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基礎教育保障学研究 創刊号 2017.08. 

 

＜巻頭言＞ 

 

基礎教育保障学会の目的と活動内容 

The Aims and Activities of the Japan Association  
for the Study of Basic Education and Literacies 

 
上杉孝實（会長、京都大学名誉教授） 

UESUGI, Takamichi (Emeritus Professor of Kyoto University,  
President of the JASBEL) 

 

１．学会設立の背景 

 2016年8月21日、国立国語研究所での設立

総会で以て、基礎教育保障学会が発足した。

2014 年 6 月に基礎教育学会（仮称）構想・懇

話会の名称のもと、有志による協議を開始し、

2015年には基礎教育学会（仮称）設立準備会と

改称して、同年 12 月には夜間中学、識字・日

本語、外国人支援・多文化家族支援、生活困窮

者支援・社会福祉、社会教育、障がい者の基礎

教育、ユネスコ・自治体・NPO 等の関係者か

ら成る呼びかけ人33人で設立趣意書を出して、

設立準備に当たってきた。その過程では、横浜、

東京、大阪、福岡、徳島、札幌などの各地で会

議を開くとともに現地の関係者と交流し、その

成果を参考に学会設立の機運を高めてきた。 

 このような取り組みの背景には、日本におけ

る基礎教育保障の現状認識がある。日本では、

差別、経済的貧困、病気、障がい、移住、植民

地政策等（総じて差別と言い得る）によって、

義務教育さえ受けることができず、また十分学

ぶことができないままに形式的に卒業させられ

た人が少なくないにもかかわらず、あたかも義

務教育未修了者がいないかのような政策がとら

れ、1950年代後半以後識字についての実態調査

すらなされることもなく、歳月が過ぎたのであ

る。しかし、この間にも、当初学齢児を対象と

していた中学校夜間学級で学ぶ成人の姿があ

り、政府による夜間中学校の廃止策に抗する、

これらの人々の学習意欲と、それを支える教師

や関係者の努力があって、2017年3月現在で、

全国で 31 の公立夜間中学校が存在するととも

に、多くの自主夜間中学も各地に見られる。ま

た、識字学習についても、1950年前後から自主

的な取り組みがあったが、1960年代後半より、

部落解放運動の高まりの中で識字学級が形成さ

れ、在日コリアンや障がいのある人々の識字学

習も展開されてきた。また、新たに渡日した人々

の日本語学習も各地で行われている。これらに

は、自治体に働きかけて、その主催であるもの

や支援を受けているものもあるが、そこから外

れているものも少なくない。 

 この間に、1985年国会での質問に対する中曽

根首相の答弁書に約 70 万人の義務教育未修了

者がいることが示されたことがあり、この問題

に取り組む人々は、義務教育に相当する教育を

必要としている人は百数十万人に及ぶことを指

摘してきた。全国夜間中学校研究会の申し立て

を受けて、日本弁護士連合会が 2006 年に「学

齢期に修学することのできなかった人々の教育

を受ける権利の保障に関する意見書」を出し、

国が実態調査を実施し、財政的措置を行って、

夜間中学校の設置促進に当たるべきことを提言

した。全国夜間中学校研究会は、法による教育

保障を求めて、国会議員に働きかけ、その結果

法制化を図る夜間中学等義務教育拡充議員連盟

が超党派で 2014 年に結成され、法案作りが進
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められた。  

このような動きもあって、文部科学省も、

2015年度の予算に、「中学校夜間学級の充実・

改善への取組」として、夜間中学校を設置して

いる市町村に対しては、その学習指導・生徒指

導のあり方についての調査研究、未設置の都道

府県・政令指定都市に対しては、設置の課題に

ついての調査研究を行うことを盛り込んだ。そ

こでは、夜間中学校のみならず、識字・日本語

学級なども調査対象になっている。 

国際識字年大阪連絡会が 2002 年に改称して

の識字・日本語連絡会でも、2005年に「識字・

日本語学習推進法（仮称）要綱案」を作成し、

2009年には、日本語教育保障法研究会が「日本

語教育保障法案」を発表している。同年には、

日本語教育学会が「日本語教育振興法法制化ワ

ーキンググループ」を立ち上げた。そして、夜

間中学等義務教育拡充議員連盟に、フリースク

ール等議員連盟が加わって、法案が作成され、

フリースクールに関わる箇所について論議や修

正があったのち成案となり、2016年12月に国

会を通過した。 

 本学会の設立は、これらの取り組みに関わっ

てきた人たちを中心として進められたのであ

り、学齢期を過ぎた人をも含めての基礎教育の

制度的保障を促すとともに、その教育のあり方

を実践との関わりで追究するためのものであっ

た。これまでにも、日本社会教育学会において

は、1991年に学会年報である「日本の社会教育

第35集」として『国際識字10年と日本の識字

問題』を刊行し、日本教育学会でも 2003 年に

機関誌『教育学研究』の第3号、第4号の特集

を「公教育とリテラシー」とした。しかし、教

育研究全体として見た場合、基礎教育、とくに

成人基礎教育の研究は実践の蓄積に比べても不

十分であることは否めない。 

 基礎教育の研究にあたる学会として、2001
年に発足した日本基礎教育学会がある。そこで

は、「本学会は、人間形成の根底となる基礎的

な体験の重要性を再認識し、乳幼児期から青年

前期の教育の在り方を実践的研究によって明ら

かにすることを目的とする。」とされている。

基礎教育保障学会は、国籍・民族、社会的出身、

性の多様性、障がいの有無などによって差別さ

れることのない教育の内容、方法、制度を求め

て、成人識字教育や職業教育などを含め、あら

ゆる年齢層の基礎教育の保障のあり方を探究す

るものである。実践と相まって研究を進め、そ

の成果を、国や自治体の政策に反映させ、基礎

教育保障のネットワークを拡充することに寄与

することが喫緊の重要な課題となっているので

あって、新たな学会の設立に至ったのである。 

 

２．基礎教育の重要性 

基礎教育は、人間が人間として尊厳をもって

生きていくために必要な教育で、人間のために

最低限必要とされている基礎的な教育である。

今日では、教育は生存権の中核に置かれ、その

保障が国の責務となっている。最低限必要とさ

れる基礎的な知識・技能を身に着けるため、就

学時期が定められ、義務教育として子どもを就

学させることが保護者の義務とされ、それを保

障することが国や地方公共団体の責務となって

いる。基礎教育は、義務教育として位置づけら

れるのである。基礎教育の中身としては、３Rs
として示されるように、読み書き、計算能力の

形成が中心となってきたのであり、その中で識

字と呼ばれるように、文字の獲得が重視されて

きた。しかし、現代社会において生活を営む上

では、３Rsにとどまらない多くの知識・技能を

必要とするのであり、義務教育が中等教育に至

るまで延長されてきたのである。このような基

礎教育は、子どもを対象としてなされてきたが、

様々な理由によって、子ども期にその機会を奪

われた人たちが多く存在し、成人期においてそ

の保障が課題となっている。ここに成人基礎教

育の概念が浮かび上がってくる。 

基礎教育の概念は、子どもの初等・中等教育

において以上に、それを受けることができなか

った若者や成人を意識して用いられることが多

いともいえる。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
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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。また、1966年国連で採択の「経済的、社

会的及び文化的権利に関する国際規約」の第13
条「教育への権利」の中で、「基礎教育は、初

等教育を受けなかった者又はその全課程を修了

しなかった者のため、できる限り奨励され、強

化されること。」とある。 

基礎教育は、激しい社会変化、技術革新、生

活レベルの向上、グローバルな移動の広がりな

どによって、すでに成人になっている人におい

ても保障されるべきものであり、そのレベルも

生活水準と合わせて高められなければならなく

なっているのである。不登校や引きこもりの若

者が目立つようになり、あらためて、それらの

人々に対する基礎教育のあり方も問題になって

いる。たとえ義務教育を修了していても、実質

的に内容を伴ったものになっているとは限らな

い。年齢や生活経験から見ても、成人の基礎教

育が子どものそれと全く同じ内容・方法による

ものでよいかどうかも検討されなければならな

い。 

1970年代から欧米等で成人基礎教育（adult 
basic education）としてのとらえ方が広がりを

見せてきた。日本では、成人教育を社会教育の

内実として扱うことが多かったが、このような

基礎教育がどのように位置づいているかが問わ

れるところである。識字学習や若者支援の動向

も踏まえながらの研究が求められているのであ

る。 

 

３．学会の性格と使命 

1985 年のユネスコ主催国際成人教育会議に

おいて、学習権宣言が出された。ここでは学習

権は、人間の生存にとって不可欠の権利である

とされ、学習活動は、成り行き任せの客体から、

自らの歴史を作る主体に変えていくものである

ことが示されている。また、1990年の「万人の

ための教育に関する世界会議」では、「万人の

ための教育に関する世界宣言：基本的な学習ニ

ーズの充足」が採択され、基礎教育がすべての

子ども、青少年および成人に提供されるべきこ

と、質の高い基礎教育サービスが拡大され、格

差を縮小するために一貫した措置が取られなけ

ればならないことがうたわれている。2003年か

らの「国連識字の 10 年」もこれを受けて展開

された。このような教育の平等を達成するため

に、これまで教育機会から疎外状況にあった

人々の教育の保障に重点的に取り組んで初め

て、万人のための教育となるのであり、基本的

人権の確立した社会の実現となるのである。本

学会の使命は、この取り組みを進めるための研

究を行い、政策や実践の向上に資するところに

ある。 

 すでに述べたように、日本においても、基礎

教育関連のこれまでの実践には、豊かな蓄積が

ある。夜間中学校の教育実践の中から開発され

てきた生活基本漢字は、生活にとって必須の漢

字381字を新聞等に用いられている漢字から抽

出し、さらにその学習においても、現実に目に

するものを組み合わせての理解を図ることなど

が試みられてきた。識字運動にあっては、単に

文字を学ぶだけでなく、自らの置かれた状況、

生い立ちの歴史、そこにある社会の問題などに

ついて、語り、綴ることによって、展望を拓く

努力が払われてきた。そこでは、学習者が主体

的に学級の運営にも関わり、支援者もパートナ

ーとして学習者の生活経験から学ぶなど相互学

習が重視されてきた。ユネスコの識字教育やパ

ウロ・フレイレの批判的識字にもつながる実践

が培われてきたのである。 

 これらを、さらに深め、地域や学習者の実態

に即して展開することが課題であり、そのため

にも、実践者と研究者が重なり合いながら研究

を進め、実践に活かしていくことが学会の使命

である。その際、学習者が中心となり、その主

体的関与が重視されるのであって、そのことに
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よって、すべての人のための教育にとどまらず、

すべての人による教育が実現するのである。実

践者、研究者、教員、行政関係者、議会関係者、

政策立案者、法曹関係者、市民・住民、学生・

生徒など多様な会員から成る学会であること

も、そのことに由来する。また、生活を切り拓

き、学習を仕事保障につなぐためにも、教育、

労働、福祉などの諸分野の関係者が集う組織の

構築を図っているのである。社会的困難に直面

している人々の支援にあたって、自主夜間中学

等で、諸分野にまたがる人々のネットワークを

築いてきた実績がある。 

 義務教育に相当する教育機会確保のための法

が制定されたとしても、その具体化には課題が

多い。少なくとも各都道府県に1校以上の夜間

中学校の設置が促されているが、それをどのよ

うに実現するのか、また、近くに学校がない地

域での学習をどのように保障するのかが問われ

る。すでに複数の夜間中学校を持つ都府県でも、

大部分の地域では通学が困難であり、学校の拡

充が必要である。夜間その他特別な時間におい

て授業を行う学校における就学の機会の提供の

ために、都道府県とその区域内の市町村で設け

られる協議会は、支援活動を行っている民間団

体のどこを含めて構成されるのか、そこでの自

治体間の役割分担はどのようなものになるの

か、これらについても検討が進められなければ

ならない。これらについて、学会として提言を

行っていくことが重要である。 

 そもそも、どれくらいの人が基礎教育を必要

としているのかについても、長年調査が行われ

てこなかった。各国の状況を見ても、技術革新

や生活レベルの向上に伴って、必要とするリテ

ラシー等の水準も高まり、OECDのPIAAC（成

人力調査）からイギリスでは成人の20％前後が

低い水準にとどまっているとされ（Tuckett  
2016: 5）、日本でも500万人程度の成人が十分

な読み書き能力を持たないと考えられる。その

実態を把握し、ニーズに応えるために調査を行

う必要があり、学会でも、そのための研究に基

づいて、国に実施を求めることが使命である。 

 すでに、国の「義務教育の段階における普通

教育に相当する教育の機会の確保等に関する

基本方針」に関する提言書を学会から 2017年

2 月に文部科学省に提出した。夜間中学校を都

道府県に１校以上という表現が、現に都府県内

に複数ある夜間中学校の縮小をもたらさず、他

の道県でも複数置くことを検討するよう働きか

けること、識字教室や日本語教室などに対する

公的支援も含めて学習機会の確保に努めるこ

と、学習者の背景事情についての配慮を行うこ

と、日本語を母語としない者に対する学習言語

を含めた日本語指導の適切な指導とともに母語

の保障を行うこと、授業や行事の公開や住民の

理解促進に配慮すること、夜間学級と昼間学級

の交流を推奨すること、不登校児童生徒の意思

の尊重と適切な支援を行うこと、不登校を生ま

ない学校づくりを推進すること、不登校特例校

や教育支援センターの開設に向けての財政的支

援を行うこと、外国にルーツのある子どもの不

就学の実態把握と対策を進めること、当該市町

村の住民に限らず学べるよう都道府県が率先し

て調整を行うこと、学習者の必要に応じた環境

整備や教育活動を行うこと、義務教育未修了者

や非識字者の実態調査を実施すること、教育機

会の確保等に関する大量で効果的な広報を行う

こと、教員養成課程に不登校や非識字、第二言

語としての日本語教育に関する内容を盛り込む

とともに、教育行政担当者や教職員の研修を進

めること、自主夜間中学や識字教室への公的援

助を行うこと、などがその内容である。 

文部科学省はこれらを受けて、3 月に基本方

針を発表した。学会の提言にくらべて抽象的表

現にとどまっている個所が少なくなく、夜間中

学等の表現はあるが、識字・日本語教室につい

て明示されていないことなどが問題で、学会の

提言が活かされ、的確な解釈がなされるように

働きかけていくことが重要である。法自体、国

や地方公共団体が、財政的措置など必要な措置

を講じるよう努めるとか、協議会を組織するこ

とができるという規定になっていて、実際に措

置が講じられ、組織が作られるには、関係者の
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強い働きかけが前提となるのである。学齢期の

不登校への対応はフリースクールなどで行われ

てきたが、昼間の学校そのもののあり方を見直

すことを抜きにして、夜間中学校等での対応に

ゆだねることについては、慎重な検討を要する。 

公立夜間中学等の設置を行う際に、自主夜間

中学の実践を基盤に据えることが重要である。

公立夜間中学校の設置を求めて開かれた自主夜

間中学も少なくない。その中には、学習者を中

心として、支援者のネットワークを構築し、生

活と学習を支える仕組みを整えているものもあ

る。これらを活かした学校づくりが期待される。

また、夜間中学等とあることから、夜間以外の

授業時間も考え、形態としても工夫を凝らした

教育機会の提供が、法の対象となるのである。

学校教育の枠にとらわれず、学習者のニーズに

柔軟に対応するため、自主夜間中学で存続する

場合も、公的支援の対象となり得る。学会とし

ても、多様な教育機会の拡充についての検討を

進めていくことが課題となる。 

学歴よりも、資格試験が進学や就職につなが

る国々に対し、日本の場合は、学校卒業が進路

に影響するところが大きい。それだけに、正規

に学校として位置づいたところで学ぶことを保

障する必要性が大きい。しかし、同時に、学び

やすいところで学ぶことができ、生活に即した

内容で自由に学ぶことができる教育機会が用意

されなければならないのである。社会の変化が

激しく、学習すべき内容も変化に富む時代にあ

って、基礎教育も含めて生涯学習を必要とする

のである。成人にあっては、子どもと同じペー

スで学ぶことが容易ではなく、長年継続的な学

習を必要とすることも多い。その一方、豊かな

生活経験を活かした学びを主体的に展開するこ

とが可能である。そのことに着目して、学校教

育の内容も創造的なものであることが求められ

るとともに、社会教育としての学級の充実が不

可欠となるのである。 

安易に学校教育の代用として社会教育が利

用されてはならないが、学校さえ充実すれば済

むことではなくて、生涯学習の一環として社会

教育の振興にも努めなければならないのであ

る。とくに、身近な地域で、教材や教育機器の

配備があり、専門的見地からの援助・相談にあ

たる社会教育専門職員が配置されている公民館

等社会教育施設の果たす役割は大きく、そこで

の基礎教育の保障も課題となっているのであ

る。公民館は最盛期の4分の3にまで減少して

いるが、あらためてその増設と活性化が望まれ

るのである。2014年に文部科学省は、全国の自

主夜間中学や識字講座等についても調査を行

い、307が対象となっている（文部科学省 2017: 
22）。実際の数はこれを上回ると考えられ、こ

れらの把握と財政的措置を含めた支援が必要で

ある。学会としても、これまでの学校教育と社

会教育の関係を見直し、それぞれの充実と関係

の再構築を視野に入れた、総合的な教育のあり

方について、研究を重ね、提言していかなけれ

ばならない。 

 

４．学会活動の展望 

基礎教育保障の研究にあっては、基礎教育の

内実を明らかにすることが重要である。読み書

き計算の能力を身に着ける３Rs の教育が基礎

教育の中心と考えられてきたが、今日ではそれ

らの中にもコンピュータを用いる能力が含まれ

るようになるなど、コミュニケーション能力と

して広がりをもってとらえられるようになって

いる。リテラシーの概念は、識字を意味するだ

けでなく、法リテラシー、情報リテラシー、科

学リテラシーというように、さまざまな領域の

基礎的な知識や技術を表す概念にもなってい

る。2003年には、国連識字の10年が始まり、

それに合わせてユネスコの国際的専門家会議で

は、次のような定義が試みられている。「リテ

ラシーは、多様な文脈と結びついた、印刷され

たり、書かれたりといった資料を用いて、自己

を位置づけ、理解し、解釈し、創造し、コミュ

ニケーションを交わし、コンピュータを用いる

能力である。リテラシーは、個人が目標を達成

し、知識や潜在能力を伸ばし、地域やより広い

社会に十分参加することができるような一連の
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学習を含む。」（UNESCO 2003: 12-13）。ま

た、アメリカのメリアムとカニンガムの編集し

た『成人・継続教育ハンドブック』（1989年発

行）でも、成人基礎教育についてテイラーは次

のように述べている。「基礎教育は、読むこと、

書くこと、聞くこと、話すこと、数を処理する

ことの基礎領域について言われるものである。

これとともに、コミュニケーションやコンピュ

ータ処理の基礎領域は、個人が自らの生活をコ

ントロールし、絶えず変化する社会の要求に対

応する力と自由を与えるものである。これらの

スキルの提供によって、基礎教育の構築が可能

となる。」（Taylor 1989: 465）。 

このように基礎教育は、人間らしく生きるう

えでの必要不可欠なリテラシーの習得を図るも

のであり、そこには、識字や計算能力の取得、

母語を別に持つ人の現住地言語の習得、コミュ

ニケーション力の向上、さらにはコンピュータ

処理能力の習得などを含むものであり、機能的

識字などリテラシー概念の広がりとも関連し

て、衣食住の生活に関するもの、健康保持に関

わるもの、社会生活を営む上で必要なもの、職

業保障に関わるもの、育児・家事等家庭生活に

関するものなど、生活上必要な知識・技術を身

に着けるものであるということができる。これ

らの内容をより具体的に把握し、生活経験を活

かしながらどのような順序で学ぶことが適切で

あるかを実践に照らしながら探究することが必

要である。 

学校化が、日常生活と距離のある教育にな

り、評価のために教育が行われるなど目的と手

段の倒置が起きやすいことから批判の対象とな

って、脱学校化とともに脱カリキュラム化が叫

ばれることもあるが、学校の変革と相まってカ

リキュラムの柔軟化と創造を図ることが肝心で

ある。教員も、成人基礎教育にあたる場合、学

習者の人生の歩みを注視し、その尊重の上に立

って、成人教育としての実践を展開しなければ

ならない。識字運動の中では、教員のこれまで

のあり方が問われ、自らを見つめなおして、学

習者からも学びながら教育にあたることが促さ

れてきた。識字・日本語学習にあっては、支援

者としてボランティアの関わりが大きく、そこ

には仲間同士の学習が繰り広げられる可能性が

高いが、権威的な姿勢で教えるということがな

いわけではない。人権学習も含めての研修の機

会とその内容の充実が望まれるのであり、学会

としてもその推進にあたることが課題である。 

基礎教育の実践に取り組む機関・団体、学

級・教室の状況、研修会や各種集会・行事、用

いられる教材、学習者の作品などについて情報

収集・提供が必要であるが、これまでそのため

の組織や機関が全国規模で確立していないこと

もあって、優れた教材が開発されていても、そ

れらが、それぞれの実践の場でよく知られ、役

立てられるとは言えない。識字・日本語連絡会

は、識字学級、日本語教室、夜間中学校、それ

らを支援する団体・個人を成員とし、行政関係

者もオブザーバーとして参加していて、共同活

動や情報交換で大きな機能を発揮しているが、

目下のところ大阪中心の組織である。この会が

中心となって、大阪府、大阪市、大阪府人権協

会、大阪市人権協会とともに、2002年に識字・

日本語センターを設立し、後に堺市も加わって、

教材の開発とともに、情報の収集と提供に努め

てきたが、その後大阪府等自治体からの財政的

支援がなくなっているため、機能の発揮に限界

が生じている。このことから、上記の自治体・

団体から成る大阪識字・日本語協議会が設置さ

れ、識字・日本語学習の推進上の課題に取り組

んでいる。このようなセンターや連絡会、協議

会の設立が各地で実現し、さらに全国的な機関

や組織が成立することが期待されるが、学会も

これらの機能を持つことで、基礎教育にあたる

団体・個人のプラットホームとして活動するこ

とを可能とするのである。 

基礎教育の保障には、生活基盤の整備が不可

欠であり、また生活の展望を拓くには基礎教育

なしではすまされないのである。したがって、

本学会は、教育団体・機関・行政のみならず、

福祉・労働などに関する団体・機関・行政との

連携を重視するものであり、学習支援のネット
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ワークの形成や制度の構築に努めるものであ

