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『基礎教育保障学研究』では、これまで夜間中学校、識字学級などを拠点に営まれる学
習活動のあり方や制度等の法整備について、現場の教員や指導者、支援者の他、研究者ら
による活動、実践の成果を多く発表してきた。もちろん、この限りではないが、その学習
対象者とは、成人期の人々であることが多く、学齢期に何らかの理由により就学の機会を
得られなかった人々の「学び直し」の支援をめぐる議論が中心であった。しかし、基礎教
育の機会を求めている人々は、成人期の人々に限定されるものではないだろう。今日の日
本社会で増え続ける不登校の子どもたち、就学していても学習支援や生活支援を必要とし
ている子どもたち等、様々な領域において、子どもたちの教育支援をめぐる対応策が喫緊
の課題となっている。また、２０１９年 4 月より改正入管法が施行されたことからも、外国に
つながる子どもの支援活動も急務となっている。
そこで、第 ３号では、「子どもの基礎教育保障をめぐる課題と問題点」を特集テーマとし、
その問題解決に向けた実践や研究活動等に関する論考を募ることとなった。寄せられた原
稿は、いずれも明日の社会を担う子どもたちや若者たちに向けられた力強いメッセージで
あり、本学会としても問題提起すべく、発表するものである。

特集テーマ「子どもの基礎教育保障をめぐる課題と問題点」

『基礎教育保障学研究』編集委員会
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はじめに
夜間中学を作る運動は、夜間中学を作らないですむ社会を作る運動と同時に進める必要
があると思います。
「不登校」（２）の児童生徒が十数万人という状況が長く続いています。さらに外国につ
ながる子どもで、「不就学」（３）と言われる者や十分な学力をつけないまま学校教育を終
える者たちが少なくありません。これらの者たちには、思うように社会参加が叶わない者
があるかもしれません。
これらの状況を変え、誰もが十全に社会参加できるようにするためには、この国の教育、
学校文化、社会文化を根本的に変える必要があると考えます。その中でも重要なことの一
つは、この国の人々の意識を、単一文化主義から多文化主義に変えるということです。社
会にとって多様性こそ「豊かさ」なのです。まさに教育によって「ちがいを豊かさに」（4）

する社会を創造してこそ、一人一人が生きがいを持って社会参加し、社会貢献ができると
いうものです。
わたしは、このように人々の意識と社会のあり方を変える教育にするために、まず外国
籍の子どもたちに「義務教育」（５）を保障することから始めるということを提案します。
そのことが、「不登校」や「不就学」の問題を克服するための入り口となり、将来的にこ
の国を夜間中学が必要でない社会にすることに繋がると考えます。
今回、みなさんと議論できる機会をいただけたことを、たいへん光栄に思います。

Ⅰ．三つのエピソード
以下のエピソードは、個人が特定されないよう、話の内容を一部入れ替えたり、曖昧な
記述にしたりした部分があります。

エピソード １　中国帰国者定着促進センター「子どもクラス」
１９８4年、当時の厚生省は所管の法人が運営する「中国帰国者定着促進センター」を開設
しました。中国の語学大学の日本語教員を辞め帰国したわたしは、このセンターの日本語
教員で子どもクラスの担任となりました。当時、子どもを対象とした日本語教育は未成熟
で、失敗しては改良するということを繰り返していました。
３か月、のち 4か月で学習を修了した家族は、それぞれの定着地に居を定めそれぞれの

＜講演録＞

外国につながる子どもたちの発達保障と基礎教育（ １）

山田　泉（にんじんランゲージスクール校長）
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生活を始めました。そしてその後数か月から１０か月程度経ったところで、全国を数地区に
分け、厚生省の係官とセンターの教職員がペアになりそれぞれの地域での定着状況の訪問
調査を行いました。わたしは、九州地区を担当し、 ５家族を訪問し当事者家族や担当行政
職員、子どもの学校の教員、定着支援ボランティア等に聞き取りをしました。 ５家族のう
ち ３家族に小、中学校に行っている子どもがいましたが、そのすべてがいじめ問題がある
か、あったということでした。立場によってその状況や原因の捉え方が違っていましたが、
双方の行動様式、文化の違いが相手に対する不理解に繋がっているという印象を受けまし
た。センターでの学習では、当事者に日本の習慣や行動の仕方を教えていたわけですが、
わたしは、受け入れ側の日本社会の人々にも同様に当事者家族の文化に適応すべく「受け
入れ能力」をつけていく必要があると感じました。戦後高度経済成長期から日本社会が「み
んな同じ」という均質性を強化してきた結果、異質性を受け入れる能力が退化してしまっ
たのではないかと思ったのです。

エピソード ２　豊中市国際交流協会「子どもメイト」
豊中市は大阪北部に位置し、１９９６年当時、人口が4０万人規模でもありかなり広域の市で
した。千里ニュータウンの南部が立地し、宅地開発も大規模に行われていました。新住民
の中には海外での生活体験を持つ家族も少なくなく地域の「国際化」には関心が高く、関
係のボランティア活動も活発に行っていました。
豊中市国際交流協会は単独事業とこれら種々のボランティア活動の拠点として大きな役
割を担っていました。協会主催事業で取り組まれていた「子どもメイト」という海外につ
ながる子どもの放課後の居場所作り活動でのことです。わたしは、１９９６年から２００３年まで、
ボランティアとして参加しました。ここでの活動は子どもたちの将来に関わるもので、ま
さに「泣き笑い」の日々でした。特に、高校進学に向けた教科の学習とそれを支える日本
語の「学習言語」（６）の習得支援は、ボランティアスタッフにとって頭の痛いことでした。
ペルー出身で中学校 ３年生のＲは、中学 １年時に来日し、担任の先生の紹介で子どもメ
イトに来るようになりました。しかし、学校での勉強は地道に取り組む方ではなく、子ど
もメイトには休まず来ても、一緒に勉強しようというと、「分かった、分かった、大丈夫」
と逃げてしまうことが多かったように思います。挙げ句の果てに ３年次の担任からは「高
校進学は無理」と言われてしまいました。本人は、車が好きで自動車の修理工になりたい
と言っていました。
何とか、定員割れの定時制高校に入れたものの中学時代からの「仲間」とバイクの暴走
行為をするようになってしまいました。それでも、よく子どもメイトにはバイクで乗り付
け、OB面をしてボランティアや職員と言葉を交わしていました。
その後どうにか、社長が理解のある修理工場で住み込みアルバイトをしながら自動車整
備士の国家試験を目指すところまでいくことができました。中学校で適切に教科の学習と
学習言語の日本語を学ぶことができていれば、これほど苦労しなくてすんだとものと思わ
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れます。

エピソード ３　暴走族の若者
関西圏の元暴走族だった男性から聞いた話です。
彼は、中国帰国者の三世で、１８年前、中学 １年生のとき残留孤児である祖母の呼び寄せ
家族の一人として来日しました。彼が住んでいたのは中規模の公営団地で中国帰国者など
海外から来た人たちが少なからず住んでいました。
彼の中学校にも海外につながる子どもたちがいましたが、当時、国際学級はなく加配の
教員もいませんでした。「日本人生徒と変わらず」受け入れられました。編入学してしば
らくは物珍しい存在としての扱いを受けましたが、 ３週間が過ぎるころになると「日本語
を教える」と言って、「バカ」とか「死ね」、「キショイ」と言い、あとについて言うよう
に促されました。いやだなと思いながらも真似をしました。そのうち廊下などですれ違い
ざまに、これらの言葉が投げつけられるようになりました。そのころには、言葉の意味も
分かっていたのでとてもいやな思いをしました。それからしばらくすると存在そのものが
まったく「無視」されるようになりました。何かを一緒にやろうとしても、手で払われた
り、「しっしっ」と言われたりしました。先生も、それを見ていながら何も言いませんで
した。みんなが話している日本語が分からず、特に授業は言葉も内容も分からないのでた
だ時間が過ぎるのを待つばかりでした。苦痛以外の何ものでもないものでした。結局、彼
は日本の中学校には ２箇月足らず行っただけで「不登校」になってしまいました。

Ⅱ．移民受け入れ先進国で
２００５年、フランスとオーストラリアで移民の二世、三世が関係した悲惨な出来事があり
ました。フランスでは、「同時多発暴動」と言われましたが、失業者や ３Ｋ労働者など、
移民の二世、三世の一部を含んだ、十全な社会参加が阻害されている「若者」たちが中心
となった「暴徒」がフランス全土で同時多発的に引き起こした「暴動」です。
同じ年、オーストラリアでは、シドニーでヨルダン系移民の若者と白人の若者との間で
起こったトラブルが発展し、白人系が中東系の若者を無条件で襲撃するという「事件」が
起こりました。フランスは移民に対して「同化」を求める社会文化があり、オーストラリ
アは国家として「多文化主義」を採っていて移民の社会統合政策は互いに対局にあると言
えましょう。しかしながら移民二世、三世の十全な社会参加は一般的に言って難しいとい
うことなのでしょう。まさに、「貧困の再生産」になっているのです。
このようなことを防ぐために、移民二世、三世に適切な教育を行い、ホスト社会側にも
移民を受け入れるための意識化とその能力の開発がなされることが重要です。

Ⅲ．「不就学」の問題
大分前のことですが、滋賀県で海外につながる子どもの居場所作りのボランティア教室
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を主宰している知り合いから、２００３年の滋賀県外国人登録者数が最も多いのが ０歳のブラ
ジル国籍者だと聞きました。「ブラジル人社会はベビーブームなんだね」と言うと、「そう
なんです。その親たちは１０代が多く、中には１０代前半もいます」ということでした。
若くして親になるのが悪いわけではありません。日本もかつて１０代での結婚、出産もあ
ったわけです。問題なのは、この若い親たちの多くが、いずれの学校教育も不十分にしか
受けられていず、母語でも日本語でも読み書き能力が乏しいということです。現代の日本
社会で子育てをし、生計を維持していくためのリテラシーとしては、一般的にいって「高
卒」（後期中等教育卒業）の学力が必要でしょう。
美容師・理容師、調理師、自動車整備士など、職人となるのにも、正規職員として雇用
されるためにはそれぞれの国家試験に合格し、資格を持つことが条件となります。エピソ
ード ２で紹介した者も自動車整備士となるには、 ２級ガソリン自動車整備士の免許（７）が
必要ということでした。

Ⅳ．外国籍の子どもの学校への受け入れ問題
わたしが、日本の学校教育について最も強く主張したいことは、日本社会に生きるすべ
ての子どもに「義務教育」を保証すべきだということです。経済協力開発機構（OECD）
加盟３4か国中で、外国籍の子どもは義務教育対象外だとしているのは、日本と韓国だけだ
と思います。そのほかの国は「義務教育対象」だとも、そうでないとも言っていません。
言うまでもなく、義務教育としない理由がないからです。子どもは、発達段階に応じて適
切な教育が受けられてこそ、十全な成長が担保されるのです。その教育を受けさせないと
いうことは、十全な発達を阻害する「虐待」に等しい（８）ことです。
かつて、日本政府が人種差別撤廃委員会から、外国籍の子どもを義務教育としていない
ことは人種差別にあたると指摘されたときに、外務省が日本政府の見解として「日本の公
教育は日本人を日本人にするための教育なので、外国籍の子どもに強制することはできな
い」というような回答をしました。しかし、これについては、児童（子ども）の権利条約
２９条の ２に国としてすべきことが示されています。つまり、外国人学校、民族学校など独
自に運営する学校に義務教育を担わせることです。経費については、日本政府がなすべき
義務教育を担わせるわけですから、日本政府が負担するのは当然です。
外国籍の子どもを義務教育とすると、その子の学習適正に応じた適切な内容、方法での
教育対応が求められます。日本国籍を持っていて障碍を持つ子どもに対して行う教育と同
じです。もちろんそれは、それぞれの国の教育行政がその国で生きる子ども一人一人に、
その子どもに対応した適切な教育を行う義務があるからです。そして子どもの保護者には
その教育を受けさせる義務があるということです。最早、日本の公教育も「日本人を日本
人にする」教育から、「地球市民」を育てる教育にすることが求められているのではない
でしょうか。
ところで、２０１4年度から小中学校で、日本語教育が「特別の教育課程」として行うこと
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ができるようになりました。これは、いわゆる「補習」や「課外活動」などではなく、正
規の教育です。これは、日本政府が外国籍の子どもを教育の対象としないという姿勢を覆
した画期的な決断です。教育行政の一部に風穴が空いたと言えるでしょう。そして、これ
は日本国籍でない子どものためばかりでなく、日本社会や地球社会を救うことにつながる
と考えます。教育が子どもの健全発達を支え、十全な社会参加を促すことで、社会貢献に
資する市民、地球市民として成長していくからです。

Ⅴ．日本社会が「多文化主義」に踏み出すために
わたしは学生などに、「文化」とは何かを説明するときに、大雑把に「世界の見方」だ
と言っています。わたしたちは自分の中の文化を通して世界を見て、喜怒哀楽など感性を
知覚し、善し悪しを含めた価値判断をし、場や状況に応じた適切な言動やなりふりをして
います。そしてこの「自分の中の文化」は、帰属社会によって学ばされ作り上げられてき
たのです。つまり、文化は社会の産物なのです。
言うまでもなくわたしたち日本人の文化は、日本社会によって作られ、その文化に則っ
ていれば、「普通」であり「当たり前」なわけです。ところが、外国など日本社会と違っ
た帰属社会で自分の文化を作り上げた人とかかわると、種々の違和感を感じることがあり
ます。これらの人との間では、双方の「普通」、「当たり前」が互いに通用しないからです。
これによって文化摩擦、文化衝突が起こったり、互いに相手の「常識」を批判したり、批
判された常識を相手に分かるように説明しなければならなくなったりします。
ところで、わたしは、このような文化の違うもの同士がかかわり合い、互いに違和感を
持つことこそ、人が今の自分を乗り越え成長するために必要なことだと考えます。それは、
自分の世界の見方を作り上げたのが帰属社会だということに気づき、その帰属社会を読み
解くことに繋げることができるからです。「普通」や「当たり前」、「常識」などとして理
由を考えず思考を停止したまま社会に求められた「規範的」生き方を続けることは、自ら
にも自らの社会に属した人々にとっても危ういのではないでしょうか。そのことは、日本
社会の過去の歴史を見ても理解されます。
幸い、現在の日本は、多言語、多文化な人々で構成される社会になりつつあります。こ
れらの人々がともに自らの文化を示し合いながらも、調整し、ともに生きる社会として必
要な新たな「文化」を創造することが求められます。
外国につながる子どもたちを一方的に日本社会に同化させるのではなく、適応を促しな
がらも、ホスト社会側がこの子どもたちに適応していくことが重要です。この社会が多様
であることがこの社会の豊かさだとしていけるよう、多文化な子どもたちが十全に社会参
加できる環境を整備すべきだと考えます。

Ⅵ．日本の学校文化の進化のために
現在、日本の学校には改善すべき多くの問題があることが指摘されています。長く続く
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十数万人に及ぶ「不登校」、自死に発展することもある「いじめ」、教員の過重労働、児童
（子ども）の権利条約委員会からの指摘もある過度な学力競争など、問題が指摘されなが
らも一向に改善する気配はありません。改善の方向性はどこにあるのでしょうか。
わたしは、これらの問題を生んでいる根っこにあるのが、この国の「（教育の）全体主
義文化」だと考えています。明治以来の全体の利益のために個人が奉仕することを美徳と
する、家庭から集団、地域社会、国家にいたるまでの「滅私奉公」を擦り込む教育です。
すでに厳然とした「全体」があって、個人はその全体に適合し、貢献するための意識と能
力を付けていくべきとした教育です。
これによって、「規範的教育」観が採られ、物事には正解があり、その正解は権威者で
ある教師が持っていて、生徒は教師が出した問いに正しく答えるために勉強をし、出した
答えは教師によって評価されるという形を取ります。「学ぶ」というより「覚える」教育
です。佐伯胖（２００９）が「学ぶ前に教える」教育と言っているものです。
これは、教科の教育に限りません。学校文化のすべてに及びます。「みんなと一緒」の
画一主義やその下での効率優先を基本とする行動規範が子どもたちの学校での １日の活動
のすべてを支配していきます。「連帯責任」によって互いに監視し合い、同調し合い、そ
こから外れると「ＫＹ」と言われたり、「いじめ」の対象とされたりします。そして子ど
もたちは、そこから外れないことを学び、過敏なまでの気遣いをします。
教育には、社会に貢献する個人を養成する、まさに「為政者のための教育」という役割
と、個人の発達を促し個々の特性を伸ばし、社会の問題を発見、読み解き、他の人々とと
もに社会をよりよく変えたり、変えてはいけないことを守り続けたりするための意識と能
力を育てる役割もあります。後者は、個人が変容し社会を変革する主体とするための教育
といってよいでしょう。まさに個人のための教育です。「規範的教育」に対し、わたしは、「創
造的教育」と言っています。
今、この国の教育、学校文化を、「既存の全体の視点から個人のあり方を考える」こと
から「個の視点からあるべき全体を考える」ものに変えるべきだと考えます。全体主義的
規範的教育から、個人主義的創造的教育に変換することの必要性について、議論を起こし
ていくべき時にあると思います。

Ⅶ．個人と社会の関係の変化
外国につながる子どもも含め、すべての子どもたちが、ありのままで受け入れられ、自
らの能力を最大限に発揮し社会参加できる、そのための教育のあり方を、ハード面、ソフ
ト面双方で、さまざまな立場から議論を重ね形にしていくべきです。
この国が「民主主義国家」であるならば、国民の一人一人が主権者として国のあり方に
責任を持つことが求められます。そのための、主権者となるための教育（主権者教育）が
必要です。それは、国レベルでも地域社会レベルでも、同じくその社会で生きる個人だと
いう意味では外国籍や無国籍の住民に対してもほとんど変わらずあてはまるはずです。
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その教育を「個人の視点から社会のあり方を考える」ためのものにするために、マイノ
リティ当事者の声が必要です。歴史的に見れば、１９６０年代のアメリカの公民権運動、過去
から現在に至るまで全世界的に広がっている女性の社会参加におけるジェンダー差別克服
の動き、さまざまな障碍者に関するノーマライゼーションの活動など、マイノリティ当事
者が声を上げてこそ、マジョリティ側が耳を持ちその声を拡散していくことができるのだ
と思います。それは、マイノリティと同様の問題は、マジョリティ側にも多かれ少なかれ
存在し、多くの人々の生きにくさに繋がっていると同時に、「人権」というどんな人にも
平等にあるべき権利の否定に繋がることだと気づいたからです。さらに、この声によって、
多様性を社会の豊かさにつなげる方法を模索することが民主主義社会をより成熟させるた
めに欠かせないと思ったからでしょう。
ところで、現代社会ではグローバル企業がその経済規模から見て小さな国を上回るほど
になっています。企業の社会的責任（CSR）という観点から見て、地球規模での自然環境、
社会環境の問題等に関して大きな責任があり、これらを克服するために貢献しているかが
問われるわけです。もちろん、その企業活動の裏には特定の国家（群）の利害得失も絡ん
でいるわけです。これらもしっかりと見据え、絶えず監視し、問題を発見し、改善を求め
ていく「地球市民」が必要です。これからの教育は、国家レベルまでの主権者であるとと
もに地球市民として地球の問題に責任をもってかかわる「地球市民」の養成という役割が
求められます。
日本の教育行政は、海外につながる子どもたちを義務教育とすることで、すべての子ど
もの十全に発達する権利を担保するとともに、ともに学ぶことで得られる多様性を教育の
資源とし、現代における地域規模から地球規模までのよりよい人間社会の創造にかかわる
意識と能力を育むということを決断すべきだと考えます。わたしたち、「基礎教育保障」
に強い関心を寄せる者は、「すべての子どもに義務教育を」の声を上げていきたいと思い
ます。
その教育のあり方について、最後に、佐藤学（２００３）の次の言葉を示して、締めくくり
たいと思います。

「リテラシーを差別と支配と抑圧と排除の手段としてではなく、人々の平等と自立と解
放と連帯の手段として機能させるためには、どのような教育の実践が求められているの
か。リテラシーの概念の再定義を志向する研究と実践は、未来社会のヴィジョンを選択
し創造する教育的な思索挑戦にほかならない。」

注

（ １）本稿は、２０１８年 ９ 月 ２ 日に行われた基礎教育保障学会第 ３回研究大会の同名の基調
講演の草稿に加筆訂正をしたものである。口頭表現のニュアンスが伝わるように、「デ
ス・マス」体で記した。
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（ ２ ）「文部科学省（URL １ ）には、「文部科学省の調査では、『不登校児童生徒』とは『何
らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるい
はしたくともできない状況にあるため年間３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的
理由による者を除いたもの』と定義しています。」とある。文部科学省（URL ２ ）「平
成２９年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果につい
て」（p.７２「表 ５ ― ２ 不登校児童生徒数の推移」）によると、平成２９（２０１７）年度の不
登校児童生徒数は、１4、３4５、７4３人となっている。

（ ３）文部科学省（URL ３ ）には、「『不就学児童生徒』とは、学齢にある者のうち、学
齢簿に記載されていない者および学齢簿に記載されている者で、小学校、中学校、盲
学校、ろう学校または養護学校（以下『義務教育諸学校』という。）に入学していな
い者である（ただし、教護院、精神薄弱児童施設および、少年院に入院中のため義務
教育諸学校に入学していない者を除く。）。」（義務教育諸学校における不就学及び長期
欠席児童対策について昭和３０年 ９ 月３０日）とある。近年の学齢期「外国人児童生徒」
について言う場合は、一般的に、日本の公教育の学校及び外国人学校、民族学校、イ
ンターナショナルスクール等いずれの学校にも在籍していないことを言う。

（ 4）大阪府在日外国人教育研究協議会のスローガン。大阪府及び府内の市町の教育現場
において、同和教育や「在日」教育等での取組で言うことが多かったが、１９９０年前後
からいわゆるニューカマー等の子どもを含め、すべての子どもの個性を認めることが
豊かな学校・社会を作るとの意味を込めて、共生を目指す教育的取組を言ったもの。

（ ５）日本国憲法には、第二十六条「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。」、同 ２「すべて国民は、法律の定
めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育
は、これを無償とする。」とある。また、法務省（URL 4 ）「人権教育・啓発に関す
る基本計画」（平成１4年 ３ 月１５日閣議決定（策定）、平成２３年 4 月 １ 日閣議決定（変更））
の「第 4章 ２（ ７）外国人」では、「近年の国際化時代を反映して、我が国に在留す
る外国人は年々急増している。日本国憲法は、権利の性質上、日本国民のみを対象と
していると解されるものを除き、我が国に在留する外国人についても、等しく基本的
人権の享有を保障しているところであり、政府は、外国人の平等の権利と機会の保障、
他国の文化・価値観の尊重、外国人との共生に向けた相互理解の増進等に取り組んで
いる。」としている。教育を受ける権利は、基本的人権であり、それは日本国籍者以
外の外国籍及び無国籍のものにも保障されるべきである。つまり、これらの者も「義
務教育」対象と言える。かつて国連人種差別撤廃委員会の日本政府報告審査で外国籍
者を義務教育対象としていないことに対して人種差別に当たるとされた。これに対し、
外務省が「日本の公教育は、日本人を日本人にするためにあるので、外国籍者に就学
の義務を負わせることはできない」というようなことを言った。しかし、児童（子ど
も）の権利条約第２９条 ２ に「この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育
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機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、 １
に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって
定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。」とある。これらによって
設置された「教育機関」を日本の義務教育を担保する「学校」と同等のものとして、
憲法にあるように日本の国費で教育を保障することは何ら問題ないと考える。

（ ６）カナダのバイリンガル研究者カミンズ（１９８６）が提唱した、言語能力において、状
況に依存した対面での口頭表現である「Basic�Interpersonal�Communication�Skills
（BICS）」と認知的、論理的表現である「Cognitive�Academic�Language�Proficiency
（CALP）」との区別について、前者を「生活言語（能力）」、後者を「学習言語（能力）」
と日本語に置き換えることがある。生活言語は、日常の対人コミュニケーションで自
然習得されるが、学習言語は主に学校教育などでの教科の学習を通じて副次的に身に
つけるもので、学習言語能力と教科の学習能力は相互に関連しているとされる。カミ
ンズは、第二言語教育において、BICS は ２ 年程度で一定程度は習得が可能だが、
CALPは専門家の指導の下でも習得には ５年から ７年かかるとしている。

（ ７）例として、２０１７年１０月の自動車整備ガソリンエンジン ２級（ ２Ｇ）登録試験　問題
１（URL ５ ）を示す。

NOx（窒素酸化物）の低減対策に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。
（ １）�空燃比制御により、理論空燃比付近の狭い領域に空燃比を制御し、理論空燃比

領域で有効に作用する三元触媒を使って排気ガス中のNOxを還元する。
（ ２）�エンジンを電子制御することで、的確にエンジンの運転状況に対応する空燃比

制御及び点火時期制御を行い最高燃焼ガス温度を下げる。
（ ３）�EGR（排気ガス再循環）装置や可変バルブ機構を使って、不活性な排気ガス

を一定量だけ吸気側に導入し最高燃焼ガス温度を下げる。
（ 4）燃焼室の形状を改良し、燃焼時間を長くすることにより最高燃焼ガス温度を低
くする。

（ ８）１９８０年前後、わたしの兄家族がアメリカに引っ越したとき、丁度小学校在学年齢だ
った甥と姪がいた。新しい家に移って早々、引っ越し荷物を整理していると、警官二
人が家に入ってきて、甥と姪を指して、「どうして学校に行かせない。子どもを学校
に行かせないのは、親の暴力だ」と言ったという。兄は、「ちょっと荷物を片付けて、
明日は教育委員会に行くつもりだ」と言ったが、「今すぐ行きなさい」と言われたそ
うだ。私事にわたり恐縮だが、それを聞いてなるほどと感心したことを記憶している
ので、書き添えておく。
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Ⅰ．はじめに
法務省の統計によると、日本における在留外国人数は２７０万人を超え、過去最高を記録
した（２０１８年末）。２０１９年 4 月からは、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理
及び難民認定法（以下「入管法」と略す）の一部を改正する法律が施行したことで、今後
ますます日本で暮らす外国人住民は増加するだろう。このような現状であるにもかかわら
ず、依然として国は外国人を就学義務の対象としない。就学義務は親が子どもを学校に通
わせる義務であるが、子どもの立場からすれば、就学義務の確立によって、自らが教育を
受ける権利が制度的に保障されることになる。
現在の日本における外国人教育をめぐる争点の多くは、第二次世界大戦直後の在日コリ
アンの教育をめぐるダイナミックな動きのなかで形成されたものである。そのため、外国
人の就学扱いは、在日コリアンに限定されるものでも、１９９０年以降に増加したニューカマ
ーに限定されるものでもなく、すべての国籍の外国人が同様の扱いとなっている。その証
拠に、文部省初等中等教育局長等を歴任した鈴木勲氏は、編著「逐条学校教育法」で「外
国人（日本国籍を有しない者）に対する義務教育の実施については、憲法上及び学校基本
法上要請されておらず（中略）外国人には及ばないものと解されている。したがって、日
本国内に居住する者であっても、その者が外国人である限り、その子を小・中学校等に就
学させる義務は生じない」と解説する。そうした立場は、安倍晋三首相の国会答弁でも「い
ずれにせよ、義務教育については、外国人の子弟の方々が義務教育を希望されれば、当然、
日本国民と同じようにその機会を現在保障している、このように承知をしている次第であ
ります」とある（２００６年１２月１３日、衆議院・教育基本法に関する特別委員会にて）。つまり、
国は実際には外国人の就学を「恩恵的」な形でしか許可しておらず、親あるいは保護者が
就学手続きをしないかぎり、その子どもは不就学の状態におかれてしまうのである。そし
て、学齢期に不就学であった外国人は、学齢を超過すると義務教育未修了者となる。だが、
学齢期の就学実態が不明であるため、義務教育未修了者の外国人の実態はまったくわから
ない。つまり、彼（女）らは社会から「見えない」存在であるといえよう（小島、２０１１）。

