

優子（元夜間中学校教員）

歴史をひも解きたぐっていくことの目的は、よりよい未来の創造にある。
２０１５年１２月に成立した『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保
等に関する法律』は、夜間中学校に大きな未来を開くことになったが、それを≪よりよい
未来≫とするために、夜間中学校に課せられている課題は多い。そのひとつに、公立夜間
中学校の対象生徒をどうするかの問題がある。文部科学省が「学齢期の不登校生の入学も
可」と打ち出しているからだ。本著は、２００６年より戦後の夜間中学校を研究対象に据えて
取り組んできた著者の力作で、サブタイトルを『学齢超過者の教育を受ける権利をめぐっ
て』としており、対象生徒について考える意味で、大きな力になると感じた。
まず、その資料の豊富さと扱いの丁寧さに圧倒される。とりわけ膨大な文部省・文部科学
省の国会答弁などをひも解き、行政側の動きを丹念にたぐっていく手法には説得力がある。
現在、すべての公立夜間中学校は学齢超過者を対象にしている。しかし、元々夜間中学
校は、戦後の混乱期、貧困や差別の中で学校に通うことのできない学齢の子どもたちを主
な対象にして始まった。それがいつどのような経過で学齢超過者のみを対象とするように
なったのか。また、学齢超過者に対する教育保障を明確にうたった法律は存在しなかった
にもかかわらず、夜間中学校がその営みを続けてきたのはなぜか。それらの疑問に対し、
明確に回答し、現在の課題について考えていく大きなよすがとなるのが本著であろう。
二部構成となっている。
第一部は、夜間中学校が戦後すぐに始まり、１９６６年の『年少労働者に関する行政監察』
とその勧告等の逆風にさらされながらも継続し、夜間中学校の対象が学齢超過者のみとな
った１９７０年代初めまでの≪夜間中学校の制度をめぐる戦後史≫。
第二部は、京都府や大阪府における夜間中学校の開設運動の概観と神奈川県川崎市にお
ける夜間中学校の開設課程の詳細が語られる≪１９７０年代における夜間中学校の開設≫。
大阪の夜間中学校に勤務していた評者にとって、川崎市での開設運動の記述は非常に新
鮮であり、深く共感させられるものであった。
また、外国からのいわゆる新渡日生徒が多数を占める現在の夜間中学校にあって、「日
本語指導」の在り方も大きな課題であることから、第二部の中の≪東京都の夜間中学校に
おける日本語学級の開設課程≫も関係者にとって必読であろう。
高度な内容ながら、章ごとに〈小括〉が設けられ、読むものにやさしい書となっている
こともうれしい。
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「松戸市に夜間中学校をつくる市民の会」 著
『新たな出発（たびだち）の今（とき） 松戸自主夜間中学校の３０年』
桐書房

２０１５年１２月
井上

大樹（札幌学院大学）

本書は、北海道で自主夜間中学、公立夜間中学設置運動に関わっている評者からは先輩
にあたる「松戸市に夜間中学校をつくる市民の会」（以下「市民の会」）の労苦だけでなく、
自主夜間中学ならではの教育内容も詳細に記してある点でこれまでの「夜間中学本」には
ない特色がみられる。
「第 １ 章

学びの場を求めて」では、「市民の会」が運営する松戸自主夜間中学（以下、

自主夜中）に来られた様々な学習者の背景や学びの足跡を義務教育未了の高齢者、不登校
経験者、外国籍の人々、障がいのある人々について詳細に紹介されている。学習者によっ
ては行きつ戻りつという方もいるものの、少なくても自主夜中がどの方々にとってもかけ
がえのない居場所であり、人生を大きく変える場所になっていることがよくわかる。また、
多くの学習者の作文については「第 ３ 章

出会い、ふれあい、学びあい」でじっくり読む

ことができる。これらを読むにつけ、自主夜中の懐の深さがうかがえる。ｐ．５７に「市民
の会」による ５ つの原則が記載されており、スタッフの人柄だけではなくきちんとした方
針を堅持してつくられた「学風」であることがよくわかる。
全国各地に展開されている自主夜間中学では個別学習の形態をとることも多いせいか、
学習内容（授業内容）やカリキュラムについてまとまった文献が希少である。しかし、本
書では「第 ２ 章