る。会員にもこれらの関係者を多く含むのであ

る。 

基礎教育に参加する人々は、年齢、国籍、人

生経験等において実に多様であり、それに応じ

て教育内容、教育方法もバラエティに富み、教

材も個々の学習者に適したものが開発されなけ

ればならない。地域の言語によってこそ、生活

に根差した表現や交流が可能となるのであり、

その点からも、言語教育が画一的なものであっ

てはならない。関連して、ローカルリテラシー

の研究・実践にも着目しなければならない。外

国にルーツを持つ子どもにとっては、日常会話

に用いる言語だけでは学校での学習が困難であ

るので、学習言語の保障も大事になる。これら

の教育についても、創意工夫の余地は大きいの

である。また、日本の言葉の多くが漢字をもと

につくられるようになっていて、意味を理解し、

言葉を駆使するには、漢字の習得が必要になる。

欧米のように表音文字以上に表意文字を用いる

日本では、識字の必要性が高いのである。日本

語教育で会話を重視しても、識字とつなぐこと

をおろそかにはできないのである。 

基礎教育保障の研究は、必然的に学際的研究

となる。基礎教育の意味、社会的位置づけ、学

習者の理解、教育内容と方法、学習過程、保障

の仕組み、政策・制度、支援者のあり方、学校

教育と社会教育の関係などについて、実践に基

づきながら、原理研究、歴史研究、統計的調査、

事例研究、国際比較など多角度から研究を進め、

共同研究によって多様なアプローチから得られ

たものをまとめ、実践に活かしていくことが期

されなければならない。 

 

５．グローバルな視点 

これまでにも見てきたように、国際的にも国

連、ユネスコ、OECDなどによって、基礎教育

保障の問題が取り上げられてきた。そこでは、

リテラシーにしても、社会的文化的文脈でとら

え、男女平等、民族共生、平和といった観点か

らのアプローチが示唆されている。日本におけ

る基礎教育保障も、そのような動向を視野に入

れての取り組みが必要である。欧米でも、移民

の定住問題もあって、言語教育を中心とした基

礎教育のあり方が問われ、政策が展開されてい

る。イギリスに例をとってみても，政府は2000
年末に「生活のためのスキル―成人識字と計算

能力の向上のための国家戦略」を発表し、2011
年にかけて各方面に意見を求めた。これを受け

た全英成人継続教育協会（2016年以後は学習・

労働協会）は、2011年に「仕事、社会、生涯リ

テラシー―イングランドにおける成人リテラシ

ーの研究報告」を発表し、初歩レベル、レベル

1、レベル 2 といったリテラシースキルのレベ

ルを示した。レベル1のスキルは、成人が効果

的に社会で機能を果たすために必要なレベル

で、レベル 2 は 中等教育修了試験の A~C 級

に相当し、初歩はレベル1以下のものとして、

例をあげている（NIACE 2011: 4）、OECDで

も、5 つのリテラシーのレベルを設定して、各

国で調査を行っている。このような研究は、日

本にあっても必要であり、学会での取り組みが

期待される。 

欧米との比較もさることながら、植民地から

の解放とも関連して、識字運動の歴史を持ち、

多民族の共生が課題となっているアジアの国々

の取り組みが注目される。「識字」の言葉自体

が中国での識字運動に由来している。韓国では、

植民地時代に奪われた言葉を取り戻し、ハング

ルを普及させるために「文解教育」として、識

字を平生教育法のもとで進めている。近年経済

発展とともに、移民の受け入れも多くなり、そ

の人々の識字等基礎教育にも力を注がねばなら

なくなっている。日本でも、これまで社会教育

や、夜間中学校、識字学級などで、日韓の交流

が行われてきた。東南アジア等では、ノンフォ

ーマルな教育の振興を図り、生産活動と結びつ

いた識字等基礎教育の機会確保に努めている。

日本も加わっての東アジア成人教育フォーラム

などの活動もあり、アジア諸国の実践から学ぶ

とともに、これらの国々とネットワークを形成

して、豊かな基礎教育の構築に努めることが望
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まれる。  
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The Aims and Activities of the Japan Association  
for the Study of Basic Education and Literacies 

 
UESUGI, Takamichi (Emeritus Professor of Kyoto University,  

President of the JASBEL) 
 
Abstract 

Since the 1950s, Japan has lacked any survey which indicates how many 
persons have difficulties to read and write. However, we can find many adults who 
learn at literacy classes in the community and evening classes of lower secondary 
schools because they could not receive compulsory education in their childhood as 
the result of discrimination, poverty, disease, disability or colonization.  Recently 
the number of Japanese classes for people who speak other languages is increasing. 
As it is necessary to promote the study of basic education including literacy, 
numeracy and Japanese, we established the Japan Assosiation for the Study of 
Basic Education and Literacies (JASBEL) in 2016, which connects researchers, 
practitioners, learners and policy-makers, widening networks and partnerships for 
basic education. JASBEL has made policy proposals to national and local 
institutions based on the Law for Insuring Educational Opportunities Equivalent 
to Compulsory Education which was enacted in 2016. More efforts are needed to 
improve and create curriculum as well as teaching and learning processes through 
interdisciplinary research into basic education. UNESCO holds that literacy as 
part of education is a fundamental human right and it is needed to participate 
fully in society. We must cooperate with UNESCO and other nations, especially 
Asian countries which have made efforts for developing basic education. 
 
Key words: basic education, literacy, compulsory education, evening lower 
secondary school, JASBEL  
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＜展望論文＞ 

 

アジアにおける基礎教育の完全普及に向けて 

―途上国支援と共に相互協力へ― 
Towards basic education for all in Asia and the Pacific 

– from international assistance to collaborations. 
 

 大安喜一（岡山大学） 

OYASU, Kiichi (Okayama University) 
 

はじめに 

本稿では、アジア諸国における基礎教育完全

普及の展開を概観し、その課題と可能性につい

て考察する。基礎教育とは、「人間が人間として

尊厳をもって生きていくために必要な教育で、

人間の生活に最低限度必要とされる基礎的な教

育」（１）とされ、義務教育や識字の普及の度合い

から、国により修業年限など具体的な定義は異

なっている。ここでは基礎教育の完全普及に向

けた世界的な枠組みである「万人のための教育」

（Education for All、以下EFA）において、そ

の中でも残された課題とされる初等教育での不

就学者や成人非識字者の学習機会を中心に、事

例を含めて検討する。 
また本稿の問題意識は、これまで主に途上国

における課題とされたEFA、途上国支援の視点

から議論されてきた基礎教育分野の国際協力に

ついて、日本が他のアジア諸国と互いに学びあ

う可能性を考えることである。 
 
１．「万人のための教育」への取り組み 

 基礎教育の充実は、第2次世界大戦以降独立

した国々にとって新しい国民形成、国家建設の

ための大きな課題であった。特に、南アジアを

中心に人口大国を抱えるアジアにとっては喫緊

の課題であり、1960年にユネスコにより開催さ

れた地域国際会議による「アジアにおける普遍

的・無償初等義務教育計画案」（カラチ・プラン）

では、1980年までに初等教育の完全普及が決議

された。同時に、人権としての教育と共に、基

礎教育を人的資源の開発といった教育の経済的

な面からの有効性も認識された。 
こうした流れに対する国際協力の重要な起点

となったのが、1990年に国連開発計画、ユニセ

フ、ユネスコ、世界銀行の共催により開かれた

EFA世界会議（タイ・ジョムティエン）である。

この会議の報告書（WCEFA 1990）では、基礎

教育が子ども・青年・成人のすべてに行き渡る

ことを国際的な合意とし、「拡大したビジョンと

新たなコミットメント」と題した宣言文では、

アクセスだけでない質の向上、学校だけでない

基礎教育の手段や範囲の拡大、学習環境の向上、

パートナーシップの強化、さらには財源の確保、

国際協力の重要性を示している。 
2000年にセネガル・ダカールで開かれた世界

教育フォーラムでは、EFAに向けた進捗を評価

する一方で、「万人のための教育」という目標達

成には程遠く、世界の不就学児童は1億１千万

人、非識字者は8億8千万人とされた。この会

議の成果文書（UNESCO 2000）では、EFAの

目標として以下の6項目が設定された。 
 目標1 乳幼児のケアおよび教育：最も不

利な立場におかれた子どもたちに特に配

慮した総合的な乳幼児のケアおよび教育

を拡大し、改善する。 
 目標 2 初等教育の完全普及：2015 年ま
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でにすべての子どもたち、特に女子、困難

な状況にある子どもや少数民族の子ども

が、無償かつ義務で質の高い初等教育にア

クセスし、修了することを保障する。 
 目標3 青年および成人のスキル：すべて

の青年および成人の学習ニーズが、適切な

学習プログラムおよびライフスキル・プロ

グラムへの公平なアクセスを通じて満た

されることを保障する。 
 目標 4 成人の識字：2015 年までに成人

（特に女性の）識字率の50%改善を達成す

る。また、すべての成人が、基礎教育およ

び継続教育に対する公平なアクセスを達

成する。 
 目標5 ジェンダー平等：女子に対する質

の高い基礎教育の実現とその完全かつ平

等なアクセスと学業達成を重視しながら、

2005 年までに初等・中等教育でのジェン

ダー格差を解消し、2015 年までに教育に

おけるジェンダー平等を達成する。 
 目標6 教育の質：教育の質のあらゆる側

面を改善し、高い水準を確保することによ

って、すべての人が、特に読み書き計算能

力、基礎的なライフスキルの面で、確認・

測定可能な学習成果を達成できるように

する。 
このように EFA では、学齢期にある子どもを

対象とした学校教育に限らず、幼児から大人ま

ですべての人を対象に多様な場、方法による基

礎教育の拡大、質向上を目指した。 
 

２．アジア・太平洋地域におけるEFAの取組み 

アジア・太平洋地域では、1990年のジョムテ

ィエン世界会議に先駆けて、第5回アジア・太

平洋地域教育及び経済担当大臣会議（The Fifth 
Conference of Ministers of Education and 
Those Responsible for Economic Planning, 
1985）において「アジア太平洋万人のための教

育計画（Asia-Pacific Programme of Education 
for All、以下 APPEAL）」が提唱された

（UNESCO, 1997, p.26）。ユネスコ・バンコク

事務所を拠点として 1987 年に発足した

APPEAL は、先進国から途上国への一方的な

援助や技術移転ではなく、途上国間の教育協力

を推進するネットワークとして、アジア・太平

洋地域内の加盟国および専門家が合同で事業を

計画、実施、管理、評価する事業方式が採られ

た（２）。 
APPEAL は、初等教育の完全普及（UPE：

Universal Primary Education）、非識字の撲滅

（EOI：Eradication of Illiteracy）、発展のため

の継続教育（CED：Continuing Education for 
Development）の3つを重点領域とし、これら

の連携、補完的な実施を全体戦略とした

（UNESCO PROAP, 1989, p.30）。1988年に

開かれた第一回 APPEAL 地域諮問会議

（APPEAL Regional Consultation Meeting）
において、EFAをこの3領域が統合された形で

計画し実行する戦略の必要性が強調された。 
APPEAL事業は、90年代から世界的なEFA

の枠組みの中で、ユネスコとユネスコ国内委員

会や関連機関との連携により、法律や政策の整

備、教材開発、人材養成研修、パイロット・プ

ロジェクトの実施など、多彩な形で展開した。

日本からも広島大学、ユネスコ・アジア文化セ

ンター、日本ユネスコ協会連盟などがAPPEAL
事業に積極的にかかわった。    
一方で、世界銀行による  First Track 

Initiative （ FTI ）やその後継の Global 
Partnership for Education（GPE）をはじめ、

EFAの大規模事業（３）が、ユニセフなどの国際

機関や国際協力機構（JICA）を含めた二国間ド

ナーにおいて実施されるようになり、APPEAL
の役割と存在感は相対的に低下した。しかしな

がら、ジョムティエン会議が始まる以前に、

EFA の重要性を教育省関係者を中心に議論し、

大臣会合など議論の場を提供するなど、

APPEAL が果たした役割は大きい。特に

APPEAL 事業において、ノルウェーや日本政

府の EFA 信託基金により、多くの研修教材や

事例開発が行われた。さらに、主な国際機関や

ドナーが「EFA＝初等教育の普及」という視点
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での事業企画、実施が多い中、識字や継続教育

を含めた三領域により、EFAを生涯学習という

包括的な枠組みの中で推進した意義は大きい。 
 

３．「万人のための教育」はどこまで達成され

たのか？ 

３－１ ジョムティエンからダカールへ 

 2000年の世界教育フォーラムにおいて、EFA
の国際連携における課題とされたのが、モニタ

リングの強化である。ジョムティエン会議から

ダカールにかけて、EFAの枠組みで定期的に進

捗の成果と課題を評価し、従来の取り組みを改

善していくという視点はあまりなかった。この

ためダカール会議では、EFAを主導してきた国

際機関の調整により、EFAの取り組みの向上に

向けて、モニタリングの必要性が確認されたの

である。これを受けて、2002 年より「EFA グ

ローバル・モニタリング・レポート」（EFA 
Global Monitoring Report、以下GMR）がほ

ぼ毎年発行された。アジア・太平洋地域では、

ユネスコとユニセフが中心となって毎年、EFA
コーディネーター会議を開催し、6 項目ある目

標の進捗を各国、南アジア・東南アジア等の各

地域、アジア全体について評価、議論した。こ

れらの会議には、政府関係者だけでなく、国際

機関やNGO を含めた関係者が参加し、国や地

域レベルとテーマ別の協力の可能性について意

見交換し、具体的な計画作りを行い、内外に情

報共有されるようになった（４）。 
 ダカール会議で設定された 2015 年までの

EFA目標の進捗は、EFA GMR 2015において

以下の通りまとめられた（UNESCO, 2015a, 
pp. 5-8）。 
 目標1 乳幼児のケアおよび教育： 乳幼児

死亡率は50%近く低下しているが2013年
に 5 歳未満で死亡した子どもの数は 630
万人で、多くは予防可能であった。子ども

の栄養状態は向上しているが、世界で4人

に1人が低身長であり、栄養素の慢性的不

足を示している。2012 年の時点で、乳幼

児ケアおよび教育を受けている子どもの

数は 1 億 8,400 万人とされ、1999 年から

約3分の2増加した。 
 目標2 初等教育の完全普及：初等教育純

就学率は1999年の84%から2015年には

93%を達成する見込みである。就学率が上

昇する一方、2012 年の不就学児童の数は

約5,800万人で、特にサハラ以南アフリカ

では約 20%が中途退学し、2015 年の時点

で、低中所得国の子どもの6人に1人（約 
1億人）が初等教育を修了していないと予

測される。 
 目標3 青年および成人のスキル：前期中

等教育への就学率は 1999 年の 71%から

2012 年には 85%に上昇した。多くの低中

所得国で前期中等教育が法律で義務化さ

れる一方、初等教育から中等教育への進学

には家庭の経済面などの格差が存在する。 
 目標4 成人識字：成人非識字者の数はお

よそ 7 億 8,100 万人であり、非識字率は

2000 年の 18%からわずかに下がって、

2015 年には 14%になると見込まれている。

2015 年までに非識字率を半減させたのは

17 カ国にとどまり、識字率のジェンダー

格差解消の課題が残っている。 
 目標 5 ジェンダー平等：初等教育では、

約7割の国が2015年までにジェンダー格

差を解消し、中等教育では約5割の国が解

消すると予想される。不就学児童のなかで

は、女子の方が一度も就学しない割合が高

い一方、男子は中退率が高い。 
 目標6 教育の質：初等教育における教師

一人当たり児童数は、8割以上の国で減少

したが、3分の１の国で、訓練を受けて国

家基準に達した小学校教員の割合は 75%
未満であった。1990 年には学力調査が実

施されたのは12カ国であったが、2013年

までにその数は101カ国に増えた。 
 

３－２ EFAの残された課題 

EFA2015 の国別報告書は、多くの国でワー

キンググループが設置され、ユネスコとユニセ
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フなどの国際機関、政府や大学等の専門家、そ

して主要なNGO がメンバーとなり作成された。

その過程では、既存の統計資料の利用、追加の

量的・質的データの収集と分析、執筆の分担、

教育関係者によるワークショップでの成果と課

題の議論が行われた。国別報告書を基にアジ

ア・太平洋などの地域別報告書が作成され、国

際会議へのインプットとなった（５）。 
GMRでは、全体的な評価として、EFA実現

に向けて着実に成果を上げている一方で、不就

学と成人非識字が 2030 年に向けての残された

課題とされた。ここでは、同レポート及びユネ

スコ統計研究所（UIS: UNESCO Institute for 
Statistics）の資料をもとに、これらの課題を検

討する。 
１）小中学校への未就学及び中途退学を含む不

就学の子どもの数は減少しているが、2007年以

降、その進捗が鈍っている（図１）。同レポート

では、初等・中等教育普及が鈍化した理由を必

ずしも明らかに指摘、議論していない。2000
年から各国で進められた初等教育普及政策によ

り学校建設や教員確保を通して機会が拡大した

反面、経済・社会・文化的に困難な状況下の人々

への対応が進まなかったためと考えられる。障

がい者、少数民族、貧困層といった人々への教

育機会をそれぞれの文脈に合った対応が不十分

であったと言える。 
 

 

図１ 全世界の不就学児童・生徒の数 
出所）UNESCO Institute for Statistics (2013) 
 

２）成人識字は、EFAの目標の中でも、とりわ

け進捗が鈍く、同レポートでは「大半の国々は

ゴール 4 の達成からほど遠い」（UNESCO, 
2015a, p. 29）としている。人口大国を抱える

アジア、特に南アジア諸国が、世界で7億8千

万人とされる非識字者の半分以上を占めている

（図２）。 

成人識字の進捗が遅い理由として、同レポー 
トでは、政府や関係機関による識字への具体的

な政策目標が不明確であること、キャンペーン

などの識字教育の成果が疑問視されている点を

挙げている。これは、学校教育への批判に応え

る形でノンフォーマル教育（Non-formal 
Education、以下NFE）に対する期待が高まり

世界銀行などがこの分野の事業や研究への支援

を行ったが、NFE の成果が必ずしも実証され

ず、80年代後半から多くのドナーがNFEへの

支援から手を引いた（Rogers, 2004, p. 143）影

響があると考える。さらに、非識字者は貧困層

など社会的弱者であり、彼らの声が国の政策に

影響を及ぼすことは難しいため、学校教育に比

べ、政策の優先順位が低くなってしまう（青木, 
2008, p. 197）点もあげられる。 
 

 
図２ 成人非識字者の地域別割合 

出所）UNESCO Institute for Statistics (2013)  
 

３）モニタリングレポートにおける目標毎の報

告では、初等教育におけるジェンダー格差は

多くの国で解消に向かっているが、成人識字

の男女格差が未だ大きいとのことであった。

EFAの進捗は、基本的に各国でまとめた形で

報告されるが、国内での格差にも注目する必

要がある。男女間だけでなく、地域や経済状
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況による格差が大きいことは、国別報告書や

調査において明らかになっている。例えば、

バングラデシュで2008年に行われた識字調

査では、男女間の格差よりもむしろ、都市と

農村、富裕層と貧困層の識字率の差が顕著で

あった（図３、図４）。 
 

 

図３ 都市と農村の識字格差 
 

 

図４ 経済格差と識字格差 

出所）Bangladesh Bureau of Statistics (2008) 
“Literacy Assessment Survey” 
 

こうした格差を把握することが、本節の最初

に挙げた困難な状況下の人々への教育機会拡大

の前提であり、地方レベルでのデータ収集と分

析、政策の立案・実施能力の向上がEFAにおけ

る残された課題である。 

 

４．基礎教育保障における課題と取り組み 

４－１ 基礎教育を受けられない要因 

以下では、EFAの残された課題を念頭に、な

ぜ基礎教育を受けることが出来ないか、その要

因を考察する。 
まず、学校や学習センターなどの建物や屋根、

水道、電気、トイレなどの設備が整わず、小学

生低学年でも歩いて行ける距離に施設がない、

また整備された道路がないといったアクセスの

要因がある。これらを確保することが、就学率

向上の前提条件であることは、GMR でも指摘

されている（UNESCO, 2015, p. 21）。青空教

室で学ぶ様子は、ドナー向けの報告書等で絵に

はなるが、実際、雨期になると通学が困難にな

り、学習活動が予定通りに行えない。 
次に教育の質の面では、EFAの第6目標で挙

げられた教員に関することと、カリキュラムや

教材、特に学びの内容と生活との関連性があげ

られる。さらに、学校や学習センターにおいて

限られたリソースの中で、障がい、疾病に応え

る環境や少数民族や移民への母語教育と国語へ

のつながり、といった多様なニーズに応えるこ

との難しさがある。 
また、社会、経済、文化的な面も基礎教育を

受けられない大きな要因である。例えば、女子

に対する教育の必要性や社会参加への認識が低

い社会、さらには、授業料や教科書といった通

学にかかる直接費用だけでなく、制服や給食な

どの間接費用、通学により収入活動や家事に従

事できないという機会費用の損失を避けるため

に子どもの就学に消極的、といった要因もある。

また、紛争や人的・自然災害といった理由もあ

るため、学習者と教育関係者だけでなく、家庭、

コミュニティ、行政の多様な関係者の関与が必

要になってくる。これらの課題には、中央によ

る政策の画一的な実施よりも、各地域事情に応

じるために、地方行政の裁量で柔軟に学習機会

を保証する取り組みが必要である。地方分権は、

EFA においても良く取り上げられる課題であ

るが、単に地方レベルの能力向上だけでなく、

中央からの権限やリソースの委譲が必要であり、

なかなか進まない国もある。 
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４－２ ２０３０年に向けての持続可能な開