＜研究論文＞

多様な教育の機会の重要性
―学齢を超過した義務教育未修了の外国人青年が置かれた実態を事例に―

Why�diversity�in�educational�opportunities�is�important:
A�case�study�of�the�conditions�of�foreign�youths�past�school�age�who�have�

not�completed�compulsory�education

小島　祥美（愛知淑徳大学）
Yoshimi�KOJIMA（Aichi�Shukutoku�University）
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よって本稿では、学齢を超過した義務教育未修了の外国人青少年に焦点を絞る。学齢を
超過した義務教育未修了の外国人青少年の存在を明らかにするため、まず就学義務の対象
外と扱うことに起因する不就学問題を整理する。その上で、キャリアという視点から公立
高校進学における問題点を言及し、多様な教育の機会の重要性を述べていきたい。

Ⅱ．外国人の不就学問題
国はこれまでに外国人の就学調査を行ったことがない。そのため、日本国内にどのくら
いの不就学の外国人が実在するのか、現在は不明である。ようやく２０１９年度に、初めて全
国での実態調査に乗り出す方針を固めたところである（毎日新聞、２０１９ｂ）。
かつて筆者は、この不就学の子どもの存在を社会での「見える」化し、解決をめざした
研究に取り組んだことがある（小島、２０１６）。２００３年 4 月から２００５年 ３ 月までの ２年間、
岐阜県可児市をパイロット地域とし、行政と民間団体と協働して就学実態を把握する調査
を行った。調査対象者の国籍を限定せず、可児市で外国人登録（１）する学齢期（日本の小
１から中 ３まで）のすべての外国人を対象とし、すべての対象者の家庭を訪問した。計 ３
回の調査の結果、外国人の就学形態は多様であることが明らかになった（表 １）。
不就学には、ブラジル、フィリピン、韓国・朝鮮、インド籍の子どもが含まれており、限られ
た国籍の課題ではないことが明らかになった。つまり、過去の歴史的経過を無視して就学
義務の対象を日本国籍者にし、その就学の「学校」をも限定したことが、国籍を問わない
多くの不就学を生み出していたのである。そして、不就学の問題が児童労働にもつながっ
ていることが明らかになった。日本の法律では１５歳以下の子どもを雇用することを禁じて
いるなか、学齢期の外国人の子どもが日本で学校に行かず、就労していたのである。その
後、岐阜労働基準監督署が岐阜県内の人材派遣会社に立ち入り調査を行い、その実態は「１５
歳以下１２人を雇用」という見出しで、東海地域では大きく報道された（中日新聞、２００６年）。

表 １　就学実態調査の結果　（人）

（基本情報の基準日）
１回目

（２００３/ 4 / １ ）
２ 回目

（２００３/ ９ / １ ）
３ 回目

（２００4/ ９ / １ ）
日本の学校（市立小中、私立中、養護） １２０ 4２．4％ １２５ ３９．３％ １4２ ３８．4％
外国人学校＊１ ７4 ２６．１％ ８３ ２６．１％ １００ ２７．０％
不就学 １２ 4．２％ ２３ ７．２％ ２５ ６．８％

不
詳

小計 ７７ ２７．２％ ８７ ２７．4％ １０３ ２７．８％
別人居住 ３７ 4９ 4９
転居 ２１ １２ 4
帰国（一時帰国を含む） １３ １７ ３９
不在・不明 ５ ７ １０
調査拒否 １ ２ １

計 ２８３ １００．０％＊２ ３１８ １００．０％ ３７０ １００．０％
＊ １ �　日本の大学の入学資格を有するとされているインターナショナルスクール、ブラジル教育省認可校、各種学校
認可校の朝鮮学校を示す。

＊ ２　四捨五入により上記項目の合計は１００．０％にならない。
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現時点（２０１９年 ３ 月）では、全国規模で外国人の就学実態を明らかにした信頼できる調
査がないなか、毎日新聞の独自の調査と取材によって、「日本に住民登録し、小中学校の
就学年齢にある外国籍の子どもの少なくとも約 ２割にあたる約 １万 ６千人が、学校に通っ
ているか確認できない」（毎日新聞、２０１９ａ）ことが報道された。これらの就学不明とさ
れる子どもの中には、不就学のまま放置されている子どもが相当数含まれるだろう。この
由々しき事態は、外国人住民が増加すれば確実に増加すると考えられる。

Ⅲ．学齢を超過した義務教育未修了の外国人青少年の存在
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を総合的
に推進することを定めた法律が成立した。それ以後、国は公立夜間中学（以下「夜中」と
略す）を全ての都道府県に少なくとも一校の設置を促進していることで、新たに夜中を設
置する自治体が増えようとしている（２）。だが、２０１９年 4 月現在では ９都府県（東京都、
埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県）に３３校が設置さ
れているという現状であることから、夜中は限られた地域に暮らす者だけがアクセスでき
る公的な学び舎であるといえよう。
夜中とは、「義務教育を修了していない人たちの真剣な教育要求の声に、善意の教師た
ちが応急的に学ぶ場を設けたことが始まりである。そして、その『善意』と『応急』の精
神が、年齢・生活歴・学歴・学力・国籍・入学時期を問わず、実に多様な生徒を夜間中学
に受け入れてきた」（松崎１９７９：１３）学び舎である。そのため現在は、戦後の混乱期に学
齢期を迎えたために学校に通えなかった人、親の仕事や結婚などに合わせて来日したもの
の日本の学齢を経過していた人、昼間の中学校で不登校となって中学校を卒業しなかった
人、不登校等のためにほとんど学校に通えないまま、学校の教育的配慮により中学校を卒
業した人など、何らかの事情で学齢期に義務教育の機会を十分に得られなかった人の学び
舎として重要な役割を果たしている（小島、２０１９ａ）。
こうした夜中が実在しない地域において、昼間の公立中学での受入れが期待される。な
ぜならば、国は学齢超過者の昼間の中学校入学を可能としているからだ。だが実際は、「原
則として、市町村教育委員会は、学齢を超過した義務教育未修了者をその設置する公立小
・中学校に受け入れる法的義務はない」（日本弁護士連合会２００６： ５ ）ために、自治体で
は積極的な受入れはされていない。つまり、夜中にアクセスできない地域には、出身国で
も日本でも義務教育未修了の、学齢を超過した外国人青少年に対して、公的な学び舎は存
在しない。そのため、このような地域では学び舎と居場所を求める外国人青少年をサポー
トするのが、NPOなどのボランティア団体である。彼（女）らを応援しようと、夜中が
設置されていない地域として、例えば東海地域では、外国人の子どもに学習支援を行うボ
ランティア団体が、年に一度の中学校卒業程度認定試験（以下「中卒試験」と略す）や高
校受験に向けた学習の支援を行っている（小島、２０１９ａ）。昼間の公立中学校の受け入れ
について自治体ごとの「ちがい」や夜中にアクセスできないという地域に置かれた学齢を
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超過した義務教育未修了者の外国人青少年にとって、普通教育課程を修了したという「証
明」と、次へのステップのための「パスポート」となる日本政府発行の認定書が取得でき
る中卒試験は、非常に重要である。そのため、非公開のボランティア団体の学習教室でさ
え、口コミで広がり、学習希望者は年々増加している。しかしながら、外国人青少年自身
に学習意欲があっても、日本語を母語としない彼（女）らにとって、日本語を習得しなが
ら教科の理解までには時間がかかること、ボランティア団体が主催の教室に通う交通費の
負担が高額になってしまうために経済的な理由で学習に専念することができないこと等の
理由で、一度の中卒試験でパスできる者は極めて少ない。そのため、 ２～ ３年もの時間を
かけて中卒試験に向けた受験勉強を行う外国人青少年も実在する（小島、２０１９ｂ）。なぜ、
彼（女）らはそこまで頑張ることができるのか。こうしたボランティア団体の教室に通う
学齢を超過した外国人青少年の場合、多くが高校進学を希望しているからだ。つまり、彼
（女）らの目標は、単に日本語の上達だけでなく、生き方に直結するキャリアアップをめ
ざした日本での高校・大学等への進学という大きな目標も持っているからである。だが実
際は、高校進学をめざす外国人をめぐる公立高校進学の壁は大きい。この壁は、公立高校
入試にかかわる自治体ごとで異なる外国人を対象にした特別な措置（以下「措置」と略す）
と特別な入学枠（以下「枠」と略す）の違いで度合いも異なる。そして、この自治体間の
違いで、外国人青少年の進路も大きく左右されるという現実がある。
なお、措置とは、一般入試を一般の生徒とともに受験する際に何らかの措置を受けられ
ることを示し、例えば、受験時間が通常より延長される、漢字にルビがふられる、などが
ある。また、枠とは、特定の高校に外国人生徒等を対象にした入学枠があって特別な試験
を受けられることを示し、例えば、いくつかの高校では作文と面接だけの試験、などがあ
る。
では、自治体によってどのように異なるのか、調査結果を踏まえて述べていきたい。な
お、この調査は、高校進学をめざして外国人支援を行う活動者らで組織した外国人生徒・
中国帰国生徒等の高校入試を応援する有志の会（以下「有志の会」と略す）（３）で実施し
た調査の一部である。筆者はその全体のまとめ係（世話人）として取り組む一人だ。この
会では、全国の都道府県立高校（市立高校の一部を含む）における外国人生徒等に対する
高校入試の内容把握を２０１６年度から行っている。最新の２０１９年度入学者対象の外国人生徒
等に対する措置と枠について、把握できた６１自治体間を比較した結果を以下に示す。６１自
治体とは、すべての都道府県に加え、公立高校を設置する政令都市（札幌市、仙台市、さ
いたま市、川崎市、横浜市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、岡山市、広島
市、福岡市）の１３自治体と中核都市（豊橋市）の １自治体を示す。
また、本稿での外国人学校とは、特定の民族を主にその文化や言語の教育を重視してき
た民族学校、特定の国籍を対象としてその国が定める教育内容を基準とするナショナルス
クール、英語教育を重視したインターナショナルスクールを示す。
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１ ．措置と枠の設置状況
全日制高校と定時制高校に区分し、外国人生徒と中国帰国生徒等にも区分して、措置と
枠の設置状況を比較した。当該生徒を対象とする措置や枠があるものを「〇」印、措置や
枠がないものを「×」印、その他を「△」印で示す。
把握できた６１自治体のうち、全日制高校がある６０自治体と定時制高校がある５７自治体を
比較した（表 ２）。その結果、措置については、全日制高校と定時制高校を問わず、外国
人生徒では３０自治体（全日制高校５０．０％、定時制高校５２．６％）で、半数強の自治体が設置
していた。また、中国帰国生徒等についても、全日制高校では２９自治体（4８．３％）、定時
制高校では２８自治体（4９．１％）で、いずれも半数程度の自治体が設置していた。
しかし、枠については、全日制高校では外国人生徒は１７自治体（２８．３％）で中国帰国生
徒等は１６自治体（２６．７％）であった。また、定時制高校では、外国人生徒は ７自治体（１２．３
％）で中国帰国生徒等は ８自治体（１4．０％）であった。よって、全日制高校に枠を設置す
る自治体数は多いものの、それは ３割程度の自治体にのみ設置された限られた制度である
ことがわかった。

表 ２　学校種別・対象者別の措置と枠の設置状況
全日制高校（６０自治体） 定時制高校（５７自治体）

外国人生徒 中国帰国生徒等 外国人生徒 中国帰国生徒等
措置 枠 措置 枠 措置 枠 措置 枠

〇 ３０ １７ ２９ １６ ３０ ７ ２８ ８
△ １２ ９ １３ １１ １３ ７ １4 ６
× １８ ３4 １８ ３３ １4 4３ １５ 4３

そして、文部科学省が実施する日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査
（最新２０１６年度）結果から、外国籍児童生徒数の総数が多い順に都道府県別に措置と枠の
設置状況を示したものが表 ３である。
その結果、すべてが〇印は、神奈川県、茨城県、山梨県、鹿児島県、長崎県、福岡市の
６自治体であった。一方で、すべてが×印は、石川県、高知県、さいたま市の ３自治体で
あった。以上から、日本語指導が必要な児童生徒数の多寡を問わず、措置と枠が設置され
ていることがわかった。

２ ．全日制高校・外国人生徒の措置について
全日制高校で外国人生徒を対象にした措置のある３０自治体について、「滞日年数制限」「措
置の内容」の ３点を比較した（表 4）。なお、比較するため共通した用語に一部変えて示す。
その結果、滞日年数制限は、「制限なし」が ８自治体で最も多かった。また、措置の内
容は、複数の対応を行う自治体が多く、内容別に比較すると、「漢字にルビ」が１９自治体、
次いで「時間延長」が１８自治体で多かったが、「面接時にわかり易い言葉でゆっくり話す」
（神奈川県、川崎市、横浜市）、「作文および小論文形式のキーワード外国語併記、小論文
における翻訳、自己申告書の代筆」（大阪市）を実施する自治体もあった。
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表 ３　都道府県市別学校種別の措置と枠の設置状況
※文部科学省の調査（２０１６年度）より、日本語指導が必要な外国籍児童生徒総数を示す

自治体名
全日制高校について 定時制高校について

外国人生徒 中国帰国生徒等 外国人生徒 中国帰国生徒等
総数※ 措置 枠 措置 枠 措置 枠 措置 枠

１位 愛知県 ７，２７７ × 〇 × 〇 ○ × ○ ×
２位 神奈川県 ３，９4７ ○ 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○
３位 東京都 ２，９３２ ○ 〇 ○ 〇 ○ × ○ ×
4位 静岡県 ２，６７３ × 〇 × × × × × ×
５位 大阪府 ２，２７５ ○ 〇 ○ 〇 ○ × ○ ×
６位 三重県 ２，０５８ △ △ △ △ △ △ △ △
７位 埼玉県 １，７６２ × 〇 × 〇 × × × ×
８位 千葉県 １，4８９ × 〇 × 〇 × ○ × ○
９位 岐阜県 １，３００ × 〇 × 〇 × × × ×
１０位 滋賀県 １，０５９ ○ × ○ × ○ × ○ ×
１１位 群馬県 １，０３4 ○ △ ○ △ △ △ △ △
１２位 兵庫県 ９６７ ○ 〇 ○ × ○ × ○ ×
１３位 茨城県 ９２4 ○ 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○
１4位 栃木県 ６６６ ○ × × × ○ × × ×
１５位 長野県 ５０３ ○ × ○ × ○ × ○ ×
１６位 広島県 4３７ × × × △ × × × ×
１７位 福岡県 ３１２ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △
１８位 富山県 ３０７ ○ × △ × ○ × △ ×
１９位 京都府 ２６4 ○ × ○ 〇 ○ × ○ ○
２０位 山梨県 ２５７ ○ 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○
２１位 奈良県 ２１５ × 〇 × 〇 × × × ×
２２位 新潟県 １２９ △ △ △ △ △ △ △ △
２３位 北海道 １２５ △ × △ × △ × △ ×
２4位 福井県 １２２ ○ × ○ × × × × ×
２５位 香川県 １２１ △ × △ × △ × △ ×
２６位 島根県 １１５ △ × △ × △ × △ ×
２７位 宮城県 １０８ ○ × ○ × ○ × ○ ×
２８位 石川県 １０６ × × × × × × × ×
２９位 沖縄県 １０５ △ × △ × △ × △ ×
３０位 岡山県 １０4 × × × △ × × × ×
３１位 熊本県 ８７ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △
３２位 山口県 ７０ × × ○ × × × ○ ×
３３位 徳島県 ６３ ○ × ○ × ○ × ○ ×
３4位 福島県 ５９ × 〇 × 〇 × × × ×
３５位 山形県 4５ △ × △ × △ × △ ×
３６位 愛媛県 44 △ △ △ △ △ △ △ △
３７位 鹿児島県 ３９ ○ 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○
３８位 大分県 ３２ ○ × ○ × ○ × ○ ×
３９位 宮崎県 ３２ △ × △ × △ × △ ×
4０位 青森県 ３０ △ × △ × △ × △ ×
4１位 鳥取県 ２７ ○ × ○ × ○ × ○ ×
4２位 長崎県 ２５ ○ 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○
4３位 佐賀県 ２4 ○ × ○ × ○ × ○ ×
44位 秋田県 ２０ △ × △ × △ × △ ×
4５位 和歌山県 ２０ ○ × ○ × ○ △ ○ ×
4６位 岩手県 １３ △ × △ × △ × △ ×
4７位 高知県 １２ × × × × × × × ×

政
令
都
市
・
中
核
都
市

札幌市 × × × × × ○ × ○
仙台市 ○ × ○ × ○ × ○ ×
さいたま市 × × × × 定時制なし
川崎市 ○ × ○ × ○ × ○ ×
横浜市 ○ 〇 ○ 〇 ○ × ○ ×
浜松市 × △ × × 定時制なし
名古屋市 × × × × ○ × ○ ×
豊橋市 全日制なし ○ × × ×
京都市 ○ × ○ × ○ × ○ ×
大阪市 ○ △ ○ △ ○ × ○ ×
神戸市 ○ × ○ × ○ × ○ ×
岡山市 × △ × △ 定時制なし
広島市 × × × △ × × × ×
福岡市 ○ 〇 ○ 〇 定時制なし
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３ ．全日制高校・外国人生徒の枠について
全日制高校で外国人生徒を対象にした枠のある１７自治体について、「滞日年数制限」「入
学枠のある学校数（全学校数）」「定員」「試験内容」「２０１８年度入試の合格者数（受検者数）」
を比較した（表 ５）。なお、比較するため共通した用語に一部変えて示す。
その結果、滞日年数制限は、「 ３年」が１２自治体で最も多かった。また、全学校数に対
して枠のある学校数を比率順に比較すると、１０％未満の学校数が１０自治体で多かったが、
１００％が 4自治体あった。
定員は、「人数を定める」が ８自治体で最も多く、試験内容は、「学力検査と面接」が ７
自治体で最も多かったが、「国語は基本的な日本語能力」（兵庫県）とする自治体もあった。
また、合格者数については、受検者数に対して合格率が高い自治体があること、定員の若
干名の扱いが自治体で異なることなどがわかった。

表 4　全日制高校で外国人生徒を対象にした措置のある３0自治体の比較
自治
体名 宮城県 仙台市 茨城県 栃木県 群馬県 東京都 神奈川県 川崎市 横浜市 富山県

滞日
年数
制限

なし なし ３年 ２年
（外国での在住年数
２年以上、在住期間
が長期者は個別）

３ 年 ①国籍を問わ
ず、入国後 6年
②外国籍で、
入国後 3年

６ 年 ６ 年 ６ 年 ６ 年
（日本国籍者は入
国後 ３年）

措置
の
内容

時間延長、科
目減など
（ただし審査の上）

保護者等から
の申請による
受験上の配慮
（審議により
配慮内容を決
定）

科目減
（国数英+面
接）

・面接＋（高
校長判断で学
校独自検査と
作文）
・国､ 数､ 英
の学力検査＋
作文、面接

後期選抜にお
け る 科 目 減
（国数英）

①は、第一次・
分割前期及び分
割後期・第二次
での共通問題に
漢字にルビ
②は、上記に加
えて、辞書持込
み、時間延長を
一部認める。さ
らに在京入試問
題の漢字にルビ

時間延長（１．５
倍まで）、問
題文の漢字に
ルビ、面接時
にわかり易い
言葉でゆっく
り話す

時間延長（１．５
倍まで）、問
題文の漢字に
ルビ、面接時
にわかり易い
言葉でゆっく
り話す

時間延長（１．５
倍まで）、問
題文の漢字に
ルビ、面接時
にわかり易い
言葉でゆっく
り話す

漢字にルビ
（日本国籍の
場合、海外帰
国生徒（帰国
子女）に対す
る特別措置を
適用し、面接
を実施。）

自治
体名 福井県 山梨県 長野県 滋賀県 京都府 京都市 大阪府 大阪市 兵庫県 神戸市

滞日
年数
制限

２年
（外国での在住年
数 ２年以上）

７ 年 ３ 年 ６ 年 ３ 年
（外国での在住期
間が継続して １年
以上）

３ 年
（外国での在住期
間が継続して １年
以上）

原則として小
一以上の学年
に編入学した
もの

原則として小
一以上の学年
に編入学した
もの

特になし 兵庫県に準ず
る

措置
の
内容

国・英・数の
３教科＋面接

学力検査は ５
教科の中から
自己選択した
３教科＋面接

時間延長、漢
字にルビ、国
・社を作文・
面接で代替

漢字にルビ、
時間延長１０分、
辞書持ち込み
可
（ただし、英
語辞書は不可）

時間延長（上
限１０分 ）、 漢
字にルビ

時間延長、漢
字にルビ等

時間延長、辞
書持込、漢字
にルビ、キー
ワードの外国
語併記

時間延長、辞書持
ち込み、漢字にル
ビ、作文および小
論文形式のキー
ワード外国語併
記、小論文におけ
る翻訳、自己申告
書の代筆

時間延長、漢
字にルビ、問
題用紙拡大コ
ピー、別室受
験など

兵庫県に準ず
る

自治
体名 和歌山県 鳥取県 徳島県 福岡県 福岡市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 鹿児島県

滞日
年数
制限

特になし ３年
（個々の事情等に
より配慮）

なし ６年
（小四以上の学年
に編入学、学齢超
過者に対しては別
条件有）

６ 年
（小四以上の学年
に編入学、学齢超
過者に対しては別
条件有）

【条件Ａ】 ６年
（小四以上の学年に
編入学、学齢超過者
に対しては別条件有）
【条件Ｂ】 ２年
（海外に引き続き ２
年 ６月以上在留者）

なし なし 協議による ３年
（中学校又はこれ
に準ずる学校に編
入学した者）

措置
の
内容

漢字にルビ、
時間延長、辞
書の持ち込み
等

個々の事情に
より配慮する
（例：試験科目の
限定（ ５教科を国
・数・英の ３教科、
試験時間の延長、
ルビふり、辞書の
持ち込み許可など）

時間延長、漢
字にルビ、辞
書の持込など
具体的な措置
は受検者の状
況を聞き、各
校と教育委員
会が協議をし
て決定

・時間延長（国
２５分、他１５分）
・学力検査問
題の一部につ
いて、別に漢
字振り仮名表
を用意

時間延長、漢
字にルビ、別
会場

【特色選抜試験】
時間延長、漢字
にルビ、
【一般選抜試験】
３教科受検、時
間延長、漢字に
ルビ
※審査の上で決
定

漢字にルビ 時間延長など 協議による 時間延長、漢
字にルビ
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4 ．各種学校認可校・外国人学校中等部の卒業生について
６１自治体に対して、各種学校認可校である外国人
学校中等部の卒業生を高校受験資格者として認めて
いるか否かについて質問したところ、「認める」が
１６自治体（２６％）であった（図 １）。
なお、１６自治体は、埼玉県、さいたま市、東京都、
神奈川県、川崎市、横浜市、福井県、滋賀県、兵庫
県、鳥取県、広島県、広島市、徳島県、高知県、宮
崎県、沖縄県を示す。

表 5　全日制高校で外国人生徒を対象にした枠のある１7自治体の比較　　*外国人生徒と中国帰国生徒等を含めた数
自治体名 福島県 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 横浜市 山梨県

滞日
年数制限 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年

３年
（外国籍を有す
るか、日本国籍
取得後 ３年以内
の者を含む）

３年
（外国籍を有す
るか、日本国籍
取得後 ３年以内
の者を含む）

７年

入学枠のある
学校数

（全学校数）

７校
（全８１校）

すべての
高校

１０校
（全１4５校）

１２校
（全１３０校・市立

含む）
７校

（全１８５校）
１０校

（全１３７校）
２校

（全 ８校）
すべての
高校

９ % １００% ７ % ９ % 4 % ７ % ２５% １００%

定員
若干名
（転入学許可の
特別定員枠の扱
いに準ずる）

一校につき全学
科を合わせて ２
人以上
（上限は学校ご
とに設定）

募集人員の１０人
以内、後半の 4
校については ５
人以内

別に定める
合計１５５人
（ 4 月と ９ 月入
学含む）

１１５人 １０人
定員を超えて １
学年の学級数ま
で可能

試験内容

英語（又は自国
語）又は日本語
による作文と面
接、基礎学力検
査（英・国・数）
（校長判断）

国数英＋面接 学力検査（数・英）
及び面接

面接及び作文（い
ずれも英語又は
日本語
による）

作文及び面接。
なお、言語につ
いては、それぞ
れの検査におい
て、日本語又は
英語のどちらか
を選択できる。

検査内容　英、
国、数、面接

検査内容　英、
国、数、面接

学力検査は ５ 教
科の中から自己
選択した ３ 教科
及び面接とする
ことができる

２０１８年度入試
の合格者数
（出願者・受
検者数）

９人
（１２人） 回答なし １７人

（２７人）
２６人

（５１人）
１１６人

（２4３人）
１１１人 *
（１２２人）

１０人 *
（１５人） 回答なし

自治体名 岐阜県 静岡県 愛知県 大阪府 兵庫県 奈良県 福岡市 長崎県 鹿児島県

滞日
年数制限 ３年 ３年

６年
（小四以上の学年に
編入学した者、又は
三年以下の学年に編
入学し、特別な事情
があると認められる

者）

６ 年
（小四以上の学年に
編入学した者）
※大阪府では、外国
人生徒・中国帰国生
徒等の区別をせずに、
各要件を満たせば、
志願することができ

る

３ 年
６ 年

（小四以上の学
年に編入学）

６年
（小四以上の学
年に編入学、学
齢超過者に対し
ては別条件有）

３年
３年

（外国における
在住 ３年以上）

入学枠のある
学校数

（全学校数）

すべての
高校

９校
（全９３校）

９校
（全１4６校１ 校舎）

　　 ７校
（全１３２校）

５校
（全１4７校）

２校
（全３１校）

１校
（全 4校）

すべての
高校

６７校
（６８校）

１００% １０% ６ % ５ % ３ % ６ % ２５% １００% ９９%

定員 入学定員とは別
に、各校 ３人程度 それぞれ若干名 若干名 若干名 各校 ３人

計１５人 若干名 募集人員は入学
定員に含まれる 若干名 若干名

試験内容

国・数・英＋面
接及び小論文
（ただし、高校長の
定めるところにより、
学力検査に代えて、
各学校で作成する外
国人生徒等学力検査
を実施することがで
きる。音楽科及び美
術科においては、さ
らに実技検査を実施）

面接、日本語基
礎力検査（基礎
的な学力を測る
問題を含む）

国・数・外（英語）
の基礎的な学力
検査＋個人面接。
学力検査（ ３ 科
目）の問題には
ルビを振る。

数学、英語、作
文

国・数・英の全
教科ルビをふり、
国語は「基本的
な日本語能力」

数・英＋作文、
面接

国・数・英につ
いての特別学力
検査＋作文及び
面接

日本語又は外国
語（英語又は中
国語）による作
文及び面接

面接と作文

２０１８年度入試
の合格者数（受
検者数）

１０人 *
（１２人）

２１人 *
（２３人）

２６人 *
（4６人）

８５人
（１１３人）

９人
（１８人）

３人
（ ３人）

２人 *
（ ２ 人） 公表していない 回答なし

図 １　�各種学校認可校・外国人学校中等
部の卒業生について
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5 ．本国政府認可校・外国人学校中等部の卒業者について
６１自治体に対して、各種学校認可校ではないが、
本国政府認可校である外国人学校中等部の卒業生を
高校受験資格者として認めているか否かについて質
問したところ、「認める」が１７自治体（２８％）であ
った（図 ２）。
なお、認める１７自治体は、札幌市、仙台市、埼玉
県、さいたま市、東京都、神奈川県、川崎市、横浜
市、福井県、長野県、滋賀県、兵庫県、鳥取県、徳
島県、高知県、宮崎県、沖縄県を示す。

６ ．滞日年数での外国人学校の在籍期間の扱いについて
６１自治体に対して、公立高校受験の措置と枠での
滞日年数制限において外国人学校の在籍期間を日本
での滞日年数に含むか否かについて質問したところ、
「含めない」は ９自治体（１５％）であった（図 ３）。
なお、含めない ９自治体は、宮城県、栃木県、東
京都、石川県、長野県、奈良県、香川県、福岡市、
鹿児島県を示す。

以上により、外国人生徒にかかわる高校入試制度
が自治体間によって格差が大きいことが明白となっ
た。表 ２と表 ３では措置と枠の有無の単純比較であ

るが、表 4と表 ５では各内容を詳細に比較することで、各自治体の「〇印」が同様の内容
を示すものではないことも明らかになった。そのことは、表 ５で示した日本語指導が必要
な児童生徒数の第 １位の愛知県、第 ２位の神奈川県、第 ３位の東京都の ３地域の「枠」だ
けに着眼しても、定員数の違いが合格者数に顕著に現れている。
また、各種学校認可校もしくは本国政府認可校の外国人学校中等部の卒業生について、
受験資格者の扱いと滞日年数での外国人学校の在籍期間の扱いが自治体間で大きく異なる
ことがわかった。この違いは、公立高校入試での措置と枠の対象になるか否かにも直結す
る事項である。