自主夜中ってこんなところ」には、一斉授業のみならず、個別授業につ

いても事例紹介としてその試行錯誤が赤裸々に記されている。行事や特別授業、さらには
学習者（生徒さん）が参加しての運営の様子についても紹介されている。ここに学習者一
人ひとりの声によりそって学習活動が展開されている「松戸スタイル」と言うべき、自主
夜中の一つの形がはっきりと読者に伝わるのである。
「第 ４ 章

公立夜間中学の開設を粘り強く求めて」からは、「市民の会」が学習者の思

いを学習活動にとどめずに行政を動かす運動の要に据えてきたことがよくわかる。公立夜
間中学の開設について具体的な要求を根拠に市教委、市議会などに働きかけ続ける「市民
の会」に対して相手がどのような姿勢であったか、その足跡が手に取るように臨場感をも
って読者に伝わるであろう。「第 ５ 章

全国から寄せられたエール」からは、松戸市以外

の方々からの応援が多士済々であり、この運動の必要性が実感できる。
自主夜間中学、公立夜間中学設置運動が３０年を超える団体が増え、このような文献が団
体のある地域にとっても、全国の夜間中学にとっても重要な意義をもつ。夜間中学に縁の
なかった地域の新しい実践にむすびつく「橋渡し」を学会としても検討していただきたい。
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山根実紀 著／山根実紀論文集編集委員会 編
『オモニがうたう竹田の子守唄 在日朝鮮人女性の学びとポスト植
民地問題』
インパクト出版会

２０１７年１２月

添田

祥史（福岡大学）

本書は、将来を期待されながらも夭逝した山根実紀の論文集である。読者は、彼女がど
のように、ひとりの日本人として、ひとりの女性として、夜間中学や識字学級に通う在日
朝鮮人女性と出会い、その中で見えてきた学習者をとりまく複合的な差別や抑圧的な権力
関係と向き合ってきたのかを知ることができる。 ６ 本の研究論文（修士論文含む）、 ６ 本
のエッセイ（投書、活動報告、レポート含む）が収録されている。
私は、生前に数度、夜間中学関連の集会や教育系の学会で彼女にお会いしている。当時、
私も在日朝鮮人女性が多く在籍する識字学級に通いながら大学院時代を過ごしていた。
「識
字実践の日常を解読する」という彼女と同じテーマに取り組んでいただけに、私自身の批
判的思考や分析視角の弱さを反省したことを思い出す。そして、今回、彼女の活動家とし
ての生き様をはじめて知り、その想いが一層強くなった。
彼女は言う。映画『学校』（山田洋次監督）に描かれているような熱血教師に感化され
ていく生徒像が「学校の原点」ならば、「原点」から問い直していく必要があると（１７２―
１７３頁）。「生徒の体験から学ぶ」や「オモニから学ぶ」というスローガンを掲げつつも、
実際には教師と生徒の関係性は固定化されてしまっており、教師たちの予め設定した生徒
像を押し付け兼ねない状況にある。だからこそ、夜間中学関係者は、同化と排除の構造を
自己内発的に問い続けなければならないという。
批判的思考の矛先は、彼女自身にも向けられている。自身の研究を省察し、「私には、
聞くことも想像することもできない記憶がある」ことに無自覚となってしまえば、「民族
や階級、ジェンダーといった一方の語りに回収してしまう可能性がある」とも述べている。
「私たちに問われているのは、『沈黙』への想像力と、しかしそれを想像することの困難
さと向き合うことではないだろうか」（１９０頁）と自問する。
夜間中学新時代の到来と言われる今日だからこそ、本書が放つメッセージと告発にきち
んと向きあわなければならない。彼女と議論することはもう叶わない。しかし、彼女の思
索と対話すること、そして、各々が行った彼女の思索との対話の結果を持ち寄り、今を生
きる私たち同士が議論することは可能である。
編纂は、板垣竜太、岡真理、駒込武、中村一成が務めている。論稿ごとに大学院時代の
指導教員であった駒込による短い解題が付されており、中村によるまえがき、巻末の編者
による原稿と年表を併せて読むことで、彼女の問題意識に接近しやすくなる。基礎教育保
障に関わるすべての人に読んでほしい一冊である。
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梁 炳贊・李 正連・小田切督剛・金 侖貞 編
『躍動する韓国の社会教育・生涯学習―市民・地域・学び』
エイデル研究所