発目標における教育 
 ジョムティエンからダカールを経て、過去25
年間の EFA の取り組みを総括し、将来の方向

性を示すための国際会議が、韓国の仁川（イン

チョン）で 2015 年 5 月に行われた。この会議

で採択された仁川宣言は、2030年までに「全て

の人々に対する包括的かつ公正で質の高い教育

の確保、生涯学習の機会増進」するための目標

を掲げた。この宣言（UNESCO 2015b）にお

ける主な項目は以下の諸点である（６）。 
・ 教育機会を拡大するため 12 年間の無償、

9 年間の義務教育、幼児教育の 1 年間義

務・無償化を推奨する。 
・ 教育における包括性と公平性を確保し、

誰も取り残されないようにするため、障

がい者など教育制度から排除されている

人たちへの配慮に注力する。 
・ 質の高い教育と学習成果の向上のため、

学習内容、過程、成果の向上、教員の確

保と養成、学力および生活技術、持続可

能な社会、地球市民の観点からの教育を

推進する。 
・ 生涯学習を推進するため、すべての人に

開かれた学校教育、学校外教育での学び

の評価・認定制度、情報通信技術（ICT）
を効果的に活用する。 

 これまでEFA は、国連の 2000 年から 2015
年にかけての開発目標であったミレニアム開発

目標（Millennium Development Goals、以下

MDGs）（７）とは関連しながら、別途、目標が設

定されていた。MDGsの2番目の目標は「初等

教育の完全普及」であり、EFAのすべての目標

が MDGs に含まれたわけではなかった。世界

銀行のFTIやGPEが初等教育中心の教育支援

政策をとったのも、MDGsの重点領域に沿った

形であると言える。 
ポストMDGs 及びEFAの2030年に向けた

開発目標として、国連総会において 2015 年 9
月に採択された持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals 、以下

SDGs）では、教育関係の開発目標が、仁川宣

言を取り入れて、全体の 17 の開発目標の一つ

として位置づけられた（図５）。 
 SDGsの第4目標である教育が、持続可能な

開発の基盤として、経済、社会、環境の諸分野

と連携しながら、開発のアプローチに組み込ま

れた意義は大きい。特に、EFAが主に途上国に

おける基礎教育の普及を目指したのに対し、仁

川宣言及び SDGs 第 4 目標は、教育の包括性、

質、そして生涯学習といった、先進国にも共通

の課題を将来に向けて協力して進めていくこと

で、従来の開発目標から国際協力の視点と可能

性が広がった。 

 

図５ 持続可能な開発のための2030アジェンダ 

出所）環境省

http://www.env.go.jp/earth/sdgs/index.html  
 

４－３ 基礎教育保障の方策 

SDGs の目標達成のために、基礎教育保障の

方策とは何か、これまでの EFA における取組

を、主にアジアの経験から考察した上で、次の

4点にまとめる。 
１）学校教育の充実により、就学者と修了者を

増やし中途退学を減らすことが、基礎教育の分

野ではこれからも最優先の課題である。教育を

受けられない要因の中で議論した施設、就学支

援、教員と生徒の割合、教員養成、学習者中心

の柔軟な教育など、特に困難な状況下の地域や

人々の実情にあった政策を立案・実施し、その

ための人材育成が必要である。 

 

２）学校に通えなかった、また現在、平日昼間

の学校に通えない人たちに向けた代替教育 
（Alternative Education）を充実させる必要が
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ある。タイ、インドネシア、ラオス、カンボジ

アなど、東南アジアでは、国による同等教育制

度（Equivalency Programme、以下、イクイバ

レンシー）が導入され、NFE でも学校卒業と

同じ資格を得ることができる。南アジアでは、

NGO などによる柔軟な学習プログラムが実施

され、公的証明書の発行は個々に行政と協議し

ているが、公的な制度整備が必要とされる。 
 
３）コミュニティ学習センター（Community  
Learning Centres、以下 CLC）等の学校外学

習施設による継続的、多角的な学びの機会を作

ることが、新たに識字を獲得した人たちの識字

能力定着と学習の継続につながる。個人で学習

継続の機会を確保するのが難しい地域では、行

政による CLC 等の学習施設設置への支援が不

可欠である。CLCは日本の公民館に類似する教

育施設であり、アジア地域を中心に 2013 年現

在、24か国で17万館が設置され、教育、訓練、

図書、情報提供などを主な機能としている。

CLCは住民参加と主体的な運営により、行政や

関連機関との協働やネットワークづくりを進め、

学びを通した地域づくりに貢献している（８）。 
 

４）財源の確保は、上記の方策を実施するうえ

で、きわめて大切なものであり、政府行政によ

る公的な財源や国際機関等による支援と共に、

多様な形で資金を調達する工夫が求められる。

例えば、タイやインドで実施されている教育の

特別税やバングラデシュやイスラエルの教育国

債、民間企業による社会貢献、英仏での航空券

への上乗せなど様々な取組みがなされている。

日本ユネスコ協会連盟の書き損じはがきによる

募金活動もこの一例である。さらに学校やCLC
が中心となってイベント等により寄付を募るな

どの地域財源確保の動きもみられる。 
 
４－４ タイとバングラデシュの事例 
以下では、基礎教育の普及をほぼ達成したタ

イと、不就学と非識字の課題を抱えるバングラ

デシュという異なった文脈の事例から、基礎教

育保障の現状と課題、今後の可能性を考える。 
 
１）タイ 
タイでは、2008年にノンフォーマル教育・イ

ンフォーマル教育（Informal Education、以下

IFE）促進法が制定され、第5項において、人々

が NFE・IFE を受ける権利を保障している。

この法律では、NFE とは「教育サービスの利

用者という明確な対象集団や、そうした対象集

団のニーズや学習適正に対応した柔軟で多様な

教育の目的、形態、カリキュラム、教育機会の

提供方法、コースまたは訓練の期間をもち、教

育証明書を授与するため、あるいは教育成果を

分類するために今日育成を測定･評価する標準

的手順を有する教育活動」とし、IFEを「人々

の日々の生活スタイルのなかでの教育活動を意

味する。つまり、個々人の関心、要求、機会、

準備状況、学習能力に応じて生活を通じて継続

的な学習を行うこと」（手打・河内, 2010, pp. 
108-109）としている。 
タイの NFE の特徴は、フォーマル教育と同

等の資格を取得できるイクイバレンシーが制度

化されている点である。NFE・IFE 促進法第

14条4項では「教育成果の学校教育への同等価

値での移行、知識や経験の学校教育への同等価

値での移行と同等教育のレベル判定を促進し、

支援し、実施すること」を NFE・IFE 局の権

限と責任としている（同上, p. 113）。イクイバ

レンシーには一般教育と職業教育の2種類があ

り、初等、前期中等、後期中等教育の3レベル

に分かれ、普通教育より短い年数で修了できる

（表１）。 
 

表１ イクイバレンシー・プログラムと普及教育 
イクイバレンシー

15歳以上 
修業 
年限 

普通教育 
6-18 歳 

修業

年限

初等教育 2 小学校 6 
前期中等教育 2 中学校 3 
後期中等教育 2 高等学校 3 
修業年限合計 6 12 
出所）Sommanonont ‘Lower-Secondary 
Equivalency Program in 9,000 CLCs’ (2016) 
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修了者には修了証が交付され、彼らは次の学校

段階に進む資格を有する。 

イクイバレンシーは、NFE・IFE促進法によ

り最小の行政単位であるタムボン毎に設置され

る CLC で行われる。基本的に毎週末に授業が

行われ、平日は自主学習やグループ学習であり、

大学卒で教員資格を持つ教員が配置されている。

CLC では地域の事情やニーズに基づいた識字、

職業教育、健康、衛生、余暇、道徳など生活の

質向上、コミュニティ開発、ICTを活用した情

報教育等が行われてきた。特に｢自ら足るを知る

経済 （self-sufficient economy）｣（９）の実践、

地元の知恵（local wisdom）の活用、仏教理念

に基づく日常生活向上やスポーツ、娯楽、歓談

など集いの場でもある。 
CLCの運営はCLC館長、教員と共に運営委

員が中心となり、従来、住民が参加し主導して、

ボランティアの参加、県・郡 NFE・IFE 事務

所の支援を得て行われてきた。ただ、2008年の

NFE・IFE促進法によりCLCが教育行政組織

化されたのに伴い、住民の行政への依存が高ま

り、法制化以前に比べて住民の主体性が後退し

ているとの危惧がある（大安, 2012, p. 14）。 
 

２）バングラデシュ 

バングラデシュでは、憲法 17 条において教

育の権利が基本原理として規定されており、無

償義務初等教育法（1990 年）により 5 年間の

初等教育が保障されている。一方で、教育基本

法は未だ制定されておらず、学校外での教育は、

2014 年に成立したノンフォーマル教育法

（2014年）により、不就学児童・生徒、非識字

者の教育の権利を保証することとなった。2015
年の EFA 評価報告書では、ほぼ 100％の初等

教育就学率と男女格差の解消を達成している反

面、小学校中途退学は20％を超え、成人識字率

は59.82％（男63.89%、女55.71%）に留まっ

ている。 
バングラデシュ政府の基礎教育における優先

順位は、フォーマル教育の充実である。初等大

衆教育省が主導し、ユニセフや日本の国際協力

機構（JICA）などによる財政・技術支援を受け

て、初等教育開発事業（PEDP：Primary 
Education Development Programme）が1997
年より行われている。2015年からはGPEによ

り、初等教育分野への国際的な支援がさらに強

化された。各機関の重点領域、例えば JICA で

あれば理数科教育、ユニセフは幼児教育、とい

ったドナー協調がバングラデシュの取り組みに

おける特徴である。この事業では女子・貧困家

庭へ食糧供与、ビスケット配布、学校給食、奨

学金などの給付、学校建設、PTA・運営委員会

制度、カリキュラム、教科書、教員養成、評価、

母語教育、ICT 活用、複式学級、地方分権化、

データ管理など、多岐に渡った取り組みがされ

ている。 
一方、学校外で行われるノンフォーマル初等

教育事業は、政府の委託により主にNGO が実

施している。バングラデシュでは、教育に限ら

ず、社会福祉の分野では、行政のサービスが住

民に十分届かないため、NGO が肩代わりをす

る「大きな政府ならぬ大きなNGO」（斉藤, 2003, 
p. 139）という状況が今も続いている。2014年

の NFE 法ではイクイバレンシーが明記されて

いるが、まだ制度に至らず、プロジェクトや組

織ごとの教育内容が異なるため、それぞれに地

元の教育事務所や学校との覚書により、修了者

は学校教育最終試験に参加出来るようにしてい

る。例えば、行政主導で行われている ROSC 
（Reaching Out of School Children）事業や世

界最大のNGOであるBRACによるノンフォー

マル・スクール事業では、低学年を独自教材で

短期間に行い、高学年では学校と同じ教科書を

行うことで、修了者は学校教育最終試験を受け

ることが出来る。 
ノンフォーマル初等教育事業の多くが仮設や

賃貸の教室を使っており、あくまでフォーマル

教育が普及するまでの仮の教育活動、という意

識が強い。成人の基礎教育も、読み書きの出来

ない人がいなくなるまでの識字教育の提供が主

な目的のため、従来、期間・予算限定のキャン

ペーンや識字、生活・職業技術訓練クラスが中
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心であった。2014年のNFE法では、継続教育

や生涯学習についても規定されているが、具体

的な政策と実施計画は現在策定中である。体制

としての大きな課題は、NFE 局の行政組織が

県レベルまでしかないため、市町村レベルでの

活動の実施はNGO に頼らざるを得ないことで

ある。このため、初期投資をして始めた事業の

継続性と学習の継続性、成人を対象としたイク

イバレンシー制度の導入などが、これからの課

題である。 
また、NFE 局、NGO、地方行政の協働によ

り、ユネスコの技術支援を受けて CLC を中心

とした学習ネットワーク作りのパイロット事業

が 2013 年より行われ、生涯学習推進に重要な

役割を果たすと認識されている。しかしながら、

タイやインドネシアなどのように CLC を国の

制度として確立するためには、官民の調整や必

要な教材、人材、予算の確保などの課題が多い。 
 

５．アジア諸国の基礎教育の動向と方向性 

 本稿では、国際的な政策課題としての EFA
の枠組みを中心に、アジア地域の基礎教育の進

捗を概観してきた。ここでは、その動向をもと

に、今後の方向性を検討して、まとめとする。 
まず、ノンフォーマル教育のフォーマル化の

傾向が挙げられる。従来、学校外で行われる学

習活動では、地元のニーズに基づいて教育内容

が決められ、学校教育のような統一したカリキ

ュラムが整っておらず、必ずしも教員資格を持

たないボランティアを含む人々によって識字活

動等が行われてきた。近年、タイやインドネシ

アをはじめ、東南アジアの多くの国ではイクイ

バレンシー制度が確立され、学習内容や教員、

過程、評価の標準化が進んだ。これにより、不

就学児童や非識字者が教育を受け、修了証書に

より学校への編入や進学が可能になり就職の際

の証明書としても利用できる。南アジアでもバ

ングラデシュやネパールなど、イクイバレンシ

ーの導入を進めており、多くの国にとって基礎

教育保障に向けて必要な仕組みであると考える。 
一方で、学校教育のノンフォーマル化の動き、

例えば、学習者中心の多様なニーズに対応した、

柔軟なカリキュラム、教授方法、評価が議論・

導入され、従来、子どもを対象とするペダゴジ

ーと成人を対象とするアンドラゴジーの領域

（Knowles, 1980, p. 43）が曖昧になっている。

これに伴って、フォーマル、ノンフォーマル教

育に関わらず、教員の役割が教科書を中心に知

識や技術の伝達だけでなく、生活技術（life 
skills, soft skills）の実践や、学びを通して生活

課題・地域課題を見つけ、その課題解決に取り

組んでいくことが求められている。ICTの効果

的な活用を含め、様々な学びの場がつながり情

報、経験、教育資源の共有が進むことが期待さ

れる。 
学校や CLC など様々な学びの空間と、個人

と世代間を時間的に繋げる包括的な生涯学習の

概念（藤村, 2009）は、アジア地域の多くの国

では、教育政策全般の理念にとどまり具体的な

政策や活動に至っていない場合が多い。学校と

CLC が協力して学びを通して地域課題に取り

組む、例えば、日本だけでなくアジアの多くの

国で進む少子高齢化社会に備えて、住民の社会

参加、子育て、医療、介護、福祉における行政、

民間、コミュニティの連携、さらには生徒、子

育て世代、高齢者の世代間学習につなげること

が出来るのではないかと考える。 
学びの場をつなげる枠組みとして、EFA と

ESD（Education for Sustainable Development）
は、補完の関係にあるとされてきたが、双方の

相乗効果を高めるための議論（Wade and 
Parker, 2008）はあったものの、必ずしも実践

レベルで行われてきたとは言えない。SDGs の
枠組みにおいては、2030年に向けて、すべての

人が学べる環境づくりを目指す包括的な（イン

クルージョンの）視点と、社会・経済・環境・

文化など他の目標と関連した形により学びを通

した地域づくりという視点から、EFA と ESD
の融合した教育の方向性を見出せるのではない

だろうか。 
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おわりに 

日本は、EFAにおいては、主に途上国を支援

する側であった。ジョムティエン会議前後から

日本政府によりユネスコの APPEAL 事業に信

託基金を拠出したのをはじめ、これまでの国際

協力事業には、国際協力機構（JICA）による技

術協力事業や本邦研修、日本ユネスコ協会連盟、

ユネスコ・アジア文化センター、セーブ・ザ・

チルドレン、シャンティ国際ボランティア会な

ど多くの機関が参加しており、基礎教育分野に

おける経験とリソースの蓄積は大きい。 
SDGs という先進国と途上国が協力して持続

可能な共通の未来を目指す開発目標のもとでは、

インフラ整備、教員養成、カリキュラム・教材

開発、学校運営などの分野で日本の経験や技術

を共有するとともに、相互協力の可能性もある

と考える。例えば、東南アジア諸国で進むイク

イバレンシー制度は、特に単位認定や資格取得

制度など、日本の不登校、不就学者向けのプロ

グラム充実への参考となるだろう。また、持続

可能な社会に向けた公民館・CLCにおける住民

参加や行政・NPOとの連携など、2014年に岡

山市で開かれた国際会議において議論された、

学びを通した地域づくりの経験共有をさらに進

めていくことができる。 
現在、ユネスコやASPBAE（The Asia South 

Pacific Association for Basic and Adult 
Education）などの国際機関・ネットワークが

アジア・太平洋地域における基礎教育分野での

国際会議や研修の場を提供している。2016年の

基礎教育保障学会の発足にあたり、従来、日本

の諸機関が行ってきた国際協力事業に加え、内

外の組織と連携して、識字調査、イクイバレン

シー制度、高齢化社会における学びといった分

野での共同研究やシンポジウムなどの交流事業

を進めていく好機ではないかと考えている。 
 

注 

（１）基礎教育保障学会設立趣意書より。

http://jasbel.org/setsuritu-ikensyo.pdf 
(2017年8月12日閲覧) 

（２）APPEALに先駆けて、アジア・太平洋

地域内の教育協力事業として1972年に発

足したAPEID （Asia-Pacific Programme 
of Education for Development）は、参加

国が共同で企画、実施、管理、評価を行い、

自助努力と相互協力を全面的に打ち出して

いる点で、従来のユネスコ事業や援助機関

のアプローチとは異なっている（斉藤, 
2009, p.30）。APPEALは、APEIDの事業

方式を踏襲し、加盟国の共同事業、自助努

力に対してユネスコが技術支援をする形を

とっている。 
（３）FTI 及びGPEの詳細については、世界

銀行のホームページより入手できる。

http://projects.worldbank.org/P111470/ed
ucation-all-fast-track-initiative-program?
lang=en 及び 
http://www.globalpartnership.org/ (2017
年6月20日閲覧) 

（４）EFAの国別報告書や地域会議の資料は、

ユネスコ・バンコク事務所のホームペー

ジから入手できる。

http://www.unescobkk.org/ru/education
/efa/national-efa-2015-reviews/ (2017年
6月15日閲覧) 

（５）EFA国別報告書や国際会議の報告書等は、

ユネスコ本部（パリ）のホームページより

入手できる。

http://www.unesco.org/new/en/education/
themes/leading-the-international-agenda
/education-for-all/ (2017年6月15日閲覧) 

（６）仁川宣言は、日本ユネスコ国内委員会に

よる日本語の仮訳を文部科学省のホームペ

ージより入手できる。

http://www.mext.go.jp/unesco/002/006/00
1/shiryo/attach/1360521.htm (2017年6月
22日閲覧) 

（７）MDGは、貧困、教育、保健、衛生、環

境など8つの開発目標が設定された。日本

語による詳細は

http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/h
ome/sdg/mdgoverview/mdgs.html  
(2017年6月28日閲覧)から入手できる。 

（８）CLC に関する情報は、ユネスコ・バン

コク事務所のhttp://clcpedia.net/ (2017年
6月20日閲覧) に詳しい。また、公民館と
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CLCの連携に関する可能性の論考（手打 
2009、大安 2014）を参照。 

（９）｢自ら足るを知る経済」の原則の一つは、

市場経済とは一線を画した地元の地理的・

社会的条件に合わせた持続性のある開発で

あり、王室主導の農業プロジェクトが各地

で行われている。 
（１０）「ESD推進のための公民館-CLC国際

会議～地域で学び、共につくる持続可能な

社会～」（岡山市、2017年11月9～12日）

では、全体会および環境、防災、文化、地

域活性化などの分科会での議論を基に、地

域づくりにおけるCLCや公民館の役割と

様々な形の協力に向けて「岡山コミットメ

ント」が採択された。会議の詳細について

は

http://www.okayama-tbox.jp/esd/pages/5
210 (2017年8月12日閲覧)より入手でき

る。 
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Towards basic education for all in Asia and the Pacific 
– from international assistance to collaborations. 

 

OYASU, Kiichi (Okayama University) 
 
Abstract 

This paper provides an overview of the progress on achieving basic education for all in Asia 
and the Pacific and discuss Japan’s possible cooperation with other countries in this area.  An 
international commitment to ‘Education for All (EFA)’ was initiated at the World Conference on 
EFA held in Jomtien, Thailand in 1990.  The global reviews of EFA in 2015 found that further 
efforts are required to achieve EFA, in particular, ensuring basic education for out-of-school 
children and illiterate adults as the remaining priority agenda.  Main issues of exclusion from 
basic education include: lack of infrastructure and transportation; lack of quality materials and 
personnel; poverty; and, socio-cultural factors against education, particularly for girls and 
women.  An international commitment to EFA was renewed under the Sustainable 
Development Goals (SDGs) adopted by the United Nations in 2014 as one of the 17 
development goals to be achieved by 2030. Effective strategies to accelerate basic education for 
all will be: improving access and quality of formal schooling with focus on the disadvantaged 
and excluded population groups; developing equivalency programmes to provide alternative 
learning opportunities for those who are excluded from formal education; and, promoting 
community-based learning such as Community Learning Centres for individual learning and 
community development.  Japan has been one of the main donors supporting EFA efforts of 
developing countries in Asia and other regions over the decades.  While maintaining such 
international assistance roles for EFA, Japan should also review domestic challenges of basic 
education in the country, such as out-of-school children, and develop collaboration mechanisms 
with other countries.  The Japanese Society for the Study of Basic Education and Literacies 
can play a leading role to initiate inter-country joint research and forums in such areas as 
literacy, equivalency, and community-based learning under the aging society. 
 
Key words: Community Learning Centres, Education for All, equivalency, literacy, Sustainable 
Development Goals 
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＜展望論文＞ 

 

基礎教育保障の基盤となる人材確保等の課題と展望－夜間中学における

日本語の教育を支える人材に必要な資質・能力という観点から－ 
Issues and Prospects in Securing Human Resources as the Foundation of Basic 
Education and Literacies : from the viewpoint of the qualities and abilities 
necessary for human resources supporting Japanese language education in 
Evening junior high school. 