Ⅳ．学齢を超過した義務教育未修了の外国人青年が求める「学び舎」とは
有志の会の調べにより、日本での高校・大学等への進学を大きな目標とする学齢を超過
した義務教育未修了の外国人青年は、本人の努力とは関係なく、自治体間の高校受験制度

図 ２　�本国政府認可校・外国人学校中
等部の卒業者について

図 ３　�滞日年数での外国人学校の在籍
期間の扱いについて
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の違いで高校進学のアクセスが異なるだけでなく、自治体間の高校受験資格の扱いの違い
で高校受験さえもできないという現状に置かれていることがわかった。よって、この自治
体間の格差の解消は不可欠である。
だが、高校入試の「入口」を広げるだけでは、外国人青少年には何の意味もないことに
等しい。保護者の就労によって就学が揺れ、将来に夢や希望を持つことができず、やっと
高校進学まで辿り着いた外国人生徒は、学校に日本語指導を中心とした教科指導だけを求
めているのではない（小島、２０１4年）。２０１６年度の全国の公立高校生の中退率は１．２７％の
なか、日本語指導が必要な公立高校生はその ７倍以上の９．６１％が中退し、約１０人に一人に
相当するという実態だ（朝日新聞、２０１８年）。このことからも明らかであるとおり、高校
では「出口」を見据えた生き方としたキャリア教育が必須である。
１９８０年代のバブル景気による労働力不足の対策で１９８９年に入管法の一部が改正された。
それによって日系人の日本での就労が自由化され、家族とともに日本で暮らす南米出身の
外国人が急増した。その結果、日本の公教育において日本語指導が必要な外国人児童生徒
も激増し、各地で「問題視」されるようになった。以後、外国人と共に暮らすことを「覚
悟」した自治体は、子どもの多様性に伴って教育実践も多様化する。それにより現在は、
各地で外国人の子どもも日本人の子どもも共に成長する数々の実践が生まれている。しか
しそれは、国が何の方策もないままに自治体任せにした「無責任さ」から生まれたもので
あった。つまり、各自治体の創造力が生み出し育んだ教育実践であるといえよう（小島、
２０１８）。外国人住民の増加に伴ってますます移民社会化する日本において、こうした実践
が広がることを望む一方で、筆者が恐れていることがある。それは、各地域の特徴で育ま
れた豊かな実践が、制度の効率化という一側面だけで統一されることである。地域社会で
の実践方法について、ある手法だけが推進され、法整備などによって全国で一斉に実施さ
れることはふさわしくない。多様な教育の試みを認めることが、教育を進化させることに
つながると考える。
ようやく国は、２０１９年度の新規事業としてキャリア教育を予算化し、「高等学校等が企業、
NPO法人やボランティア等の地域の関係団体等と連携して、外国人の高校生等に対して
キャリア教育をはじめとした包括的な支援を行う取り組みを支援する」（施策番号６4）こ
とを発表した（２０１９年度予算 １億円、２０１８年１２月２５日外国人材の受入れ・共生のための総
合的対応策）。これまでの各地での経験と特徴を踏まえた、学齢を超過した義務教育未修
了の外国人青年をも対象にしたキャリア教育の実践が進むことに期待したい。
確かに、外国人の不就学問題は、就学義務がないとする法解釈に起因するものであった。
その姿勢の是正や制度設計は当然必要として、しかし、全てを日本の公教育に一元的に包
摂してしまえばよいわけではない。なぜならば、現在国内には百年以上の歴史を持つ中華
学校やブラジル学校などのナショナルスクール、朝鮮学校などの民族学校、インターナシ
ョナルスクールで構成される外国人学校が、全国に約百十数校存在するからだ。設立の経
緯や規模はさまざまだが、いずれも外国人の子どもにとって大切な学び舎であるのは、前
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述した可児市での調査からも明らかである。だから、移民社会において「学校」を日本の
学校に限定することはふさわしくない。
外国人の子どもにとって、自分たちが所属する民族集団の教育を選ぶべきか、それとも
生活している日本の公教育を選ぶべきか。個人の国籍選択の場合も同様だが、外国籍者の
本人や保護者にとっては、家族や親族内の意見の違いもあり、こうした選択は容易に下せ
るものではない。教育とアイデンティティは人間の尊厳にかかわるものである以上、その
選択肢は十分に開かれていることが望ましい。外国人の子どもは、現実に日本の学校に通
う者もいれば、外国人学校に通う者もいる。だが問題は、それが熟慮のもとで選択される
のではなく、状況によって強いられるケースが多いことである。
国籍を問わずすべての外国人にも「恩恵」として日本の公立学校に通う道が開かれてい
る。しかし、日本語がわからずに授業についていけなかったり、文化的な協調行動を求め
る圧力のもとで自分が親から受け継いだ文化に誇りをもてなくなったりする子どもも多い。
その結果、大きな心理的ストレスを抱えたまま通学するどころか、通学を諦めてしまう結
果になる子どもさえいる。このような子どもに外国人学校は安全を提供するが、各種学校
ないし私塾と見なされて政府や自治体から十分な補助金が得られていない。そのため、結
果的に学費が高騰したり、設備や教育内容が貧弱になったり、遠方からの通学費が負担に
なったりして、ここでも通学を諦めざるをえない子どもがいる。不就学は、両方の学校装
置からはじき飛ばされた結果なのである。
したがって、学齢を超過した義務教育未修了の外国人青少年の学び舎についても、国が
現在促進する夜中を一都道府県に設置するだけでは決して解決するものではないといえる
だろう。夜中が設置されていない地域では、中卒試験を受験するという方法のみでそれを
NPOが支えている状況であるが、偶然のセフティネットに引っかかっただけで、これは
氷山の一角にしか過ぎない。そこでも、外国人学校の存在は大きい。
すべての自治体では、日本国外の外国において学校教育における ９年の課程を修了した
者（学校教育法施行規則第９５条第 １項）を高校入学資格として認めている。だが、有志の
会の調べで明らかになったとおり、外国人学校が各種学校認可校であっても、本国政府認
可校であっても、日本国内にある外国人学校の中等部を卒業してもその卒業証書を学校教
育における ９年の課程を修了した者とは認めない自治体が多い。つまり、同じ国の政府が
認める学校であっても、その学校が日本国内にあるか海外にあるかという「場所」だけで、
公立高校の受験資格の扱いが異なるという奇妙なことが起きているのだ。しかも、各種学
校認可校の外国人学校とは、都道府県知事は認めた「学校」である。つまり、当該自治体
では「学校」である外国人学校が、同じ自治体内で担当部署が変わると、国が認める学校
でないなどの理由で高校受験資格外と扱う自治体が多いというのが実態だ。このようなこ
とが平然と許されていてよいのだろうか。
だからこそ、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法の略称に
もこだわりたい。多様な学びの保障を求める学齢を超過した義務教育未修了の外国人青少
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年の立場を尊重し、日本の学校教育法第一条で定める学校以外の場における学習活動を正
規の「普通教育」として位置づけることの重要性から、「普通教育の機会確保法」と呼ぶ
ことを今後も支持したい。

注
（ １）調査を行った時点では、日本に在留する外国人は外国人登録が義務付けられていた。
そのため、これを基本情報として調査を行った。基本情報の提供にあたっては、可児
市個人情報保護条例にしたがい、審査会の審査と答申を経て、可児市から提供された
情報を用いた。

（ ２）新たに夜中を設置する自治体として、２０２０年 4 月の開設をめざす群馬県常総市（茨
城新聞、２０１９年）、２０２１年 4 月の開設をめざす徳島県（徳島新聞、２０１９年）などがある。

（ ３）都道府県立高校における外国人生徒および中国帰国生徒等に対する入試特別措置な
どについての調査を２００１年度から行ってきた中国帰国者定着促進センター（厚生労働
省の外郭団体である公益財団法人中国残留孤児援護基金運営の、中国・サハリンから
の永住帰国者とその家族に対する初期集中研修機関）は、２０１５年度末をもって首都圏
中国帰国者支援・交流センターに統廃合された。そのため、２０１６年度調査から有志の
会がこの調査を引き継ぎ、調査地域も拡大して実施している。なお、外国人生徒・中
国帰国生徒等の高校入試を応援する有志の会では、ウェブサイトを活用し、調査結果
をすべて公開している。
https://www.kikokusha-center.or. jp/shien_joho/shingaku/kokonyushi/
kokonyushi_top
なお、中国帰国生徒等とは、一般に、戦後中国大陸に取り残され、１９７２年の日中国
交正常化以降に帰国した日本人、いわゆる中国残留邦人の二・三世である生徒をさす。
国籍上は、中国と日本の両方の可能性がある。なお、中国駐在の保護者とともに中国
に滞在していた日本人生徒は一般の海外帰国生徒の範疇となり、両親の職業や勉学等
の事情で中国から来日した中国人生徒は外国人生徒の範疇となり、いずれも中国帰国
生徒ではない。中国残留邦人の大量帰国時代には、多くの自治体で帰国三世までに公
立高校入試において措置や枠を設けられていた。だが現在は、四世の時代となり、高
校受験年齢の三世は非常に少なくなった。有志の会の調査のなかでは、サハリン（ロ
シア）帰国生徒を含んで調査を行っているため、「中国帰国生徒等」と表現している。
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Why�diversity�in�educational�opportunities�is�important:
A�case�study�of�the�conditions�of�foreign�youths�past�school�age�who�have�

not�completed�compulsory�education

Yoshimi�KOJIMA（Aichi�Shukutoku�University）

Abstract
There�are�now�more�than�２．７�million�foreign�residents�living�in�Japan.�As�the�law�was�
revised�in�April�２０１９�to�increase�the�number�of�foreign�workers�accepted�to�Japan,�this�
number� is�expected� to�continue� to� increase.�However,� the�government�does�not�yet�
require�compulsory�school�attendance�for�foreigners.�Thus,�some�foreign�children�living�
in� Japan�do�not�attend�school.�Furthermore,� the�government�has�made�no�effort� to�
determine�the�true�extent�of�this�issue.�Foreign�youths�who�did�not�attend�school�when�
they�were�school�aged�will�not�have�completed�compulsory�education.�The�government�
has�also�made�no�efforts�to�track�this�information.
Many�foreign�youths�who�have�not�completed�compulsory�education�and�are�too�old�
to�attend�school�are�unable�to�enter�further�education,�as�they�are�unqualified�to�enter�
high�school.�They�are�therefore� forced�to�establish�their�own� lives�within�society�and�
face�an�uncertain�future.�In�particular,�the�Tokai�region�houses�many�foreign�residents.�
However,�there�are�no�public�evening�schools.�The�only�places�where�foreign�youths�can�
belong�and�learn�are�school�classrooms�run�by�non-profit�organizations.
In� this�paper,� I�will�discuss�how�differences� in� institutions�between�municipalities�

greatly�affect�foreign�students�entering�high�school.�In�order�to�ensure�opportunities�for�
the�education�of�foreign�students�who�have�not�completed�compulsory�education�but�are�
beyond�the�typical�school�age,�in�addition�to�increasing�the�amount�of�public�night-time�
junior�high�school�options,�it�is�of�the�utmost�importance�to�eliminate�disparities�between�
municipalities�in�the�systems�and�institutions�involved�with�entering�high�school.

key�words:
diverse�educational�opportunities,�do�not�attend�school,� entering�high�school,� foreign�
youths�past� school� age,� public�night-time� junior�high� school,� school� attendance� for�
foreigners
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Ⅰ．問題背景
生活保護や生活困窮家庭の支援をする仕事を通して、メンタルバランスを崩している親
の多さに驚き、その子ども達の困難な状況を目の当たりにした。それは、親が起きられな
いために送迎ができず、保育園に通えない子どもや家事ができないために食器を使った食
事をしたことがない子、歯磨きや入浴を毎日する習慣が身についてない子など、親の障害
特性に巻き込まれ、経済的不利のみならず、社会的文化的不利という複合的逆境の中で育
ち、精神的バランスを崩して社会適応が困難になるまで、回りに気づいてもらえない子ど
も達の存在だった。どうしてそのような事態になるのかを考察するに、子どもは親の不安
な気持ちに敏感で、自分がつらい目に合っても、我慢してしまう傾向があった。親の症状
が悪化することを恐れて自分の中にしまい込んでしまうのかもしれない。本来は親から擁
護されるはずの子どもが、逆に親を支える側に回るため子どもらしさを出せずにけなげに
頑張っていた。そして、自分の置かれた状況にとにかく適応しようと頑張り過ぎて心身の
バランスを崩していくのを目のあたりにした。病気の親だけでなく、その親と暮らす子ど
も達にも支援が必要である。
厚生労働省患者調査によると、我が国の精神疾患の患者数は平成２３年で約３２０万人、平
成２６年は３９０万人を超えて増加している。これは従来のがんや糖尿病といった 4大疾病の
患者数を上回り、精神疾患は稀な病気ではなく、誰でもかかり得る状況である。しかし、
心の病は、当事者に病識がなく、発病から医療機関受診まで数年経過するという特性があ
り、外見からわかりにくい。支援は、当事者からの訴えがない限り届かない。また、支援
につながった場合でも、制度の狭間で当事者の子どもは要件に該当しないなど幾重もの壁
があり、子どもに支援が届きにくい現状がある。土田ら（２０１１）が行った「精神障害の親
との生活」を語る講演会でのアンケートでは、「患者のことは診ても、その家族の子ども
にまで思いが及ばなかった」という医療従事者の率直な感想があった。三重県で毎年行わ
れている精神疾患の親と子のサポートを考える会に参加すると、子どもの頃の苦しい思い
を現在も引きずって苦しんでいる多くの人に出会った。「役所に行っても子どもは相手に
してもらえなかったし、病気の親を子どもが世話をすることが当然のように言われ、誰も
助けてはくれなかった」と語られた。
心の病を抱える親と暮らしている子ども達の支援はまだ手探り状態で研究が進んでいる

＜実践報告＞

精神疾患の親と暮らす子どもの支援活動 
―「ふくおか子ども応援プロジェクト」１ 年目で見えてきたこと― 

子どもの非認知能力育みへの挑戦―

山口　雅世（福岡大学大学院研究生）
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欧米に比べて、日本では精神障害に対するタブー視がまだ存在すること、そして残念なが
ら、子どもの育ちを社会で支える仕組みが発展途上であることも要因と考える。

Ⅱ．子どもが遭遇する困難さ
精神科医の夏苅郁子（２０１７）は、自身の体験も踏まえて精神疾患の親を持つ子どもが抱
える困難は、現在の状況下での困難、時間差で来る近未来の困難、そして精神疾患症状に
身体的疾患も加わる親の介護と長期にわたるという。子どもは成人しても生涯にわたって
さまざまな葛藤に遭遇し、次世代に負に連鎖が受け継がれるため長期的な支援が必要であ
ると述べている。
『シックマザー』を執筆した岡田尊司（２０１4）によると、感情や思考が混乱し適切な応
答ができないなど精神障害の特性の影響が子育てを困難にする。子どもに対する親の感受
性の低さが、親子の相互交流を阻み、子どもが育みの中で身に着けていくべき基本的信頼
感、自尊感情の獲得を妨げると指摘する。
児童精神科医の村田豊久（２０１１）によると、母親がうつ病になるとその子どももうつ病
になる罹病率は4０～５５％で、中には７０％を超える高率の調査結果もある。また、うつ病の
子どもの母親は4０～4８％がうつ病であるという。「母親がうつ病になる環境・状況の中で、
子どもも一緒に生活しています。子どもの悲しみ、挫折感が強まっていくのを家族が察知
し、癒してやる機能が家庭から消えたら、子どもも同じようにうつ状態に陥いらざるをえ
ないと思わざるを得ないだろう。」と述べている。
親の病の症状が引き起こす子どもへの影響は、子どもの身心的な発達課題だけでない。
本来は盾となってくれる親が機能不全のために、子どもは親が受けている経済的困窮や社
会的孤立などの逆境に無防備にさらされる。子どもの貧困は親の貧困の結果である。
精神障がい者が経済的不利に陥りやすい状況について、障害のために働けず貧困に陥る
割合は高い。２０１4年に障がい者総合研究所が２０～６０歳代の就業経験者に行ったweb 調査
では精神障がい者の年収は身体障がい者に比べて１００万円低く、１９９万円以下の方が全体の
半数を超えていた。雇用形態がアルバイトやパートという非正規で短時間雇用のものが多
いことが低収入の原因とみられる。貧困な子どもは貧困な親になり、その負の連鎖が繰り
返されている。
小児精神科医の山下浩（２０１３）は、自身の児童相談所での勤務経験を踏まえ、大人の精
神障害から被虐待体験という世代間連鎖を疑う重要を述べている。親に対して「子どもを
虐待してしまうひどい親」という見方でなく、親の子どもだった過去と親になって子育て
している心のありように思いをはせながら、当人に接することが支援者に必要だと述べて
いる。
幼児期、児童期に生きづらさの中でサバイバーとしてなんとか成長した子どもたちは成
人したら親から解放されて健康な生活を送れるという単純なモデルは当てはまりにくい。
他者との適切な距離の取り方、妊娠期の過ごし方、出産した後の子どもの適切な育て方が
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わからない。自分に自信が持てない。気持ちを抑えて生きてきたので感情をコントロール
できないなど、自身も精神的バランスを崩していくリスクが高いなど、さまざまな困難さ
が待ち受けていることが伺える。夏苅（２０１６）の精神疾患の親を持つ子どもの時間差で来
る近未来の困難を示す例であると思われる。

Ⅲ．現状の支援の課題
松宮透高（２０１２）によると、児童虐待の要因に親のメンタルヘルス問題があることは先
行研究から自明であり、児童虐待問題は精神保健医療福祉問題の側面からの支援と連携を
課題に挙げている。同じく松宮（２０１０）のソーシャルワークの視点から支援課題を検討し
た研究では、親のメンタルヘルス問題は児童虐待問題の中核的課題だと指摘している。し
かし、児童福祉系のワーカーは虐待に関する研修を多く受けているが、メンタルヘルスに
関する研修は少なく、医療や精神福祉との連携が不十分であることを指摘した。また、逆
に精神科のワーカーは、メンタルヘルスに関することは得意だが、子どもの虐待の研修を
受けていない。同じ福祉職でも職域によって認識の差が大きいことが指摘された。
山中亮（２００９）も精神保健福祉を担当する部門と児童福祉を担当する部門の協力支援の
課題、そして子育てにかかわる支援者に対する精神障害についての啓発や教育の重要性を
指摘している。
子どもと親を守るには、孤独の中で育児に奮闘している親を支え、親と一緒に子の盾に
なる存在が必要である。子どものライフサイクルの変化に対処しうるためには、医療・精
神保健・心理・教育・福祉分野の連携と横断的な協働支援が必要だと考える。医療や福祉
だけでなく教育や心理の専門家も加わることで多角面から子供の成長を応援できると考え
る。しかし、子どもと親の成長を長期にわたって家族ごとサポートする体制は、わが国に
はまだ整っていない。

Ⅳ．課題への挑戦
１．ふくおか子ども応援プロジェクト開始と目的
筆者らは２０１７年 4 月に精神科訪問看護ステーションを中心に多職種に呼びかけ、精神障
害の親と暮らす子どもを対象とした活動を始めた。福岡子ども応援プロジェクト（以下「本
活動」と称す）と名付けた。
活動目的は、子ども達が信頼できる大人と出会い、安心と信頼関係から自己効力感を育
み「助けて」と他者へアクセスができる力や生き抜く力をつけていくことである。
構成メンバーは具体的には、精神科訪問看護ステーション職員、NPO法人の就労継続
支援Ｂ型作業所職員と利用者、臨床心理専攻の大学院生である筆者、教育臨床心理の大学
教員、大学病院精神神経科看護師長、元教員と呼びかけに集まってくれた教育学と心理学
専攻の大学生達である。年齢は２０歳代から７０歳と多職種でもあり多世代である。男女比も
学生は女生徒の方がやや多いが、社会人スタッフは半々くらいである。医療や福祉だけで
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なく教育や心理の専門家も加わることで多角面から子どもの成長を応援できると考えた。
活動名に「支援」でなく、「応援」という言葉を使ったのは同じ目線で向き合いたいとい
うスタッフの願いからである。
２ ．活動内容
活動は、月 １回で週末利用していない大学の施設を利用している。親の負荷がかからな
いように訪問看護ステーションの車で子どもの送迎を行っている。参加費用は無料である。
費用を無料にできたのは、活動で使う食材を生活協同組合グリーンコープふくおかの無償
提供と大学施設利用料がかからないこと、その他の諸経費は、訪問看護ステーションと就
労継続支援Ｂ型作業所のNPO法人が負担している。スタッフは無償ボランティアである。
一日の活動の流れは、（表 １）のとおりである。朝 ９時過ぎに訪問看護ステーション職員
が車で子ども達を自宅へ迎えに行き大学に連れてくる。子どもは大学生とペアを組む。一
人の子どもに複数の大学生が付くときもある。朝の会は１０時から始まる。その後、学習、
食事作り、創作活動、野外活動などレクレーションを子ども達の自主性を大切にして行っ
ている。子ども達の中で「きまり」を考えてもらい、やりたいことを一つずつ応援してい
けるよう工夫している。その日の献立は前回の活動で子どもたちに希望を聞き、無償食材
で賄えるものをアレンジして決める。
スタッフは、活動前後にミーティングを行い、子どもからの要望、子どもの様子で気づ
いたことなどを情報共有して活動に活かしている。

表 １．　 １日の活動の流れ

３ ．支援対象
親の病状把握と連絡の取りやすさを考慮して、構成メンバーの精神科訪問看護ステーシ
ョン利用者の子どもとした。利用者に活動趣旨を説明し、参加意思を表明された方に子ど
も参加の同意をいただいた。活動開始時に集まった子どもたちは当初は年長児から小学 ６
年生の ５名だった。現在の参加登録者は ９名に増加している。子どもたちの共通項は、親
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が同じ訪問看護ステーションを利用していることだけのはずだった。しかし、実際は先行
研究でも指摘されている通り、貧困という経済的不利、複雑な家庭環境という共通した背
景を背負っていた。また、子どもの様子は、部屋の片隅で固まる子、部屋中を好き勝手に
走り回る子、学習の遅れや対人コミュニケーションに困難さがみられた。すでに不登校経
験者や発達障害の診断がついていたり、要保護児童連絡協議会に名前が挙がっている子ど
も、児童相談所の一時保護になった子どもも含まれており、親の障害だけでなく、育てに
くさから虐待と紙一重の危うい家庭環境の子どもたちだった。
4 ．活動の様子
月 １回の活動でしか会うことのない子ども達だが、１０回目の活動前後から子ども同士の
ふれあいが活発になってきた。妹のいない子と姉のいない子同士が疑似姉妹のようになり、
他者との接触触を嫌がる子が髪の毛を結ってもらったり、年下の子は年上の子から抱っこ
されるなど子どもらしいしぐさがみられるようになった。子どもたちの中にお互いを気遣
う仲間意識が出てきた。活動を始めて １年が経過したときに子どもの変化について保護者
にアンケートをおこなったところ、「自分の気持ちを前より言えるようになった」、「なん
となく積極的になったと感じられる」と肯定的な子どもの変化が家庭でもみられるように
なった。中でも「勉強するようになった」という保護者の感想は、当初の子どもたちの姿
からは画期的なことであった。保護者からの要望で学習支援を依頼されていたが、子ども
が拒否したので活動内で学習習慣をつけることはスタッフ間での課題だった。カルタ遊び
などしていても読みが怪しく学習の遅れが危惧される子どもがおり、子どもの興味をいか
に引き出すか、学習に興味を持たせるかに試行を重ねた成果であると思われた。自己肯定
感が活動を通して少しずつ身についてきているのではないかと考える。
5 ．活動内容に関する考察
Tough�Paul（２０１６）の著作中に記載のあるニューヨークのNPO法人Turnaround�for�

children で使用している〈学習の積み木理論〉によれば、他者との絆を作る力が子どもの
健全発達の基本ベースになっている。他者とのつながり仲間意識が芽生え、相互に大事に
されている感覚が自信につながる。そして、やり抜く力や困難さの中でもへこたれない力
が学習意欲を支える力のベースになっているという。これらの力は非認知力と呼ばれ、幼
少期に家族との信頼関係や基礎的な生活習慣、自己肯定感が育まれる中で培われていく能
力とされている。本活動でも他者とのつながりや仲間意識が出てきた頃から子どもたちの
変化がでてきた。回りの接する人間と信頼できる関係を作ることは、大事にされる自分、
甘えてもいい自分になっていける大事な通過点であると感じた。
日本財団の〈家庭の経済格差と子どもの能力格差を分析した調査報告書〉（２０１８）によ
れば、「貧困世帯とそうでない世帯の間には、義務教育が始まる ６歳の時点で、既に非認
知能力に大きな差が存在していた。」（p.６８）「貧困世帯であっても学力の高い子は生活習
慣や思いを伝える力が強いことも確認され、非認知力が貧困による不利を克服する鍵にな
っている可能性があるといえる。」（p.６２）貧困の連鎖を断ち切るには、子どもの早期に子
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どもたちに非認知力をいかに身に着けさせるかという方法論にもつながっている。
福祉国家研究者であるデンマークのエスピン・アンデルセンの『平等と効率の福祉革命
―新しい女性の役割』によると、「教育システムがいかに進歩的で平等主義的に設計され
たとしても、平等を創り出す機能が制度的に備わっていない。」（p.１１７）無料の教育がラ
イフチャンスの平等化という使命を達成できなかった。そして、発達心理学にもとづく議
論によれば、就学前の年齢で起こることが、子どもの能力とやる気の根本を形成してしま
う。そのため、教育政策よりも家族のなかで起こっていることに注意を集中すべきだと提
言している。（第 4章「子どもに投資しライフチャンスを平等にする」）

Ⅴ．今後の課題

本活動では、子どもたちのやりたいことを大学生や大人が一緒に奮闘して行ってきた。
調理など五感を使う体験学習を通して感動体験を分かち合ってきた。子どもたちの変化は
そのような中で生まれたのかもしれない。また、参加している子どもたちが年長児と小学
生だったことも子どもの早期に介入することが効果的であることがわかった。この活動が
子どもの今後の人生にどう影響するかは現状では不明である。子どもたちが大きくなって
から当時を振り返って語る機会があるときまで活動を続けたいと思っている。精神疾患・
精神障害と貧困、虐待という問題は切り離して考えることはできないと考えるが、わが国
ではまだそれらが個々に分断された視点で捉えられており、支援も複合的に統合されてい
ないことが、精神障害の親と暮らす子どもの困難さの問題点を捉えにくくしている原因と
思われる。別の言い方をすれば、子どもと親を取り巻く問題が複雑に絡み合いすぎて、問
題を解体して分野別に個々に支援していても、総合的にかかわる体制で取り組まないと根
本的な課題解決にたどり着くのは困難であると考える。エスピン・アンデルセンの指摘す
るように就学前の家族の中で起こっていることにもっと注意と関心を向ける必要が肝心な
のかもしれない。
人間作りを家づくりに例えると、丈夫な家を建てるには土台作りが大切である。家の材
料になる資材も大切であるが、砂地や湿地では強固な家はできない。誕生後に養育者との
関係性の中で育まれる、他者との関わり方は、人間として生きるベースになる情緒的能力
の土台となる。周りから大切にされる体験から自尊感情が芽生え、他者との信頼関係を土
台に自分を信じる力が成長していく。それはやがて物事をやり抜く忍耐力と創意工夫をす
る考える力へとつながっていく。幼い時に育まれるこのような情緒的社会スキルは、人間
社会で健康に生きていくための基本的生活習慣、社会の中で生きていくための最低限のす
べ（術）を身に着けるための基礎力となる。砂の上に建てた家のように脆く崩れてしまわ
ないために、家を建てあげるための地所の土台作りのような環境介入つまり人間関係から
育まれる情緒的社会スキルの構築が基礎教育には必要だと強く感じている。家族の役割を
家族外の関わりの中でも補い構築していく挑戦が今後の課題である。
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はじめに
生活困窮者自立支援法に基づく学習支援が、調布市子ども・若者総合支援事業の一環と
して開始され、 ３年半が経過する。「勉強なんて大嫌い」と言っていた中学生が、数ヶ月
後には「この問題を教えてほしい」と、自分から言うようになる…そんな変化を何回も目
にしてきた。学習支援事業の成果はこのような体験からも実感している。またそれを裏付
ける各種の調査結果も出されている。しかし、当然のことながら、それはあくまでも学習
支援教室に通い続けてこそ、あげられる成果である。
だが、学習支援の利用を拒む子どもたちもいる。勉強がわからなくて困っている子ども
たちが全て、学習支援教室に通うことを希望するわけではない。学ぶことで自分を伸ばし
たいという意欲、学べば自分が伸びるだろうという見通しを持てなければ、保護者や教員
に勧められても動こうとはしない。学習支援の課題は、学習支援利用開始の前にある。
子どもたちはどうして「勉強」に心を閉ざすのか、私が中学校・児童養護施設・学習支
援教室で出会った子どもたちの事例（１）を通して考えてみたい。
また「勉強」に心を閉ざすことなく、学べば伸びるという希望を全ての子どもたちが持
てるようにするために、学校はどのような役割を果たせるのか、私なりの意見を提示した
い。