２０１７年 ６ 月
長岡

智寿子（日本女子大学・学術研究員）

本書は、東京・沖縄・東アジア社会教育研究会（TOAFAEC）における韓国生涯学習
研究フォーラムのメンバーを中心に刊行された韓国の社会教育、生涯学習における研究書
である。約３０名の多彩な執筆陣により、今日の韓国の社会教育・生涯学習活動の動向をそ
の担い手である市民、地域社会を軸に、また、学習活動のあり方について歴史的背景にも
触れながらまとめられている。韓国では生涯学習は「平生学習」と称するが、今日の平生
学習政策について多方面から分析がなされている。具体的には、市民社会を育む学習共同
体の存在や、今日の韓国社会の課題に応える平生学習として教育福祉や地域教育のあり方
の他、若者が働くことで希望を見出すことができる社会の創造、成人のための識字（文解）
教育の現状と課題、学び直しを奨励するための各種制度等についてである。いずれも、平
生学習政策の展開により、人々が未来を開拓し、展望する視点が根底にある。
ところで、本書の議論の出発点は、２００６年にエイデル研究所から刊行された黄・小林・
伊藤編『韓国の社会教育・生涯学習―市民社会の創造に向けて』にある。１９９９年の平生教
育法が２００７年に全面改正されてから今日までの足跡について、どのように受け止める事が
できるのか、多角的に検討しようというものである。同時に、日本の社会教育、生涯学習
の課題として応えようとする試みでもある。特筆すべきは、過去20年に渡るリベラル系政
権（金大中、盧武鉉）と、保守系政権（李明博、朴槿恵）における平生学習政策の変遷過
程について概観するとともに、特別編として、１９６１年の軍事独裁政権から今日に至るまで
の韓国の平生学習について１０本の宣言、条例を掲載し、その特徴について解説されている
ことである。また、資料編として、２００７年に大改正された平生教育法、年表や統計、そし
て、基本的な用語と訳語についてもまとめられている。
本書の分析の視点は、過去、現在、未来へと展開されており、それだけに、韓国平生教
育の現代史は、「「法を守る」だけでなく、「法を創る」視点と運動の重要性」（小林、
p.398）を示しているとの記述は、実に意義深い。評者は、現在、「教育機会確保法」の成
立（2016年12月）後もその法の見直しを求めて尽力されている夜間中学校関係の方々と行
動を共にすることがあるが、まさに、「法を創る」視点と運動の重要性を日本の社会教育、
生涯学習の課題として捉え直していくことが欠かせないと痛感する次第である。
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＜編集後記＞
『基礎教育保障学研究』第 ２ 号を発行する運びとなった。第 ２ 号では、２０１６年１２月に成
立した「教育機会確保法」について、基礎教育保障を求める立場からの見解を特集とした。
長きに渡る活動の軌跡がそれぞれの立場から提示されたものであり、記録としても貴重で
あるといえよう。
ところで、第 ２ 号全体の原稿数としては、特集原稿として報告が ４ 本、自由投稿論文は
２ 本（展望論文 １ 本、実践論文 １ 本）、依頼原稿としての実践論文が １ 本、報告が １ 本、
書評は ４ 本となった。学会誌は、会員の研究活動の成果や実践における問題提起など、様
々な視点を提示する「場」である。特に、本学会は多様な顔ぶれの会員により構成されて
いるため、特別に学術論文に限定するのではなく、幅広い観点から基礎教育について考察
する論考を求めていきたい。
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