 

野山 広（国立国語研究所） 

NOYAMA, Hiroshi (NINJAL) 
 

Ⅰ．はじめに 

 2016年8月21日に国立国語研究所（東京都

立川市）で開催された基礎教育保障学会第1回

研究大会のさいごに行われたリレートークの場

では、ことばの教育や日本語教育の領域・分野

の者として、筆者自身も参加する機会を得た。 
まず報告として語ったのは、日本では、1940

年代の後半にリテラシー（読み書き）に関する

全国規模の調査を行って以来、この約 70 年近

くの間、そうした調査は実施されていない。そ

の事実、経緯等について、2014年11月に韓国

の国立国語院において開催されたリテラシーに

関する国際シンポジウムで、日本からの招聘講

演者（Noyama 2014）として報告せざるを得な

かったことは、実に複雑な思いであった、とい

うことである。 
次に今後の課題・展望として語ったのは、そ

の後、2016年12月に成立した「義務教育の段

階における普通教育に相当する教育の確保等に

関する法律（教育機会確保法案）」の成立、施行

を、8 月の時点では大いに期待しつつ、学びの

場の確保を視野に入れた課題について焦点を当

てた。具体的には、識字・日本語学習をめぐる

新たなうねりを起こすに当たって不可欠な日本

語のリテラシー教育や、その教育を支える教員

やコーディネーターの必要性、重要性はもちろ

ん、その基礎教育を保障する社会の基盤となる

リテラシー＝識字（読み書き）調査の在り方等

に関して、改めて検討する必要がある（Noyama  
2014、野山2016)、ということである。そして、

そのリテラシー調査を基にして、共生社会構築

の基礎データとして活用、援用することで、今

後の多言語・多文化社会や共生社会の在り方が、

ようやく実質的に展望できるようになるだろう、

ということであった。 
このリテラシーの教育の充実に向けた社会的

基盤作りやネットワーク構築に関連して、「義務

教育の段階における普通教育に相当する教育の

確保等に関する法律（以下、教育機会確保法と

呼ぶ）」の第十六～二十条（調査研究等、国民の

理解の増進、人材の確保等、教材の提供その他

の学習の支援、相談体制の整備）では、第五章

として教育機会の確保等に関するその他の施策

に関する内容（努力目標）が記述されている。 
本稿ではこの中でも特に、第十六条の調査研

究等に関連して、既に、設立大会のリレートー

クの際に言及した全国レベルのリテラシー（読

み書き）調査の在り方に関して追究することは

もちろん、その調査協力を要請する際の基盤と

なる教育現場の人材、つまり、夜間中学も含む

地域における、基礎教育を保障する社会の構築

に向けて、その基盤となる（中核的な）人材確
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保等に向けた課題について焦点を当てたい。 
具体的には、（１）日本語教育専門家、（２）

日本語コーディネーター、（３）システム・コー

ディネーター、（４）日本語ボランティアについ

て、その役割に触れつつ、どのような資質・能

力が求められているか、そして今後の課題につ

いて、日本語教育学会（2011、131-133）を参

照・引用しながらまとめることとしたい。その

際には、多様な位置づけ（第二言語／継承語／

外国語／第一言語／母語等）となっている日本

語の教育や学習を支える人材（１）～（４）に

必要な資質・能力という観点から考察を加える。

最終的には、今後の基礎教育を保障する社会の

体制作りや、教育機会確保法の十五条で提唱し

た（地域で多様な学びの場を確保するための基

盤、体制づくりに向けて連絡調整等を行う）協

議会の実質的運営や施策・事業展開の充実に向

けて必要な人材（システム・コーディネーター

等）のことや、そうした人材の役割等に関して

展望することとしたい。 

 

Ⅱ．基礎教育保障学の隣接領域：異文化間教育

や日本語教育との学際的関係 

1990年代に『異文化間教育』4号で日本語教

育が取り上げられた時期から、夜間中学や地域

の日本語教育の現場では、徐々に日本語を母語

や第一言語としない人々が、学習者として日本

語を第二言語として学び始めたと考えられる。 

この 4 号の直前の『異文化間教育』3 号の特

集では、星野（1989）が「異文化間教育とコミ

ュニケーション」という論考の中で、「『コミュ

ニケーション』と『教育』とは不即不離の関係

にあり、各々の過程には単に『似たもの』以上

の重なる部分がある。決して別々の過程ではな

い。」と語っている。この星野の考えを踏まえる

と、日本語教育とは「教育」と「コミュニケー

ション研究」と「異文化間研究」の交叉する部

分の実践課題の一つと捉えることができる。換

言すれば、基礎教育保障学における日本語の教

育も、「教育」と「コミュニケーション研究」と

「異文化間研究」の交叉する部分の実践課題の

一つと捉えることができよう。 

一部繰り返すが、本稿では、「基礎教育の保障

を支える人材確保等の課題」というテーマで、

特に夜間中学も含む地域の日本語教育（地域に

根差した夜間中学の日本語教室）、学習支援の現

場を支える教師や支援者の育成・養成の在り方

に焦点を当てる。このテーマに関連して、例え

ば、『異文化間教育』25 号で「異文化間教育と

教師」という特集が組まれ、星野（2007）が「異

文化間教育と多文化（共生）教育における教師

と教師教育[総論]」という論考を寄せている。

その中で取り上げているのが、本稿のⅢ章以下

で概観、言及している「日本語教育のための教

員養成について」（「日本語教員の養成に関する

調査研究協力者会議」報告、文化庁、2000年3
月）である。星野は以下に示す、日本語教員の

専門的能力について問う日本語教育能力検定試

験の出題範囲に関して次のように述べている。 

 

「この『出題範囲』は、異文化間教育の他

の課題分野の概念や教授法を含む包括的な

認識を求めており、それぞれの分野で検定

試験を行うとすれば、利用できる余地があ

る。また、もし異文化間教育学会が認定す

る検定試験を実施することになれば、大い

に参考になるだろう」（星野2007、6） 
 

基礎教育保障学会において、将来こうした検

定試験にどのくらい関わる人が出て来るかは未

知数だが、基礎教育を保障する共生社会を担う

人づくりに関わる可能性は大きいと思われる。 

改めて、本稿では、「基礎教育の保障を支える

人材確保等の課題」というテーマで、上記の星

野論文で取り上げられた文化庁の報告書の「日

本語教員として望まれる資質・能力」の内容（１）

を踏まえて、基礎教育を保障出来るような共生

社会の基盤となる人材に必要な資質・能力とい

う観点から、日本語の学習を必要とする人々の

言語環境を支える人材確保等の課題について接

近したい。次に、基礎教育保障学の隣接領域・

分野と捉えられる「日本語教育」や「異文化間
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教育」の研究報告や学会誌等においてこれまで

取り上げた特集やテーマを踏まえつつ、今後の

共生社会、つまりは、夜間中学の日本語教育の

現場を支える（換言すれば、教育機会確保法の

第十六～二十条で記述された目的の達成に向け

た施策の展開を支える）人材の資質・能力とい

う観点から、例えば、日本語教育専門家、日本

語コーディネーター、システム・コーディネー

ター、日本語ボランティア等の人材確保と育成

の重要性や課題について確認し、その人材が果

たす役割や可能性等について展望したい。 

 

Ⅲ．夜間中学の現場を支える人材に必要な知

識・能力－地域における日本語教育の展開から

見えてきたことを踏まえつつ－ 

１．地域における日本語教育の展開と夜間中学

における日本語の教育 

1990年代以降、日系南米人や国際結婚の配偶

者等の定住者、永住者が急激に増えてきた。  

この状況下、多くの地域や自治体では、国際化

に向けた基本指針が立てられ、国際交流協会や

日本語教室等の機関・施設が設立された。並行

して、夜間中学にもオールドカマーだけでなく

ニューカマーと呼ばれる人々も入学し始めて、

多様な位置づけの日本語を学び始めた。それま

でのオールドカマーに対する識字教育を中心と

した日本語（第一言語／第二言語／母語等とし

ての日本語）の教育、及び、ニューカマーも含

めた生涯学習の一環や多文化教育の実践課題の

一つ（江淵1993）としての日本語（第二言語／

継承語等としての日本語）の教育や学習支援が

始まったというわけである。 

やがて、地域では、国際交流協会や自治体自

らが外国籍住民の声や必要性（需要）を聴くた

めのニーズ調査を行い、その実態や状況に応じ

て、住民による日本語ボランティアの活動も

徐々に始まった。このように 1990 年代以降の

社会状況の変化の中、地域の状況や需要に応じ

て実施・展開されてきた日本語教育のことを総

称して「地域の日本語教育」と 2000 年前後か

ら呼び始めた。並行して、夜間中学においても、

1990年代以降、ニューカマーも含めた生涯学習

の一環としての日本語（第一言語／母語／第二

言語／継承語などとしての日本語）の教育や学

習支援が始まった。まさに、日本語の教育の新

たな時代が始まったということができよう（野

山2008ab，2011、文化庁編2004）。 
 

２．関連施策を総合的に推進するために－人材

の確保、育成の重要性と本学会の役割 

日本の各地域には、既に述べたように、多様

な背景を持った外国籍住民が、長期間に渡って

居住している場合が多くなってきている。全国

的にみるとその状況は実に多様である。そうし

た中で、教育機会確保法の第十六条では、（調査

研究等）として、以下の記述がある。 

 

国は、義務教育の段階における普通教育に

相当する教育を十分に受けていない者の実

態の把握に努めるとともに、その者の学習

活動に対する支援の方法に関する調査研究

並びにこれに関する情報の収集、整理、分

析及び提供を行うものとする。 

 

そのためには、リテラシーに関する基本調査

を全国レベルで行う必要があるわけだが、現状

は、夜間中学が全国の 8 都府県に 31 校しか存

在しておらず、全国的な調査を行う際の協力体

制が十分とはとてもいえない状況である。こう

した状況を打開するためには、「不登校児童生徒

の状況や夜間中学等の現状等について、その実

態を踏まえた施策の推進が可能となるよう、教

育委員会や学校現場の負担にも配慮し、調査の

内容や方法の改善を図りつつ、継続的に調査研

究や結果の分析を行うとともに、全国の好事例

を収集し情報提供を行う。」（文部科学省 2017
年、p8の（１）から）ことが重要となる。今後、

各都道府県の協力体制の基盤を強化、拡充する

ためにも、現在新たな夜間中学の設立に向けて

最終段階にある千葉県（松戸市）、埼玉県（川口

市）、北海道（札幌市）をはじめ、これまで夜間

中学がなかった地域に、夜間中学新設に向けて
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の動きがある際には、本学会は、つなぎ役＝コ

ーディネーター役としての役割を、状況に応じ

て適切に果たしていくことが期待される。 
この状況に関連して、教育機会確保法の第十

七条では、（国民理解の増進）として、以下のよ

うに記述されている。 
 
国及び地方公共団体は、広報活動等を通じ

て、教育機会の確保等に関する国民の理解

を深めるよう必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 
 
こうした地域住民の理解の増進を図っていく

ためには、「法の趣旨や本基本方針の内容、不登

校児童生徒に対する支援や夜間中学等の活動等

について、政府の広報誌、文部科学省ホームペ

ージ、手引きの作成・配布、説明会の実施等を

通じた広報活動を推進する。」（文部科学省2017
年、p8の（２）から）ことが不可欠である。そ

の他には、例えば、日本語の学習需要に対する

支援の充実という観点からみた場合の、共通課

題を探ることや、顕在化することも重要となっ

てくる。この共通課題については、文化庁が

1994年度から2000年度まで、全国８地域で展

開してきた地域日本語教育（推進）事業の報告

によれば、以下の４つが共通の課題として指摘

されている（野山2002）。 
 
（１）日本語学習支援の場（教室や言語生活環

境等）の充実 
（２）教室を支える人々（中核的人材やコーデ

ィネーター）の研修・育成の充実 
（３）支援に関係する機関・人々・地域などと

のつながり（ネットワーク）の充実 
（４）さまざまな活動を支える人材・情報等の

資源（リソース）を一定の所に集めて、分

類・流通させるためのセンターの設置、充

実を図ること。 
 
上記の（１）や（４）に関連しては、学習支

援の現場やリソースセンター等での、情報資源

や教材・副教材などのリソースの提供が重要と

なってくるが、教育機会確保法の中では、第十

九条において、（教材の提供その他の学習の支援）

として、以下の記述がある。 
 
国及び地方公共団体は、義務教育の段階に

おける普通教育に相当する教育を十分に受

けていない者のうち中学校を卒業した者と

同等以上の学力を修得することを希望する

者に対して、教材の提供（通信の方法によ

るものを含む。）その他の学習の支援のため

に必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 
 

こうした教材の提供や学習支援のために必要

な措置を含む対応方策に関しては、「中学校卒業

程度認定試験の受験を希望する者等に対して通

信の方法を含めた教材の提供などの学習支援を

図るため、文部科学省認定社会通信教育を含む

様々な学習機会等の情報が教育委員会を通じて

提供されるよう促すとともに、地域人材の協力

による学習の支援等の取組を推進する。」（文部

科学省2017年、p8の（４）から）ことが重要

である。また、基礎教育保障学会のＨＰ上での

教材、副教材等の紹介はもちろん、学会の研究

大会などの情報発信・交換の場における実践報

告の蓄積、整理、公開等が期待される。 
次に、上記の共通課題の（４）に関連しては、

例えば、リソースセンターにおける相談の機能

も重要となってくることが推測される。教育機

会確保法の中では、第二十条で、（相談体制の整

備）として、以下の記述がある。 
 
国及び地方公共団体は、義務教育の段階に

おける普通教育に相当する教育を十分に受

けていない者及びこれらの者以外の者であ

って学校生活上の困難を有する児童生徒で

あるもの並びにこれらの者の家族からの教

育及び福祉に関する相談をはじめとする各

種の相談に総合的に応ずることができるよ

うにするため、関係省庁相互間その他関係



2626 

機関、学校及び民間の団体の間の連携の強

化その他必要な体制の整備に努めるものと

する。 
 
こうした状況に総合的（ホリスティック）に

対応していくためには「不登校児童生徒に対す

る支援や夜間中学等に関する様々な情報の提供

を積極的に行うとともに、不登校に関する相談

等に対応できるよう、関係機関、学校及び民間

の団体の間の連携による相談体制の整備を推進

する。」（文部科学省2017年、p8の（５）から）

ことが肝心となる。その体制整備に向けた基盤

作りやネットワークを拡充するためには、今後、

基礎教育保障学会が主催、共催するワークショ

ップや研修の企画、実施・展開の充実を図るこ

とや、関係省庁相互間その他関係機関、学校及

び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体

制の整備に、本学会がコーディネーター役を果

たしつつ、ロビー活動を含むアドボカシー的活

動、アクションリサーチ等を粘り強く実施し、

積み重ねていくことが期待される。 
 
本稿では、4 つの共通課題の中で特に（２）

の地域の日本語教室や（夜間中学等の現場での）

日本語教育を支える不可欠な人材である日本語

教育専門家やコーディネーターに必要な資質・

能力という観点から焦点を当てたいと思ってい

る。教育機会確保法の中では、第十八条で、（人

材の確保等）として、以下の記述がある。 
 
国及び地方公共団体は、教育機会の確保等

が専門的知識に基づき適切に行われるよう、

学校の教職員その他の教育機会の確保等に

備わる者の養成及び研修の充実を通じたこ

れらの者の資質の向上、教育機会の確保等

に係る体制等の充実のための学校の教職員

配置、心理、福祉等に関する専門知識を有

する者であって教育相談に応じるものの確

保その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 
 

こうした状況に適切に対応していくためには

「不登校児童生徒に対する支援や夜間中学等に

携わる教職員に対し、教育機会の確保等に関す

る理解等を深めるための研修の充実を図るほか、

教員の養成においても、これらの知識や理解を

深める取組を推進する。また、児童生徒一人一

人に対するきめ細かな指導が可能となるよう、

教職員の体制充実に加え、スクールカウンセラ

ー及びスクールソーシャルワーカーなど専門ス

タッフの配置を充実する」（文部科学省2017年、

p8の（３）から）ことが肝要となる。これらの

研修の充実を図るためには、今後、本学会が主

催、共催、連携するワークショップや研修の企

画、実施・展開の充実を図ることはもちろん、

教員の養成においては、次のような知識や能力

（野山 2003、11）が重要であることの理解を

深める取組を推進することが期待される。これ

ら（１）から（７）の知識や能力は元々、地域

日本語支援活動に関わるコーディネーター＝人

材の育成の場において、OJT（On the Job 
Training）や継続的な研修や講座の中に繰りこ

まれて実施されることが期待されていた（野山

2003、11）。これらの知識や能力の獲得は、お

そらく、夜間中学で行われる日本語の教育に携

わる人材、関係者にも必要なものと思われる。 
 

（１）平明で適切な日本語による説明や対話や

編集ができる言語運用能力 
（２）日本語教育だけでなく、関連領域に関す

る幅広い知識 
（３）日本語の習得支援に繋がる環境を設計し

維持する能力 
（４）周囲の人々を巻き込みながら、状況に応

じて専門家の手を借りられる関係構築能力 
（５）異文化接触場面を学びの機会（エンジン）

と捉えられる寛容性や柔軟性 
（６）冷静に自分の役割をわきまえながら、孤

独に耐えられる能力 
（７）目的に応じて（たくましく）自分自身の

位置取りを自在に変えられる対人調整能力 
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以上のように、教育機会の確保法で既述され

た目標を、今後少しずつ実現し、基礎教育を保

障できるような共生社会を構築していくには、

基礎教育保障学会設立の目的である「基礎教育

の実践と研究を軸として、教育・福祉・労働な

ど様々な分野が交流し、互いの知見に学び合う

場をつくり、会員相互の親睦、交流を図ること」

（基礎教育保障学会会則 2条より引用）を決し

て忘れることなく、上記の十六条から二十条に

書かれた「調査研究等」「国民の理解の増進」「人

材の確保等」「教材の提供その他の学習の支援」

「相談体制の整備」等の施策の展開、充実に向

けて基礎資料となるような、さまざまな実践や

研究、ネットワークの蓄積を、関連機関や団体

と連携しながら、学際的な観点から進めていく

ことが期待される（徳井、中山、野津、2008）。 
次に、本稿で特に焦点を当てる夜間中学も含

む地域での、基礎教育を保障する社会の構築に

向けて、その基盤となる人材確保等に向けた教

員養成に関する報告書や地域の日本語教育に関

する先行研究について焦点を当て概観したい。 
 

Ⅳ．地域の多言語・多文化化と定住外国人を支

える人材の必要性－日本語教員養成に関する

報告書や異文化間教育の先行研究からー 

日本では出入国管理及び難民認定法（以下、

入管法）の改正（1989年）・施行（1990年）に

伴い、地域に在留する外国人＝日本語非母語話

者が徐々に増加した。この過程で、いわゆる内

なる国際化が進み、地域全体が徐々に多言語・

多文化化して、夜間中学にも、こうした多様な

背景の非母語話者が就学することとなった。 
1990年代には、日本語教育の所管官庁である

文化庁においても、地域における日本語非母語

話者＝外国籍住民の増加や日本語教育への需要

の増大と多様化に対応し、日本語教育や学習の

支援に向けたさまざまな施策を展開した。また、

この時期の日本語教育をめぐる諸課題を踏まえ、

日本語教育施策の一層の推進を図るため、以下

のような一連の調査研究、報告を行った。 
 

 今後の日本語教育施策の推進について 
－日本語教育の新たな展開を目指して－

（1999年3月） 
 日本語教育のための教員養成について

（2000年3月） 
 日本語教育のための試験の改善について 

－日本語能力試験・日本語教育能力検定試

験を中心として－（2001年3月） 
 
これらの報告書の中で言及されたことは先述

の十八条（人材の確保等）に関連して、不登校

児童生徒に対する支援や夜間中学等に携わる教

職員の養成に際して、大いに参考になろう。 
こうした報告の数年後、地域の日本語教育に

関連して、異文化間教育学会では、『異文化間教

育』18号において「地域ネットワーキングと異

文化間教育」というテーマが特集された。まず

野山（2003）が、日本語支援活動に焦点を当て

ながら、地域ネットワーキングと異文化間教育

に関して考察している。次に、杉澤（2003）、
米勢（2003）、藤田（2003）の3人が、現場か

らの事例報告者として、それぞれ関わってきた

地域におけるネットワーキング実践の内容につ

いて考察している。その後、渋谷（2003）がエ

スノグラフィーやカルチュラル・スタディーズ

の観点から、また川村（2003）が組織論やネッ

トワーク研究等の観点から、事例報告の内容に

対する理論的考察を行っている。そして、最終

的に、高木（2003）が、三人の事例と二人の理

論的分析を踏まえた上で、心理的学習研究の視

点から総括的考察を行っている。 
教員の養成において重要と考えられる、前章

で述べた（１）から（７）の知識や能力（野山

2003、11）については、上記の「地域ネットワ

ーキングと異文化間教育」という特定課題研究

を通して総括として挙げられたものである。繰

り返しになるが、これらの知識や能力の獲得は、

今後新設される、あるいは既設の夜間中学で実

施、展開される日本語の教育に携わる人材にと

って、不可欠なものになると思われる。 
このように、地域において、多様な言語・文
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化背景を持った日本語非母語話者＝外国籍住民

が徐々に増えていく状況に応じて、例えば総務

省（旧自治省）では、2006 年 3 月に「多文化

共生推進プログラム」を提唱した。この提言の

中では、地域における各主体の役割分担と連

携・協働について触れ、地方自治体、国際交流

協会、NPO 等の役割分担の明確化と連携・協

働の重要性について指摘している。また、多文

化共生施策の推進体制の整備の一環として、コ

ミュニケーション支援に焦点を当て、日本語お

よび日本社会を学習するための支援方策として、

オリエンテーション、日本語・日本社会の学習

機会の提供を挙げている。 
このプログラムが提言された翌年の 2007 年

度の異文化間教育学会においては、特定課題研

究として「地域におけるニューカマー支援と連

携－異文化間教育学の視座から－」が行われ、

その成果報告が『異文化間教育』28号で同テー

マの特集が組まれた。そこで、野山（2008）は、

自身が関わってきた取組から、地域日本語教育

の実践現場においてコーディネーターに必要な

知識や能力や、「メンター」として必要な資質に

ついて報告している。資質については、他者と

の関わりや現場での経験を通して育つものであ

り、「交流活動」による「仲間との出会い」や「協

働」の経験が必要であることを指摘している。

佐藤（2008、47）は、野山（2008b）の指摘す

る専門性はいわゆる学校型の知識習得ではなく、

「正統的周辺参加」といった状況の中で学び取

っていくようにも思われることを指摘するとと

もに、コーディネーターの必要性に関連して「課

題や情報の共有化などをコーディネートする人

間が必要であり、そうしたコーディネーターに

は専門性が必要なこと」を指摘している。 
そして、この 2007 年、地域の日本語教育の

現場を支える教師や支援者（教員養成）に関連

して、『異文化間教育』25 号で「異文化間教育

と教師」という特集が組まれ、星野（2007）が

「異文化間教育と多文化（共生）教育における

教師と教師教育[総論]」という論考を寄せてい

る。その中で取り上げているのが、既述の「日

本語教育のための教員養成について」（「日本語

教員の養成に関する調査研究協力者会議」報告、

文化庁、2000 年 3 月）である。要は、一連の

報告書で言及している教員養成や日本語教育能

力検定試験の改定に向けた考察（１）が、異文化

間教育の分野にも参考になるであろうことを指

摘しているのであった。 
この指摘を踏まえると、日本語教育の分野で

約 15 年以上前に議論、考察された後、提言さ

れた一連の報告書の内容は、十八条（人材の確

保等）の施策の充実に向けて、基礎教育保障学

会の今後の研修やワークショップの実践の現場

にも援用、応用することが可能であり、水先案

内の羅針盤役を果たしてくれるものと推測する。 
 

Ⅴ．基礎教育を保障する社会を支える人材の確

保等に向けて 

上記の十八条（人材の確保等）の施策の充実

に向けて、さらには、十六条（調査研究等）、十

七条（国民の理解の増進）、十九条（教材の提供

その他の学習の支援）、二十条（相談体制の整備）

等の施策の展開、充実に向けて、さまざまな実

践や研究を協働して行い、そのためのネットワ

ークを拡充して、基礎教育を保障する社会の持

続を図っていくためには、やはり、基礎教育保

障の基盤となる人材の確保を図っていくことが

可能かどうかが鍵となろう。そこで、上記の十

六条から二十条までの施策を総合的（ホリステ

ィック）に推進するために、さらには、夜間中

学を含む、地域における日本語教育の展開、充

実に向けて不可欠と考えられる人材として、「日

本語教育専門家」、「日本語コーディネーター」、

「システム・コーディネーター」「日本語ボラン

ティア」等について取り上げる。そして、それ

らがこれからの共生社会を支える重要な人材と

して挙げられた背景・経緯や、その役割の概要

等について言及したい。 
 

１．日本語教育学会の報告書から 

2008年には、文化庁の委嘱研究で、日本語の

指導力の評価に関する調査が３つの日本語教育
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関連機関（社団法人日本語教育学会、公益社団