Ⅰ．学習支援の成果
１．子どもたちの姿から
「受かりました」それは、合格発表の朝、一番早い報告の電話だった。その声を聞きな
がら、私は初めて会った日のことを思い出していた。
学習支援教室では、利用に先立ち必ず丁寧に面談をしている。それは、勉強に強い苦手
意識があり、本人は利用を希望していない場合もあるからだ。面談の中では、少しだけ勉
強を教える。そうすることで「やればできる」と実感してもらう。そして自分がつまずい
た場所から学習できること、それは決して恥ずかしいことではないと伝える。
面談の後、利用開始日を決め、晴れやかな笑顔で帰っていく親子は多い。けれど、その
日はちがった。「勉強はきらい？」「高校には行きたいと思っている？」何を聞いても「別
に」としか言わず、その後のことは何も決められなかった。
予想通りその後しばらく連絡はなく、母から電話が来たのは数か月後だった。

＜実践報告＞

「勉強」に心を閉ざす子どもたち
―学習支援以前の課題を考える―

西牧　たかね
（調布市子ども・若者総合支援事業学習支援コーディネーター）
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「私が無理やり連れて来ました。このままだと入れる高校はないので、親としてできる
ことをしてあげたくて」
いやいやながらも学習支援の利用を開始したのは、そんな母の思いに動かされたからだ
ろう。実際に学習を始めてみると、学習のつまずきはかなり深刻だった。中学 ３年生の数
学の問題に取り組む前に、小学校の 4年生の分数からもどる必要があった。しかし、意外
だったのは、取り組みの姿勢だ。学生ボランティアの説明をじっと聞き、うなずき、指示
された計算に取り組み、集中が途切れることがなかった。 ２回に １回は休むという状態が
大きく変わったのは、志望校が決まった後だった。高校に行きたいという意思、何より、
努力したら届くだろうと、将来に希望が持てたことが、暗いトンネルの先に光を見つけた
ように、その子を明るくした。
２ ．調査から
このように、学習支援によって、子どもたちが大きく変わることを実証した調査がある。
学習支援事業が子どもたちに与えた影響を知るため、２０１６年に NPO法人さいたまユース
サポートネットが中心となって行った調査（２）である。学習支援教室で学ぶ１８０５名の児童
生徒から得られたアンケート結果を見ると、学習支援教室に通うことで子どもたちの生活
や意識が変化することは明らかだ。「以前より楽しいと思うことが増えた」という設問に
対し、「とてもあてはまる」３７．１％、「あてはまる」２６．６％と、学習に限定されない幸福感
の向上がみられる。また学校生活においても「学校に行くのが嫌ではなくなった」という
項目については、「とてもあてはまる」３３．１％、「あてはまる」２０．７％であり、裏返せば勉
強がわからないことで「学校に行くのが嫌になる」子どもたちが多いことがわかる。

Ⅱ．学習支援事業の課題
１．子どもたちが学習支援につながらない理由
学習支援が必要な子どもたちでも、学習支援の利用に至らない背景には、保護者と子ど
もたち双方の課題がある。調布市の学習支援事業の対象者は就学援助受給世帯であり、利
用の案内は、毎年 ６月、市の担当課が就学援助決定通知に同封して郵送している。昨年送
付された数は約１０００通だったが、それを見て申し込みをしたのは２３世帯のみだった。
これは何を意味するのだろうか。保護者が案内を受け取っても、それを読まない、内容
が理解できない、必要と感じない、親子で話し合う時間がない、電話やメールをする時間
や余裕がない等の理由から、本来なら学習支援が必要であっても、申し込むとは限らない。
それを他機関が補う場合がある。スクールソーシャルワーカー等に勧められるケースも
ある。しかし、本人が頑として受け付けず、面談に来なければ利用にはつながらない。
２ ．「勉強」することを拒絶する子どもたち
１２月も押し迫った頃、中学 ３年生の親子が来訪した。母の言葉である。
「高校には行きたいと言っているのに、親がいくら言っても勉強をしなくて。学習支援
のことを聞いたので娘に話したのですが、『勉強しに行くなんて絶対にいや』と言われ、
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今日まで連れてくることができませんでした」
市内の子ども食堂のスタッフからは、こんな話を聞いた。子どもだけでは宿題ができず、
自分も教えられないとお母さんから悩みを打ち明けられたので、学習支援のことを伝えた
ところ、母は喜んで利用させようとしたが、本人が受け付けず困っているという。
「勉強がわからないから、勉強を教えてもらえる学習支援に来る」と私たちは考える。
しかし実際はそうではない。「勉強がわからないから、勉強をする所へなんか絶対に行き
たくない」つまり、わからない勉強に向き合うことすらいやになっている子どもたちがい
る。
東京都子どもの生活実態調査（３）の中に、「大学生が無料で勉強をみてくれるところ」
の利用意向をたずね、それを授業の理解度別に表した数値がある。「授業がほとんどわか
らない」層の回答を見ると、「使ってみたい」１4．５％、「興味がある」２７．７％であり、「使
いたくない」「使う必要はない」はともに２８．９％であった。つまり「授業がほとんどわか
らない」子どもたちの半数以上は、たとえ無料で大学生が勉強をみてくれても、そこには
行きたくないと思っている。
３ ．子どもたちは、いつ「勉強」がわからなくなるのか
では、子どもたちが勉強がわからなくなるのはどの時期であろうか。これについても上
記の生活実態調査の中に手がかりがある。授業が「わからないことが多い」と「ほとんど
わからない」中学 ２年生に、「授業がわからなくなってきた時期」を聞いたところ「小学
生のころ」と答えたのは３３．６％で、小学校 ５年生の場合は「小学校の １年生」という回答
が７．５％、「 ２年生」という回答が６．６％となっている。この結果から、小学校のかなり早
い時期に勉強がわからなくなる子どもたちが存在するということがわかる。
私自身にも、それに気が付き衝撃を受けた体験がある。
その日、私は小学生が学校で最初に取り組む計算、つまり足し算と引き算の計算ドリル
を持参し、児童養護施設へと向かった。施設の職員に頼まれ、勉強を教えるためだった。
１年生の １学期が終わろうとする ７月のことだ。初めて会ったＡと話をし、打ち解けてき
た頃合いを見て、「じゃあ今日は、足し算からやってみる？」とドリルの １ページを開い
て彼に見せた。その問題を横目で見たＡの言葉は今も忘れられない。
「無理」
そう、ひとこと言うと、その日は、 １問も取り組まずに終わった。
小学校の低学年で、勉強につまずき、やる気をなくし、さらに勉強がわからなくなると
いう悪循環を起こしている子どもたちがいる。学習支援以前に課題があるという問題意識
が芽生えたのは、この時だった。

Ⅲ．学習支援以前の壁
子どもたちが「勉強」に心をとざすのはなぜだろう。そこには家庭環境の不利が、大き
く影響している。ここでは ３点に絞って考察したい。
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１ ．入学以前の格差
小学校 １年生という「勉強」の入り口でもうあきらめてしまう、あるいは勉強がわから
なくなる要因としてまず考えるべきは、小学校入学時にすでに差がついているという事実
である。
小学校 １年生の学習の入り口は、ひらがなの習得である。しかし、入学前にひらがなの
読み書きが完全にできる子どもたちから、全くできない子どもたちまで存在する。
「幼児の生活アンケート」（4）の調査結果によると「文字や数はできるだけ早くから教

えるのがよい」と考える母親は、２００５年から２０１０年の ５年間に１８．３％から２７．６％と増加し
ている。文字や計算を教える幼稚園もあり、それを望む保護者も多い。そんな風潮が広が
れば、自分の子どもだけ取り残されたら困ると、さらに追い立てられる保護者もいるだろ
う。しかし、長時間労働を余儀なくされている生活困窮世帯では、小学校入学前にひらが
なや簡単な計算を教える時間的な余裕も、早期教育に投資する経済力もない。
入学時点で差がついた状態で学習が進めばどうなるだろうか。この問題を考える時、私
がいつも思い浮かべるのは登山の定石だ。グループで登山する場合「いちばん体力のない
人のスピードに合わせる」のは、脱落者を出さないためだ。もし自分がグループで一番体
力が無く、しかも最後尾を歩いたとしたら、先を行く仲間の後ろ姿がどんどん小さくなる
のを見て、もう登ることをあきらめてしまうのではないだろうか。ゆっくりなら頂上まで
登れる人も、その状況では途中で登山を断念することになる。
同様に、小学校 １～ ２年の段階で勉強がわからなくなった子どもたちは、理解する能力
が無いのではなく、意欲と自信を早期に失うが故に、その先もずっと成績不振に陥る可能
性がある。知的な遅れがあるとは思えないのに、基本的な読み書きや計算が身についてい
ない若者と出会うことがある。その背景に、このような早期の挫折があるのではないだろ
うか。
２ ．家庭環境の影響
たとえ、入学前に習得している知識や技能に差があったとしても、その後の学習で差が
解消できれば、自信や意欲も回復できるだろう。けれど、ここでも家庭環境が子どもたち
の学習への取り組みに影響する。
「家の中に勉強できる場所」がある等の学習環境、保護者が子どもたちの家庭学習に手
を貸す時間の有無、教育への投資等、その不利は挙げられるが、ここでは子どもたちの学
習意欲に及ぼす影響について考察したい。
教育心理学では、学習の動機づけを内発的動機づけと外発的動機づけに区分している。
内発的動機づけとは、勉強の内容に対する興味や関心によって動機づけられる状態を指す。
この動機づけにも子どもたちの家庭環境は大きく影響する。本や美術・音楽に触れる機会
や「本の読み聞かせをしてもらう」「動物園や美術館に行ったことがある」等の体験が豊
富であれば、子どもたちは様々なことに興味や関心を持つ。
外発的動機とは「ほめられたい」「しかられたくない」と、他者からの働きかけによっ
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て生ずる。保護者が子どもと関わる時間が少なければ、子どもたちへの声かけも限られ、
勉強がよくできるようになっても「ほめられる」ことも少ないだろう。特に重要なのは、
失敗した時の励ましである。失敗した時でも、自分を肯定的に捉えられるような言葉をか
けてもらい励まされることがないと、子どもたちは失敗を能力のせいにし、あきらめてし
まうのではないだろうか。
中学校で出会った子どもたちの中にも、潜在能力が高いにもかかわらず、自分のことを
「頭が悪い」「ばかだから」と、決めつけている中学生が少なくなかった。

Ⅳ．学校教育の役割
子どもたちが早期に「勉強」に心を閉ざしてしまうという問題の背景に、家庭環境の不
利があるとすると、その問題を解決するために学校が担う役割は大きい。学校が経済的な
格差からうまれる不利な状態を是正する、つまり格差を縮小するために何ができるだろう。
１ ．基礎学力の保障
１ つめに取り組むべきことは、小学校入学時点での、読み書きや計算力の差を固定しな

い努力だ。普通教育の入り口で、同じスタートラインに立てるようにすることは、全ての
子どもたちが自分の可能性を充分に発揮するためには不可欠だ。なぜなら、その時点での
遅れによって子どもたちが劣等感を持ち、意欲をなくす恐れがあるからだ。その差を縮小
することが、一斉授業で難しい場合は、一人ひとりの子どもに応じた補習も必要であろう。
また、先に進んでいる子どもたちだけが「はい」「はい」と手をあげて答え、褒められて
進めるという授業にならない工夫が重要となる。
２つめは、それぞれの学年で、最低限度の基礎学力を全ての子どもたちが身につけるよ

うにすることだ。最低限度の基礎学力とは何か、今後議論が必要だが、この段階でのつま
ずきがその後の学習に影響する、つまり系統的で積み上げ式の学習について最も力を注ぐ
必要がある。
Ｂは ２年生で習う九九を覚えることができなかった。こちらが焦って何度も繰り返すと、
最後には、「もうやらない」という拒否反応を起こしてしまった。それを打開できずにい
るうちに、九九ができないことの意味を思い知らされることになった。割り算の学習が始
まると、Ｂは机につっぷし、全く授業に参加しなくなってしまった。
ここで注意すべきことがある。それは、「習得するのに他の子どもたちより時間がかかる」
と「習得する力がない」とは別のことだということである。
そう思った私は、Ｂが ３年にあがった夏休みに、もう一度九九の学習に取り組んだ。 １
年遅れで九九を習得したＢは、その後少しずつ遅れを取り戻し、 ５年生に上がる頃には、
３桁割る ２桁の少数の割り算を自力ですらすらと解けるまでになった。
それぞれの段階で最低限身につけるべきことを身につけられないと、次の段階の勉強も
わからなくなり、取り戻すことがますます難しくなる。きっかけはたった一つのつまずき
であったとしても、それによって子どもたちが「勉強」をあきらめてしまうこともある。
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３ つめは、どの世帯も家庭で十分な協力ができることを前提とした指導法をとらないこ
とだ。もちろん国語の本の音読など毎日繰り返した方がいいからこそ、宿題にする内容も
あるだろう。しかし、それができない家庭を把握して担任が補うことをしないと、不利は
増幅することになる。
計算ドリルという宿題がある。低学年では丸つけも家庭で行うケースが多い。そうなる
と、家庭環境によって差が拡大しがちだ。つまり、◯をつけ、できないところを見つけ、
保護者が教える家庭もあれば、◯をつける時間すらないため、子どもが解答を写し自分で
◯をつけて提出する家庭もある。
２ ．自信と意欲をつけるために
さらに学校の役割として重要なことは、「勉強」ができないのは自分の能力が無いため
だと子どもたちが考え、「勉強」への意欲を失わないようにすることだ。
学習支援教室では、「おれはばかだから」「勉強したってむだ」と言う中学生と出会うこ
とがある。成績が悪いのは、勉強の方法がまちがっていたり努力が足りないのではなく、
能力のせいだと思えば、無力感に陥り勉強をあきらめてしまう。
教育心理学でも、失敗の原因を何に帰属させるかによって、その後のやる気が変化する
という研究がなされている。ドゥベック（Dwec,１９７５）は、失敗でやる気をなくしがちな
生徒に、その原因を能力不足ではなく努力不足だと考え直す訓練をし、その後努力を継続
して成績が向上したという研究結果を報告している。
そして、子どもたちが自分の力を信じる土台となるのは、何よりも、教員自身が子ども
たちの持つ、今はまだ見えない力、子どもたちが変わる可能性を信じることだ。大田（１９９０）
は、教育とは「かくれているこれらの力をあらわにする」と表現している。子どもたちの
力を信じていれば、子どもたちが「勉強」でつまずいた時、それをその子の限界と捉える
のではなく、「どうしたらできるようになるのか」と教えている自分の問題として考える
ことができる。
次に重要なことは、早く正解にたどり着くことを良しとするのではなく、一人ひとりの
子どもたちが自分の頭で考え、自由に意見を出し合い、みんなで真理・真実を探求し合う
教室の雰囲気を大切にすることだ。「教室はまちがうところだ」という詩がある。まちが
えたら笑われると恐れる教室ではなく、みんながのびのび意見を言って学び合う雰囲気が
あれば、全ての子どもたちに出番がある。それをこの詩ではこんな風に表現している。

まちがった意見も　まちがった答えも　ああじゃないか　こうじゃないかと　みんなで
出し合い言い合うなかで　ほんとのものをみつけていくんだ
そうしてみんなで伸びていくんだ

３ ．子どもたちの心のバランス
高い能力が必ずしも高い学業成績に結びつくわけではない。子どもたちを教えていて、
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気づいたことがある。Ｃに初めて会った日、国語の教科書を音読してもらった。全ての漢
字を正確に読めるだけではない。難しい語句の意味を自分の言葉で説明することができた。
「なんて頭がいい子なんだろう」それが私の第一印象だった。けれど、彼は、複雑な生育
歴から、納得がいかないことがあるとすぐに暴力を振るってしまい、そのことに自分自身
傷ついて、学校に通えなくなっていた。そのＣに割り算の筆算を教えた時のことだ。「２4
÷ ３ ＝」このくらいの計算なら、すらすら解けるので、それを筆算の形に直す方法から教
えることにした。答えをここに書くんだと例題も示したが、彼は答えの ８を ２の上に書い
てしまった。「 ２ではなく、２4を割ったので答えは…」とまちがえを指摘したとたん、彼
は「わからない、わからない」と言って鉛筆を放り出してしまった。どんなに宥めても、「で
きない、できない、わからない、わからない」と繰り返すだけで、その日は、二度と問題
に取り組むことはなかった。
勉強以外の領域の自己肯定感が低いことで、勉強に取り組むことができなくなるのでな
いかと、私はその時から考えるようになった。
「できない」から教えてもらうのだが、「できない」状況に向き合うためには、そのこ
とを受け止める心の余裕が必要で、その余裕を生み出すのは、他のことで得た自信なので
はないだろうか。私は、正と負のバランスの問題と捉えている。「わからない、できない」
という自分のマイナス面を受け止めるには、そのマイナスに見合うプラスを持っていて、
それが釣り合う必要があるということだ。
「できない」ことを素直に認め、平然と友達に教えてもらえる中学生がいる。こういう
中学生は、運動ができる、クラスメートから人望がある、家庭で大切にされている等の、
プラスの要素を持ち、しかもそれを自覚していることが多い。このプラスの要素の中には、
特技や長所のように自信につながる要素の他に、もっと抽象的な要素もある。「自分は愛
されるにふさわしい存在である」という実感だ。
学力と自己肯定感には強い相関関係があるという調査結果がある（阿部２０１５）。学力が
低いことで自己肯定感が下がる、あるいは、「貧困であること」など他の要因が学力と自
己肯定感を下げるということは想定できる。私が注目したいのは、自己肯定感が低いこと
が学力に与える影響だ。
自己肯定感が低いと「できない状態に堪えられない」とすると、自己肯定感の低い子ど
もたちは、勉強ができるようにはならない。なぜなら、勉強ができるようになるためには、
「できること」だけに取り組むのではなく、「できないこと」に向き合い、できない間も、
自分が否定されたような不安な状況から逃げ出さずにいなければならないからだ。
子どもたちが「勉強」に心を閉ざさないようにするためには、学習以外の場面で、子ど
もたちの出番を増やし、自己肯定感を高められる学校にする必要がある。
しかし今、学校は「学力向上」を至上目的とし、行事等子どもたちが持ち味を発揮して
活躍できる場面が減っている。また習熟度別クラスの早期の導入によって、成績というも
のさしだけで人を測るという価値観が子どもたちの中に浸透し、そこでもまた劣等感を強
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める子どもたちが増えている。私がまだ教員だった頃、英語の習熟度で下位のクラスの子
どもたちは、自分のクラスのことを「ばかクラス」と呼んでいた。

おわりに
「子どもの貧困」対策として、学習支援事業を広げるのであれば、同時に子どもたちが
学ぶ意欲を早期になくし、「勉強」に心を閉ざしてしまう問題を解決する必要がある。学
ぶ意欲を失った子どもたちは学習支援教室には来ないからだ。そのためには、まず、学校
教育のあり方を問うべきだと、私は思う。
今、学校をプラットフォームとする「子どもの貧困」対策として、学校を窓口とした福
祉関連機関との連携に注目が集まっている。それ自体は良いことだが、今一度、「教育＝
子どもたちが自分の力を発揮するのを励まし助ける」という学校本来の役割が果たせず、
貧困による不利を増進させてしまう構造を問い直す議論が必要だ。

注
（ １）子どもたちのプライバシー保護のため、本文中の事例は、いくつかの事例を合成し
改変している。

（ ２）特定非営利活動法人さいたまユースサポートネット（２０１６）「子どもの学習支援事
業の効果的な異分野連携と事業の効果検証に関する調査研究事業」

（ ３）首都大学東京　子ども・若者貧困研究センター（２０１６）「東京都　子どもの生活実
態調査」

（ 4）ベネッセ教育総合研究所（２０１６）「第 ５回　幼児の生活アンケート」

引用・参考文献
阿部彩、『子どもの貧困Ⅱ』、岩波新書、２０１4年
阿部彩、「子どもの自己肯定感の規定要因」埋橋孝文・矢野裕俊編『子どもの貧困／不利
／困難』を考えるⅠ』ミネルヴァ書房、２０１５年

青砥恭、『ドキュメント高校中退』、ちくま新書、２００９年
浅井春夫・松本伊智朗・湯澤直美編『子どもの貧困』、明石書店、２００８年
Dweck,C.S.,１９７５、The�role�of�expectation�and�attributions�in�the�alleviation�of�learned
Helplessness、Journal�of�Personality�and�Social�Psychology,３１、pp.６７4―６８５

古荘純一、『日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか』、光文社新書、２００９年
鹿毛雅治編、『教育心理学』、朝倉書店、２００６年
蒔田晋二作・長谷川知子絵、『教室はまちがうところだ』子どもの未来社、２００4年
大田堯、『教育とは何か』、岩波新書、１９９０年



基礎教育保障学研究　第3号　2019.08

44

はじめに
本を読む行為は、自己を内省し、他者を理解する力を深める。
絵画や音楽などの芸術は、たやすく国境を越える力を持つ。
筆者はこれまで、本や絵画を通じた多文化理解と、より多くの人が図書館に親しみを感
じてくれることを願って、市民として図書館で何ができるか、図書館の可能性を探る活動
を続けてきた。
本稿では、当事者や図書館と共に手がけた多文化サービスについて報告する。

Ⅰ．知る自由と図書館
１．図書館の多文化サービス
知りたいこと、勉強したいことは、誰からも制限を受けないという「知る自由」を、我
々は憲法や法律で保障されている。
「図書館の多文化サービス」という言葉をご存じだろうか。「民族的・言語的・文化的
少数者（マイノリティ）を主たる対象とする図書館サービスで（中略）日本で暮らすマイ
ノリティの、知る自由・読む権利・学ぶ権利・情報へのアクセス権を、母語を中心とした
資料・情報の提供によって保障」するものである（日本図書館協会多文化サービス研究委
員会、２００4）。
今、日本には、外国籍の子ども、日本国籍でも外国にルーツがある子どもが数多く暮ら
している。保護者を含め、言語や生活に不慣れだと、学校での勉強に躓いたり、制度利用
がうまくいかなかったり、公共施設にアクセスできないことも多い。
公共図書館は図書館法によって、知る自由を守り、誰でも自由に無料で利用できる社会
教育施設だが、そこがどのようなサービスをする所か、そこでどのように過ごすことがで
きるのか、自分が読みたい本や資料があるのか、わからなければ、知らない人は、足を踏
み入れようとは思わない。
「知る自由」を保障する施設が身近にあることを、どのように伝え、結びつけていけば
よいのだろうか。模索する中、さまざまな外国出身者と出会い、本・読書・図書館に対す
る思いを聞くことができた。彼・彼女らの声が、その後の活動の原動力になっている。こ

＜実践報告＞

当事者と共におこなう図書館の多文化サービス

加藤　佳代
（よこはまライブラリーフレンド、

外国人学校の子どもたちの絵画展実行委員会）
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こにその一端を紹介したい。
２ ．外国出身者の、本・読書・図書館に対する思い
１）「荒波の中での息継ぎをするようなもの」
「母にとって、外国語で書かれた図書は、日本語で氾濫した日常から逸脱できる数少な
い時間だったに違いない。母語ではないにしろ、思考言語である英語と触れ合う時間は、
荒波の中で息継ぎをし、脳に酸素を送り込むような、一種の生命維持活動のひとつだった
のではないか。文字、言語によって自己を取り戻す場であったに違いなく、私にとっては、
自己を形成していく場であった。（中略）自分の名前が明示された図書館の利用カードを
手にして初めて、社会の中で認知された気がした」（Jesse�K�Frivaldo、２００８）。
これは、外国につながりのある青年が、子どもの頃、母と日本の図書館で過ごした記憶
を語ってくれた言葉だ。思考言語で書かれた本、一枚の利用カードが、これほどまでに重
みを持つとは、筆者はそれまで思い至らなかった。
彼と出会ったことで、図書館が自分を取り戻す場所、社会の一員だと実感できる場所に
なると気づかされた。
２ ）「書物は良き友、心の糧、人生の師匠」
「異国での学生生活は、様々な困難に直面し、多くのストレスを抱えるはず。そんな時
こそ、図書館で、わかりやすい母国語で書かれたものに触れれば、ストレスが和らぐだろ
うし、ホームシックから解き放たれることもあるだろう」（李原翔、２００９）。
「好きな本を手にとって、めくったりする子どもたちの、生き生きした表情が忘れられ
ない。来日したばかりの外国人の子どもにとって、日本語学習と日本の学校生活に慣れる
ことが一番大きな課題だが、毎日、日本語のシャワーを浴びていてもすぐに上達するわけ
ではない。日本語を学習している間、母語で自分の考えや思いなどを表現する機会が少な
く、日本語でもうまく自己表現できないのが現状。このような期間が長くなれば思考力が
深まらないだけでなく、母語の表現能力も低下していく恐れがある。子どもたちが、もっ
と図書館に足を運び、読書の楽しさを味わい、より充実した生活を送ってくれればと願う。
書物は成長期の子どもたちにとって、人生を豊かに生きるための良き友、心の糧、人生の
師匠です」。
これは、ある時通訳をお願いした外国人女性から聞いた言葉だ。母語で書かれた書物の
存在の大事さ、母語で表現できる力を維持する大切さを気づかせてくれた。
３ ）「当事者にもっと聞いてほしい」
「当事者である外国人に、もっといろいろ聞いて欲しい。これからの図書館における多
文化サービスは、外国人に対して『してあげる』ではなく、『いっしょに何かをしていく
こと』ではないかと思う」（Norman�Nakamura、２００８）。
これは、日本在住歴が長い外国人から投げかけられた言葉だ。胸に響くと同時に希望が
湧いた。彼とはその後、様々な活動を共にすることになる。
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4 ）「多文化サービスは、出来ることから始めよう」
「多文化サービスを、言語の障害があるからといってあきらめてしまうのではなく、ハ
ードルを低くして、エスニックコミュニティの助力を得て、出来ることから始めよう」（小
林卓、２００２）。
これは、ある講演で研究者が語った言葉だ。図書館だけで、日本人だけでやろうとする
のではなく、助けてくれるコミュニティを探せば、取り組めるかもしれないと勇気づけら
れた。

Ⅱ　図書館での実践例
１．どこから手をつけるか
図書館員から、「外国人利用者を増やしたい。どのようにしたらよいだろうか」と聞か
れて、まず浮かんだのが、「図書館を利用したい外国人はどこにいるのだろう？図書館の
存在を、どうやって外国人に伝えたらよいのだろう？」という疑問だった。
当初、皆目見当がつかなかったので、まずは、いきなり外国人を呼び込もうとはせず、
日頃、外国人と向き合う仕事をしている人を対象にして、図書館と共催で、図書館見学会
「図書館への扉」をおこなうことにした。（２００７年度、２０１２年度、横浜市中央図書館にて
実施）
１ ）呼びかけ先
呼びかけたのは、外国人相談窓口相談員、学校通訳、医療通訳、日本語教室ボランティ
ア、外国人支援NPOスタッフなど。各業務に携わる日本人および外国人を対象とし、彼
らに今の図書館機能や蔵書を知ってもらうことを目的とした。
見学後、「実は図書館に来たのは初めて」、「昔のイメージと違っていて驚いた」、「こん
なに本が揃っているとは思わなかった」、「これからは図書館を利用するよう、まわりの人
に薦めたい」との声が寄せられた。「これからの企画や運営に協力したい」という人も出
てきて有り難かった。
２ ）魅力を実感してもらう

外国人が日本で最初に出会うであろう支援者（日本人および
外国人）に、今の図書館に目を向けてもらい、魅力を実感して
もらうことが大事だ。「図書館っておもしろい。使える」と感
じた人がやがて、企画者として、通訳として、広報役として、
大いに力を貸してくれるようになる。
図書館と異なる領域で活動する人が図書館の魅力に気づくと、

全く違う発想で突破口を開いてくれる。一人ずつ、理解者、協力者を増やしていくことが、
その後の図書館利用に結びついていく。
２ ．小学生むけプログラム
日頃、図書館に来ない男の子達をターゲットに、図書館と共催で、通訳つきワークショ
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ップ「図書館で科学あそびを楽しもう」を実施した。（２００８年度、横浜市立南図書館にて
実施）
１ ）あそびをプラス
「見学だけでは来ないから、あそびをプラスしては？」とアイディアを出してくれたの
は、日頃、市内で母語教室を開いている支援者だった。協力をお願いし、教室経由、外国
人親子に参加を呼びかけてもらった。
当日は、フィリピン、タイ、中国につながりを持つ小学生、中学生、高校生、保護者ら
が参加。『よわいかみ、つよいかたち』（かこ　さとし著・絵／童心社　１９８８）を使った科
学あそびを楽しんだ。
２ ）母語以外の言葉に触れる機会

「科学あそび」の後に、司書から図書館利用の説明を聞いて、
館内を見学。英語とタガログ語の母語話者による絵本の読み聞
かせも楽しんだ。
子ども達は、それぞれの言葉の語感の違いや美しさに気づい
たようで、普段、母語の勉強に熱心でなかった子が、帰りがけ
に「今度、母語教室に友達も連れて来る。おいら、がんばる！」

と支援者に語ったとのこと。
あとで支援者から、「ゆったりとした英語の響きと、弾むようなタガログ語の響きを聞
いて、世界にはいろいろな言語があり、それぞれ美しいことを改めて感じ、子どもも母国
語を誇りに思い大切にするきっかけになりました。実験に参加した高校生が、その後、図
書館へ勉強しに行くようになりました」と感想が届いた。
「本を読みなさい」、「図書館へ行きなさい」と促すのではなく、図書館への導入の仕方
を工夫することで、子ども自身が面白さに気づき、母語に自信を持つと感じたワークショ
ップだった。
３ ．中学生向けプログラム
「生徒達は本を読むのが大好き。でも、母語で書かれた本、１０代の子どもが読みたい本
が、どこにあるのかわからない。どうすれば図書館に入ることができるのか。どのような
手続きをすれば本を借りられるのか、どのような本が、どこにあるのか。それがわかれば
生徒は喜んで図書館に通うようになると思う」。
これは、外国人生徒の多い公立中学校を訪ねた際、国際教室担当教諭から聞いた言葉だ。
教室の棚には母国で人気の小説や、外国語版のハリーポッター、恋愛や友情を描いたラ
イトノベルが並んでいた。表紙がボロボロで、来日後の慣れない生活の中、生徒達が熱心
に読んでいる様子が伺えた。傍らには新品のような魯迅全集が並んでいた。大人が読ませ
たい本だけではなく、中学生年齢の子どもが「読みたくなる本」を、いかに掴むかが鍵だ
と感じた。
この教員の話をもとに、図書館と共催で、中学生を対象とした通訳つき見学会「図書館



48

探検」を実施した。（２００８～２０１０年度、横浜市中央図書館にて実施）
１ ）教員と通訳者の理解
生徒へ呼びかけるには学校の理解と協力が欠かせない。時期や内容について学校側と入
念に打ち合わせた。日本語版と外国語版のチラシを作成し、保護者にも見学会の主旨をわ
かってもらえるよう努めた。土地勘が無い生徒だけで来館するのは難しいため、教諭が引
率を引き受けてくれ、大いに助かった。
見学コースは、利用カードの作成と、普段入れない地下書庫見学を含む、入門的なコー
スを設定。見学会に参加した生徒が、あとで同級生や友達に、図書館の使い方を教えられ
るようになることを目標とした。
当日は、少人数で体験できるよう、 ２グループに分けて巡り、司書の説明を通訳者が通
訳し、生徒からの質問にその場で答えられるようにした。
通訳者には事前に説明資料を渡し、研修をおこなった。見学会の主旨と目的を理解した
上で、子ども向けにわかりやすく通訳してもらうためには、このような準備が欠かせない。
２ ）生徒の反応

見学途中、『ナルニア国物語』の母国語版を見つけ、「こうい
う本が読みたかった！」と胸に抱える生徒、「最新のサッカー
雑誌がある！」、「買えなかった本がある！」と目を輝かせる生
徒。みな、母語で書かれた書籍の多さに驚いていた。図書館カ
ードをつくって見学後は好きな本を選んで借りて帰った。
「人気作家の小説シリーズが読みたい」、「恋愛小説がもっと

あるといい」、「ハリーポッターシリーズはどこ」との声も出て、外国人生徒からのリクエ
ストを図書館へ届ける機会にもなった。
あとで生徒達から、「本の借り方や返却の仕方がよく分かるようになった」、「普段勝手
に入れない地下書庫の見学が一番楽しかった。図書館が大変気に入った」、「見学を通して
書物への理解が一層深まった。読書は知識を増やす手段であり、心を癒す最も良い方法。
悲しいとき、読書は心を慰めてくれる良薬。物語の主人公の運命に共感し、泣いたり笑っ
たり悩んだりして、いつしか自分の悩みさえ忘れる。読書は心を癒す。図書館に入れば本
の香りが鼻をくすぐる。『本のふるさと』に足を踏み入れば、心が穏やかで嬉しくなる」
と感想が届いた。
外国語を母語とする１０代の子どもにとって、本は頭の休息、心の栄養になる。図書館は
大事な居場所になる。訪れるきっかけさえあれば、自ら通い出す手応えを感じた。

Ⅲ　図書館の可能性
１．図書館でおこなうアートイベント「外国人学校の子どもたちの絵画展」
約１９万人の外国人が住む神奈川県には、インターナショナルスクールや、中華系、コリ
ア系、ドイツ系、インド出身、ムスリムの子どもらがそれぞれに通う外国人学校が各地に
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点在している。これらの学校で学ぶ子どもの存在は、あまり知られていない。そして、そ
こに通う生徒にとって、日本の図書館は、馴染みが薄く、縁遠い存在だ。
図書館に足を運ぶ機会があまり無い子ども達が、図書館に足を踏み入れ、素晴らしさに
気づくにはどうしたらよいだろう。外国人住民の存在に関心が薄い人達が、彼・彼女らの
存在に気づき、親近感を抱くにはどうしたらよいだろうか。
こうした課題を少しでも解決しようと、絵画展を企画し、図書館に共催を持ちかけて開
催した。開催までの経緯と、その後の広がりを報告する。
（第 １回２０１4年 ３ 月 ９ 日～３０日、第 ２回２０１4年１２月 １ 日～２７日、第 ３回２０１６年 ２ 月１６日
～ ３月 ６日、第 4回２０１７年 ２ 月２１日～ ３月２０日、横浜市中央図書館にて実施）
１ ）なぜ図書館で？
横浜市中央図書館は、外国語図書や絵本が充実し、交通アクセスもよい。一日に数千人
が利用し、外国人住民の存在を知る人も知らない人も、多文化共生に関心がある人も無い
人も、多数行き交う大規模な図書館だ。
もしそこに、子どもが描いた絵が飾られていたら、ふと目にして、足を止めるのではな
いか。絵を描いた子に興味を持ってくれるかもしれない。もしそこに、自分が描いた絵が
飾られていたら、その子は友達や家族を誘って図書館に来るのではないか。そう考えて、
市民有志で実行委員会を立ち上げ、絵画展の共催を図書館に呼びかけた（筆者は実行委員
会事務局長を担当）。
共催が決定した後、司書と打ち合わせを重ね、実行委員で手分けして外国人学校各校を
訪ね、絵画展の趣旨を説明した。生徒への呼びかけと絵の選考は各校の美術教諭に依頼し
た。
２ ）絵のテーマと展示方法
募集した絵のテーマは、「わたしの好きな本」、「読書感想画」、「あったらいいな、こん
な図書館」、「本を読むお気に入りの場所」など、本や読書、図書館にまつわるもの。それ
ぞれの絵には、子どもが書いたキャプションをつけ、絵の見どころや、題材にした本がわ
かるようにした。外国語は実行委員が和訳し、原文に併記した。
利用者の目につきやすいよう、多くの人が行き交う １階展示コーナーに学校紹介パネル
と共に展示。展示作業は実行委員、図書館員、美術教諭、市民らが協力しておこなった。
出展した学校数と絵の枚数は、各回ごとに多少変更したが、 4回目の絵画展では、 ９校
（サンモール・インターナショナルスクール、横浜山手中華学校、横濱中華學院、横浜朝
鮮初級学校、神奈川朝鮮中高級学校、ホライゾン・ジャパン・インターナショナルスクー
ル、横浜インターナショナルスクール、東京横浜独逸学園、インディア・インターナショ
ナルスクール・イン・ジャパン横浜校）の学校紹介パネルと、うち ６校の生徒による「本、
読書、図書館」をテーマにした絵（計4０枚）を展示した。
会場では、司書の協力を得て、絵の題材となった本や、各国の文化や言葉の本を、絵の
近くに並べた。これがとても好評だった。
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司書が作成した「作品リスト」（全作品と参加校紹介を掲載したもの）を会場で配布。
絵を描いた子へのメッセージカードを募り、アンケートボックスを設けて、来場者の声を
集めた。それらは後日、各校へ御礼と共に郵送した。
３ ）来場者の反応

毎回、来場者は一万人を超えた。豊かな発想力と表現力の高
さに驚く人、絵の題材となった本に興味を持ち、その場で熱心
に読み出す人、学校紹介パネルを見て「近くにこのような学校
があったとは」と驚く人、外国人学校で学ぶ子どもに関心を向
ける人など反応は様々だった。表記されている言語は違っても
「あっ、この本、読んだことがある！自分と同じ本を好きな子

がいるんだ」と見入る姿も数多く見られた。
絵を描いた生徒のほか、家族、クラスメート、先生も多数来館。初めて図書館に来た外
国人保護者が、「こどもの絵がかざられて、しあわせかんじた」、「こういう所があると知
らなかった」と感想を述べていた。
学校単位で図書館見学に訪れた学校もあり、日本の図書館を知り、親しみを感じてもら
う機会となった。
4 ）絵とおはなしするって、どういうこと？

絵画展の会期中、美術大学の学生に協力してもらい、「絵と
おはなししよう～絵の鑑賞ワークショップ」を開催した。絵画
展に飾られた絵を題材にし、美大生がファシリテータを務めた。
１枚 １枚、絵を丁寧にみていき、色使いや構成、細部の描き

こみを手がかりに、子どもが絵で表現しようとしたものは何か
を参加者と共に探った。美大生の上手な導入と展開のおかげで、

参加者は、自分一人では気づかなかった視点や、新たな発想に触れることができた。
また、絵を描いた人の気持ちに思いを巡らせることで、描いた子への関心が高まり、題
材となった本への興味もそそられた。該当する本を司書が館内で急遽探し出し、読み聞か
せをしてくれる場面もあった。「こういう本があったら」とのリクエストに、あっという
間に答えられる図書館の底力を見る思いだった。
参加者からは、「どんな思いつきの言葉も『そうだね。おもしろいね』と受け止め、『解
釈は自由で正解は無いです。でも、こういう点に気づいたり、こういう見方もあるってわ
かるともっと面白いですよ』と、美大生が話しやすい雰囲気をつくってくれたので、意外
なほど自分の中から言葉が溢れ出た」、「絵に対する他人の自由な感想を聞いて、『あ、こ
ういうのもアリなんだ』と気持ちが楽になった。見方が広がり、縛りが解けた気がした」、「絵
と話すというのは、絵を見ている自分との対話なのかもしれないと感じた。『こうでなけ
れば』という思い込みから自由になれた」、「本や図書館について描かれた絵を、図書館と
いう空間で鑑賞できたのがとてもよかった」と感想が聞かれた。
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その後のワークショップは、絵の鑑賞プラス、読み聞かせやブックトーク、自ら造形表
現する内容も盛り込んだ。絵を出品した生徒も参加し、司書から読み聞かせの指導を受け、
練習を重ねて、英語・日本語・中国語による読み聞かせをおこなった。自分が大切にして
いる本の紹介をおこなった生徒もいた。様々な言葉の響きを楽しむ人、アイディア一杯の
絵を描く人、それぞれが一冊の本、一枚の絵から広がる豊かな世界を体感することができ
た。（２０１３～２０１６年度、横浜市中央図書館にて実施）
２ ．「いろんな言葉で聞いてみよう！絵本の読み聞かせ」
絵画展を 4年間開催したあと、外国につながりのある子ども達にとって、社会とのつな
がりを実感する場、母語を生かす場、得意なことで自信を深める場が必要と痛感した。
新たな企画として、外国人学校、日本の公立学校に通う子ども達が、絵本の読み手とし
て登場する「いろんな言葉で聞いてみよう！絵本の読み聞かせ」を企画。図書館に共催を
呼びかけ、開催した。生徒達はそれぞれ得意な言語で、小さな子どもや保護者に向けて、
絵本の読み聞かせをおこない、自分の国の歌や遊びも紹介した。
子ども達が自信を深め、他者や社会とつながる場として、図書館は大きな役割を果たす
ことができる。（２０１７～２０１８年度、横浜市中央図書館にて実施）
１ ）２0１7年度

①中国、タイ、フィリピン出身の公立高校 １年生 4名が、事前
に司書から指導を受け、２０１８年 ３ 月１８日に、得意な言語で読み
聞かせをおこなった。合間に、高校生のウクレレ伴奏で、英語、
中国語、タイ語、日本語で「きらきら星」を来場者と共に歌っ
た。
来場者は日本人親子のほか、公立小学校に通う中国出身の兄

妹とその親達。高校生が中国語で話し出すと、母語を耳にした子ども達は手をたたいて喜
んでいた。
終了後、読み聞かせに使った絵本に手を伸ばし、借りていく子、発音や文字について熱

心に質問する親子など様々だった。
読み手の高校生達は、「緊張したけど楽しかった」、「子どもが
可愛かった」、「子どもと一緒にできてよかった」、「もっとこう
したボランティア活動をしたい」と感想を述べていた。
生徒達が信頼を寄せる先生が事前の練習にも立ち会い、見守
ってくれた。こうしたサポートにとても助けられた。あとで先

生から「温かい会でした。生徒に素敵な機会をいただきありがとうございました。とても
良い経験になったと思います」と感想をいただいた。
②公立小学校の国際教室に通う中国出身の ６年生と、外国人学校高等部 ３年に通う日本人
生徒が、事前に司書から指導を受け、２０１８年 ３ 月２５日に、中国語で読み聞かせをおこなっ
た。合間に、中国語でじゃんけん大会をおこなった。
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来場者は日本人親子のほか、中国出身の小学生、外国にルーツがある孫と一緒の婦人、
研究者など。年の近いお姉さんの読み聞かせに触れて、「こんなお姉さんになりたい」と
憧れる子もいた。
読み手の高校生は、小さい頃から読書好きで、中学の時にこの図書館の書庫を見て図書
館員になろうと思ったとのこと。「練習の時と違って、子どもがたくさん前にいて緊張し
たけれど、聞いてくれる子どもがいたから、『やろう！』とエネルギーが湧いてきた」と
感想を述べていた。
２ ）２0１８年度

①ドイツ出身の公立高校 ２年生が、事前に司書から指導を受け、
２０１８年１２月２３日に、ドイツ語と英語で読み聞かせをおこなった。
合間に「もみの木」をドイツ語で歌った際には、司書がバイオ
リンとチェロで伴奏してくれた。
参加者から、「ドイツ語の響きがとても新鮮だった」、「カー
テンの向こうから『もみの木』の歌詞があらわれ、チェロとバ

イオリン奏者が出てきた時には、わぁ！と息をのんだ。思いがけないクリスマスプレゼン
トだった」、「普段カウンターで見る司書の意外な一面を見てびっくり。親しみを感じた」、
「高校生の英語と司書の日本語で『まどからおくりもの』を聞いて、『一部分だけを見て
いては本当のところはわからない。でも見当違いも融通を利かせれば大丈夫。こうじゃな
きゃダメと思わなくていい』と感じた」、「思い出の絵本の話を聞いて、ドイツの子どもに
親しみを覚えた」といった感想が聞かれた。

②フィリピンとタイにつながりのある公立高校生 ２名が、夏
休みに「１０代の若者対象　読み聞かせ道場」に参加したあと司
書から指導を受け、２０１９年 １ 月１4日に、英語とタイ語で読み聞
かせをおこなった。合間に、母国のわらべうたや、あそびの実
演もおこなった。
来場した子ども達は、馴染みのない言葉でも集中して聞き入

り、司書が集めてくれた様々な言語の絵本に手をのばし、借りて帰った。
３ ．１0代の若者対象プログラム「読み聞かせ道場」

読み手を育成するため、「１０代の若者対象　読み聞かせ道場」
を企画し、夏休みに図書館と共催で開催した。（２０１８年 ８ 月 ７ 日、
横浜市中央図書館にて実施）
主なターゲットは高校生。タイ、フィリピンにルーツがある
高校生を含む、公立高校 ２年生 4名が参加した。読み聞かせの
ノウハウを司書に教えてもらい、それぞれの母語で読み聞かせ

の練習をおこなった後、地下書庫など普段見られない所を司書に案内してもらった。
生徒達は絵本を熱心に選び、スターウォーズが好きという生徒は、古い映画パンフレッ



53

トを書庫で見つけて嬉しそうだった。「司書がとても丁寧に、やさしく教えてくれた」、「図
書館には本しかないと思っていた。CD、地図、マンガもあることがわかった」、「図書館
に対するイメージが変わった」と感想を述べていた。
図書館に高校生を呼び込むことはなかなか難しいが、外国語を母語とするお姉さん、お
兄さんとして、小さな子どもたちの前で、得意な言語で読み聞かせをする機会をこれから
も作り、回を重ねていきたい。
4 ．図書館外での展示「子どもたちの絵画を通じてかながわから世界へつながろう」

上述の「外国人学校の子どもたちの絵画展」の絵を別会場で
も展示した。（２０１５～２０１８年度、湘南国際村センターにて実施）
外国人学校１１校の紹介パネルと絵画、カナガワビエンナーレ
国際児童画展の絵を並べ、「子どもたちの絵画を通じてかなが
わから世界へつながろう」と題して、 ５月 ３日～ ５日に展示。
毎回１，０００人を超える人が来場した。

ギャラリーガイドに身を乗り出す人、同年代が描いた絵に興味を持つ子ども、絵にイン
スピレーションを得て工作コーナーで絵を描き出す親子など、さまざまに楽しむ姿が見ら
れた。参加者から「県内にこんなにたくさん外国人学校があるとは知らなかった」、「子ど
も達はこういう絵を描くんですね。面白い！」とさまざまな感想が聞かれた。

Ⅳ．むすびに
多くの人が図書館に親しみ、本を通じて自分の世界を広げ、そこが居場所になることに
気づいてほしい、「知る自由」を保障する施設が身近にあることを知ってほしいと願って、
活動を続けてきた。
図書館の多文化サービスを進めるには、日本人だけで考えて実施するのではなく、サー
ビスの受け手となる外国人に声をかけ、話を聞くことが最初の鍵となる。彼らはサービス
の受け手としてだけではなく、強力な協力者になる。
更に、図書館とは異なる領域で活動する人達に、図書館の魅力を知ってもらうことも重
要だ。彼らを図書館に結びつけ、一人ずつ、理解者、協力者を増やしていくことが、多文
化サービスを進め、充実させる上で欠かせない。
図書館の持つ可能性に、多くの人が気づき、図書館の活用が各地に広がることを願って
いる。

引用文献
Jesse�K�Frivaldo、「図書館の多文化サービスへの想い―図書館との出会いをふりかえって」、
『よこはまライブラリーフレンド』、よこはまライブラリーフレンド、２００８年、No.３８

小林卓、「講演会　図書館における多文化サービス」、よこはまライブラリーフレンド、神
奈川県国際交流協会共催、２００２年
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Norman�Nakamura、「図書館への多文化サービスへの期待」、『むすびめ２０００』、むすびめ
の会、２００８年、No.６２

日本図書館協会多文化サービス研究委員会、「１．１　図書館の多文化サービスとは」、『ＪＬ
Ａ図書館実践シリーズ ２　多文化サービス入門』、日本図書館協会、２００4年、 １ ― ５ 頁

李原翔、「図書館の温かみ」、『むすびめ２０００』、むすびめの会、２００９年、No.６７

参考文献
加藤佳代、「ようこそ図書館へ！子どもを対象とした図書館の多文化サービス：横浜の事
例から」、『解放教育』、明治図書出版、２００９年、NO.５０２

加藤佳代・宇都宮日美、「市民と図書館が連携して子どもの多文化理解を育む」、『多文化
に出会うブックガイド』読書工房、２０１１年

加藤佳代、「外国にルーツのある子どもと図書館をつなげる、情報をつなげる」、『多様性
と出会う学校図書館　一人ひとりの自立を支える合理的配慮へのアプローチ』、読書
工房、２０１５年

加藤佳代、「外国人学校の子どもたちの絵画展」、「図書館の多文化サービス―さまざまな
読者、担い手と共に」、「図書館でのアートイベントと、その後の広がり」、『むすびめ
２０００』、むすびめの会、２０１4年 No.８８、２０１５年 No.９０、２０１７年 No.９９
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Ⅰ．はじめに
私は、三人の子の子育て中に子どもの本の面白さに出会い、２５年ほど前に、地元の「戸
塚てんとう虫おはなしの会」に入った。そして、子どもの本に関する講座や、お仲間、本、
また子どもたちから学びつつ、図書館や児童センタ―、時には学校の教室に伺って、子ど
もの本に関わるボランティア活動を続けてきた。対象は ０歳児と保護者から、幼児、小学
生が中心で、絵本やわらべうた、おはなし（語り）などを共に楽しんできた。
また、上記の会も所属する「川口あそびと読書連絡協議会」は、埼玉県川口市内を中心
に、２１の団体、３５人の個人会員からなる、比較的大きな会である。その会の運営にも長年
携わり、２００５年から２０１７年までは代表も務めた。講座や研修会の企画、会報発行など、様
々な経験をお仲間と共有しながら、子どもや本に関して、なるべく本質的なものに向かう
ことを目指してきた。
一方、 4～ ５年前から、社会が直面する問題を、平和、憲法、教育という言葉を手掛か
りに、身近なこととしてとらえる機会が増えてきた。小さな集まりや学習会に出かけ、老
若男女、様々な人と知り合う中で、知らなかったこと、知ろうとしなかったことの多さに
気づいた。例えば沖縄や福島のこと＃Me�too運動や道徳の教科化のことなど。私の日常に、
新たに、いわゆる“社会問題”を学ぶ場が増えてきた。そして、初めは異なる分野のこと
に思われた二つの活動が、だんだん自分の中で混ざり合ってきた。
私は基礎教育の研究者でも教育や保育の現場に立つ者でもないが、限られた体験の中か
ら、人が育つということと、それを受け入れる社会のありようとを考えてみたい。

Ⅱ．子どもの本に関わる活動
１．わらべうた
図書館や児童センターで、「親子で楽しむ絵本やわらべうた」という場が、幼い子ども
と保護者に向けてもたれるようになってきた。私は「おはなし会」に入ってすぐ、図書館
が開く絵本とわらべうたの講座に、スタッフの一人として関わらせていただいた。子ども
にとって、リズムのいい言葉や保護者とのふれあいが絵本への入口となることを見せても
らいながら、母語（日本語）の面白さも実感し、家では小学生や幼稚園の我が子と遊んだ。
わらべうたは伝承のもので特定の作者はいない。覚えやすく楽しいから伝わってきた。
幼児から小学生になると、絵本を読んだ後、広い部屋で集団のわらべうた遊びをすること

＜実践報告＞

二つの活動を結ぶもの
―子どもの本の世界と、社会問題の学習会と―

奥山　博子
（川口あそびと読書連絡協議会、埼玉リレーカフェ）
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もある。「花いちもんめ」や「なべなべそこぬけ」「あぶくたった」「うめとさくら」など
は人気の遊びだ。傍に親たちもいる時は、一緒に入ってもらうように声をかける。辞退さ
れる方もいるが、親が遊びに加わると子どもは嬉しそうだ。
オニのいる遊びでは、オニの孤独を経験することもある。例えば「あぶくたった」で、
オニになった子どもが緊張して言葉が出なくなったり、「花いちもんめ」で指名された子
どもがお父さんの陰に隠れて涙ぐんでしまったこともある。それも結局は遊びの中で乗り
越えていくものだと思っている。
わらべうた遊びには、「気」を合わせるという側面もある。「あぶくたった」では、オニ
が誰かをつかまえるまで、お決まりの言葉のやりとりがある。「花いちもんめ」も同様で
ある。リズムを合わせて遊ぶ過程で、「間合い」が合ってくる。「ルールを守ろう」と声高
に言わなくても、「気」を合わせるほうが面白いことを自然に感じていくようだ。
どの国にも伝承のわらべうたがある。そこにはその国の母語の特徴が自然に含まれてい
る。子どもが幼い時期に親が手をとり目を合わせて歌うことは、双方の心の安定も育む。
転んだときの「ちちんぷいぷい、いたいのいたいの　とんでけー」も、わらべうたのひと
つだ。母語に添った言葉や音運びは、覚えやすく、どこかユーモアを含んでいる。
「ふろ（風呂）」という指あそびをご存じだろうか。一人が両手の指を組んで「ふろ」
を作り、もう一人が自分の人差し指を使ってお風呂に入りにくる遊びだ。私自身は子ども
の頃、母がやって遊んでくれた。最近、その遊びを、大人の集まりでやってみる機会が何
度かあった。懐かしいと言ってパッと表情が明るくなる人もいる。初めてという人が多い
場合でも、「近くの人どうしで、やってみてください」と声をかけると、途端に空気が和む。
「お風呂わかしますよ」と言って親指をぱたぱたと動かしながら、三本の指で相手の人指
し指をしめつけていくと、相手も「あちちっ！」と楽しそうだ。これはゲーム機にはない
良さである。小さな子どもは、指が組めるようになること自体が誇らしい。
この遊びは１９６８（昭和4３）年出版の『日本児童遊戯集』にも絵付きで載っている。元は
明治３4年に刊行された本なので、遊びの起源はさらに遡る。以下の解説がついている。

「ふろ」は山田地方の方言にして入浴のことなり。図の如く甲、左右の手を組み合せ
て、乙の指頭を挟みて、強く挟みて痛みを覚ゆれば「うめよ」と云う。しか云うとき
は弛め、幾回となく強く弛くして楽しむ指頭の遊戯なり。

大人と子ども、子どもどうしなどで遊んでいた光景が浮かび、笑い声が聞こえるようだ。
２ ．絵本
一冊の絵本は、作家、画家、編集者などの力で作られ、書店、図書館などを経て子ども
たちのところに届く。しかし、子どもにとって一番記憶に残るのは読み手で、子どもは「こ
の本はお母さんに読んでもらった本」「この本は○○先生が読んでくれた本」と言う。あ
る高校生は、小さい頃よく読んでもらった絵本を見つけて、「この絵本にはお母さんの声
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が詰まっている」と言った。
その絵本も今は毎年膨大な量が出版されている。だから絵本を選ぶ眼もしっかりもちた
い。その基準のようなものが、戦後、子どもと子どもの本に向かって、全力を注ぎ続けた
瀬田貞二さんの『絵本論』の中にあるので紹介したい。

私たちはもう、子どもだましはやめましょう。刺激だけでごまかすことをやめましょ
う。着色菓子のようなもの、ビラビラしたもの、けばけばしいもの、おどかすだけの
もの、支離滅裂なもの、だらしのないものを本とよぶことをやめましょう。それらを
出版して、一度だけであきられて捨てられるような商利主義とおろかな無駄づかいを
断ち切りましょう。その反対に、子どもたちを静かなところにさそいこんで、ゆっく
りと深々と、楽しくおもしろく美しく、いくどでも聞きたくなるようなすばらしい語
り手を、私たちは絵本とよびましょう。よい本というものは、どれもみなすばらしい
語り手たちです。