法人国際日本語普及協会、財団法人日本国際教

育支援協会）によって行われ、その成果が研究

報告（「平成22年度生活日本語の指導力の評価

に関する調査研究報告」）として、以下の Web
ページに公開されている。 
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyo
uiku/shidouryoku_hyouka/index.html 
また、同年（2008年）には、当時のリーマン

ショックの影響で、日本で就労する外国人登録

者の多くは失業したり、労働時間を削減された

りした者が多かった。そのことにより、地域に

定住した外国人住民の日本語に対する姿勢に大

きな変化があった（野山2013）。また、この時

期に並行して日本語教育学会（2008､2009､
2011）では委嘱研究が実施された。ここでは、

特に、上記の報告書を中心に取り上げるととも

に、人材（日本語教育専門家、日本語コーディ

ネーター、システム・コーディネーター等）の

確保、育成という観点から、概観、言及したい。 
 

２．夜間中学を含む日本語教育・支援に関わる

人々に求められる資質・能力 

 基礎教育を保障できるような社会やシステム

を構築し、充実していくためには、支えるため

の適切な人材の確保と維持が不可欠である。以

下の表１では、そのシステムの基盤となる、日

本語教育・支援に関わる人々に求められる資

質・能力について説明している（日本語教育学

会、2011、134参照）。 
こうした日本語教育に関わる人々に関する名

称や分類法等については、いまだ統一が図られ

ていない状況ではあるが、（１）日本語教育専門

家、（２）日本語コーディネーター、（３）シス

テム・コーディネーター、（４）日本語ボランテ

ィアについて、その役割に触れつつ、どのよう

な資質・能力が求められているか、そして今後

の課題について、日本語教育学会（2011、
131-133）を参照・引用しながら、以下にまと

めておきたい（夜間中学向けに、必要に応じて、

日本語教育学会の報告書の提案内容に筆者自身

が加筆・修正を行った）。 
 

表１ 夜間中学を含む日本語教育・支援に関わる人々に求められる資質・能力 

◎非常に求められる   ○求められる    △ある程度求められる   －特に求められない 

  ⽇本語教育 
専⾨家 

⽇本語コーディ
ネーター 

システム・コーデ
ィネーター 

⽇本語 
ボランティア 

Ａ ⽇本語教育に関する知
識・能⼒ 

    ◎     ◎   ○ △ 

Ｂ ⽇本語教育に関する実践
能⼒ 

    ◎     ◎    ― △ 

Ｃ “その地域社会”を理解
し，⽣きる⼒ 

  ○   ○     ◎    ○ 

Ｄ 企画⽴案能⼒   ○     ◎     ◎     ― 
Ｅ 計画を実⾏する能⼒   ○     ◎     ◎     ― 
Ｆ 対⼈関係を築く⼒     ◎     ◎     ◎      ◎ 
 

３．それぞれの役割と求められる資質・能力 

１）日本語教育専門家 

仮に「日本語教育」を取り巻く環境を、基

礎教育を保障する共生社会形成のための重要

なシステムの一つと考えるならば、夜間中学

における日本語教育は、地域の日本語教育同

様、共生政策の一環として、国、地方公共団

体、民間の団体その他の関係者の相互の密接

な連携の下で、協働で取り組んでいく必要の

ある事業といえる。 
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 連携、協働の推進に向け、地域に居住する

外国人住民が日本での生活基盤を確立するた

めには、地域に設立された夜間中学における

日本語教育においては「単なる語学習得にと

どまらず、地域に暮らす外国人や日本語学習

を必要とする者が、医療・福祉・安全・教育・

就労・税金等の様々な分野に関する知識を併

せて習得できるように、日本語教育以外の関

係者との連携をとった教育体制の整備」

（2008.3、文化庁・日本語教育小委員会報告

書参照）が必要となってくる。このように、

日本語教育の流れは「日本語学習を主目的と

する学校型日本語教育から、地域社会と密着

し生活を基盤として日本語学習を位置づける

社会型日本語教育」へと広がりを見せてきて

いる（石井：1997、6）。こうした地域社会の

変容や日本語教育の流れを踏まえると、日本

語教育専門家はいわゆる「学校型日本語教育」

にとどまらず、「社会型日本語教育」も意識し

た幅広い視野を持っていることが期待される。 
換言すれば、日本語教育の基礎的な知識や

実践能力だけではなく、その夜間中学がある

地域における定住外国人の言語生活や環境を

理解し、その地域の特性を理解した上で、日

本語学習支援を目指すことが求められる。地

域に根差した夜間中学の日本語教室には、さ

まざまなバックグラウンドを持った人々が集

う。よって教師の臨機応変な対応力が極めて

重要になってくる。もちろん「学校型日本語

教育」においてもそれは同様ではあるが、地

域に根差した夜間中学の日本語教室の場にも、

「学ぶスキル」を持たない（持ったことがな

い）学習者も存在するし、学習動機、学習目

的、年齢、生活環境など実に多様である。地

域や教室の状況によって、「学び方を学ぶには

どうすればよいのか」といった「学ぶという

こと・教えるということ」を根本的に考え、

問い直すような姿勢を持つことが、地域に根

差した夜間中学の日本語教育専門家には特に

求められよう。 
 

２）日本語コーディネーター 

日本語コーディネーターは、日本語教室で

の活動をコーディネートし、夜間中学を取り

巻く「地域日本語教育システム」にある「対

話＝協働の場」でのプログラム作りやファシ

リテーター役を担う。こうした日本語教育と

日本語支援という2つの活動をつなぎ、コー

ディネートする。それぞれの地域により、ま

た人により、日本語コーディネーターへの道

はさまざまであると推察されるが、日本語教

育専門家を経験し、地域に根差した夜間中学

の日本語教育の全体像を把握した上で、日本

語コーディネーターの役割を担うというプロ

セスが一般的であると考えられる。地域に定

住する外国人や日本語学習を必要とする人々

の自己実現、居場所作り、さらには社会参加

といった視点で、多様な日本語学習目的に応

じた夜間中学の新たな日本語教室の設置を検

討するというような活動も日本語コーディネ

ーターの重要な役割である。 
 

３）システム・コーディネーター 

１）や２）の人々がその夜間中学が設置さ

れた地域や自治体等で、各自の役割を果たせ

る（果たしやすい）システム作りを担う。そ

のためには、定住外国人・日本語学習者・日

本語教育専門家・日本語コーディネーター間

の関係を構築する能力だけではなく、区や市

町村、さらには都道府県、国を巻き込んでシ

ステム作りを実現させる（社会変革を目指す

ソーシャルワーカー的な）能力が求められる。

また、基礎教育保障学会が目指す、医療・法

律関係、企業などとの連携、協働も不可欠で

ある。システム・コーディネーターには、日

本語教育の現場で必要な教育実践能力は特に

求められない。ただし、日本語教育の立ち位

置や位置取りを俯瞰できる基礎的で学際的な

知識は求められる。彼らにもっとも重要なの

は、夜間中学が設立された地域の社会をミク

ロ・マクロの複眼で見ることができる力、問

題を発見し適切に解決できる力である。また、
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何よりも「人をつなぎ、地域社会に有機的な

システムを構築する」という能力が求められ

る。地域社会が多様な日本語を受け入れるこ

とができる柔軟で寛容な社会へと変容を遂げ

るには、システム・コーディネーターはとて

も重要な存在であると言えよう。 
 
４）日本語ボランティア 

ボランティアをどのように捉えるかは、そ

れぞれの夜間中学、関連機関や地域によって

異なると思われる。しかし、本来ボランティ

アとはボランティア行為を行う人を指し、自

発性、無償性、公益性、先駆性を大きな特徴

とする。地域社会におけるボランティア活動

には、日本語の支援、地域社会で共に暮らす

隣人としての（状況に応じた）支援などが考

えられる。ここでは、「日本語ボランティア」

に特化して説明する。日本語ボランティアは、

「日本語を教える」というよりは、「日本語で

の交流や対話を楽しむこと」を定住外国人や

日本語学習を必要とする人々に知ってもらい、

自分自身も彼らとの対話を通して、新たな気

づき、自己成長ができることを目的とする。

しかし、実際の現場には「教えたいボランテ

ィア」「つい教え込んでしまうボランティア」

が存在することは否めない。調査（日本語教

育学会2011）においても「教え込むボランテ

ィアの問題」があげられているが、本来地域

に根差した夜間中学の日本語ボランティアは、

日本語での交流や異文化接触をできるだけ楽

しみ、同じ生活者（住民）として協力したり、

学び合ったりすることができる存在と捉えら

れる。役割分担を明確にし、「なぜ、自分は彼

／彼女（定住外国人や日本語学習を必要とす

る者）と対峙し、交流しているのか」に思い

が至ることで「対話の場」はより有意義なも

のとなろう。 
 

４．今後の課題 

以上、4 つの役割、期待される資質・能力

等について述べてきた。しかし、実際にはこ

れまで明確なシステムがないまま、地域にお

ける日本語教育専門家や日本語コーディネー

ターが果たすべき役割の多くがボランティア

任せになっているケースが多く見られる（日

本語教育学会2011）ことを踏まえると、基礎

教育の保障を目指す地域に根差した夜間中学

を支えるシステムを構築することもたやすい

ことではないと思われる。システム作りが進

まないまま、多くの地域社会においてボラン

ティアによって日本語教育・支援が行われて

いることの影響もあり、夜間中学における日

本語教育専門家や日本語コーディネーターの

必要性についても、これまで真剣に議論、検

討する場をほとんど設けてこなかったという

経緯があったとも言える。 
 地域における日本語教育の実態調査結果

（日本語教育学会2011）からも、それぞれの

地域によって、いかに異なる形や内容の日本

語教育が行われてきたかが窺える。今後、全

国各地で夜間中学を新設することを視野に入

れつつ、既述の教育機会確保法の十六条から

二十条までの施策を総合的（ホリスティック）

に推進するためには、それぞれの地域性を十

分に活かし、地域社会に生きる一人のメンバ

ー＝住民として、定住外国人や日本語学習を

必要とする人々（夜間中学の生徒）に対する

日本語教育を考えることが肝要である。 
また、これからの地域に根差した夜間中学

における日本語の教育・支援を推進するため

には、教育機会確保法の十五条で提唱した地

域の連絡調整の機能を果たす「協議会」の実

質的運営や、有機的機能を充実させることが

不可欠である。そして、その協議会を通して

実施される施策・事業展開の活性化に向けて

は、システム・コーディネーター的人材を確

保、育成することが肝要であり、急務である。

こうした地域全体の動きを俯瞰しながら、ソ

ーシャルワーカー的ネットワーキング力を活

用できる人材の確保、育成を進めることは、

やがて、各地域における、夜間中学を拠点と

する日本語教育システムや協力体制の確立、
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日本語コーディネーターによる日本語教室等

の企画・運営の充実、日本語教育専門家によ

る学習者の目的・需要に応じた日本語教育の

実践、展開のさらなる発展に繋がっていくこ

とと思う。 
 

Ⅵ．今後の展望－人材の確保等に基礎教育保

障学はいかに貢献できるか 

今後新設されると思われる多様な地域の夜

間中学の実情を踏まえると、教育機会確保法

の十五条に規定する協議会の活用や言語環境

整備の推進が期待される。この協議会が適切

に機能し、十分活用され動いていくには、Ⅴ

章でふれたシステム・コーディネーター的な

人材の確保、育成は欠かせないだろう。また、

基礎教育を保障する日本語教育の充実や環境

整備を図っていくことが、共生社会の構築に

向けた重要なシステムの一つと考えるならば、

地域に根差した夜間中学で実施、展開される

日本語教育は共生政策の一環として自治体が

中心となり市民と協働で取り組んでいくべき

大切な事業といえる。 
今後、日本各地の自治体、地域に住む外国

人や日本語学習を必要とする者を共生する者

として受け入れ、地域への社会参加を促して

いくためには、最終的には彼ら学習者が自ら

の思いや声を発することができるような環境

作りや支援に繋がる、力付け（empowerment）
としての地域に根差した夜間中学の教室運営

や日本語教育の展開が重要となってこよう。

また、この力付けを適切に行っていくために

は、教室運営に関わる日本語教育専門家や日

本語コーディネーター等の人材（繋ぎ役）の

確保、育成はもちろん、実践現場に居る学習

者やボランティアの人々に対する自尊感情の

確認・育成（セルフエスティーム）に繋がる

ような教室環境作りや、研修の工夫等を総合

的に展開・持続できる街づくりに携わるシス

テム・コーディネーターの確保、育成、配置

が必要となる。 
こうした人材の確保や配置を実現すること

はもちろん、各地域（全国）の夜間中学の設

立・運営の充実に向けた連絡調整役を果たす

「協議会」の充実を図るためにも、基礎教育

保障学における実践研究の蓄積、関連情報の

公開・普及、福祉的観点（Welfare Linguistics： 
徳川1999）も視野に入れたアドボアシー活動

の充実やアクションリサーチの蓄積、整理、

発信等がますます期待されよう。 
 
注 

（１）考察の結果として、具体的には、以下

の部分（日本語教員として望まれる資

質・能力）に焦点を当てて取り上げてい

る。 
[1] 日本語教員として望まれる資質・能力 

ア 日本語教員としての基本的な資質・能力

について 
（ア）言語教育者として必要とされる学習者

に対する実践的なコミュニケーション能

力を有していること。 
（イ）日本語ばかりでなく広く言語に対して

深い関心と鋭い言語感覚を有しているこ

と。 
（ウ）国際的な活動を行う教育者として、豊

かな国際的感覚と人間性を備えているこ

と。 
（エ）日本語教育の専門家として、自らの職

業の専門性とその意義についての自覚と

情熱を有すること。 
イ 日本語教員の専門的能力について 
（ア）言語に関する知識・能力 
（イ）日本語の教授に関する知識・能力 
（ウ）その他日本語教育の背景をなす事項に

ついての知識・能力 
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Issues and Prospects in Securing Human Resources as the Foundation of Basic 
Education and Literacies : from the viewpoint of the qualities and abilities 
necessary for human resources supporting Japanese language education in 
Evening junior high school. 

 

NOYAMA, Hiroshi (NINJAL) 
 
Abstract 

In this paper, I focus on issues toward securing human resources that are the 
basis (core) for building a society that guarantees basic education and literacies. 
Specifically, I cover the following positions: (1) Japanese language education 

experts, (2) Japanese coordinators, (3) system coordinators, (4) Japanese 
volunteers, and I mention what kind of qualities and abilities are required. In 
addition, I summarize the future issues and prospects by referring to and citing 
the report of Nihongo Kyoiku Gakkai (The Society for Teaching Japanese as a 
Foreign Language) (2011, 131-133).  

Ultimately, among (1) to (4), I suggest that securing human resources capable of 
fulfilling the role of system coordinator is particularly important. By securing this 
key person, if will enrich the operation of the council advocated in Article 15 of the 
basic law of the realizing the basic educational opportunity (The council conducts 
communication and coordination for the foundation and creation of a system for 
ensuring diverse learning places in the community.) which is said that this will 
lead to enriching the operation of the organizations undertaking. I also suggest 
that it will lead to the creation of a system of society that guarantees basic 
education and literacies in the future and enhancement of measures and business 
development related to Evening junior high school. 
 
Key words: basic education and literacies, Evening junior high school, securing of 
human resources, system coordinator (coordinator for building and maintaining a 
system of multicultural society), the Basic Act of the Realizing the Basic 
Educational Opportunity.  
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「障害者の基礎教育保障」は「共生保障」になりえるか 

The Possibility of Theoretical Frameworks of Basic Education of  
People with Disabilities Leading towards Inclusive Society 

 

津田英二（神戸大学） 

TSUDA, Eiji (Kobe University) 
 

Ⅰ．「障害者の基礎教育保障」をどう把握する

か 

１.「基礎教育」をどう捉えるか 

 本論では、「障害者の基礎教育保障」の基本

的視点を検討する。国際的な基礎教育概念の広

がりを参照しつつ、「障害者の基礎教育保障」

を、読み書き、計算といった障害者個々人の能

力の保障にとどまらず、社会的な課題を協働し

て解決する担い手であることの保障、なかんず

くすべての人が共生社会の担い手として存立す

るための土台として理解することの可能性と意

義に言及する。 

 「障害者の基礎教育保障」を考えていくにあ

たって、まず基礎教育概念のゆらぎについて述

べておかないわけにはいかない。基礎教育をど

のようなものとして捉えるかによって、構成さ

れる課題が大きく異なるからである。 

 上杉孝實は、基礎教育概念のゆらぎを次のよ

うに把握する。基礎教育は、義務教育として位

置づけられ、初等教育における学習内容、中で

も読み書き、計算能力の形成を中心に把握され

てきた。しかし、義務教育年限が中等教育にま

で延長し、激しく変動する社会の変化に応じた

内容によって構成されなければならない。今日

では、衣食住の生活、健康保持、社会生活、職

業保障、家庭生活において必要な知識・技術を

身につけるものにまで広がっている。また、以

前は子ども期に学習機会を奪われた人たちが対

象と理解されていたが、生活上必要な現地語の

習得が不十分な外国人、不登校やひきこもりの

若年者など、義務教育を修了していても、必要

な実質的内容を伴った学習に至っていない人た

ちが対象に含まれるようになってきた（上杉、

2013、10-13）。 

また、ユネスコは基礎教育にあたる語につい

て、basic educationと fundamental education
があり、fundamental education から basic 
education へと焦点が移行してきたと説明して

いる（表１参照）。fundamental educationが、

十分な生活水準を獲得するために必要な最低限

の教育をめざすものであった（川内、2016）の

に対して、basic educationは生涯学習の準備と

いう含意が強くなっているという。basic 
education の語は、基礎的な学習ニーズに対応

するものとして、fundamental educationや初

等教育といった語に代わって登場した

（UNESCO、2007）。すなわち、基礎教育は、

すべての人が獲得すべき最低限の知識やスキル

の習得から、個々人がそれぞれ展開していく学

びの基礎となる知識やスキルや価値の習得へ

と、意味の転換がなされてきたということがで

きる。 

 これらの整理から、基礎教育概念のゆらぎの

本質に次のようなポイントがあると理解するこ

とができよう。 

 一方で、基礎教育はすべての人が習得すべき
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最低限の知識やスキルに焦点があり、本来義務

教育期間に学校で学ぶべきものだという理解で

ある。この理解において成人以降に基礎教育を

学ぶべきなのは、義務教育を受ける機会がなか

った人や、義務教育を修了していても実質的な

内容を伴った学習ができなかった人ということ

になる。 

 他方で、基礎教育はその後の学びを支える基

礎となる知識やスキルや価値に焦点があり、学

校教育のカリキュラムに集約されるものではな

いという理解である。この理解における基礎教

育の成人学習者は、教育的マイノリティに限定

されない。時代や社会の変化に応じて更新され

ていく内容をもち、必然的に学習者も般化され

る。 

 生涯学習の基礎としての基礎教育の内包を明

確にするためには、生涯学習の意味に言及して

おく必要があろう。生涯学習の国際的展開を担

ってきたユネスコが、近代社会からポスト近代

社会への移行に伴って、生涯学習の意味づけを

変更したことは周知のことである。すなわち、

1960年代のユネスコは、生涯教育を「既成秩序

の再生産のための教育」と捉えていたのに対し

て、1970年代になると「変革・解放のための教

育」として捉えられるようになった（鈴木、永

井、梨本、2011、17）。その延長上でユネスコ

は、すべての人間が地球市民として等しく世界

を変革する能力を十分に発達させる教育の理念

として、生涯学習を論じてきている（Elfert、
2015、91）。このように捉えられる生涯学習は、

個々人の私的な幸福追求にかかわる学習を超え

ている。生涯学習の学習者は、社会的な課題を

協働して解決する担い手としての市民として想

定されているのである。 

 地球規模の環境破壊、貧困の広がり、少子高

齢化や過疎・過密を含む人口問題、原発問題を

含むエネルギー問題、民族や宗教などによる紛

争や戦争など、いくつもの深刻で複雑な課題に

対して、人々が解決の担い手のひとりとなると

いう壮大な意図が、生涯学習の語に含まれてい

る。そのように捉えるならば、生涯学習の基礎

を担う基礎教育には、読み書き、計算といった

知の道具立てを獲得するだけでなく、その道具

を使用する主体の形成が含まれることになろ

う。それは、自己と社会との関係を読み解く教

育であり、知識やスキルの習得にとどまらず、

態度や価値の問題にも関与する教育ということ

である（岩槻、上杉、2016）。 

 こうした捉え方は、基礎教育が、OECDのキ

ーコンピテンシー概念（山下、河口、2016）や、

イギリスなどで展開する市民性教育の概念（松

尾、2013）、さらにユネスコが先導するＥＳＤ

の概念（後藤田、中澤、2016）などと関連する

広がりをもつことを示しているといえる。 

  