これは、月間絵本「こどものとも」（福音館書店）の１９６６年 4 月号の折り込みに書かれ
た言葉である。５０年以上も前の言葉が、今も変わらずに訴えかけてくるのは、今でも、子
どもをどこか軽い存在として扱っていることの表れだろうか。
絵本は、言葉やリズムの良さだけでなく、子どもの美への感性も育てる。再度、瀬田貞
二さんの言葉を引用する。

絵本は、子どもが最初に出あう本です。長い読書生活を通じてひとの読む本のうち
で、いちばん大切な本です。その子が絵本のなかで見つけだす楽しみの量によって、
生涯本好きになるかどうかが決まるでしょうから。またそのときの感銘が、大人にな
ってそのひとの想像力をことあるごとに刺激するでしょう。だから、絵本こそ、力を
つくして、もっとも美しい本にしなければなりません。画家と作家と編集者と――そ
しておそらく読者とが協力して、年上の人たちの本の千倍も、はなやかに魅力的にし
なければなりません。彫刻や映画などと同じく、絵本は一つの美術形式なのです。

絵本を美術形式、つまり芸術だととらえる姿勢に、子どもに対しての敬意を感じる。子
どもは「可愛い」ものが好きだという安価なイメージに左右されずに、子どもの美を感じ
る力を信じ、自分自身の眼も磨き、子どもたちと共に絵本を楽しんでいきたい。
なお、子どもの本の優れたリストとしては、『絵本はともだち』の中の「ブックリスト（百
冊の絵本）」や、新しいところでは、『よみきかせのきほん―保育園・幼稚園・学校での実
践ガイド』などに信頼をおいている。
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３ ．おはなし（語り）
ここで言う「おはなし」とは、本を声に出して読むのでなく、一つの話を丸ごと覚えて
語ることをいう。単なる暗記とは違って、おはなしがその人の内側から、その人の言葉の
ように語られるとき、語り手と聴き手の間には見えない糸がピンと張られるようだ。今は、
図書館などで「おはなし」に向くものを手に入れることができるので、私も好きなものを
覚えて身体の中に入れるように努めてきた。
地元の小学校の朝自習の時間に、お仲間と「おはなし会」を届けに行っていた頃のこと、
ある日、学校帰りの小学校低学年の女の子たち数人と会った。すると、「この前きいたあ
のお話して、ほら、ちいちゃいちいちゃいおばあさんの話」と言われた。私は「じゃあ、
ここでしようか。道端おはなし会ね」と言って、道端に腰を下ろして「ちいちゃい、ちい
ちゃい」の話をした。最後にびくっと驚く話だということがわかっていても、楽しそうに
聴く子どもたち。言葉だけでひとつの世界を共有できる「おはなし」ならではの楽しみだ。
我が家のことで恐縮だが、こんなこともあった。
娘が中 ３のときのこと、勉強に疲れていたのだろう、傍にいた高校生の息子に「お兄ち
ゃん、おはなしして！」と叫んだことがある。息子は「おう、俺ができる話は〈まめたろ
う〉だな。よし。むかしむかしあるところに…」と語り始めた。それは息子が小学生の頃
好きだったイランの昔話だった。その話を、娘はじっと目を閉じて、兄の言葉で聴いてい
る。疲れた頭がほぐれていく様子が、少し離れた場所で見ていた私にもよく伝わってきた。
そういえば娘が小さい頃、布団の中でよくおはなしを語っていた。私が先に眠くなってし
まうこともしばしばで、そういう時は、娘は私の足を蹴って起こしてくれた。
後日聞いたところでは、兄妹の間では時折「おはなし」をしていたそうだ。「簡単なあ
らすじだけでも面白いよ。おかあさんは知らなかったと思うけどね」と言われた。思春期
で親に多くは話さない時期だったが、子ども時代に私の“練習台”としてたくさん聴いて
くれたことが、ひとつの遊びとして残ったようだった。
子どもたちは「おはなし」を聴きながら、登場人物に自分を重ね合わせていく。いざと
いうときの勇気も知恵も登場人物とともに味わっている。想像力というより共感力と言え
るだろう。そして満足な結末を迎えることで、気持ちの安定を得る。それを繰り返すこと、
つまり「おはなし」の中で何度も“行って帰ってくる”こと、それと日常の経験の両方で、
子どもは、愛されている、認められている、守られている、という気持ちが育つ。そして
新しいことへの挑戦や、他者を受け入れる寛容さも身に着けていくのだと思う。
4 ．読み物の本
一人で本を読むようになると、絵本からいわゆる読み物の本に移っていく。ボランティ
アの立場では、本の紹介をしたりすることはあるが、基本的には、子どもの自発的な読書
を応援する側に回る。
今の子どもたちがどんな本を読んでいるかも気にかかるが、それ以前に、子どもは、束
縛されない自由な時間をどれほどもっているだろう。物語を読むことは、文字をたどり、
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人物関係や舞台を記憶し、イメージ化していく一連の作業である。その時間を大人が奪っ
ていないかも気になっている。
刺激の強い面白さからくる「笑い」は、深い満足からくる「喜び」とは異なる。学校や
図書館の司書、教師、自分も含む周りの大人が、子どもと本とのよい出会いに力を注いで
いきたい。そして、子どもたちにとって物語を読むことは、「人生にはよろこびも悲しみ
もあるけれど、生きるに値する」ということを無意識に感じてとってほしいと願っている。
以上が、子どもと本に関連した私の活動の主なものである。

Ⅲ．本学会との出会い
ところで、私が本学会を知ったのは、２０１５年 ２ 月に都内で開催された「夜間中学映画祭」
でのご縁がもとになっている。
新聞記事で「夜間中学映画祭」のことを読んだ私は、上映される 4作品のうちのひとつ
「夜間中学」が、１９4９年に瀬田貞二さん（ペンネーム：余寧金之助）が書かれた「郵便机」
を映画化した作品だということを知った。Ⅱ― ２の絵本のところで触れた瀬田貞二さん
（１９１６～７９）は、戦前と戦後の短い間、夜間中学の教師を務めた。その体験から、「郵便机」
という短い物語を書かれた。同じ机を使う昼の生徒と夜の生徒が、机に入れた手紙で互い
への理解を深めていく話だった。映画の方は長く行方不明だったが、夜間中学の全国設置
を求める運動に合わせるように、６０年ぶりに日大芸術学部から発見されたのだった。
映画館で初めてみた「夜間中学」の映画には、瀬田貞二さんの文章から感じる温かさと
明朗さが溢れていた。だが、それ以上に驚いたのは、現在の夜間中学関係の方々の、会場
に溢れる熱気だった。そして、この映画祭が、後に制定された「教育機会確保法」に向け
て大きな役割を果たしたことを、私は徐々に理解していった。
その後、見城先生や関本先生と知り合い、川口自主夜間中学のことも知った。更に昨夏
は本学会の研究大会の実行委員もさせていただいた。有り難いご縁である。

Ⅳ．市民の学習会「埼玉リレーカフェ」
１．設立の経緯
ここで、もうひとつ、今の自分の大事な学びの場になっている「埼玉リレーカフェ」に
ついて述べたい。
この集まりは、２０１５年夏の安保法案をめぐって埼玉近辺で動き出した人たちが少しずつ
繋がっていき、２０１６年 ９ 月に生まれた市民の学習会だ。毎回の世話人をリレーしていこう
と、こういう名前がついた。数回続けていくうちに事務局が必要とわかり、私は事務局を
引き受けた。やってみると、「川口あそびと読書連絡協議会」の運営委員としての経験が
役にたった。基本的に毎月、会場をとり、テーマと世話人を決めて、浦和コミュニティー
センターの集会室を会場に続いている。テーマは多岐にわたり、教育関係、沖縄、福島、
選挙、地球温暖化、＃Me�too 運動など、その回の世話人の提案を元に開かれている。



60

２ ．大きな会場での開催も
２０１８年 4 月には、寺脇研さんと前川喜平さんをゲストに招き、「折れない心を育てる」
というテーマで、５００人規模の会場で対談をしていただいた。春休み中だったので、「子ど
もの部屋」も ３つ（ ０～ ３歳、 4～小学生、主に小学生）用意して、木の実の工作、添加
物の実験など、子どもに向けてのプログラムに大勢の大人が準備や協力をしてくださった。
主に女性が中心になって活動している ６つの団体との共催は、老若男女の志が共鳴してい
るようだった。寺脇さんや前川さんからも、「受付に子どもの声が響いていて驚いた。子
どもの声はいいねぇ」と言われた。様々な人の協力を仰ぐ中で、子どもの本関係の人たち
も大勢関わってくれた。
３ ．「こんばんはⅡ」の上映会
「埼玉リレーカフェ」を様々なテーマで開くうちに、教育の大切さは参加者や世話人経
験者の共通の思いになってきた。おりしも夜間中学がテーマの「こんばんはⅡ」の映画が
完成することを知り、２０１９年 １ 月に、「こんばんは」と「こんばんはⅡ」の上映とトーク
の会を ２週にわたって開き、私は世話人の一人になった。「こんばんは」の回には見城慶
和さん、「こんばんはⅡ」の回には森康行監督、須田登美雄さん、野川義秋さんもいらし
てくださった。二つの映画は、夜間中学の現状を知る大きな助けとなり、参加者たちから
は、学ぶたのしさや学ぶことの意味を考える言葉が相次いだ。
4 ．「子どもになれる」とは
「こんばんは」の映画に出てくる方が、「学校にいくと子どもになれる」と明るい表情
で言う。「子どもになれる」ということはどういうことだろう。それは、間違ってもいい
こと、なんどでも繰り返せること、わかるようになること、できるようになること、そし
てそれが嬉しいこと、認めてもらえること、守られていること、愛されていること、など
ではないだろうか。
社会の中で子どもは権力をもたない弱者だ。さまざまな事情で学校に行けなかった人た
ちも社会の中の弱者である。その誰もがのびのびと楽しく学べる場を保障していくことは、
大人の役割なのだ。

Ⅴ．二つの活動を結ぶもの―寛容な社会を目指して
私は、自分が長年やってきた、子どもと本に関わる活動が、戦争、平和、差別、憲法、
教育、多文化、などと絡み合い繋がっていると実感するようになった。それは当たり前の
ことだったが、感覚として揺るぎないものになるのに、少し時間がかかった。子どもたち
に直接、「基本的人権の尊重」や「幸福追求権」や「生存権」などの説明はしないが、子
どもが安心して好きな本を手に取れるのは、平和な社会が基盤にあるからこそである。
また、最近は、例えば「憲法を楽しく学ぼう」といった大人の小さな集まりで、私が絵
本や詩を紹介することもある。『のはらうた』のどんぐりの詩、『ふたりはいつも』のがま
くんとかえるくんの話、『あやちゃんがうまれたひ』『ぼくがいまいるところ』の絵本など、
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子どもたちと楽しんできた本やおはなしを紹介しながら、「これらは、豊かな自然、大切
なともだち、かけがえのない命、はてのない宇宙を守っていきたいと願うことですよね」
と話すと、共感してくださる方が多い。弁護士の方が話されることとは違った方法で、自
分が背伸びしないで伝えられることを話し、同時に自分を見つめる日々である。
二つの活動を結ぶものは何だろう。あえて言葉にすると、ひとりひとりを大切に思う気
持ちと、相手を尊重する寛容さ、ということだろうか。
果てのない大きな宇宙の空間で、はるかに続く時の中で、どんな命も輝くように共存し
ていきたいと願う。分断や差別ではなく、誰もが生きやすい、寛容な社会を目指したい。
それはあまりに大きく難しいことだが、様々な事柄、様々な立場の人から学びながら、小
さなことでもできることをできる場所で、誠実に探していこうと考えている。
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はじめに：試行錯誤の末、生まれる映画に寄せて
制作、著作のタイトルが消え、スタジオの照明が点き始める。
大竹しのぶさんのナレーション、音楽、効果音など諸々のミックスが終わり、一本の映
画が生まれた瞬間だ。この時初めて映画は全容を見せる。つぶやきが一つ。「こんな映画
になるなんて、誰も最初はまるで予想してなかったなあ。」
本稿は、映画『こんばんは』から『こんばんはⅡ』へ至る過程で出会った多くの人々や、
関連するエピソードについて記すこととしたい。どの作品でも試行錯誤を重ねて出来上が
る。そのためには撮影が終わってから編集の段階で、もがき、苦しみ、数かずの煩悶を重
ねて映画は完成する。しかし、今回は、“一刻も早く”という完成させなければならない
という大きなテーマがかけられた。それを可能としたのは何と言っても、この映画に出演
された方々の勇気と夜間中学への思い、そして夜間中学に心を寄せる方々や先生方の並々
ならぬ熱意とエネルギーによるものであった。他人には話したくない過去や現在を厭うこ
となく語ってくれた夜間中学の在校生や卒業生たち。自主夜間中学に学ぶ方々が語ってく
れた学ぶことによって得た生きる自信と生き方。そのどれもが私自身にとってもかけがえ
のないものとなった。そして、何よりもまだ夜間中学に巡り合っていない多くの人たちへ、
その存在を知らせたいと心の底から思っている先生方や関係者の熱意に動かされ、この映
画は完成したのである。

Ⅰ．『こんばんはⅡ』で出会った人たち
『こんばんはⅡ』は予想していなかった制作過程の中で作られた映画であり、それは同
時に、それは私が全く知らなかった現代の世界との出会いでもあった。何十年にもわたっ
てその人の“学び”に会った学習をボランティアで提供している自主夜間中学のスタッフ
の皆さんやそこで出会った人たち。更に公立夜間中学でいる人たちからは言葉では言い尽
くせない数多くの証言が出された。大雑把に言えば―戦後の貧困とはどのようなものだっ
たのか、現在、日本の教育・若者が直面している“いじめ”“不登校”とは、そしてミャ
ンマーからの難民、カンボジア難民、更には現代の深い闇をかいくぐって日本・夜間中学
に辿り着いた人との出会い。これらは期せずして、まさに私たちは今どういう時代に生き
ているのかを垣間見ることとなった。
それらは現在の日本の抱える問題との出会いであり、現代史の語り部たちとの出会いで

＜実践報告＞

『こんばんは』から『こんばんはⅡ』へ
―夜間中学校で出会った人たち―

森　康行（映画監督）
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もある。そして、普段の生活では到底考えられないもう一つの社会が存在することの衝撃。
これら方々との出会いは、私たち自身が“これからどう生きるのか”を示唆しているよう
に思える。見城慶和先生（元夜間中学校教員）がいつも言われているように、夜間中学は
まさしく“時代を映す鏡”そのものを追体験した映像の旅だった。

Ⅱ．青天の霹靂
青天の霹靂とはこのようなことを言うのだろうか？
２０１８年の ２月頃からだと記憶している。「夜間中学校と教育を語る会」（以下「語る会」）
から、何となく話があるような雰囲気で連絡が何度かあった。当時は ２年かけた別の映画
の大詰めを迎えていた時であり、（この映画は ３月に完成し、現在全国の劇場で上映中）
その合間を縫って、「語る会」に久しぶりに参加した。
予想していたこととはいえ、いきなり「３０分くらいの夜間中学を紹介する映画を作って
欲しい」、「『こんばんは』を３０分ぐらいに短くできないか？」「３０分くらいの映像で夜間中
学を紹介して、その後、講演会を組めば、丁度良い時間で夜間中学のことが話せるものを」
など矢継ぎ早に「語る会」の人たちから要望が出され、私は面食らったことを覚えている。
２０１６年に「教育機会確保法」が成立したことで、それに関連した映像が必要だというこ
とは、薄々、堪付いていたが、正式に言われたのは初めてであった。
私　「さて、どうしよう？」
先生方　「『こんばんは』を短くすれば良い」
私　「エッ！」…
『こんばんは』を短くすれば良いというが、それはできない。出来ないという以上に非
常に困難なこと…。『こんばんは』を作った当時とは比較にならないほど技術が進歩し、
それに対応する機器を見つけ出したりするだけで逆に資金や時間がかかってしまう。そこ
で、深い考えも自信も勝算も何もない中で、この凄いプレッシャーから一時的にでも避難
するにはこれしかないと思い、「よし、では新しく短いものを作ったらどうだろうか」と
新しく作ることを提案してしまった。でも、資金はどうするのか？
「語る会」の面々は、「寄付で集める」「１００万円」集めると意気揚々というではないか…。
『こんばんは』の時もお金はなかったけど、スタッフは無償で参加してくれ、制作時間は
長かったが、後に文化庁の助成金などが決まったという経緯もあり、奇跡的に完成するこ
とが出来たといえよう。
しかし、今回は違う。「語る会」からの依頼で、それも「すぐに作ってくれ」「とにかく
早く」という条件。大きなプレッシャーをヒシヒシと感じた。というのも私はそんなに早
く撮れる人間でもないし、頭の中には何の構想も浮かんでいない白紙の状態。安請け合い
してよいのだろうか？それに「なるべく早く作って欲しい」という至上命題である。
さて、どうしようか？『こんばんは』を作った１５年前とは夜間中学の様相も一変してい
るだろうし、「学校の中にカメラを持ち込むのは難しいよ」と言われるし、実際に、『こん
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ばんは』の時もカメラを校内に入れるのには １年以上かかった経緯がある。
皆さんの前では何とかなるような顔をしていたが、その実、「どうしたらよいのだろう？」
との困惑が渦巻いていた。「語る会」の人たちの情熱はものすごく、会議が終わる頃には
何の構想もないのに“何かできるのではないだろうかなぁ”と自己催眠にかかった状態に
なり、そこへもってきて見城慶和先生が、「森さんならできますよ。頑張ってください、
応援しますから」と優しくダメ押しされれば、もう、どうしても作り上げなければならな
い状況になってしまった。しかし、ふと、我に返ると具体的にどうやって進めて行こうか、
現実の問題に戻るのだった。
まず、予算の問題である。この予算ではカメラマンを頼むわけにはいかない。もう何十
年も撮影していない自分がカメラを回していくしかない。自信はなかったが、長い付き合
いの編集者に手伝ってもらうことにした。そこで、私の家から近い柏と松戸の自主夜間中
学校から撮影を始めた。そうすれば、交通費もあまりかからないからである。

Ⅲ．“来るもの拒まず”柏自主夜間中学
自主夜間中学については、以前から献身的にボランティアで関わっていらっしゃる方々
に敬意を抱いていた。今回の映画では、是非、自主夜間中学校も紹介できたらと強い思
いを持っていた。
最初に訪れたのは柏自主夜中。柏自主夜中は木曜日の夜のクラスと土曜日の昼クラスに
分かれている。モットーは「来るもの拒まず」。その通り、いろんな人たちが学びを求め
て来ていた。お母さんと暮らしているフィリピン生まれの青年。英語で日記を書けるよう
にと英語を学びに来ている初老の紳士。パキスタンから来た少女。いじめを受け、不登校
になり中学の勉強がおざなりのまま来てしまい、それを取り戻そうと通っている青年。養
護施設の勉強だけでは足りないと言って通うハンデを持った人たちなどなど。 １対 １のそ
の人に合った授業。“学ぶこと”を求めて、 １ミリでも自分が前に進むことを求めて来て
いる真摯な姿に、どんな境遇に置かれても学びを求める真剣な姿に可能性や努力といった
抽象的な言葉が具象化されて、それらの言葉の意味とはこういうものかと目の前に浮かん
できた。
それは「こんばんは」を撮った時に感じた文花中学（墨田区立文花夜間学級）に通う人
たちに対しても思ったことと同じことだった。昼仕事を終え、夜の ５時半から ９時まで疲
れた体で、文字通り一所懸命に学ぶ姿と同じだった。戦争で学ぶべき時に学べなかったり、
貧困のため学校に行けなかったり。
それでも、 １字でも漢字を覚えようと、掛け算が出来るようにと真剣な眼差しで取り組
み、理解した時の喜びようは私から見ていても格別のものだった。文花中学に連れて行っ
た友人はこう書いている。

「学ぶことは卒業や高校受験やさらに実用のためにあるのではなく、本来、学ぶことは
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それ自体が楽しいものなのだ。自分
の頭で考え、問題を解くことの楽し
さは、アインシュタインでも小学生
でも夜間中学生でも変わらない」（上
原隆著「雨にぬれても～夜間中学か
ら」幻冬舎アウトロー文庫）

柏自主夜中でもそのような光景を訪
れる度に目にした。その中でも目を引
いたのは、土曜日の昼に船橋から通ってきている聴覚障がい者の男性だった。彼は職場で
文章を書けるようになりたいと通ってきている。手話通訳の方も船橋から一緒に通ってい
る。
スタッフに、「聴覚障がいの方を受け入れるのには苦労があったのではないですか？」
と聞いてみた。スタッフは、次のように答えた。
「以前、言葉が通じない子どもが来た時、皆で必死になって調べて何とか意思疎通でき
るようになったから、聴覚障がいの方が来ても何とかなると思っていましたよ。手話通訳
の人も来てくれるし、私たちがダメだってあきらめちゃうのではなく、何とか頑張って受
け入れなければ、“来るもの拒まず”にはならないじゃない？」

Ⅳ．松戸自主夜間中学
千葉県の松戸自主夜中を訪れてまず感じたのは人の多さだ。週 ２回の学習日には松戸勤
労会館で借りている 4部屋に学びを求めてやってくる人たちでいっぱいになる。こんなに
もたくさんの人、例えば、様々な障がいを持った人たち、中国やネパールから日本に移り
住んでくる人やその子ども（高校受験を控えた少年・少女）、不登校だった人、小学生か
ら高校生、さらに松戸自主夜間中学を出た人が学び直しや居場所を求めて週 ２回の授業を
楽しみに通学している。その多さに改めて驚かされた。これは松戸自主夜間中学、また松
戸だけの特別なことなのだろうか？たまたま、自主夜中や夜間中学校が無かっただけでは
ないだろうか？

パキスタン少女と女性スタッフ（柏自主夜中）

先生座り生徒と話す（松戸自主夜中） 女性 ２名と先生（松戸自主夜中）
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その中で柏と松戸両方の自主夜中に通っている青年に出会った。彼は小学校 ５年の時、
風邪をこじらせ １週間ほど学校を休んだことから小・中通じて不登校になったという。そ
の後、何かおかしいのではないかと病院を転々とし、ようやく自分の病気が分かったとい
う経歴の持ち主である。彼は、「自分の病気が分かってホッとしましたよ。もちろん、今
でも気分の振幅はありますが、今、自分はどういう状態かわかりますからね。そこで折り
合いをつけていくことができますからね」と。そして、映画に出て良いのか再度確認して
みたという。「ちょっと前の私では無理でしたね。でも今では私みたいな人（見た目では
分からないけど、軽度に患っている）が大勢いると思うんですよ。そういうグレーゾーン
にいる人たちのためにも映画に出てもよいと思ったんですよ。」
後日、彼に誘われ自身が通うデイケアセンターに遊びに行った。そこでは仲間たち（そ
の日は５０人程来ていた）とグループ分けをして、自分たちで様々なカリキュラムを編んだ
り、サークルを作って活動している。彼はロックバンドのグループを作っているという。
物静かな姿しか見せていない彼がロックバンドとは。自信ありげな様子を見て、そこで
一曲、皆の前で披露してもらうことにした。自主夜中で見ている姿とは大違いである。マ
イクの持ち方も様になっている。「イエ～イ！」っと、威風堂々ロックが始まった。残念
ながらロックには疎いので何という曲か分からなかったが…。
夜間中学校で得た学びへの自信、仲間との出会いの中で培われた人間への信頼と友情。
今、生きる力を獲得し、自分の将来に向かって新しい自分を見つける一歩を踏み出して
いる。
夜間中学が育む生きる力への学び。それは一体どこから来るのだろうか？教育の世界に
は門外漢の私から見た夜間中学をなぜ、撮ることになったのか、その経緯をここで振り返
ってみよう。

Ⅴ．私と夜間中学　～バンコク・パタヤビーチの寒村～
１９９０年。この年はユネスコの国際識字年であった。アジア地域でユネスコがどのように
識字教育を行っているのかをヨーロッパ地域のユネスコに見てもらうために映像を作って
くれという依頼が来た。ロケ地はタイの観光地パタヤビーチからバスで３０分ほど入った小
さな農村。この村に入って最初に目にした光景は今も忘れられない。
一人のお婆さんがバス停のところにうずくまっていた。近づいて通訳に聞いてもらうと、
そのお婆さんはバスを待っているという。しかし、時刻表には一日一本しかバスの時間は
表記されていない。今の時間はというと、その １本のバスが行ってから １時間以上が過ぎ
てしまっている。そのことを伝えると、「自分は字が読めないからよくこういうことがある」
とお婆さんは言う。これまで、お婆さんはタイの炎天下でいつまでバスを待ち続けていた
のだろう。文字が読めないということはこういうことなのかと、身をもって体験した出来
事だった。
衝撃的な出会いから始まったこの映画の最後は、以下のような形でストーリーは進んで
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いく。ユネスコのチームは教育の大切さをどのように村の大人たちに認識してもらったら
よいのか話し合っていく。その間に挟み込まれるパタヤビーチの繁栄と周辺の村々の疲弊
の落差。そうした中でも、若い世代は村の学校で教育を受けるようになってきている。し
かし、親の世代は教育の機会が持てないまま過ごしてきた。ユネスコは教育の大切さを大
人に理解してもらうためにパペットを使って面白おかしく伝えていく。そして、ラストシ
ーンは高床式の校舎で夜、日ごろ学んでいる子どもたちが自分のお母さんたちにろうそく
の灯で文字を教えているところで終わる。ろうそくの灯に浮かんだ文字を教える子どもの
笑顔と学ぶ母親の微笑みは、えもいわれぬ幻想的な美しい風景だった。

Ⅵ．夜間中学との出会い
それから １年後のある晩、帰宅の電車に乗っていた時、偶然、隣に知り合いの方が座っ
た。婦人新聞の記者をしている人だった。私に、今、何をやっているのかと聞いてきた。
当時、私はテレビで様々な海外取材をし、それと並行してベトナムの高地少数民族の記
録映画を撮り、ベトナムと日本を行ったり来たりしている時だった。
すると、その方は言った。「日本にも撮影するものはいっぱいあるわよ。今も松戸の自
主夜間中学の取材の帰りなの」
私は、「夜間中学って知ってます？」とたずねた。
「名前だけは。でもほとんど知りません」
「では、ちょうど見城先生が取手（茨城県取手市）で講演して、そのテープ起こしをし
ているから読んでみなさいよ」という会話が私の中で初めて夜間中学という存在が意識さ
れた瞬間であった。

Ⅶ．夜間中学との出会い　～豊かな日本といわれる中で～
見城先生の講演の題は、「豊かな日本といわれる中で」。丁度、その頃は日本中がおかし
くなっていたバブルが崩壊した直後であった。まだまだその残滓があり、海外のどこに行
っても日本人の観光客がいるという状態だった。その光景を目にしながら私はどこか釈然
としない思いを抱えていた。“本当に日本は豊かなのだろうか？”見城先生の講演に出会
ったのはそんな時だった。さまざまな事情で義務教育を受けることが出来ない人たちが日
本に数多くいる。それは日本社会が抱える様々な矛盾が色濃く反映したものだった。その
講演記録を読んで、私たちは、世界の観光名所や誰も訪れたことのない秘境などではなく、
こうした人たちにこそ目を向けなければならないのではないだろうかと強く感じた。私た
ちが生きている“今”という時代はどういう時代なのか垣間見ることが出来るのではない
かと思った。
夜間中学から見て行けば私たちが生きて行くうえで、教育のみならず、社会の経済格差
や制度、貧困という様々な現実が見えてくるのではないだろうか。これこそが、今、自分
が向き合うテーマだと強く感じ、夜間中学のドキュメンタリー映画に取り組もうと思った
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のだった。
しかし、運悪くその年山田洋次監督が『学校』を撮り始める年であった。大松竹と山田
監督。これでは地味なドキュメンタリー映画では到底及ばない。残念ながら…諦めなけれ
ばならなかった。再開したのはそれから ７年後の１９９８年。まず、「語る会」の皆さんと相
談を重ねたが、もちろん妙案はすぐには出なかった。
「ドキュメンタリーは無理なのでは？」、「映りたくない人、映っては困る人もいるから」
「教室にカメラを持ち込むのはどうなのだろう？」、「セットを作ってそこに実際の生徒で
模擬授業をやったら？」、等、何とか実現するためにさまざまな知恵を出してくれた。実
際にカメラを持ち込むにはまだ高いハードルを越えなければならなかった。話が進む間、
私は紹介されて夜間中学の見学に回った。その間、先生方は撮影を受け入れてくれそうな
学校の選択を行ってくれていた。そして、曳舟中（現文花中）が候補にあがり、 １年間に
わたって下準備に通うことになった。