表１ 用語の歴史的展開：Fundamental Education、Literacy、Learning Needs（UNESCO(2007)） 

時期区分 用語 説明 

1940 年 代 末 ～

1960年代初め 
Fundamental 
Education 

・非識字撲滅が関心の中心 

・「初等教育」拡張の要求に関連 

1960 年代半ば～

1970年代末 
Functional Literacy 
Elementary Education

・「機能的識字」にまで拡張した識字概念 

・「初等教育」の大幅な拡張 

1980年代初め～ Learning Needs 
Basic Education 
Basic Learning Needs 

・「学習ニーズ」の一側面として理解される「機能的識

字」 

・「基礎的な学習ニーズ」に対応することが意図される

「基礎教育」。「基礎教育」の一部と理解されるよう

になった「初等教育」 
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２．どのような意味で障害者は基礎教育を保障

されていないか 

 さて、こうした基礎教育概念のゆらぎを前に、

「障害者の基礎教育保障」論はどの範囲の問題

をターゲットにすべきなのだろうか。この課題

は、障害者が基礎教育からどのように排除され

ているのか、という現状認識に深く関わる。 

 まず、障害者の中には義務教育を受ける機会

を剝奪された経験をもつ人がいる。基礎教育関

連文献において、この文脈に障害者が位置づけ

られることが多い。例えば上杉孝實は、“基礎教

育は、子どもを対象としてなされてきたが、差

別、貧困、病気、障害、植民地政策、移住など

様々な理由によって、子ども期にその機会を奪

われた人たちが多く存在”（上杉、2013、p.10）
と述べている。またユネスコの文書でも、“アジ

ア、アラブ、ヨーロッパ、北アメリカの多くの

国々で、機能的非識字者の数が継続的に増加し、

主要な社会問題となっている。多くの人々が、

人種、ジェンダー、言語、障害、民族、政治的

信念を理由に、平等なアクセスを拒否されてい

る”という現状認識が語られる（UNESCO、

1990）。 

 文部科学省の統計によれば、2014年度に義務

教育を猶予あるいは免除された子どもは 3604
名であり、そのうちの80%以上が重国籍を理由

とし、病弱・発育不完全を理由とする子どもの

猶予・免除は 48 名（1.3%）であった（文部科

学省、2015）。現在でこそ障害を理由とした義

務教育からの排除の事例は少ないものの、1979
年の養護学校義務化までは珍しいことではなか

った。1971年の千葉県内の就学猶予・免除の実

態によると、736 名の就学猶予・免除を受けた

子どものうち、精神薄弱児が314名、肢体不自

由児が 223 名などとあり、“精神薄弱が猶予・

免除とも多いのであるが、これは従来からよく

知られていたことで新しい問題とはいえない”
と認識されていた（宮本、今井、1973、79）。

したがって、現在でも中高年層には、義務教育

から排除された経験をもつ障害者が一定数いる

ことが推測できる。 

 次に、障害者の中には、義務教育は修了して

いるものの、十分な知識やスキルの習得に至っ

ていない人が多いのではないかという問題が指

摘される。大石洋子は、1970年代に障害者青年

学級の整備の必要性を訴える文脈で、「障害が

重ければ重いほど長く教育の機会を必要とする

のに、障害児には高校も大学もない」という訴

えがあったことを紹介している（大石、1975、
43）。大石のこの認識は現在でも有効な原理を

示している。例えば、自然科学の基礎となる内

包力の習得について聴覚障害児の学習困難を検

討した大西英夫、都築繁幸は、次のような問題

意識を述べ、「教科の論理」の観点の重要性を

主張している。“聴障児と健聴児とを学年でマッ

チングするとかなりの遅れを示すが、当該の内

容を既習した条件では遅れは示すものの、健聴

児の相当段階に達することができ、学習指導の

機会が重要であることを示唆するものである。”
（大西、都築、2016、161）学校教育において

は学年ごとに一律の学習が求められるため、個

別の学びの過程に即した取り組みは後退しやす

い。基礎教育で学ぶべき学習内容を明確にし、

そこに到達する過程を学習者個々人の課題や困

難に応じて組み立て直すとすれば、基礎教育を

受ける年限は現在のように一律であるべきでは

なく、個々人によって異なるべきだという論理

にも妥当性がある。 

 しかし同時に、基礎教育を受ける年限を延長

しても、必要な学習内容の習得が難しい人たち

が存在するという指摘もなされてきた。そうい

った人たちにとって、基礎教育年限の延長は、

できないこと、苦手なことをいつまでもやらさ

れる苦痛となりえる。ひいては障害児者を学校

に閉じ込め、彼らの社会参加を阻害する結果を

も招きかねない。米国では educable という概

念が 1970 年頃まで一般的に使用されていた。

例えばミネソタ州教育局は 1966 年に「ミネソ

タの公立学校における educable な精神遅滞児

の教師のためのリソースガイド」というガイド

ブックを発行している（State of Minnesota、
1966）。一目してわかるように、この時代の米
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国では、教育不可能 ineducableな知的障害児が

存在することを前提としていたのである。すべ

ての人が教育を受ける権利の主体であるという

観点から、こうした概念は差別的といわざるを

えない。とはいえ、一定の学習内容の習得を前

提とした基礎教育をすべての人に提供しようと

すると、そこに到達しない人が可視化されてし

まう、という問題が端的に示されていたともい

える。 

 標準的な学習内容を習得できない子どもに対

して、原理的に次の4つの対応があろう。①当

該の子どもたちを教育不可能な子どもたちとし

て教育システムから制度的に排除する。②当該

の子どもたち向けの特別な学習内容を体系化す

る。③当該の子どもたちが標準的な学習内容を

習得できるよう、学習方法等を改善する。④当

該の子どもたちを含めたすべての子どもたちが

習得可能となるよう、標準的な学習内容を修正

する。 

 現在の日本の教育制度は、③を追求しつつ、

基本的に②を採用しているといえよう。「学習

指導要領」には、 “知的障害者である児童又は

生徒に対する教育を行う特別支援学校におい

て、各教科の指導に当たっては、各教科に示す

内容を基に、児童又は生徒の知的障害の状態や

経験等に応じて、具体的に指導内容を設定する

ものとする”とある（文部科学省、2009）。現

実的に妥当な路線とはいえ、「障害者の基礎教

育保障」を追究する観点からは、④の可能性の

追求を無視すべきではないだろう。すなわち、

基礎教育の内容について、標準的なものをすべ

ての人に課すという発想から、すべての人が学

習可能な基礎教育の内容を模索・検討するとい

う発想への転換を、「障害者の基礎教育保障」

という問題構成に含めるべきではないか、とい

うことである（１）。 

 
３．基礎教育保障と共生社会 
 障害者が基礎教育からどのように排除されて

いるのかという問題の整理として、最後に、社

会の課題を解決する担い手の形成に関与する生

涯学習の学習者として障害者が想定されていな

い、という問題に言及しておきたい。 

 先述したように、基礎教育論の国際的動向を

みると、基礎教育の中核的な構成要素に生涯学

習の基礎があり、その生涯学習は地球市民とし

て等しく世界を変革する能力を十分に発達させ

る教育であると位置づけられる。この流れを「障

害者の基礎教育保障」という観点から考察して

みる。 

 焦点は、「世界を変革する能力」とは何かと

いう点である。「世界を変革」しようとする指

向性は、環境問題やエネルギー問題、貧困や人

権の問題、人種や宗教などを背景とした紛争問

題など、多くのグローバル課題に立ち向かわな

ければならない人類の宿命を表している。言う

までもなく、どのような能力をもった人であっ

ても一人で世界を変革し、これらの課題を克服

することはできない。生涯学習は万能な人間を

期待しているわけではない。とすれば、世界の

変革は他者との協働を必須としている。その上

で、個々人は世界の変革に向けて果たすための

役割を探し、その役割遂行のための能力を獲得

していくということになる。つまり、すべての

人が同じ能力をもつ必要は必ずしもない。内外

の教育政策や教育論が「他者と協働する力」を

重視しているのは、こうした発想に基づいてい

るからだといえる（２）。 

 このように考えるならば、次のような問題意

識が生まれるだろう。すなわち、障害者はどこ

まで世界の変革の主体として理解されてきた

か、ということである。また、障害者を世界変

革の主体として理解するならば、「障害者の基

礎教育保障」の内実はどのように構想される必

要があろうか、ということである。 

 従来の教育観では、基礎教育を最低限の知識

やスキルと捉え、それが十分に習得されていな

ければ世界の変革の主体として認められないと

いうことになろう。しかしこうした発想は、協

働して取り組むべき人類の営為から特定の人た

ちを排除する。障害者が能力に欠損のある個人

として理解される限り、変革の主体として立ち
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現れにくくなる（３）。 

 フレイレは、問題解決型学習が真の教育であ

るとする文脈で、次のように述べている。“本当

の教育とは、ＡがＢのためにやるのでも、Ａが

Ｂについてやるのでもなく、Ｂと共にＡが世界

を仲立ちにしながら行うものだ。世界は双方に

働きかけ、挑戦し、そのようにして世界につい

てのヴィジョンや視点といったものがつくり上

げられる。懸念や疑問、希望や絶望で一杯のこ

の世界のヴィジョンには、重要なテーマが内包

されており、それらが教育プログラムの内容を

形づくる。”（フレイレ、2011、131-132）。障

害のある学習者もまた世界変革の主体だと理解

した上での教育実践のあり方を示す発想とし

て、フレイレの問題解決型学習のイメージは、

「障害者の基礎教育保障」の文脈にも示唆的だ

といえよう。 

 手始めに社会福祉法にある次の条文を拠り所

として、「世界の変革」を視野に入れた「障害

者の基礎教育保障」を具体的に検討してみる。

“地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営す

る者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相

互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住

民が地域社会を構成する一員として日常生活を

営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の

活動に参加する機会が与えられるように、地域

福祉の推進に努めなければならない ”（第 4
条）。この条文が示すのは、生活基盤を共有す

る住民が住む地域社会を舞台として、すべての

住民のウェルビーイングを追求する営みに、す

べての住民が能動的な市民として参加するビジ

ョンである（豊田、2005）。ここに示されるの

は、健常者が障害者のウェルビーイングのため

に努力するという図式ではなく、障害の有無に

かかわりなくすべての住民が協働して、すべて

の住民のウェルビーイングを達成しようと努力

するといった図式である。この図式の中には、

例えばピアカウンセリングを想起すれば明らか

なように、障害者が固有に果たすべき役割が位

置づけられる。 

 こうした社会福祉法の理念を実現するために

は、住民の主体形成の営みが不可欠である。大

橋謙策は、必要とされる住民の力量として、①

社会福祉に関する情報提供による関心と理解の

深化、②地域福祉計画策定への参加と政策立案

能力、③社会福祉行政のレイマンコントロール、

④社会福祉施設運営への参加、⑤意図的、計画

的な福祉教育の推進、⑥地域の社会福祉サービ

スへの参加（ボランティア活動）による体験化

と感覚化、⑦社会福祉問題をかかえた当事者の

組織化と当事者がピア（仲間、peer）としてカ

ウンセラー（相談相手、counselor）となり援助

することにより意識が変わり、高まるという 7
点を挙げている（大橋、1991、45-60）。大橋

が設定している住民に求められる力量は、たい

へん高度なものであるが、これらは、個々の住

民すべての力量としてというよりも、住民が役

割を持ち協働して地域福祉を遂行する力量とし

て理解されるべきであろう。住民間の相互教育

によって、総体として住民がこうした力量をも

って地域福祉を実現していくというビジョンを

描くことができよう。 

 このような協働的な主体形成の営みを支える

基礎となるのは、個々人がコミュニティの中で

役割を担うこと、それを支える経験、自己認識、

表現力、価値観、態度、それに個々人の能力や

指向性に即した知識やスキルであり、さらにそ

れを支える個人間の関係性といったことになる

のではないか。「障害者の基礎教育保障」の文

脈で考えるべき課題のひとつに、こうした主体

形成に至る過程全体の中に、障害者をいかに位

置づけるかということがある。また、付言する

ならば、協働的な主体形成が成り立つためには、

健常者の障害認識の変容、障害者に対する態度

変容も不可欠な要素である。社会にある課題の

解決を指向する教育論は、障害者を社会から切

り離してその能力を高めようとする営みに焦点

を合わせるだけでは足りない。 

 
４.「障害者の基礎教育保障」論のフレーム 

 以上で述べてきたことをいったん整理する。

基礎教育の概念が、すべての人が習得すべき最
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低限の知識やスキルという含意から、社会的課

題の解決に参加する市民の営みに付随する生涯

学習を支える基礎という含意に変遷する中で、

「障害者の基礎教育」の含意もまた幅をもった

把捉が必要であることを述べた。「障害者の基

礎教育保障」という課題が立てられる背景には、

障害者が基礎教育を十分に保障されていないと

いう認識がある。そこで、どのような意味で障

害者は基礎教育から排除されているのかという

考察を通して、「障害者の基礎教育」の含意を

明確にし、「障害者の基礎教育保障」論の原理

的な課題を提示しようとした（表２参照）。 

第一に、義務教育から排除されているという

意味で、基礎教育から排除されている障害者の

存在に着目した。義務教育から排除された障害

者は、すべての人が習得すべき知識やスキルと

しての基礎教育から排除されているということ

ができる。この場合、「障害者の基礎教育保障」

論の課題として、機会均等の徹底、発展途上国

における障害者の義務教育保障、義務教育から

排除されることによって障害者が被る不利益の

実相といったテーマが浮かび上がるだろう。  

第二に、ゆっくり学ぶ障害者に対して十分な

教育期間の提供が保障されていないという状況

について検討した。こうした状況にある障害者

は、習得していないと生活上の不利益や差別を

ひきおこす知識やスキルとしての基礎教育から

排除されているということができる。この場合、

「障害者の基礎教育保障」論の課題として、障

害者の高等教育、中等後教育、社会教育の整備

拡充に関連したテーマが浮かび上がるだろう。 

第三に、規定された学習内容の習得が困難な

障害者が、学習の支援がないまま放置されてい

る場合、あるいは一般の教育課程とは別枠の教

育課程を提供される場合、それぞれにおいて基

礎教育からの排除との関係を検討した。いずれ

の場合でも、規定された基礎教育の学習内容や

教育方法の改善や変更が提起される。「障害者

の基礎教育保障」論の課題として、すべての人

が学ぶことのできる教育方法の開発や、すべて

の人が学ぶことを前提とした基礎教育の内容の

模索といったテーマが浮かび上がる。 

 第四に、社会的課題の解決の担い手の形成を

支える基礎教育からの排除について検討した。

この観点からは、「障害者の基礎教育保障」論

の課題として、協働的な主体形成の基礎の内容、

その学習過程、健常者の障害認識や障害者に対

する態度の変容といったテーマが浮かび上が

る。 

 さて、以上のように「障害者の基礎教育保障」

論の課題をいったん整理してみた。①から④ま

でいずれの領域についても、研究の蓄積は少な

表２ 「障害者の基礎教育保障」論のフレーム 

 障害者が排除されている基礎教育 排除されている基礎教育の内容 「障害者の基礎教育保障」論の課題 

① 義務教育からの排除 
すべての人が習得すべき知識やス

キル 

機会均等の徹底／発展途上国の障害者の

義務教育の状況への関心／義務教育から

排除されることによる不利益の実相 

② 

ゆっくり学ぶ人は長い教育期間が必

要なのに、実際には一般よりも短い

期間しか保障されていない状態 

習得していないと生活上の不利益

や差別をひきおこす知識やスキル

障害者の高等教育・中等後教育・社会教

育の整備・拡充 

③ 

規定された学習内容の習得が困難な

人が、放置されたり、別枠の教育課

程となっている状態 

制度化された基礎教育の改善、脱

構築の要請 

すべての人が学ぶことのできる教育方法

の開発／すべての人が学ぶことを前提と

した基礎教育の内容の模索 

④ 
社会的課題の解決の担い手の形成を

支える基礎教育からの排除 

社会的課題の解決に伴う生涯学習

の基礎 

協働的な主体の形成の基礎／健常者の障

害認識や障害者に対する態度の変容 



4242 

い。多少の蓄積があるのは②の領域であり、障

害者青年学級をフィールドや対象とした研究が

いくばくかあり（小林、1996；津田、2006）、

また近年では知的障害者を対象としたオープン

カレッジや大学の公開講座といったノンフォー

マル教育実践をめぐる検討（建部、安原、2001）
や、知的障害者を正規学生として受け入れる海

外の大学の動向の報告や検討（長谷川、田中、

猪狩、2015）もなされている。基礎教育保障と

いう観点が、さらなる研究の活性化につながる

ことが期待されるところである。 

 
Ⅱ．「共生保障」としての障害者の基礎教育 
１．セルフ・アドボカシーと自立生活プログラ

ム 

さて、ポスト資本主義社会といわれる今日に

おいて「基礎教育保障学会」が設立されたこと、

またその中で「障害者の基礎教育保障」をテー

マ化する意義の中心には、前の章末で整理した

パターンのうち④、すなわち社会的課題の解決

に伴う生涯学習の基礎としての基礎教育をどの

ように構築できるか、という課題があるといえ

るのではないか（４）。中でも特に「障害者の基

礎教育保障」が共生社会の構築と深くかかわる

テーマであることを提示しなければならない。 

 宮本太郎は「共生保障」という概念を提起し、

次のように定義している。共生保障とは、地域

で人々が支えあうことを可能にするよう、“地域

からの問題提起を受けとめつつ、社会保障改革

の新たな方向付けにつなげる枠組みである”（宮

本、2017、48）。筆者は、教育の外的事項のみ

ならず内的事項こそが「共生保障」を構成する

重要な要素と捉え、いかなる内容の基礎教育を

保障するかという議論を展開する必要があると

考える。前章では、教育内容の面で課題の多い

障害者の基礎教育をテーマに、共生保障の中核

をなす基礎教育の内容保障を捉える枠組みの整

理を試みた。以下では、単なる課題の整理から

半歩前進するために、知的障害者の自己教育運

動であるセルフ・アドボカシー、身体障害者の

自己教育運動である自立生活プログラムの実践

からの基礎教育保障論への示唆を素描してみ

る。 

 セルフ・アドボカシーは、1960年代のスウェ

ーデン、知的障害者の親の会の運営に知的障害

者本人たちが参加するようになる過程で生まれ

た学習実践である。知的障害者が、自分たちの

生き方について意思をもつことが求められる中

で、自分たちが何者であるのか、どのような生

活を望んでいるのか、望んだ生活を営むために

はどのようなスキルが必要であるのか、といっ

たことを学んでいった（柴田、尾添、1992）。 

 また自立生活プログラムは、1960年代のアメ

リカで、身体障害者の自立生活を広げる運動の

中で生まれた。自立生活運動とは、“障害者が自

立生活というライフスタイルを確立、維持する

ために社会に働きかける”運動であり、障害者の

自己選択、自己決定の理念の普及や、障害者の

自立生活を支える介助サービスの導入、介助サ

ービスを組織的に提供するための自立生活セン

ターの創設といった内容をもつものである（横

須賀、2016、20）。自立生活運動を遂行する中

で、障害者自身の意識や行動の変容、コミュニ

ケーションスキルや健康管理などの学習が求め

られ、組織化されていったのが自立生活プログ

ラムである。 

 セルフ・アドボカシーの活動は、1970年代以

降に世界中に広がり、1990年代になって日本で

も普及した（本人の会、ピープルファースト等

の呼称）。自立生活プログラムも 1980 年代以

降に日本でも広く普及した。この導入や普及の

過程では、障害者自身が先進的な外国の取り組

みから学び自己変容を起こしたことが報告され

ている（横須賀、2016、25-26；松友了、2000、
7）。自分たちの生き方について意思決定の機

会を奪われてきた障害者たちが、自律的に生き

ていく術を学んでいく過程は、まさに「障害者

の基礎教育」にふさわしい。それにもかかわら

ず、セルフ・アドボカシーも自立生活プログラ

ムも、教育論として取り上げられることは稀で

あった（５）。障害者のノンフォーマル教育が教

育学の周辺領域に位置づけられてきたことの証
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左といえよう。 

 
２．自律的に生きるための基礎教育に向けて 

 自立生活プログラムは、学習内容や方法の体

系がある程度組織化されている。それによれば、

“自立生活プログラムは、重度障害者の自立を介

助で支えるだけでなく障害者自身の自立能力を

向上させ、自分で自分の生活を管理することが

可能になるように、様々な生活技術の習得を目

的にしています”とあり、その内容には①目標設

定、②自己認知、③健康管理と緊急事態、④介

助について、⑤家族関係、⑥金銭管理、⑦居住、

⑧献立と買物と調理、⑨性について、⑩社交と

情報が含まれている（ヒューマンケア協会、

1989、3-5）。 

 他方、セルフ・アドボカシーには定型的な学

習過程が想定されていない。知的障害者の自己

決定の価値に焦点が当たっており、学習内容自

体を知的障害者自身がコントロールする運動で

あることが、その原因のひとつと考えられる。

セルフ・アドボカシーにおいては、コミュニケ

ーション、金銭管理、健康管理、恋愛や性など

を学習内容とすることも多いが、その前提とし

て知的障害者自身が決定権をもつ組織への成熟

が課題とされ、支援者と知的障害者との関係性

が、セルフ・アドボカシーの中心的課題となる

（津田、2006、156-176）。 

 セルフ・アドボカシーと自立生活プログラム

は、双方とも基本的な生活技術の習得に関心が

あるといえるが、それと同時に健常者との関係

変容を求めている点に、大きな共通点がある。

障害者の多くは、成人した後にも親をはじめと

する支援者の庇護や貢献の下で生活することが

当然とみなされているという認識があり、障害

者の自立の過程には支援者との関係性変容が不

可欠とされるのである。したがって、この関係

性変容には、障害者自身が自信を取り戻すこと、

必要な支援に関する認識を含む自己認識、パタ

ーナリズムによって実際以上にできなくさせら

れているという自己認識、奪われてきた経験の

奪い返し、自己決定の価値の学びなどが付随す

るのだといえる。 

 障害者と健常者との関係性変容というビジョ

ンは、健常者の障害認識の変容をも求める（山

下、2008）。障害者がニーズを表明し、そのニ

ーズに社会が責任をもって応えることによっ

て、障害者と健常者との対等な関係に近づくと

いう理解である（中西、上野、2003）。「共生

保障」の基底には、こうした障害者と健常者の

関係性変容と、それを支える双方の認識変容が

なければならないということになろう。関係性

変容は、ひとまずは目的的価値をもつが、その

先に障害者と健常者が協働して社会的課題に向

き合うというビジョンも視野に入れなければな

らないだろう。例えばソーシャルワーカーの向

谷地生良は、過疎の町での精神障害者支援の過

程をふりかえって次のように述べている。“精神

分裂病で入院した若者の多くは、日高で生まれ

育ち、就職や進学のために都会に赴き、そして

病を得て、傷心をいだき故郷に帰ってきた人た

ちだった。……過疎化の影響で地域経済が落ち

込み、誰もが生活に困難をきたしているこの町

で、かれらが生きぬくのは並大抵のことではな

い。しかし逆にいえばそれらの困難は、精神障

害者だけでなく、この町で生きようとしている

人たちすべてに課せられた困難だ。町でいろい

ろな商売をやっている人たち自身も、自分たち

が住んでいる場所に希望をもてないで暮らして

いた。沿岸漁業の衰退もあり、商店街も寂れる

一方だ。そしてなによりも私自身が多くの困難

をかかえていた”（浦河べてるの家、2002、36）。 
 このように整理すると、セルフ・アドボカシ

ーや自立生活プログラムから、「障害者の基礎

教育保障」論は次のような示唆を得られる。ま

ず、障害者が自らの意思をもち、表明する機会

が制約されているという認識が重要だというこ

とである。この認識は、障害者の社会経験の機

会、自己省察の機会、他者との協働の機会、自

らの意思を表明する機会の支援につながる。こ

うした機会の保障こそが、基礎教育における学

習内容以前の主体の形成にかかわってくる。ま

た、セルフ・アドボカシーや自立生活プログラ
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ムによる主体形成の支援の過程で、障害者の生