Ⅷ．『こんばんは』の舞台　墨田区立文花夜間学級（前・曳舟中）
夜間中学と聞いてまず思い浮かべるのが、暗い（夜間に行っているのだから暗いのは当
り前だが、雰囲気として）、活気がないなど、負のイメージとしての夜間中学だろう。し
かし、いずれの中学校もそんな先入観を落ち崩すものだった。蛍光灯がついた室内は、そ
の灯よりそこで学ぶ人たちが醸し出す雰囲気で一層明るいものだった。文花中も最初に行
った時、大きな声で歌う「北国の春」が廊下の外まで鳴り響いてきた。音楽の授業だそう
だ。中国残留婦人・孤児の方たちが多いこのクラスでは、中国で爆発的なヒットをしてい
る「北国の春」を授業で歌っていた。これも最初に度肝を抜かれた一つだ。私が入ったＢ
クラスといえばこれまた個性的な人たちの集まり。
９１歳の日本最高齢者を筆頭に平均年齢６９歳というクラス。私たちは １年に余る下準備（半
年後からスタッフも見学に入るようになる）をして、お互いを知り合うことから始めた。
私たちスタッフの決め事は“決して授業の邪魔をしない”“生活の糧は日ごろ行ってい
るＴＶなど自分たちが今まで行っている仕事で賄う。この作品からの見返りは求めない”
この二点を決めて教室にカメラを入れた。
私たちが抱いた夜間中学の印象は、人のスタッフが言った言葉が言い表している。「こ
んな学校で授業を受けていたら、わたしの人生は変わっただろう」と。競争で尻を叩かれ
ることもなく、その人に合った仕方で、ゆっくりと行われる授業。自分が必要とする知識
や学習を習得しながら人間関係を学んでいく夜間中学の教育。それは、多くの人たちが味
わったことのない日本の学校教育だった。
そこに入って来たのが１５歳の“伸ちゃん”。最初の １年間は ２時間しか授業を受けられず、
給食も一緒に食べることが出来なかったが、それでも休むことなく毎日、学校に通って来
ていた。伸ちゃんがその後、終日学校に通えるようになり、体育祭にも出たことは映画の
通りではあるが。高校受験時の話があるルポルタージュに書かれている。
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二次募集の試験に伸ちゃんは合格する。彼が高校に行き、自分の番号が出ているのを見
て、校舎に入り、書類をもらったり制服の採寸をしたりして、バス停まで来たとき、そ
こに先生がいた。先生も合格発表を見に来ていたのだ。「良かったね」先生は彼を抱いた。
「自分は目を合わせなかったんですけど」伸ちゃんがいう。
「先生が泣いてることはわかりました。自分のことで泣いてくれる人がいると思って、
いままで感じたことのない気持ちになりました」
� （上原隆著「クヨクヨするなよ～不登校を乗り越えて～」）

“自分のことで泣いてくれる人がいる”“自分のことを見守ってくれる人がこの世の中に
いるんだ”小学校から人間不信になり、お母さん以外誰とも話さなかった伸ちゃんは、夜
間中学で自分自身の足で生きていくことを身につけた。今、伸ちゃんは営業職で一所懸命
頑張っている。

Ⅸ．『こんばんはⅡ』で出会った世界の現実　～心が響き合う多様性を求めて～
当初の撮影計画が大きく変わったのは２０１８年 ７ 月２７日に行われた院内集会であった。
ここで戎香里菜さんの「学ぶとは生き延びることです」という発言を聞いたことと、大
阪の黒川先生から「大阪もぜひ」といわれたことが大きかった。全国とまでは言えないが、
今回は一人でも多くの“学び”を求めている人の姿を入れたいという思いはあった。その
中での思いもよらない出会いが院内集会だった。
『こんばんはⅡ』では海外から来た人たちが登場しているので簡単に紹介しよう。
ミャンマーからの難民ベントゥ―さん。彼は生まれも育ちも難民キャンプだ。ロヒンギ
ャ問題で揺れるミャンマー。しかし、その前はカレン族が虐待されていた（今も続いてい
る）彼にそのことを聞くと非常に複雑な答えしか返ってこない、私たちには伺い知れない
彼を取り巻く現実が横たわっていることを実感した。
カンボジアからの難民、伊東久里寿那さん。私にはカンボジアへの一入の思いがあった。
はじめてのTV番組が「アンコールワット」だったのだ。当時（１９８０年から１９８２年）は
まだ日本にはカンボジアで何か起こっているらしいという不確かな情報しか入っていなか
った。しかし、実際に現地に行ってみると（ポルポト派との内戦が終わったばかりの１９８０
年）首都プノンペンは人影もまばらで、郊外に行けばあちこちに掘り起こした穴があり、
その周りにはおびただしい人骨が積み重ねられていた。そうしたところが何カ所もあり、
まだ掘り出していないところは土の色が変わり、その下には遺体が埋められている状態だ
った。
そのような国に１９７２年、久里寿那さんは生まれた。ベトナム戦争、内戦の真っただ中、
もちろん学校どころではないカンボジアでの生活、そして、久里寿那さんは１９８２年に難民
キャンプに入る。そこでも地獄のような日々。そのような話を聞くと久里寿那さんの学び
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への憧れがより一層重く感じられる。「人生は学校」久里寿那さんのこの一言に如何に学
びへの憧憬が込められていたのか。そして、私たちが世界中に大勢いる久里寿那さんたち
にどうしたら手を差し伸べることが出来るのか問われざるを得ない。
更に、戎香里菜さん。香里菜さんの人生もまた筆舌に尽くしがたい。多くを書くことは
できないが、幼い頃からの虐待、青春時代の地獄のような生活、フィリピンと日本社会を
結ぶ闇社会に取り込まれた香里菜さん信じがたい人生を聞けば聞くほど、学ぶことの尊さ
が一層浮き彫りになって来る。
彼女は、「学ぶことは生き延びること」であると語る。このことが何の誇張もなく香里
菜さんの人生の中から紡ぎだされた真実の言葉だ。そしてまた、夜間中学の学びを見てい
ると「学ぶことは生きること・生きることは学ぶこと」という、教育の真理が見えてくる。

“学ぶとはヒトをイノチにつなぐこと。”映画の制作を通して、改めて日本と世界の現実
を考え直す機会ともなった。また、私たちは、何のために教育を受けるのか。生きるとは
どういうことなのか。その答えは、夜間中学校の中に隠されている。

森監督を囲む記念写真

＊�本稿掲載のすべての写真等は、「夜間中学校と教育を語る会」から提供されたものです。
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Ⅰ．はじめに
Council�of�Europe は２００１年に“Common�European�Framework�of�Reference�for�Languages”
（以下、CEFR）（Council�of�Europe,�２００１）を発表した。CEFRの目的は欧州の言語教育
の向上のためにカリキュラムやシラバスの改訂などに共通の基盤を提供することであり
（Council�of�Europe,�２００１,�p.1）、現在は言語教育に携わる者のガイドラインのような役目
を果たしている。その特徴で注目すべきは、言語使用者は特定の環境の中で課題（tasks）
を遂行・完成することを要求されている社会の成員であり、様々な課題を行う中で人間の
内にある様々な能力を自らが観察し、その能力を強化したり、修正したりする存在、つま
り「社会的に行動する者・社会的存在（social�agents）」と捉えているところにある（Council�
of�Europe,�２００１,�p.9）。CEFRは「言語をコミュニケーションのために使用するためには
何を学ぶ必要があるか、効果的に行動できるようになるためには、どんな知識と技能を身
につければよいかを総合的に記述」（Council�of�Europe,�２００１,�p.1）しており、社会的存在
としての言語能力について評価尺度を提示したこともCEFRについて述べる上で非常に
重要な点である。
現在、CEFRが開発された欧州の言語教育ではCEFRの基準に沿ってコースのレベル
設定や到達度目標が定められるなど、国や教育段階を問わず様々な教育機関で活用され、
欧州の言語教育全体で広がっている。そして、現在、CEFRの課題遂行を中心に据えた言
語教育、社会的存在としての言語能力についての評価尺度の提示などの新たなパラダイム
の転換は上述した欧州の中だけに留まらず、中国や台湾、そして日本などのアジアにおい
ても受容されるようになってきている（程，２０１７）。
しかし、CEFRではほとんどの能力で評価尺度が示されている一方、Ⅱ節で詳述する読
字能力については評価尺度が示されておらず、伊藤（２０１７）が読字能力の評価尺度の作成
を試みているが、主観的である点は否めない。そこで、本稿ではCEFRの「基礎段階の
言語使用者」に焦点を絞り、伊藤（２０１７）が作成した読字能力の評価尺度をより客観的な
手法を用いて再考する。さらに、「基礎段階の言語使用者」に焦点を絞ることで言語能力

＜研究論文＞

読字能力の評価尺度の再考
―「基礎段階の言語使用者」に注目して―

Reconsidering�Can-Do�Descriptors�for�Orthoepic�Competence�with�a�Focus�
on�the�CEFR's�“Basic�Language�User"

伊藤　秀明（筑波大学）
Hideaki�ITO（University�of�Tsukuba）
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の育成を通した基礎教育の保障につながる達成度としての評価尺度についても考察する。
なお、本稿の構成は以下の通りとなっている。まずⅡ節でCEFRの「基礎段階の言語使
用者」および読字能力について説明を加えた上で、読字能力の評価尺度が欠如しているた
めに生じる課題について述べる。続いて、Ⅲ節で先行研究と研究目的を改めて整理し、Ⅳ
節、Ⅴ節でより客観的な読字能力の評価尺度を提案するための分析手法、その結果と考察
を行い、新たな読字能力の評価尺度を提案する。そして、最後にⅥ節で今後の課題につい
て述べる。

Ⅱ．日本語学習者の基礎教育保障
CEFRが世界的に影響を強めていることに加え、日本語教育では国際交流基金がCEFR
を参考にして開発した『JF日本語教育スタンダード』（１）の普及を進めていることなども
影響し、日本国内外の日本語教育においてCEFR、特に ６段階に分けられた共通参照レベ
ルによる能力評価が浸透してきている。本節では、CEFRの ６段階の共通参照レベルにつ
いて概観した上で、CEFRの受容と基礎教育の保障との関係性、さらには日本語学習者の
基礎教育の保障という観点からCEFRの読字能力の評価尺度の欠如による課題について
触れる。
１ ．基礎段階の言語使用者
Council�of�Europe（２００１）では「ヨーロッパの言語学習者にとって意味を持つ学習行程
の区間は、大まかに六つのレベルが適当だと考えられているようである」（p.２２―２３）と述べ、
共通参照レベルとして図 １を示している。共通参照レベルはＡ １レベルからＣ ２レベルま
で段階性がありＡ １レベル、Ａ ２レベルは「基礎段階の言語使用者（Basic�User）」、Ｂ １
レベル、Ｂ ２レベルは「自立した言語使用者（Independent�User）」、Ｃ １レベル、Ｃ ２
レベルは「熟達した言語使用者（Proficient�User）」と定義している。上杉（２０１７）では「１９５６
年のユネスコ総会において、『基礎教育は、人々に、既存の教育機関からは得られなかっ
た援助を提供すること。たとえば自分たちを取り巻く環境の問題、あるいは市民および個
人としての権利や義務などの問題を理解し、生活条件を進歩発展させてゆくために、様々
な知識や技術を身に着け、自分たちの地域社会の経済的・社会的発展により効果的に参画
できるように、援助すること。』とされている」（p.2―３）と述べている。基礎教育の意義

図 １　共通参照レベル（Council�of�Europe,�２00１,�p.２３）



74

をこのように考えた場合、CEFRが言語使用者を社会的存在として捉え、様々な能力の育
成を目指していること、そして特に「基礎段階の言語使用者」としたＡ １レベル、Ａ ２レ
ベルの言語使用者の能力の育成を支え、その評価を整理していくことは、言語能力の育成
を通した基礎教育の保障につながると考えられる。
２ ．読字能力
CEFRは言語使用者を社会的な存在として捉えることで、世界に関する知識や異文化に
対する意識などの一般的能力の育成に加え、言語能力としてのコミュニケーション言語能
力の育成を掲げている。そして、コミュニケーション言語能力が実際に表れたものとして
受容的言語活動（reception）、産出的言語活動（production）、やり取り（interaction）、
仲介活動（mediation）を挙げている。上述した『JF日本語教育スタンダード』では、こ
のコミュニケーション言語能力とコミュニケーション言語活動の関係性を「JFスタンダ
ードの木」として図示している（図 ２）。JFスタンダードの木ではCEFRに沿って、コ
ミュニケーション言語活動を支えるコミュニケーション言語能力を基礎として木の根で表
現し、コミュニケーション言語活動のように実際に表れるコミュニケーション言語活動を
花で表している。そして、それぞれの能力や活動の中に、さらに詳細な能力や活動を具体
的に記載している。この中で本稿が注目したいのは、コミュニケーション言語能力の言語
構造的能力、その中でも特に読字能力である。先述したように、CEFR（ ３）では能力や活
動を詳細に記述しているだけではなく、その能力や活動に対して一つ一つ詳細にレベルご

図 ２　JF スタンダードの木（ ２）
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との能力記述文を提示している（表 １）。しかし、言語構造的能力として挙げられている「使
える言語の範囲」「使用語彙領域」「語彙の使いこなし」「文法的正確さ」「音素の把握」「正
書法の把握」「意味的能力」「読字能力」のうち、「意味的能力」と「読字能力」はその能
力の存在は認められているものの、能力記述文は提示されていない（伊藤，２０１７）。
では、その読字能力とは何か。CEFRでは、読字能力について「users�required�to�read�
aloud�a�prepared�text,�or�to�use�in�speech�words�first�encountered�in�their�written�form,�
need�to�be�able�to�produce�a�correct�pronunciation�from�the�written�form.（言語使用者が、
予め準備されたテクストを音読したり、文字で最初に目にした単語を発話の中で使わなけ
ればいけない場合には、文字で書かれたものを正しく発音できなければならない。）」
（Council�of�Europe,�２００１,�p.１１７　吉島・大橋訳 ,�２００4,�p.１２０）と述べている。そして、
CEFRの読字能力について考察している白楽桑・張（２００８）では、読字能力を「言語使用
者が大きい声で文章を朗読またはスピーチ原稿を読む時の読み上げと発音能力」（p.６８　
筆者訳）と定義している。白楽桑・張（２００８）では、ややスピーチ形式に偏った定義がな
されているが、CEFRが文字を読むということを強調していることを考慮し、本稿では読
字能力を「文章または文字を音読できる能力」とする。そして、読字能力があり「読める」
ということはどういうことであるのか。伊藤（２０１７）では、読字として「読める」という
ことを「文字や語を読んで、その語の読みを音として発すること」と「文脈の中で文字や
語の意味を理解すること」は区別されるものではなく統合的な能力であることから「文章
中の文字や語彙を発音でき、文脈の中での文字や語の意味、またはその書記法の役割を理
解すること」（p.５６）と定義している。伊藤（２０１７）が述べている定義は日本語における
漢字の存在を考えると、発音のみならず、語の意味まで踏み込んでいることには意義があ
る。しかし、この「読める」ということは境界のあるものではなく曖昧な連続性のあるも

表 １　CEFRの能力記述文の例（吉島・大橋 ,２004,p.１２4）
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のであると考えることから、本稿では読字として読めるということを状態として捉え「文
字や語彙を発音でき、文脈の中での文字や語の意味、またはその書記法の役割を理解する
ことを部分的にでも達成している状態」とする（4）。
３ ．読字能力の評価尺度の欠如による課題
CEFRにおいて読字能力が能力として認められているにもかかわらず、能力記述文が示
されていない正確な理由は明らかではないが、おそらくCEFRは欧州の言語教育への寄
与を念頭に作成されており、その言語教育の中心を占めるのはアルファベット言語である
ことに起因するのではないかと思われる。能力として認め、将来的に記述することは考え
ていたとしても、アルファベット言語以外の読字能力を２００１年の段階では具体的な能力記
述文として総括的に提示するという点まで行うには膨大な調査が必要なこともあり、踏み
込まなかったのではないだろうか（５）。しかし現在、CEFRは欧州の言語教育の統一的な
基準となり、世界の言語教育にも大きな影響を及ぼすようになっている。さらに、アルフ
ァベット言語ではない日本語の教授を目的とする日本語教育では、読字能力の評価尺度の
欠如が直接的に教育に影響を与える状況となっている。具体的な影響としては、日本語に
はひらがな、カタカナ、漢字の ３つの文字種があり、これらの文字種の習得は日本語学習
には避けては通れない課題である。そのため、CEFRの記述を基準に評価を行うことが求
められている欧州の大学では漢字能力などをどのように評価すべきかが明らかにする必要
があるが、現状、それはできていない。また、CEFRの「言語を用いて社会の中で何がで
きるか」という点を確認するために課題遂行型の試験を行う際にも、この表記に関わる能
力不足により評価に問題が生じる場合があることも熊野ほか（２０１３）によって指摘されて
いる。
このようにCEFRでは能力自体は認められているものの、具体的な評価尺度が提示さ
れていない「読字能力」の能力記述文を明らかにすることは日本語教育において重要な意
義を持つ。また、その中でも「基礎段階の言語使用者」に焦点を絞ることは、近年、人の
移動が激しくなっている日本社会において様々な言語話者の日本語使用者の基礎教育の保
障や、その取り組みを積極的に評価するという観点からも重要な意義を持つものである。

Ⅲ．先行研究と研究目的
CEFRに関する研究はさまざま行われてきているが、その多くが課題遂行能力に関する
研究である。アジアの言語におけるCEFRの読字能力について具体的に調査をおこなっ
た研究は管見の限り、Ⅱ節で挙げた白楽桑・張（２００８）と伊藤（２０１７）しかない。
白楽桑・張（２００８）は、フランスの中国語教育にCEFRを活用させるという観点から
研究を行なっている。ヨーロッパ言語は発音と書記法に関連性があるため知らない単語で
もある程度読むことができる。その一方、中国語の漢字は発音と書記法にほとんど関連が
ないため、知らない中国語の漢字を読むことはほとんど不可能なうえ、形態が似ているこ
とから読み間違えによる意味理解の妨げも起こると述べている。また、CEFRは読字能力
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の能力記述文を提示しておらず、漢字に関す
る具体的な記述もないことから、白楽桑・張
（２００８）は漢字の書記能力を測定する方法と
して「識字基準」を提案した。「識字基準」
はレベルごとに一定数の漢字を設定し、これ
らの漢字の識別ができ、書くことができるこ
とをレベルに達していることを条件とした評
価基準である。具体的なレベルごとの漢字は、

漢字が書かれる頻度、日常会話における出現頻度、会話における使用頻度、他の漢字との
造語力により選択された。そして、Ａ １レベルからＣ ２レベルまでそれぞれの段階に対応
するようにＡ １レベルは２５０字、Ａ ２レベルは５００字のように一定の漢字数に分類した（表
２）。白楽桑・張（２００８）がこのようにCEFRの中に漢字を位置づけたことは重要な試み
である。しかし、漢字の選択基準については頻度により選択されたと示されているだけで
具体的な手順については言及がなされていない。また漢字だけを抽出し、各レベルにおけ
る読字能力の能力記述文として具体的な使用場面などを提示していないことはCEFRが
言語使用者を特定の環境下で課題を行いながら、能力を強化したり修正したりする社会的
存在と捉える考え方に反する。
続いて伊藤（２０１７）では、欧州の大学を中心に世界の多くの教育機関では教育の到達度
を国際的な言語スタンダードの評価尺度の中で示すことが求められており、日本語の読字
能力もその中に位置づけていく必要があると述べている。そして現在、日本語使用者は世
界中に広がっており、日本語の読字能力の記述化は急務の課題であるという問題意識から
日本語の読字能力の能力記述文試案を作成した（表 ３）。伊藤（２０１７）の研究は、それま
で述べられてこなかった読字能力の能力記述文を試案という形式であったとしても具体的
に提示した点で意義がある。しかし、その試案はCEFRで具体的な記述が示されていな
い読字能力と意味的能力以外のコミュニケーション言語能力の記述から、レベルごとの特
徴を表している語（レベル別特徴）を恣意的に特定し、その語をもとに能力記述文を作成
している。そのため、伊藤（２０１７）の試案の作成過程におけるレベル別特徴の抽出は客観

表 ２　�「識字基準」のレベルと漢字数（白楽桑・
張,２00８,p.６9筆者訳）
レベル別 漢字数（おおよそ）
Ｃ ２ ３０００字以上
Ｃ １ ２２００字
Ｂ ２ １５００字
Ｂ １ ８００字
Ａ ２ ５００字
Ａ １ ２５０字

表 ３　伊藤（２0１7）が示した「読字能力」（伊藤,２0１7,p.６１）
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的になされているとは言いがたく、試案についても再検討する必要がある。また、伊藤
（２０１７）も読字能力の試案としての提示に終止するのではなく、拡張・精緻化を進めてこ
そ試案の提示が意義を持つと述べているように、より客観的な評価尺度となるように研究
を進めていく必要がある。
ここまで述べた背景や先行研究を踏まえ、本研究では「基礎段階の言語使用者」に焦点
を絞り、伊藤（２０１７）が作成した読字能力の評価尺度の弱みであるレベル別特徴をより客
観性の高い手法で抽出することにより、読字能力の評価尺度を再考することを目的とする。
その際に「基礎段階の言語使用者」ということを重視し、言語能力の育成を通した基礎教
育の保障につながる達成度としての評価尺度についても考察する。

Ⅳ．分析手法
本研究の分析対象は伊藤（２０１７）に倣い、CEFRで能力記述文が示されている言語構造
的能力「使える言語の範囲」「使用語彙領域」「語彙の使いこなし」「文法的正確さ」「音素
の把握」「正書法の把握」のそれぞれの能力記述文を使用する。また、伊藤（２０１７）では
日本語に訳された能力記述文のみを分析対象としたが、CEFRは２００１年に英語版とフラン
ス語版で発表され、日本語版はその訳書である。訳書であるので同内容の記述ではあるが、
頻出度の異なりを確認するためにも本研究では日本語版の能力記述文と英語版の能力記述
文それぞれを分析対象とする。分析手法は、Ａ １レベルの日本語版、英語版の能力記述文、
Ａ ２レベルの日本語版、英語版の能力記述文の計 4つの能力記述文のまとまりを対象にテ
キストマイニングを行う。テキストマイニングでは、それぞれに現れる語の頻出度と共起
ネットワーク分析から、Ａ １レベル、　Ａ ２レベルのレベル別特徴を抽出する。そして、
そのレベル別特徴を基に読字能力の評価尺度の再考を行う。なお、本研究では分析ツール
にKH�Coder� ３ 版（ ６）を使用する。

Ⅴ．分析結果と考察
分析結果は、はじめに頻出度を示し、次に共起ネットワーク分析について触れる。そし
て、それらの結果から新たな読字能力の評価尺度について考察する。
１ ．頻出度の分析
Ａ １レベル、Ａ ２レベルの能力記述文に用いられた語の出現頻度を示したものが表 4で
ある。日本語版Ａ １レベルでは １位から「レパートリー」「言い回し」「単語」「学習」「基
本」と並び、英語版Ａ １レベルは「phrase」「repertoire」「simple」「word」「basic」とな
っている。続いて、日本語版Ａ ２レベルは「状況」「基本」「語彙」「使う」「持つ」、英語
版Ａ ２レベルは「have」「be」「everyday」「basic」「need」となっている。また、日本語
版と英語版を比較しても頻度が突出して高い語は見られず、頻出語も訳語に相当する語が
並んでいる。このように頻出度の分析では分析前に想定したような日本語と英語による異
なりは見られなかった。そのため、表 4で示した語をＡ １レベル、Ａ ２レベルのレベル別
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特徴と判断し、両言語に違いがほとんど見られないことから、次の共起ネットワーク分析
は日本語版のみを対象に分析をおこなった。
２ ．共起ネットワーク分析
共起ネットワーク分析とは、語の出現回数によって大きさが異なる円が表示され、その
円と円を結ぶ線の有無、接続されている線の太さから語と語の関連性・共起性の強さを視
覚的に表す分析手法で、テキストマイニングにおいて最も強力な分析手法とされている（牛

澤，２０１８）。
本節では、この共起ネッ
トワーク分析を用いて前節
で明らかになった頻出度か
らさらにＡ １レベル、Ａ ２
レベルそれぞれの特徴語を
抽出する。各レベルの特徴
を的確につかむためには、
出現頻度が高い語だけで構
成された関連性・共起性を
対象にすることが望ましい。
しかし、出現頻度が高い語
だけで分析する際、少ない
語数（日本語版Ａ １レベル
であれば頻度数 ３の ３語）

表 4　頻出度（ １位から１5位まで）
日本語版　A １ 頻度数 英語版　A １ 頻度数 日本語版　A ２ 頻度数 英語版　A ２ 頻度数

１ レパートリー ３ phrase 4 状況 ５ have ６
２ 言い回し ３ repertoire ３ 基本 4 be ５
３ 単語 ３ simple ３ 語彙 4 everyday ５
4 学習 ２ word ３ 使う 4 basic 4
５ 基本 ２ basic ２ 持つ 4 need 4
６ 具体 ２ concrete ２ 場合 4 situation 4
７ 限る ２ detail ２ 日常 4 vocabulary 4
８ 使う ２ have ２ 必要 4 repertoire ３
９ 単純 ２ limited ２ 要求 4 short ３
１０ 当人 ２ name ２ コミュニケーション ３ simple ３
１１ 非常 ２ personal ２ レパートリー ３ sufficient ３
１２ 表現 ２ speaker ２ 生活 ２ word ３
１３ 名前 ２ use ２ 短い ２ clear ２
１4 慣れる １ very ２ 可能 ２ concrete ２
１５ 簡単 １ address ２ 覚える ２ deal ２

図 ３　日本語版Ａ １レベルの共起ネットワーク
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であると非常に限定的な関
連性・共起性の範囲で分析
することになってしまう。
そこで、本分析では共起ネ
ットワーク図上で ３語以上
による太線で表示される強
い関連性・共起性が見られ
るものを分析対象とすると
決め、Ａ １レベルであれば
頻度数 ３の語だけから徐々
に下げて頻度の低い語も含
めていき、本研究の分析対
象範囲を決定した。その結
果、Ａ １レベルは頻度数が
２までの語、Ａ ２レベルは

頻度数が 4までの語を分析対象範囲とした。分析対象範囲における共起ネットワーク分析
のＡ １レベルの結果が図 ３、Ａ ２レベルの結果が図 4である。
図 ３では「レパートリー」「学習」「限る」「当人」で １つ、「言い回し」「単語」で １つ、「使
う」「名前」で １つ、「基本」「具体」で １つ、図 4では、「日常」「必要」「状況」で １つ、「語
彙」「持つ」で １つ、「基本」「使う」で １つの強い関連性・共起性が見られた。本稿では
これらの語を各レベルの特徴語として採用し、次節で読字能力の評価尺度の再考を行う。
３ ．読字能力の評価尺度の再考
前節までに、Ａ １レベルの特徴語として「レパートリー」「学習」「限る」「当人」「言い
回し」「単語」「使う」「名前」「基本」「具体」の１０語を、Ａ ２レベルの特徴語として「日常」
「必要」「状況」「語彙」「持つ」「基本」「使う」の ７語を抽出した。本節では、この特徴
語から読字能力の評価尺度を再考する。
１ ）Ａ １レベル
Ａ １レベルについて伊藤（２０１７）が提示していた読字能力の評価尺度は「すでに知って
いる文字であれば、ほとんど間違えることなく、文字と音の対応で読むことができる」と
いうものであった。しかし、この評価尺度には本分析によって抽出された特徴語は １つも
入っていない。共起ネットワーク分析の結果からは「レパートリー」「学習」「限る」「当人」
で強い関連性・共起性が見られており、さらに「レパートリー」はもう １つの強い関連性
・共起性が見られた「言い回し」「単語」とも弱い関連性・共起性が見られる。つまり、
ここから単語や言い回しなどのレパートリーについての使用の範囲が想定できる。それは
「学習」「限る」「当人」に関して、分析対象のＡ １レベルの記述文の中に表れる「学習済
みの」（文法的な正確さ）、「非常に限られたレパートリーの」（音素の把握）、「当人の住所、

図 4　日本語版Ａ ２レベルの共起ネットワーク
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国籍やその他の個人的な情報」（正書法の把握）という表現から「当人の個人的情報に関
わる学習済みの限られたレパートリー（単語や言い回しなど）」という点が導き出される。
そして、「名前」「使う」に関しても「名前などに使われる」と考えれば、上述した「個人
的情報に関わる」に相当し、「基本」「具体」に関しても「基本的で具体的なもの」という
点ではＡ １レベルを包括する特徴語であると考えられる。そのため、本稿では本分析で抽
出された特徴語、それに関連する共起ネットワークを考慮し、Ａ １レベルの読字能力の評
価尺度を「学習済みで当人の個人的情報に関わる基本的で具体的な限られたレパートリー
（単語や言い回しなど）であれば、読むことができる」と変更することを提案する。これ
により伊藤（２０１７）で示されていた「すでに知っている文字」という抽象度の高い語につ
いても、「学習済みで当人の個人的情報に関わる基本的で具体的な限られたレパートリー
（単語や言い回しなど）であれば」と具体的に提示することで、読字能力の自己評価を行
う際に評価の観点をより明確に判断することができるようになると考えられる。なお、新
しい提案には特徴語である「名前」「使う」という語が含まれていないが、「個人的情報」
という語には「名前」が、「読む」という語には「使う」が含意されていると判断したため、
文言に含まなかった。
２ ）Ａ ２レベル
続いてＡ ２レベルの評価尺度については、伊藤（２０１７）は「繰り返し読んだり、読み間
違えたりする場合も多々あるが、よく知っているものの範囲であれば目にしたものを単語
として読むことができる」と「日常的に繰り返し目にする非常に限られたものであれば、
読むことができる。」の ２つの評価尺度を提示している。そして、本研究の共起ネットワ
ーク分析によって抽出されたＡ ２レベルの特徴語は「日常」以外、使用されておらず、Ａ
１レベルと同様の傾向であった。しかし、Ａ ２レベルでは同じ語ではないが、同様の意図
を示すと考えられる語も観察された。例えば、共起ネットワーク分析において、「日常」「状
況」「必要」で強い関連性・共起性が見られており、これは「日常の状況で必要」と考え
れば「よく知っているものの範囲」や「日常的に繰り返し目にする非常に限られたもの」
と重なる部分がある。また、「語彙」「持つ」で強い関連性・共起性が見られたが、これは
Ａ ２レベルの使用語彙領域の能力記述文において「～ができるだけの語彙を持っている」
「～に対応できるだけの語彙を持っている」「～を行うのに十分な語彙を持っている」と
いう表現が ３つも出てきており、この点の影響を受けていると考えられる。その一方で、
この「語彙」というのが「単語」や「言い回し」が主であったＡ １レベルとの異なりでも
あり、フレーズの記憶の段階から単語が記憶され、それが増えてきている様子を示してい
る。「基本」「使う」でも強い関連性・共起性が見られているが、これはＡ １レベルと同様
であることから、「基本」というのがＡ １レベル、Ａ ２レベルを包括する語であり、Ａ １
レベル、Ａ ２レベルが「基礎段階の言語使用者」と位置づけられていることとも一致する。
これらの考察を通して、Ａ ２レベルの読字能力の評価尺度は伊藤（２０１７）では ２つの評
価尺度が示されていたが、これを １つにまとめ、「繰り返し読んだり、読み間違えたりす
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る場合も多々あるが、日常の状況で必要な基本的な語彙であれば、読むことができる」に
変更することを提案する。なお、「繰り返し読んだり、読み間違えたりする場合も多々あ
るが」という部分はCEFRのＡ ２レベルでよく記述される各能力の実現のための条件を
読字能力に合わせ記述したものであるため、本提案でも削除せず、伊藤（２０１７）を踏襲し
た。また、Ａ １レベルと同様に、「読む」という語には特徴語の「使う」が含意されてい
ると判断したため、「使う」は文言に含まなかった。
表 ５は、伊藤（２０１７）の読字能力の記述文と本研究の分析結果から再考をおこなった読
字能力の記述文の比較である。

表 5　本研究の分析結果による読字能力の評価尺度の修正
伊藤（２０１７） 本分析結果による修正

Ａ ２

繰り返し読んだり、読み間違えたりする場
合も多々あるが、よく知っているものの範
囲であれば目にしたものを単語として読む
ことができる

日常的に繰り返し目にする非常に限られた
ものであれば、読むことができる

繰り返し読んだり、読み間違えたりする場
合も多々あるが、日常の状況で必要な基本
的な語彙であれば、読むことができる

Ａ １
すでに知っている文字であれば、ほとんど
間違えることなく、文字と音の対応で読む
ことができる

学習済みで当人の個人的情報に関わる基本
的で具体的な限られたレパートリー（単語
や言い回しなど）であれば、読むことがで
きる

➡

➡

4．基礎教育の保障としての読字能力の評価尺度
ここまでの分析を通して、読字能力の評価尺度の再考をおこなってきた。では、この評
価尺度の措定が日本語学習者の基礎教育の保障とどのようにつながっていくのだろうか。
日本政府が２０１８年１２月に２０１９年 4 月からの外国人材の受け入れ拡大を決定し、今後ます
ます在留外国人数が増加していくことが予想されている。その際に大きな課題として挙げ
られているのが増加していく在留外国人の日本語教育とその滞在許可を判断するための日
本語力の評価である。彼らの滞在は就労目的であり、日本語教育を公的なサービスとして
行政が整備していくという動きが現段階では見られていない以上、これまでの言語教育が
規定の枠組みで捉えてきたように言語レベルを初級、中級、上級と段階的に伸びていくも
のとして捉えることは適切ではない。であるならば、Ⅱ節で「CEFRは言語使用者を社会
的存在として捉え」ていると述べたように、言語的マイノリティである在留外国人を社会
的な存在として捉え、日本語で何ができるのかを積極的に評価していくことが必要である。
その際に口頭でのやり取りもさることながら、文字として書かれているものから情報を得
たり、他人が書いたメモを読み上げたりすることなども重要な評価すべき能力となる。ま
た、多文化共生社会を目指すためとはいえ、即座に日本社会から漢字がローマ字に取って
代わるということも想像しがたい。であるならば、日本政府が迎え入れることを決めた外
国人材については日本語教育、特に日本語固有である文字についての基礎教育を保障して
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いくことが必要であろう。また本来、これらを基礎教育として保障することは外国人材に
限らず、すべての在留外国人に対して基礎教育として保障すべき問題である。でなければ、
近年のキーワードとなっている多文化共生社会の構築などは絵に描いた餅となる。ただし、
この際に気をつけなければならないのは、日本語を基礎教育として位置づけることは決し
て同化を求めるものではないということである。本研究で理論的基盤においているCEFR
の根本理念は複言語主義である。複言語主義とは、「ひとりの人間の中にも複数の言語知
識や言語体験があり、それらが状況や相手との関係の中で柔軟に組み合わされ、発揮され、
多様なコミュニケーションが築かれていくという考え方」（尾関・川上 ,２０１０,p.８０）であり（７）、
つまりは在留外国人にとって日本語は人間を形成する貴重なリソースの １つであると同時
に、在留外国人が使用する言語も日本人にとって人間を形成する貴重なリソースの １つで
あるということである。つまり、日本語を基礎教育の一部として保障することは在留外国
人の日本社会での基盤を充実する意味合いと同時に、日本人との交流が進むことで日本人
にとっても人間的な基盤を充実する契機が付与されるということになる。このような観点
から見ても、本研究で扱った読字能力の評価の提示は基礎教育の保障において重要なもの
となる。

Ⅵ．おわりに
CEFRが世界の言語教育に影響を与えている一方で、読字能力についての具体的な調査
が進んでいない現状を踏まえ、本稿では読字能力の評価尺度を再考という観点から調査分
析をおこなった。そして、「基礎段階の言語使用者」という言語熟達度レベルに焦点を絞り、
言語能力の育成を通した基礎教育を保障していくことが人間的な基盤を充実する契機にな
ることも述べた。
CEFRの「基礎段階の言語使用者」というのは言語熟達度から捉えた段階であり、それ
は基礎教育と一致するものではない。しかし、在留外国人にとって言語がその社会で生き
ていくために必要な様々な社会的な能力の基盤となると考えた時、この「基礎段階の言語
使用者」も、基礎教育の保障の対象者として捉えていくべきではないだろうか。そして、
日本には独自の文字文化があるが、日本で生まれ育った者の多くは義務教育を経ることで
文字を学び、「文字が読める」ということに対する社会的評価の位置づけは想像以上に低い。
しかし、その一方で在留外国人や様々な理由で義務教育を経ずに成人になった者にとって
文字学習のハードルは想像以上に高いものとなっている。この文字が読めることに対する
大きなギャップがある日本社会において、誰もが文字を学ぶことを望むことができ、誰も
が文字学習にアクセスでき、誰もが自分の学習に対して客観的に振り返ることができるこ
とは、その人自身を社会で認め、守っていくことにつながっていく。しかし、一人の人間
をこのように社会的存在として保証していくためには、本稿で再考をおこなった言語構造
的能力の特徴語からの抽出による読字能力の評価尺度だけでは、読字能力として独自の能
力記述についての記載ができていないという点などからも不十分であり、さらに深い考察
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をおこなっていく必要がある。また、実際に学習者の評価尺度として機能するのか、とい
う実証にも至っていないため、今後、評価機能としての実証研究に発展させていく必要も
ある。これらの点について研究を深めていくことは一人の人間の基盤を充実させ、社会的
存在として認めていく上で、その意義は大きい。そのため、これらを今後の課題とし、さ
らに研究の歩みを進めたい。

付記
本稿は２０１８年 ９ 月 １ 日に首都大学東京南大沢キャンパスで行われた基礎教育保障学会第
３回研究大会で口頭発表した内容を加筆・修正したものである。
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注
（ １）JF日本語教育スタンダード　http://jfstandard.jp/top/ja/render.do（２０１９―０２―１３最
終アクセス）

（ ２）JFスタンダードの木　http://jfstandard.jp/pdf/２０１６_jfs_tree.pdf（２０１９―０２―１３最終
アクセス）

（ ３）JF日本語教育スタンダードのコミュニケーション言語能力はCEFRの記載をその
まま使用しているため、以後、CEFRを基準に検討する。

（ 4）この定義はある程度の範囲を認めるものである。そのため、伊藤（２０１７）の定義と
相反するものではない。

（ ５）２０１８年に CEFR�Companion�Volume�with�New�Descriptors という CEFRの補充版
が公開されたが、この補充版には意味的能力と読字能力が記載されていない。記載が
なくなった理由が示されていないことから、能力記述文がないために記載していない
のか、能力として認めない立場に転換したのかは不明である。

（ ６）KH�Coder は樋口耕一氏（立命館大学）が開発したテキストマイニングのためのフ
リーソフトである。詳細については樋口（２０１4）を参照。

（ ７）複言語主義の定義についてはCEFRや様々な文献で述べられているが、ここでは
複数言語の知識・体験が多様なコミュニケーションを形成するという観点を端的に記
述していることから尾関・川上（２０１０）を引用した。
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Reconsidering�Can-Do�Descriptors�for�Orthoepic�Competence�with�a�Focus�
on�the�CEFR's�“Basic�Language�User"

Hideaki�ITO（University�of�Tsukuba）

Abstract
The�Common�European�Framework�of�Reference� for�Languages,�published�by� the�
Council�of�Europe�in�２００１,�is�now�having�a�great�impact�on�Japanese�language�education.�
As� there� are�Hiragana,�Katakana,� and�Kanji� in� Japanese,� character� learning� is� an�
important�element�in�learning�Japanese,�but�CEFR�does�not�provide�common�reference�
levels�for�orthoepic�competence.�Therefore,�Ito�(２０１７)�has�been�trying�to�devise�tentative�
can-do�descriptors�of� orthoepic�competence.�However,� since� the�method�of�devising�
these�descriptors�was� subjective,� it� is�necessary� to� reconsider� the�proposed�can-do�
descriptors�of�orthoepic�competence�using�a�more�objective�method.�This�paper�focuses�
on�the�“basic�language�user”�of�CEFR�and�conducts�quantitative�text�analysis�of�can-do�
descriptors�of� linguistic�competences�at�the�A １ �and�A ２ � levels.�Based�on�the�results,�
the�can-do�descriptors�of�orthoepic�competence�indicated�by�Ito�(２０１７)�were�modified�to�
the�following:
A １ �Level:�“Can�read�a�basic,�specific�and�limited�repertoire�(e.g.�words�or�expressions)�
related�to�personal�information�that�has�been�studied”
A ２ �Level:�“Can�read�basic�vocabulary�needed�in�everyday�situations,�although�repeated�
reading�or�reading�mistakes�occur�frequently.”
Furthermore,�the�number�of�foreign�residents�in�Japan�is�currently�increasing.�Similar�
to� the�CEFR�concept,� this�paper�considers� foreign�residents�as�“social� agents”�and�
describes�the� importance�of�“pro-active�evaluation�of�what�can�be�done� in�Japanese.”�
Moreover,� since�not�only�oral�production�but�also� the�understanding�of� the�written�
language� is� important� for� foreign� residents,� it� is� necessary� to� guarantee�writing�
instruction�as�basic�education.�Hence,� the�can-do�descriptors� for�orthoepic�competence�
shown�in�this�paper�are�of�great�significance.

Key�words:
basic�education�and� literacies,�can-do�descriptor,�CEFR,�Japanese� language�education,�
orthoepic�competence
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きょうもあの子が机にいない

これは、福祉教員たちが当時手刷りで作成した実践記録集（高知市福祉部会、１９５4年）
に付された標題である。福祉教員とは、被差別部落において長期欠席・不就学の子どもが
多いという実態をふまえて、１９５０年に高知県で始まった制度である。地域や家庭におもむ
き、子ども、そして保護者の生活の現実と対峙することをとおして、長期欠席・不就学の
原因が子どもや保護者にあるのではなく、部落差別に起因する貧困にあるとし、福祉教員
たちは生活保障も含めて教育課題の解決に努めた。戦後同和教育の原点とされる取組であ
る。その後１９５３年に結成された、全国同和教育研究協議会（現、全国人権教育研究協議会）
では、「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育」というスローガン
が掲げられ、現在まで全国各地で実践が積み重ねられてきている。
他方で、２０００年前後から、日本全体において格差や貧困の問題が「発見」されることに
なる。同じくして、子どもをめぐる格差、貧困の問題についてもクローズアップされるよ
うになっていく。２０１２年には、子どもの相対的貧困率が ６人に １人以上の割合（１６．３％）
であるという数字が示され、「子どもの貧困」が身近なものであることがひろく実感され
るようになった。そして、２０１３年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が制定さ
れ、さまざまな施策が全国各地で取り組まれるようになる。
本書では、同和教育において進められてきた学力保障の実践の歴史を振り返りつつ、近
年の子どもの貧困対策の動向をふまえて、あらゆる社会的不利益層の児童・生徒の学力保
障の展望を示すことがめざされている。第 １章では、こうした「本書の課題」が述べられ、
本書でいう「学力保障」とは、これまでの同和教育の実践が追究してきた「社会権として
の学力の保障」すなわち「人権保障」である、と定義される。
続く第 ２章「同和教育の課題としての学力保障」では、同和対策審議会答申（１９６５年）
とそれにもとづく特別措置法のもと、「実態的差別」のひとつとしての学力格差を是正す
るための諸施策が推進されていったこと、その一環で、同和地区の子どもの学力実態すな
わち学力格差の実態を把握するための調査が数多く実施されてきたことが紹介されている。
最初期は学力の把握のみであったが、次第に、生活背景等と学力との関係性をみるような
調査もおこなわれるようになり、それら実証データをもとに、低学力や格差を生み出す要
因の解明や、それを是正するための方策が検討されるようになっていく。こうした調査デ

＜書評＞

高田一宏　著
『ウェルビーイングを実現する学力保障　教育と福祉の橋渡しを考える』
大阪大学出版会　２０１９年 ２ 月

棚田　洋平（（一社）部落解放・人権研究所）
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ータの蓄積は、日本においては、他に、マイノリティの子どもの学力実態を示すデータが
ほとんどないことを考えると、格差・貧困問題を考えるうえでの基礎資料として貴重であ
る。
第 ３章と第 4章では、「Ａ中学校の学力保障」の「歴史編」「現状編」と題して、「メリ
トクラシーに取って代わる学力保障の理念を提示すること、あらゆる人々の教育権保障と
して、学力保障を人権教育の中に位置づけなおすこと」（５０頁）を目的として、事例調査
の結果が示されている。著者の髙田一宏さんは、大規模な同和地区を校区に有するＡ中学
校ならびにＡ中学校区を対象として、１９９０年代はじめから今日まで、断続的にフィールド
ワーク調査をおこなっており、また、１９９０年代なかばからの約１０年間は保護者として、
２００５年からはＡ中学校の学校評議員として、Ａ中学校校区にかかわってきたという。こう
した長年かつ様々な立場でのＡ中学校へのかかわりをとおして得てきた、種々の学校資料、
関係者の聞き取りならびに授業観察等のデータ（質的データ）、経年的に実施されてきた
学力・生活等実態調査の結果（量的データ）等にもとづいて、Ａ中学校の学力保障の取組
の変遷とその成果について、立体的かつダイナミックに描かれている。
第 ３・ 4章で示されたＡ中学校における学力保障の取組の歴史と現状をふまえて、筆者
は「ウェルビーイングのための学校」（第 ５章）という概念を、学力保障、ひいては学校
づくりの展望として提唱する。本書でも紹介されている、国際ソーシャルワーカー連盟に
よるソーシャルワークの定義において「ウェルビーイング（well―being）」の語が出てくる。

ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメント
と解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的
責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワー
クの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワ
ークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に
働きかける

「学力」の向上や格差縮小という側面のみからみれば、Ａ中学校は「効果のある学校」
になることはむずかしい。しかし、「ウェルビーイング」の実現という観点からみれば、
Ａ中学校のような「社会経済的な困難を抱えた児童・生徒が多い学校で行われてきた様々
な実践」の意義が明らかになるのではないか、と著者は述べる。
本書は「教育の実践をソーシャルワークのことばで描き、読み解く」（１９３頁）試みであ
り、それが上記の提言として結実している。学際的なネットワークによる実践知の構築を
めざす基礎教育保障学会にとっても、大いに示唆に富む。筆者も想定しているだろうが、
学校教育関係者のみならず、福祉関係者をはじめとして子どもにかかわるあらゆる人々に
幅広く読まれ、それぞれの立場において、目の前の子どもたちの「ウェルビーイング」の
実現に向けた取組を進める際の参考の書になることを期待する。
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関西夜間中学の五〇年の歩みの記録として編まれた本書は、教育機会確保法（２０１６年１２
月）が成立し、夜間中学校の存在がにわかに注目され始めている今日の動向からすると、
その重要性や尊さを痛感せざるを得ない。 ６名で構成される編者らは、『生きる　闘う　
学ぶ』編集委員会と称する。本書のタイトルのごとく、まさに、基礎教育の学習の機会を
獲得するまでの道のりが、生きること、闘うこと、学ぶこと、として直結していたことが
伝わってくる。本書は次のように ７部構成と資料によりまとめられている。

第 １部：夜間中学生の主張
第 ２部：あゆみ
第 ３部：闘う
第 4部：学ぶ
第 ５部：語る
第 ６部：夜間中学の明日に
第 ７部：証言
資料

とりわけ、第 １部の夜間中学生の主張には、大きく胸に迫るものがある。それは、社会
的、文化的にも疎外されてきたという自身の生い立ちを振り返りつつも、学ぶ機会を閉ざ
されてきた境遇をどのように受け止めていこうかと模索する姿が目に浮かんでくる。なか
でも、「怒り」として想いを強く投げかける主張は、学齢期に辛い経験を過ごしてきた青
年の鋭い感性がひときわ滲み出ているといえよう。
第 ２部では、大阪を中心とする夜間中学校のあゆみについて、編集委員会によりまとめ
られた記録である。夜間中学校は戦後の混乱期に生活困窮により就学できない子どもたち
を救済しようと１９4７年に成立されたが、今日に至るまで、幾度も閉鎖に追い込まれてきた
経緯がある。その過程で、夜間中学の卒業生であり、本書の編集委員会のメンバーでもあ
る高野雅夫氏が夜間中学校設置運動の推進役となり、「人間の尊厳を奪い返す闘い」とし
て全国行脚を展開していったのである。
第 ３部では、闘うというタイトルのとおり、大阪、奈良、そして、兵庫県と近畿圏の夜
間中学校の活動について、生徒会連合会の活動や就学援助や補食給食の復活を求めた運動

＜書評＞

『生きる　闘う　学ぶ』編集委員会　編
『生きる　闘う　学ぶ　関西夜間中学運動５０年』
解放出版社　２０１９年 ３ 月

長岡　智寿子（田園調布学園大学）
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の記録等がまとめられている。
第 4部　学ぶ　では、夜間中学校での学びについて、夜間中学生がどのような学びを展
開していったのか、また、日本と韓国の識字教育活動の交流について、アフガニスタン難
民の生徒の学びや中国人生徒の学びの記録が収録されている。外国につながる生徒が増え
続けている状況からすると、新渡日の人々の学習がどのように展開してきたのか、その経
験を知ることは実に貴重である。
第 ５部は　語る　と題されるとおり、夜間中学生として学んできた生徒たちによる座談
会の他、夜間中学校の教員による座談会も収録されている。実際に、夜間中学生と共に学
び、運動に関わってもきた者としての立場から、学校教員という立場を越えて、今日、求
められている教育活動のあり方について問いかけるメッセージが伝わってくる。
第 ６部では編集委員会により、新渡日の外国人が学生の約 ８割にもおよぶ「夜間中学校
の現在の姿」が紹介されている。また、夜間中学の今後について東アジアの識字運動につ
いて元韓国の文解成人基礎教育協議会代表の萬氏へのインタビューの記録である。
最後に、第 ７部では、証言として、夜間中学校の教員の他、ジャーナリストの証言が記
録されている。教える側の立場であったはずが、夜間中学校では生徒から数々のエピソー
ドを交えて逆に教えられてきたことが述べられている。また、夜間中学校を取材する側の
立場にいるジャーナリストたちも貴重な体験を重ねてきたことを物語っている。

本書は、関西夜間中学運動５０年の記録という枠組みを超えて、多方面から「学ぶための
運動」を支え、伴走してきた人々による功績である。夜間中学校にたどり着いた生徒は、
差別を受け、人権を何等かの形でないがしろにされてきた人たちが多いという。また、形
式卒業者の若者たちは、貧困ではなくとも、虐待やいじめの問題など、学校生活を振り返
った時に、教師や学校教育に不信感を抱いている人が多いという。私たちは、そのような
社会や学校を舞台に繰り広げられる出来事をどのように受け止め、また、捉えていくこと
ができるのだろうか。自尊心を養う「場」としての学び舎の姿から教育活動の根源的な問
いを突き付けられたような思いである。
本書の色彩豊かに描かれたカバー絵は、「高野雅夫氏を先頭に4６２人の夜間中学生」（大
阪府東大阪市立長栄夜間中学校創立２０周年記念制作、１９９２年）であり、まさに関西夜間中
学の歩みの記録にふさわしい。５００ページ以上にもなる本書の至るところに人生をかけて
獲得を目指す「学び」が散りばめられている。
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Ⅰ．背景と内容
障害者権利条約は２００６年国連総会で採択され、日本では、障害者差別解消法をはじめ、
さまざまな法整備を待って２０１4年に批准された。文部科学省は２０１７年 4 月に生涯学習政策
局生涯学習推進課障害者学習支援推進室を設置し、２０１８年 ３ 月から翌２０１９年 ３ 月まで１６回
にわたった「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」を開催した。
その報告書として提出されたのが標記報告である。民間では、２０１６年１２月に「全国障がい
者生涯学習支援研究会」が発足している。この報告書は目次も含め３８ページ全 ５章で構成
されている。以下、項目に沿って紹介したい。

第 １章　背景―なぜ今、障害者の生涯学習について考えるのか―
「 １．障害者の生涯学習推進の意義」では、障害者権利条約批准に向けた一連の動きが
紹介され、２０１８年 ３ 月に策定された第 4次障害者基本計画に、障害者の学校卒業後におけ
る学びを支援し、地域や社会への参加を促進することで共生社会の実現につなげることが
記されている。「 ２．障害者の学びを取り巻く現状と課題」では、障害者本人等へのアン
ケート調査をはじめ、「都道府県、市町村、特別支援学校」「大学等」「公民館、生涯学習
センター等」「地域生活支援事業」「障害者に関する世論調査」など様々な調査結果を紹介
している。
第 ２章　障害者の生涯学習推進の方向性
「 １目指す社会像」について、現在の課題を「学校卒業後においては、仲間と交流し日
々の悩みを相談しながら、それぞれに合った学習を行う場が非常に限られていること」、
また、「学びの場についての情報が適切に提供される体制となっていないことなど」として、
「学び続ける環境の整備を図ることで障害者の真の社会参加・自立を実現することが期待
できる」と結んでいる。
「 ２障害者の生涯学習推進において特に重視すべき視点」として、「生涯学習・社会教育、
学校教育、スポーツ、文化芸術、福祉、労働等に携わる者が連携することが重要である」
としつつ、「主体的な学びの重視」「学校教育から卒業後における学びへの接続の円滑化」
「福祉、労働、医療等の分野の取組と学びの連携強化」「障害に関する社会全体の理解の
向上」 4項目の視点を掲げている。

＜書評＞

「障害者の生涯学習の推進方策について　―誰もが、障害の有無にか
かわらず共に学び、生きる共生社会を目指して―（報告）」
学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議　２０１９年 ３ 月

松田　泰幸
（東京・町田・本人活動の会「とびたつ会」支援者）
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第 ３ 章　障害者の生涯学習を推進するための方策
前章までの課題を踏まえ、「 １学校卒業後の学びの場づくり」「 ２障害の有無にかかわら
ず共に学ぶ場づくり」「 ３障害に関する理解促進」「 4障害者の学びを推進するための基盤
の整備」の 4項目が２０ページにわたって記されている。 １学びの場づくりでは、「（ １）学
校から社会への移行期の学び〈視点 １〉」の中で、①学校教育段階からの将来を見据えた
教育活動の充実。②移行期に求められる学習内容、③学校卒業後の組織的な継続教育の検
討、となっている。「（ ２）各ライフステージにおいて求められる学び〈視点 ２〉」では、
①求められる学習内容や②多様な実施主体による多様な学びの機会提供の促進が提示され
ている。
第 4章　障害者の生涯学習推進にむけて早急に実現すべき取組
ここでは国や地方公共団体に求める取組と、特別支援学校、大学、社会福祉法人や
NPO法人、企業等の民間団体に期待される取組が記されている。
第 ５章　今後の検討課題
第 ５章では、第 4章の課題を実現するために、有識者会議は国が具体的な成果指標を掲
げ、フォローアップしていくことを提案したいとしている。

Ⅱ．報告を読んで
東京では１９６4年に墨田区で「日曜青年学級」がスタートし、社会教育事業として都内自
治体に障害者青年学級は広がっていった。名古屋市でも１９７０年代に教育委員会の事業とし
て始まっている。また、社会福祉協議会や手をつなぐ育成会、社会福法人など福祉分野の
主催の実践も多くある。近年、見晴大学園大学（名古屋）をはじめ、私立特別支援学校で
の専攻科（ ２年～ 4年）、福祉型専攻科が各地で実施されている。高等部卒業後の就労に
向けての就労訓練的学習に終始することなく、青年期に学びを継続することの重要性が注
目されている。このことが、第 ３章の「学びの場づくり」に強く反映されている。
民間教育団体では、これまで青年・成人期の学習について事例研究に取り組んできたが、
国レベルでは「ようやく」といった感が否めない。このタイミングでの取組の背景は、オ
リンピック・パラリンピックの開催が大きな動機というのは言い過ぎだろうか。文科省で
は有識者会議での検討と並行して、２０１８年度に「学校卒業後における障害者の学びの支援
に関する実践研究事業」を実施している。年度 ７千万円の予算で２０２０年度までの ３年間取
り組まれる。
基礎教育保障の実践として取り組まれている「自主夜間中学」の場にも、不登校、ひき
こもりを経験した発達障害や精神障害の青年・成人が参加している例がある。しかし、こ
の報告書には生涯学習の場としての自主夜間中学への言及はない。今後も、障害をキーワ
ードに幅広い学びの場の保障に関する研究活動が継続されることを期待する。
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