活上の課題に必然的に触れ、生活に即した学習

内容が設定されるという点も押さえておきた

い。学習内容の設定のされ方は、学習者の条件

によって異なる。特に社会経験や生活経験の機

会が制約されてきた人たちにとって、経験の機

会の提供の中に学習内容が組み込まれる構造に

なり、定型的な形で基礎教育を捉えることが難

しくなる。さらに、こうした障害者の自己教育

運動は、障害者と社会との関係性変容を必然的

に要求する。基礎教育保障という文脈で、関係

性変容を把捉すべきかどうかについては、議論

が必要なところだろう。ただ少なくとも、障害

者にとって関係性変容は社会変革を指向する生

涯学習遂行の基盤になるという点で、「障害者

の基礎教育保障」に深く関わるといえよう。 

 
Ⅲ．「障害者の基礎教育保障」論の展望 
 教育学において基礎教育あるいはリテラシー

は人権の問題として扱われることが多かった

（日本社会教育学会、1991）。本論では、加え

て「共生保障」という観点から基礎教育を捉え

た。「共生保障」としての基礎教育を人権とし

て捉えるならば、連帯の価値に着目する第三世

代の人権論と重なるところが大きい。 

 障害者の人権の観点で日本社会が直面してい

るのは、例えば次のような事象である。ホーム

レスの人々の中に相当数の障害者が含まれてい

るということ（鈴木、2012）や、触法犯罪によ

って拘束される人の中に障害者が多く含まれて

いること（山本、2009）、また市民の相談や通

報などを通して障害者虐待の事実が認められた

件数が年間で 1500 件を超える（厚生労働省、

2016、5）ことなどであろう。障害はいまだに、

社会からの排除を帰結しやすい個人が抱える脆

弱性なのである。 

 「共生保障」としての「障害者の基礎教育保

障」は、障害が個人の脆弱性とならない条件を、

教育を通して実現しようとするものである。障

害の問題を、個人の問題としてではなく、社会

の問題として、あるいは個人と環境の関係の問

題として捉えようとする近年の国際的・制度的

な動向に依拠すれば、「障害が個人の脆弱性と

ならない条件を、教育を通して実現しようとす

る」試みは、障害者個人の教育だけでなく、障

害者と社会との関係変容に関与する教育、ある

いは教育を通した環境の変更をめざす試みでな

ければならない。障害者の基礎教育からの排除

は、障害者の社会からの排除の一部であり、教

育を閉じたシステムとして捉えるのでは不十分

なのである。 

 このように、「障害者の基礎教育保障」論は、

基礎教育が、排除されている個々人の救済とい

う枠組みを超えて、多様な人々の相互承認、協

働、支えあいを保障するシステムの基礎として

再構築されるべきではないか、という理解を導

くのである。「障害者の基礎教育保障」論は、

障害者と社会との関係をどのように把握する

か、障害者と社会との関係についてどのような

ビジョンを描くか、といったことの追究を伴う。

障害者個々人の能力の向上のみに焦点を合わ

せ、その能力の向上によって進学や就労という

結果を思い描くというようなビジョンであれ

ば、社会のあり方は現状追認したまま障害者が

その社会に適応していくといったような障害者

と社会との関係把握がなされているということ

になろう。本論は、障害者が社会変革の主体と

なりえるというビジョンをもとに、「障害者の

基礎教育保障」について考察してきた。障害者

の多くにとって真っ先に変革しなければならな

い社会の課題は、障害者を抑圧する社会構造で

あり、障害者を差別、排除するマジョリティの

意識や行動の問題といった、障害者と社会との

関係にかかわる課題であろう。しかし、そうし

た課題の先には、障害者も健常者も協働して取

り組まなければならない課題があることも展望

に入れるべきである。障害者は無力であるとい

う観念は、障害者の人権問題に深くかかわって

いるからである。障害者も、個々の状況に応じ

たやり方で社会的な課題の解決に貢献すべき市

民であることを忘れてはならない（６）。 
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注 
（１）英国のNational Curriculumは、障害児

が学ぶべき学習内容も統一的に編成されて

いる。英国の学校教育における教育内容は、

日本のそれと比較すると、すべての人が学

ぶことのできる標準的な学習内容の設定が

めざされる構造だといえよう（国立特別支

援教育総合研究所、2009、30）。 

（２）例えば、2014年の中央教育審議会諮問「初

等中等教育における教育課程の基準等の在

り方について」において、“一人一人の多様

性を原動力とし，新たな価値を生み出して

いくことが必要”であり、“他者と協働しな

がら価値の創造に挑み，未来を切り開いて

いく力を身に付けることが求められます”
と述べられている。また、ユネスコのドロ

ール・レポートは、教育の「４つの柱」と

して、①learning to know、②learning to 
do、③learning to live together, learning 
to live with others、④learning to beを掲

げる。中でも③を特に強調しており、“相互

依存性が増大しているという認識、未来に

起こりえるリスクや課題への共通認識に導

かれ、人々を共同プロジェクトに招き入れ、

避けがたい紛争に対する知的で平和的な解

決に巻き込むだろう ”と述べている

（UNESCO、1996）。 

（３）障害の概念について、国際的に、機能障

害 impairmentを一元的に原因として把握

する障害の個人モデル（医療モデル）が批

判され、社会のあり方を原因として把握す

る障害の社会モデルの影響が強くなってい

る。国連の世界保健機関が策定した国際機

能分類（ICF）は、障害を個人と環境の相

互性として捉えており、日本もこの考え方

を採用している（佐藤、2014）。また、2016
年に国連の障害者権利条約に批准し、障害

者差別解消法が施行されたことなども、障

害を社会の問題として取り組もうとしてい

る日本の動向を表している。本論でも、基

礎教育をめぐる障害の問題の本質を、障害

者個々人の機能障害と捉えるのではなく、

特定の個人や集団を差別、排除する社会の

問題として捉える。 

（４）例えば、成長経済を前提にした社会から

定常経済を前提にした社会への転換が迫ら

れているという認識に基づく広井良典によ

れば、“現在という時代は、環境的制約ある

いは……「過剰」とそれによる貧困という

点からも、またポジティブな内的価値や生

きる根拠への人々の渇望という点からも、

生産への寄与や拡大・成長といったことと

は異なる次元での「（存在そのものの）価

値」が求められる。定常期においてこそ人々

の質的・文化的な「創造性」が多様な形で

展開する。”（広井、2011、26） 

（５）セルフ・アドボカシーについは津田英二

がわずかに教育論のテーマとして取り上げ

ている（津田、2006）が、自立生活プログ

ラムに至っては教育概念との接点さえ見出

されてこなかった。 

（６）市民理念を障害者に適用することに対し

て、障害者に政治的能力を求めるという点

で、能力による序列や排除を喚起するとい

った疑問や批判があろう。個々人の高い能

力による課題解決をめざすのであれば、す

べての個人に高い能力が求められることに

なる。筆者のもつビジョンはそのような課

題解決ではなく、すべての人の存在がコミ

ュニティの決定に対して意味をもつ状況の

もとで課題解決がめざされるという方向で

ある。例えば意思表明ができない重度知的

障害者が会議の席上にいることによって、

その人を無視した議事進行や決定に制約が

かかるといったこと、コミュニティの構成

員がその人を気に掛け、知ろうとすること

が、その人がコミュニティの決定に対して

意味をもつことになりえる（岩橋、2008）。
こうしたことが現実化するためには、コミ

ュニティの構造、コミュニティ内の関係性、

コミュニティ構成員の合意やそのための意

識変容などが不可欠である。またそればか
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りでなく、そうした状況が可能になるよう

な（この例でいえば）重度知的障害者の形

成も不可欠である。十分な社会参加自体、

多くの重度知的障害者にとって、イレギュ

ラーなできごとに満ちたストレスフルなこ

とである。そうしたストレスに耐えること

のできる、さらにストレスフルな状況を楽

しむことができ、そのような状況でもその

人らしくいられるような主体の形成という

問題の設定もありえる。いずれにしても、

個々人の能力の発達に依存した課題解決の

ビジョンではなく、個々人の能力差を前提

にしたコミュニティによる課題解決のビジ

ョンを模索する必要があるのではないかと

考える（津田、2012）。 
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The Possibility of Theoretical Frameworks of Basic Education of  
People with Disabilities Leading towards Inclusive Society 

 

TSUDA, Eiji (Kobe University) 
 
Abstract 

According to UNESCO, the concept of basic education is now connected to 
lifelong education which aims for a society of citizens who collaborate to resolve 
social problems rather than pursue private well-being. Then how about basic 
education of people with disabilities? The diversity of the theoretical frameworks 
reflects the reality of people with disabilities in society and supports the 
development of practices in basic education for people with disabilities. It was once 
thought as a tool to develop the abilities of individuals with disabilities till they are 
able to adapt to mainstream society, but now it has to be a tool to help citizens both 
with and without disabilities to solve issues, espectally ones related to disability. To 
look at the notion of basic education of people with disabilities, the change of the 
concept of disability should be reexamined. It has been transformed 
internationally from a concept based on an individual or medical model of 
disability to that based on a social model of disability. This transformation 
indicates that society rather than individuals with disabilities must change to 
solve disability issues. Thus basic education of people with disabilities now should 
be seen as a tool to change the relationship between people with disabilities and 
those without, in order to resolve social issues together. From this perspective, this 
paper focuses the practices of the independent living program and the 
self-advocacy as advanced cases of the basic education of people with disabilities. 
Though these practices have been neglected by educational discourse, their 
endeavor needs to be reevaluated as a means to forming on inclusive society 
through basic education of people with disabilities. 
 
Keywords: Inclusive society, Independent living program, self-advocacy, Social 
model of disability 
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未就学者128,187人に関するカウントデータ分析 

128,187 Individuals Who Did Not Complete Basic Education:  
An Analysis with Count Data Regression Models 
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Ⅰ．はじめに 

2016年12月8日に「教育機会確保法」が成

立した。義務教育を実質的に終えることのでき

なかった子どもたちや学齢期を超えた人々が全

国に多数存在する。この法律により、これらの

人々の教育機会を確保するために、公立の夜間

中学等の義務教育を保障する学校が、各都道府

県に設置されることになる。 
夜間中学とは、義務教育を受けられず学齢期

を超えた人々が学ぶ学校のことである。公立の

夜間中学を持つ自治体は、全国で 8 都府県 31
校、25市区に存在する。在籍する生徒数は全国

31 校の合計で 1,849 人である（文部科学省, 
2015a）。 
公立夜間中学に通っているのは主に、小・中

学校の義務教育の時期に、病気や不登校、そし

て経済的理由等で小・中学校へ通えなかった方、

戦争等の理由で日本へ帰国できなかった引き揚

げ者の方、戦前の植民地時代に日本へ来た在日

韓国・朝鮮人、近年では仕事や国際結婚等で来

日したニューカマー（新渡日）、その家族の方々

が増えている。また、少数だが難民や移民、そ

の配偶者や二世、三世の方、あるいは過去に障

害等を理由に就学義務を猶予・免除された方も

いる（学びリンク編集部, 2016, p.22）。このよ

うにさまざまな背景を持つ生徒に対して、公立

の夜間中学は暮らしに役立つ漢字・日本語の教

育に力を注いできた。 
 しかし夜間中学に行けなかった義務教育未修

了者はどのような人々なのか、多くのことはよ

くわかっていない。統計調査が行われてこなか

ったことに原因がある。1985年に中曽根元首相

が国会の答弁書で70万人と打ち出しているが、

算定根拠は不明である。2003年に全国夜間中学

校研究会人権救済申立専門委員会が行った調査

によると、戦後、小学校・中学校を中途退学し

た人の数は約126万人と推計している（学びリ

ンク編集部, 2016）。2010年実施の国勢調査に

よると、学齢期を超えた小学校の未就学者が全

国に128,187人存在する。総務省統計局の国勢

調査の用語の定義によると未就学者とは「在学

したことのない人又は小学校を中途退学した人」

としている（１）。未就学者は義務教育未修了者の

一部であるが、その実態を把握することは夜間

中学を設置する上でも非常に重要なことである。 
 そこで本研究では、2010年度の国勢調査小地

域集計を用いて未就学者の平均的な現在を明ら

かにする。統計分析のアプローチのひとつであ

るカウントデータ分析を行う。カウントデータ

とは非負の整数の統計のことを指す。その発生

頻度を調べ、分布関数を特定化し、それに基づ

いて回帰分析することがカウントデータ分析で

ある。 
 2010 年の国勢調査における小地域集計があ

る。市町村の中の町丁字という最も細かい地区

分類である。そのデータを使って、未就学者と

職業や住まい、結婚の有無等の属性との関連性

について統計的推測を試みる。しかしながら未
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就学者の分析を行っただけでは、実感がつかみ

にくい。そこでその他の人々との比較を行う。

具体的には最終学歴が小・中学卒、高卒、短大・

高専卒、大学・大学院卒の4つの学歴カテゴリ

ーと未就学者の分析結果とを比較する。 
 本論文の構成は次のようになる。第Ⅱ章では

義務教育未修了者に関する各種調査の概要を示

す。第Ⅲ章では 2010 年国勢調査における未就

学者数のデータを用いて都道府県別に比較する

とともに分析方法を示す。第Ⅳ章ではカウント

データ分析による推定結果について述べる。最

後に結論と今後の課題を示す。 
 
Ⅱ．義務教育未修了者とこれまでの調査 

本節では義務教育未修了者の全体像を掴むた

めに、これまで実施された調査を概観する。 
 

１．義務教育未修了者の定義 

まず義務教育未修了者の定義を明確にしてお

きたい。義務教育未修了者とは憲法 26 条で保

障されている、教育を受ける権利を享受できて

いない人々のことを指す。言いかえると初等・

中等教育という制度から漏れてしまった人々の

ことである。具体的には 6 歳から 15 歳までの

学齢期に義務教育を完全に、あるいは部分的に

受けることができなかった人々である。 
例えば以下のような人々が該当する。まずは

小・中学校を不登校であった子どもたちである。

学校に通うことができず保健室登校や、フリー

スクール等を居場所としていた場合も（２）、実質

的には教育を受ける権利が十分保障されていな

い。そのため不登校のまま形式的に卒業証書だ

けもらってしまう、いわゆる形式卒業者である

（文部科学省, 2016b）。他にも居所不明児童と

言われる子どもたち、あるいは、児童虐待、犯

罪被害にあった人で長い間監禁されていた場合

に義務教育未修了者となり得る。また病気や障

害等を理由に就学猶予・就学免除されてきた

方々も該当する。さらに無戸籍、定住外国人の

子どもたちで就学していない場合も該当する。 
 

２．既存調査について 

義務教育未修了者がどの程度存在するのかに

ついては、これまで調査らしい調査が見当たら

ないが、人々の読み書き能力を測定したサンプ

ル調査として、日本人の読み書き調査がある。

また、国勢調査での都道府県別未就学者数は推

定値として活用できると思われる。 
 

１）日本人の読み書き調査 

人々の読み書きに関する調査として、1948
年と 55 年の「日本人の読み書き調査」が実施

されているが（読み書き能力調査委員会, 1951）、
それ以降実施されていない（斉藤，2012, 
pp.57-60）。1948 年の調査では全国の 15～64
歳までの無作為に選ばれた成人男女約 17,000
人に試験を実施した。ひらがな・カタカナ・漢

字の書き取りや読み、文章理解等を問う問題が

90題出題された。その際に、得点が0点であっ

た者を「かなさえ正しく読み書きできない者」

であるとし、それを完全文盲と定義した。また

「かなはどうにか読み書きできるが、漢字はま

ったくできない者」を不完全文盲とした。その

結果、全国で完全文盲と判定された者が1.6％、

完全文盲者を含み不完全文盲者まで対象を広げ

ると全体で 2.1％という数値であった。年齢別

で見ると55～59歳では10人に1人が不完全文

盲者で、60～64 歳では 5 人に 1 人が不完全文

盲者であった。しかし、若年世代では世界の諸

国と比べて文盲率が著しく低かったため、

UNESCOの定義する fundamental education 
（基礎教育）の問題がないと判断された。 
 なお、その後の 1955 年に実施された調査で

は、15～24歳の青年層から2,000人、調査対象

地域を関東と東北に限定し、読み書き能力の試

験が実施された。「読み書き能力が無く、日常生

活に支障があると明らかに認められるもの」と

判定された割合は、関東地域で 9.5％、東北地

方では15.7％であった。調査問題に1問も回答

できなかった者を、前回1948年の試験と同様、

完全文盲と定義すると、完全文盲の比率は関東

地域で0.1％、東北では0.8％であった。 
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２）都道府県別未就学者数 

義務教育未修了者の全体像を部分的に把握で

きる調査として国勢調査がある。2010年の国勢

調査において全国で 15 歳以上の未就学者（と

いう項目になる）が、128,187人となっている。

つまり 15 歳以上の人口比でおよそ 1,000 人あ

たり 1.2 人存在するということである（総務省

統計局「平成22年国勢調査」）。 

 図１は全都道府県の 15 歳以上未就学者数で

ある。縦軸は 15 歳以上未就学者数である。赤

色のバーは公立の夜間中学が設置されている都

府県、それ以外の道県は公立の夜間中学が未設

置である（2017年現在）。1位が大阪府で12,195
人。2 位が北海道で 7,374 人、そして東京都で

7,244人となっている。 
 

 
図１ 15歳以上未就学者数 (2010年国勢調査より作成) 

図２ 15歳以上未就学者数の対15歳以上人口比率 (2010年国勢調査より作成) 
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15歳以上の人口比で見たものが図２である。 
全国では沖縄県がもっとも高い。公立夜間中学

が設置されているにもかかわらず大阪府の数値 
が依然として高いことがわかる。さらに未就学

者の比率を見ると都道府県でばらつきがある。 
 

３．国勢調査の「未就学者」に関する留意事項 

 国勢調査における15歳以上の「未就学者」

は、義務教育未修了者の全体よりも過少な数値

であることを指摘しておく。第1に「未就学者」

は、小学校を卒業していないか入学していない

人という定義である。つまり小学校は卒業した

が中学校を卒業していない人々の数は示されて

いない。また形式卒業者も含まれない。第2に

プライバシー情報となるため、被調査者が回答

していない可能性もある。第3に、文字を読む

ことができないため回答できなかった可能性も

考えられる。  
国勢調査は既存の調査項目に基づいた調査で

あるため、未就学者そのものへの調査ではない

という欠点を持つ。本研究では、国勢調査の既

存の調査項目により未就学者の分析を行うが、

その意義や特徴について以下に整理する。 
まず、国勢調査は、在住している日本人およ

び外国人の暮らしを詳細に調べることを目的と

した悉皆調査である。このような全数調査の統

計資料は他には見られない。そのため他のサン

プル調査において発生するサンプリングバイア

ス（標本抽出の偏り）の問題を、ほぼ回避して

いると考えて良い。例えば未就学者のように、

母集団の 0.1 パーセント程度の集団について分

析するためには、未就学者でない人々のデータ

も不可欠である。しかし比較対照となる集団を

抽出することに恣意性が伴うことはまぬがれな

い。次に国勢調査は、調査員に調査票を見られ

ることなく提出する方法をとっているため、調

査対象者に対して調査員が影響を及ぼすという

バイアスを軽減していると考えられる。以上の

観点から、国勢調査の調査項目に依存するとい

う欠点を持ちながらも、さまざまなバイアスを

軽減したデータであるという利点がある。 

Ⅲ．分析手法とデータ 

１．データ 

１）小地域別未就学者数 

未就学者は、全都道府県に存在しているのだ

が図２で見たようにその分布にはばらつきがあ

ることがわかった。本研究は未就学者が地域に

偏在する背景要因を探ることにより、未就学者

の平均像を明らかにすることを試みる。 国勢

調査は、市町村よりも細かい町丁字単位で集計

されている。これを小地域集計という。小地域

集計の地域数をカウントすると全国でおよそ

10万地域存在することがわかる。データから特

性を分析することによって未就学者の平均像を

浮かび上がらせることができる。 
表１に記述統計を示す。全国の小地域に平均

すると男性で0.48人、女性では0.78人の未就

学者が存在する。サンプル数と平均値の掛け算

により男女の未就学者数が計算できる。比較対

照として小・中学校卒業者、高校・旧中卒業者、

短大・高専卒業者、そして大学・大学院卒業者

の人口の平均と標準偏差も示した。男女ともに

高校・旧中卒の最終学歴者が最も多く、次に多

いのは、男性では大学・大学院卒である。一方、

女性では短大・高専卒が多い。表２に小地域の

最終学歴別人口比率を示す。15歳以上人口に対

して未就学者は、男性で0.11％、女性は0.19％
である。碓井（2017, pp.72-73）に国勢調査

の小地域集計データの入手法が記されている。

図３に小地域における最終学歴別人口のヒスト

グラムを示す。すべての最終学歴者の最頻値が

0～100人の階級である。右に裾が伸びるように

分布の偏りを持つ。 
 表３の未就学者数の相対度数分布について説

明する。0から5の数字はその町丁字に存在す

る未就学者数である。例えば男性の未就学者数

が0人という町丁字が86.5％を占めている。女

性の未就学者数は0人の町丁字が74.6％であっ

た。以上より大半の小地域には未就学者が存在

しないことがわかる。 
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表１ 小地域の最終学歴別人口 (N = 101,834) 

  男性 (人) 女性 (人) 
  平均 標準偏差 平均 標準偏差 
未就学者 0.48 2.42 0.78 3.19 
小学校・中学校 72.83 116.91 91.71 140.41 
高校・旧中 188.52 311.26 218.03 371.32 
短大・高専 35.16 70.27 94.34 196.94 
大学・大学院 119.49 299.14 54.48 153.17 

 

表２ 小地域の最終学歴別人口比率 (N = 101,834) 

  男性 女性 
  平均 標準偏差 平均 標準偏差 
未就学者 0.11% 0.99% 0.19% 1.65% 
小学校・中学校 20.25% 12.73% 27.14% 19.35% 
高校・旧中 41.61% 11.53% 45.90% 14.49% 
短大・高専 6.35% 3.29% 15.61% 7.84% 
大学・大学院 17.29% 10.75% 7.53% 6.53% 

※15歳以上人口に対するそれぞれの最終学歴人口をパーセントで表した。 
 

 
図３ 小地域における最終学歴別の人口のヒストグラム 

 

表３ 未就学者数の相対度数分布 

 (N = 101,834) 

男性 女性
0 86.5% 74.6%
1 8.5% 13.1%
2 2.5% 4.9%
3 1.0% 2.4%
4 0.5% 1.4%
5 0.3% 0.9%

合計 99.2% 97.2%
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２．ポアソン回帰と負の二項回帰 

前節の小地域の記述統計を分析することで、

大半の地域には未就学者が存在しないことがわ

かった。また最終学歴者のいずれの人口分布も、

右に裾が伸びるように偏りを持つことが分かっ

た。したがって母集団が正規分布であることを

前提とするような回帰分析のアプローチは適切

ではない。 
かわりにポアソン回帰(Poisson regression)

と負の二項回帰(Negative binomial regression: 
NB1, NB2)によって分析する。両者はカウント

データを分析するための重回帰分析の手法であ

る。カウントデータとは、一般にある事象が決

まった時間内に起こった回数を数え上げること

で集めた非負の整数の統計のことを指す。その

発生頻度を調べ、分布関数を特定化し、それに

基づいて回帰分析することをカウントデータ分

析と呼んでいる。 
 一般的なカウントデータの特徴として以下の

ことがあげられる。多くの期間や地域では、事

象はまれにしか起こらないため、ほとんどがゼ

ロ事象である。統計学における、まれにしかお

こらない発生確率はポアソン分布で表すことが

多い。交通事故件数や倒産件数、火災発生件数

等リスクや安全性に関する現象である。例えば

今年発生する台風や地震等の災害の頻度は、人

為的な影響とは関係なく発生する事象であるが、

本研究で取り上げる 15 歳以上の未就学者数が

発生する理由としては、災害のようなランダム

に発生する性質と、完全に人為的な原因によっ

て発生することとの中間あたりにあると考えら

れる。 
 ポアソン回帰と負の二項回帰の詳細は

Appendix で説明を行うことにするが読み飛ば

しても構わない。 
 
Ⅳ．推定結果 

国勢調査 2010 年における全国市町村の小地

域の町丁字データ（N=101,834)を用いて、国勢

調査において把握されている128,187人の男女

別の未就学者および、未就学者の存在しない 0

値のケースも含めて、カウントデータ分析を行

った（３）。男女の未就学者数を被説明変数とし

た負の二項回帰モデルのNB2により推定した。

表４に NB2 モデルによる推定結果（男性）、

表５に NB2 モデルによる推定結果（女性）を

示した。他の学歴の人々、つまり小・中卒、高

卒、短大・高専卒、大学・大学院卒に関しても

同じモデルでの推定を行い、未就学者との比較

を行った。 
推定結果は相関関係を示すものであって、必

ずしも因果関係を示しているものではないこと

に注意されたい。 
 説明変数は国勢調査 2010 年で調査されてい

る変数である。変数には、15歳以上人口、各年

齢階層、外国人数、世帯人数、住んでいる住居

のタイプ、結婚の有無、就業している割合、普

段使っている交通手段、そして夜間中学が当該

市町村に存在するのかどうかのダミー変数を用

いた。使用した変数はダミー変数と 15 歳以上

人口を除いて全てが人口比率（％）である。以

下では推定結果より未就学者の特徴について述

べる。 
15 歳以上人口： 未就学者、その他全ての学歴

において統計的に有意であった。小地域の人口

規模がこの変数によってコントロールされる。

したがって以下で説明される人口比率の特性は、

人口規模が一定であることを前提とした推定値

である。 
年齢構成：男性では年齢階級が未成年の比率お

よび、20歳から34歳、後期高齢者の比率が地

域内で増えると、未就学者数が減少するという

傾向が見られた。逆に35歳から49歳の比率が

増えると未就学者数が増える傾向にあるのだが、

50歳から64歳の階層が増えると、未就学者数

が増えることがわかった。女性では 35 歳以上

のすべての年齢階級で地域内の人口が増加する

とともに未就学者が増えていくことがわかった。

未就学者というと一般的には高齢者が多いとい

う印象である。ところが年齢階層の人口比率で

調整すると、必ずしも他の年齢階層よりも多い

というわけではない。むしろ50～64歳の年齢
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表４ NB2 モデルによる推定結果(男性) 
  未就学者 小・中学校卒業 高校・旧中卒業 短大・高専卒業 大学・大学院卒業 
  Coeff. z   Coeff. z  Coeff. z  Coeff. z   Coeff. z   

15歳以上人口男性 0.0008 54.73 *** 0.0011 101.41 *** 0.0011 101.13 *** 0.0010 102.92 *** 0.0010 98.45 *** 
年齢15-19歳の人口比率 -6.105 -9.83 *** 4.009 21.03 ***               
年齢20-34歳の人口比率 -2.976 -6.32 *** 4.342 32.66 *** 4.118 38.65 *** 3.328 34.76 *** 2.920 25.93 *** 
年齢35-49歳の人口比率 0.567 1.20   4.945 37.28 *** 3.509 33.26 *** 2.957 30.35 *** 2.681 24.18 *** 
年齢50-64歳の人口比率 1.357 2.95 *** 5.021 36.87 *** 3.008 28.06 *** 1.836 18.35 *** 1.626 14.05 *** 
前期高齢者の人口比率 -0.293 -0.55   5.549 34.31 *** 3.200 22.79 *** 2.400 18.24 *** 2.394 15.25 *** 
後期高齢者の人口比率 -1.675 -2.82 *** 3.400 23.39 *** 0.664 5.20 *** 0.693 5.65 *** 0.187 1.27   
男性外国人の人口比率 0.011 0.01   1.575 3.20 *** -2.124 -9.22 *** -2.968 -9.85 *** -2.877 -10.58 *** 
男性未婚者の人口比率 5.924 22.58 *** 1.346 15.43 *** 0.879 10.60 *** 0.287 3.78 *** -0.623 -7.14 *** 
配偶者が死別・離別している人口比率 0.038 0.10   3.620 25.99 *** 1.176 8.80 *** -0.242 -2.01 ** -2.850 -22.22 *** 
単身世帯率 3.230 6.47 *** 0.960 9.23 *** 2.128 22.05 *** 2.408 25.49 *** 4.004 34.06 *** 
2人世帯比率 4.237 7.71 *** 1.282 9.77 *** 2.622 23.14 *** 2.688 24.24 *** 3.603 27.46 *** 
3人世帯比率 3.690 6.55 *** 1.433 10.56 *** 3.341 27.20 *** 3.511 29.51 *** 4.702 33.52 *** 
4人世帯比率 3.069 5.27 *** 1.089 7.68 *** 3.001 23.02 *** 3.055 24.23 *** 4.631 31.31 *** 
5人世帯比率 4.812 7.13 *** 1.634 9.71 *** 3.576 23.56 *** 3.335 23.08 *** 4.767 28.63 *** 
6人世帯比率 6.345 8.91 *** 2.544 13.06 *** 4.344 25.17 *** 3.855 23.70 *** 5.099 27.70 *** 
施設等に居住する人口比率a) 7.184 29.74 *** 1.511 22.27 *** 1.447 21.39 *** 0.852 12.97 *** 1.565 20.91 *** 
18歳未満の核家族世帯比率 2.912 8.12 *** 1.255 12.01 *** 0.715 7.17 *** 0.906 9.66 *** 0.871 8.44 *** 
65歳以上の核家族世帯比率 -0.506 -1.53   0.327 2.73 *** 0.084 0.70   -0.326 -2.97 *** -0.060 -0.47   
65歳以上の単独世帯比率 0.483 1.50   -0.728 -7.31 *** -0.785 -7.95 *** -1.658 -18.33 *** -1.182 -11.36 *** 
公営住宅世帯の人口比率b) 0.907 10.21 *** 1.085 35.38 *** 0.661 23.51 *** 0.378 13.41 *** 0.041 1.33   
民営の貸家の人口比率 0.560 5.08 *** 0.722 20.71 *** 0.626 19.21 *** 0.694 21.88 *** 0.923 26.81 *** 
男性労働力人口比率 0.015 0.92   0.030 9.52 *** 0.017 6.65 *** 0.008 2.95 *** 0.019 5.75 *** 
出生時から在住している人口比率 -0.447 -2.31 ** 0.480 8.25 *** -0.387 -7.43 *** -0.872 -16.84 *** -1.681 -29.58 *** 
在住して10年以上20年未満の人口比率 0.922 4.53 *** 1.218 18.57 *** 1.584 26.70 *** 1.078 18.72 *** 0.702 11.19 *** 
20年以上の人口比率 0.872 4.05 *** 1.800 28.31 *** 1.083 18.57 *** 0.791 13.83 *** 0.518 8.15 *** 
徒歩だけの人口比率c) -1.672 -8.64 *** -0.717 -14.55 *** -0.356 -7.37 *** -0.352 -7.62 *** 0.443 7.96 *** 
鉄道・電車の人口比率c) -0.882 -9.70 *** -1.353 -60.30 *** -0.893 -45.03 *** -0.091 -4.60 *** 1.060 50.11 *** 
乗合バスの人口比率c) -0.390 -1.99 ** -1.387 -21.16 *** -0.449 -8.00 *** 0.237 4.28 *** 0.839 13.74 *** 
勤め先・学校のバスの人口比率c) -0.353 -0.90   1.971 12.05 *** 0.607 4.82 *** -0.058 -0.48   -0.645 -4.48 *** 
ハイヤー・タクシーの人口比率c) 4.387 3.17 *** -3.887 -3.56 *** -2.600 -4.41 *** -0.931 -1.55   5.662 4.97 *** 
オートバイの人口比率c) 2.621 12.01 *** 1.397 17.39 *** 0.931 13.12 *** 0.475 7.05 *** 0.692 9.48 *** 
自転車の人口比率c) -0.522 -3.13 *** -0.077 -1.50   -0.102 -2.29 ** -0.029 -0.66   0.955 19.29 *** 
千葉県市川市d) -0.448 -1.68   0.147 1.44   -0.194 -1.97 ** -0.169 -1.89   -0.628 -7.31 *** 
東京都墨田区d) -0.149 -0.55   -0.664 -3.47 *** -0.890 -4.78 *** -0.846 -4.59 *** -1.123 -6.90 *** 
東京都大田区d) -0.770 -1.50   -1.080 -6.00 *** -1.180 -6.07 *** -1.121 -6.37 *** -1.334 -7.01 *** 
東京都世田谷区d) -1.376 -5.24 *** -1.966 -9.02 *** -2.043 -10.78 *** -1.800 -9.69 *** -1.772 -8.19 *** 
東京都荒川区d) -5.588 -15.06 *** -7.827 -17.23 *** -7.850 -15.27 *** -7.568 -16.52 *** -7.781 -15.94 *** 
東京都足立区d) -0.710 -3.28 *** 0.195 1.91   -0.193 -1.94   -0.367 -3.78 *** -0.953 -8.93 *** 
東京都葛飾区d) -1.681 -5.15 *** -1.902 -6.30 *** -2.268 -7.28 *** -2.325 -7.98 *** -2.805 -9.33 *** 
東京都江戸川区d) -1.086 -2.67 *** -0.217 -1.13   -0.769 -4.05 *** -1.024 -5.07 *** -1.696 -9.05 *** 
東京都八王子市d) -0.332 -1.64   -0.012 -0.17   -0.171 -2.60 *** -0.075 -1.13   -0.372 -5.06 *** 
神奈川県横浜市d) -0.246 -2.86 *** 0.177 5.50 *** -0.062 -2.21 ** -0.018 -0.63   -0.247 -8.72 *** 
神奈川県川崎市d) -0.148 -0.65   0.198 3.50 *** -0.255 -5.08 *** -0.225 -4.57 *** -0.642 -12.52 *** 
京都府京都市d) 0.242 2.32 ** -0.156 -2.75 *** -0.166 -3.01 *** -0.167 -2.93 *** -0.038 -0.62   
兵庫県神戸市d) 0.190 2.40 ** 0.259 10.68 *** 0.140 7.01 *** -0.110 -5.34 *** -0.115 -5.24 *** 
兵庫県尼崎市d) 0.999 9.52 *** 0.393 7.79 *** 0.059 1.24   -0.096 -2.03 ** -0.505 -10.71 *** 
奈良県奈良市d) -0.022 -0.17   -0.546 -11.61 *** -0.341 -8.37 *** -0.344 -8.85 *** -0.169 -4.22 *** 
奈良県天理市d) -0.671 -2.17 ** -0.304 -4.67 *** -0.072 -1.17   0.018 0.28   0.233 4.02 *** 
奈良県橿原市d) 0.382 1.89   -0.006 -0.10   -0.018 -0.32   -0.098 -1.76   0.021 0.36   
大阪府大阪市d) 0.996 12.58 *** 0.071 2.17 ** -0.062 -2.18 ** -0.225 -7.98 *** -0.510 -16.07 *** 
大阪府堺市d) 0.886 8.02 *** 0.192 6.58 *** -0.002 -0.07   -0.109 -3.83 *** -0.306 -10.71 *** 
大阪府岸和田市d) 1.347 10.85 *** 0.290 6.93 *** 0.095 2.39 ** -0.029 -0.69   -0.118 -2.14 ** 
大阪府豊中市d) 0.737 6.75 *** 0.083 1.54   -0.045 -1.03   -0.054 -1.25   -0.181 -3.68 *** 
大阪府守口市d) 0.278 1.33   0.292 4.78 *** 0.109 1.91   -0.104 -1.69   -0.483 -8.20 *** 
大阪府八尾市d) 0.356 2.25 ** 0.480 11.88 *** 0.304 8.53 *** 0.086 2.33 ** -0.129 -2.78 *** 
大阪府東大阪市d) 0.792 6.30 *** 0.534 15.62 *** 0.249 8.03 *** 0.064 1.99 ** -0.221 -6.13 *** 
広島県広島市d) 0.009 0.08   -0.176 -5.21 *** 0.018 0.66   0.169 6.06 *** 0.154 5.82 *** 
Constant -7.470 -20.77 *** -4.287 -57.09 *** -2.301 -72.45 *** -2.902 -79.29 *** -2.583 -70.83 *** 
                         

N 101,834     101,834    101,834    101,834    101,834     
Pseudo R2 0.150     0.108    0.115    0.157    0.157     

z とは、Robust z-ratio のことを意味する。 *** p<0.01, ** p<0.05   a): 寮・寄宿舎の学生・生徒、病院・療養所の入院者、社会施設（老人ホーム， 
児童保護施設等）の入所者、自衛隊営舎内居住者、矯正施設(刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者)の入所者と定義。 
b): 公営・都市再生機構・公社の借家。  c): 回答者は利用交通手段を複数選択できる。 
d): 夜間中学のある自治体の小地域であることを示すダミー変数。 
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表５ NB2 モデルによる推定結果(女性) 
  未就学者 小・中学校卒業 高校・旧中卒業 短大・高専卒業 大学・大学院卒業 
  Coeff. z   Coeff. z  Coeff. z  Coeff. z   Coeff. z   

15歳以上人口女性 0.0008 63.77 *** 0.0010 104.55 *** 0.0010 105.75 *** 0.0010 105.87 *** 0.0010 103.84 *** 
年齢15-19歳の人口比率 -3.944 -6.22 *** 6.186 25.37 ***                
年齢20-34歳の人口比率 -1.558 -3.59 *** 5.686 36.32 *** 3.752 36.71 *** 3.245 30.13 *** 3.021 22.91 *** 
年齢35-49歳の人口比率 0.591 1.31   5.088 32.37 *** 3.871 32.12 *** 3.662 28.49 *** 3.873 26.97 *** 
年齢50-64歳の人口比率 3.248 7.53 *** 6.736 41.77 *** 5.418 44.65 *** 4.487 35.78 *** 4.360 31.44 *** 
前期高齢者の人口比率 2.845 6.25 *** 6.904 37.47 *** 4.684 30.05 *** 3.628 23.80 *** 3.846 23.32 *** 
後期高齢者の人口比率 1.432 3.29 *** 4.709 30.40 *** 2.020 17.00 *** 1.838 15.03 *** 2.456 17.58 *** 
女性外国人の人口比率 3.345 5.04 *** 2.392 6.47 *** -0.288 -1.15   -2.303 -8.10 *** -1.302 -3.33 *** 
女性未婚者の人口比率 6.087 22.28 *** 0.184 1.89   2.439 26.85 *** 2.614 29.17 *** 3.346 33.21 *** 
配偶者が死別・離別している人口比率 2.644 11.05 *** 3.410 37.59 *** 2.602 28.04 *** 1.229 14.35 *** 0.137 1.52   
単身世帯率 2.631 7.26 *** 1.115 10.11 *** 1.587 17.70 *** 2.425 24.66 *** 2.900 22.20 *** 
2人世帯比率 2.935 7.15 *** 0.971 7.26 *** 2.086 17.60 *** 2.885 23.05 *** 3.188 22.12 *** 
3人世帯比率 3.622 8.63 *** 1.931 13.93 *** 3.022 24.15 *** 3.721 28.17 *** 3.970 25.96 *** 
4人世帯比率 3.081 7.33 *** 1.559 10.84 *** 2.575 19.31 *** 3.244 23.27 *** 3.397 21.21 *** 
5人世帯比率 4.234 8.82 *** 2.077 12.15 *** 2.899 18.82 *** 3.183 20.26 *** 2.797 15.81 *** 
6人世帯比率 5.242 10.18 *** 2.517 12.60 *** 3.311 18.88 *** 3.340 19.01 *** 2.997 15.39 *** 
施設等に居住する人口比率a) 5.278 21.94 *** 1.285 16.71 *** 0.355 4.72 *** 0.062 0.84   -0.119 -1.44   
18歳未満の核家族世帯比率 2.836 9.19 *** 0.570 5.40 *** 1.203 11.57 *** 2.107 20.28 *** 2.053 18.88 *** 
65歳以上の核家族世帯比率 -0.374 -1.41   0.687 6.12 *** 0.277 2.48 ** 0.150 1.40   -0.205 -1.91   
65歳以上の単独世帯比率 -0.271 -0.94   -1.172 -11.38 *** -1.133 -11.12 *** -1.109 -11.50 *** -1.415 -13.75 *** 
公営住宅世帯の人口比率b) 0.847 9.97 *** 0.836 26.51 *** 0.357 12.04 *** -0.183 -6.08 *** -0.489 -14.18 *** 
民営の貸家の人口比率 0.713 6.90 *** 0.835 24.67 *** 0.837 25.88 *** 0.736 22.98 *** 0.699 18.95 *** 
女性労働力人口比率 0.309 2.33 ** 0.415 12.75 *** 0.370 11.83 *** 0.163 4.95 *** 0.301 7.93 *** 
出生時から在住している人口比率 -0.836 -3.39 *** 0.244 2.68 *** -0.580 -6.70 *** -0.803 -9.48 *** -1.327 -15.04 *** 
在住して10年以上20年未満の人口比率 0.067 0.41   1.127 16.89 *** 1.146 18.96 *** 0.428 7.22 *** -0.386 -6.16 *** 
20年以上の人口比率 -0.723 -4.23 *** 0.148 2.48 ** -0.557 -9.41 *** -1.045 -17.67 *** -1.329 -21.27 *** 
徒歩だけの人口比率c) -1.370 -9.74 *** -0.325 -7.28 *** -0.328 -7.86 *** -0.090 -2.12 ** 0.183 3.85 *** 
鉄道・電車の人口比率c) -1.171 -13.91 *** -1.154 -45.99 *** -0.639 -27.87 *** 0.286 12.52 *** 1.117 43.06 *** 
乗合バスの人口比率c) -0.375 -3.09 *** -0.758 -19.58 *** -0.059 -1.61   0.195 5.22 *** 0.358 8.24 *** 
勤め先・学校のバスの人口比率c) 0.651 1.72   2.121 11.75 *** -0.448 -3.44 *** -1.558 -13.02 *** -3.034 -19.78 *** 
ハイヤー・タクシーの人口比率c) 0.017 0.02   -2.095 -6.92 *** -1.376 -2.94 *** -0.869 -1.83   0.517 0.91   
オートバイの人口比率c) 1.684 6.31 *** 0.718 7.31 *** 0.803 8.75 *** 1.062 11.48 *** 1.232 12.56 *** 
自転車の人口比率c) -0.446 -4.82 *** 0.080 2.70 *** 0.014 0.54   0.224 8.44 *** 0.535 17.44 *** 
千葉県市川市d) -0.699 -3.14 *** 0.104 1.00   -0.133 -1.38   -0.271 -3.05 *** -0.504 -6.11 *** 
東京都墨田区d) -0.688 -2.83 *** -0.644 -3.13 *** -0.770 -3.87 *** -0.868 -4.30 *** -1.009 -6.06 *** 
東京都大田区d) -0.386 -0.49   -1.055 -5.73 *** -1.123 -6.26 *** -1.243 -6.88 *** -1.192 -6.45 *** 
東京都世田谷区d) -1.550 -4.45 *** -2.089 -8.76 *** -2.041 -10.34 *** -1.899 -9.51 *** -1.614 -7.31 *** 
東京都荒川区d) -5.579 -12.44 *** -7.640 -15.87 *** -7.841 -14.72 *** -7.940 -15.30 *** -7.620 -14.96 *** 
東京都足立区d) -0.060 -0.33   0.205 2.11 ** -0.092 -0.95   -0.525 -5.52 *** -0.844 -8.09 *** 
東京都葛飾区d) -1.625 -6.69 *** -1.823 -6.62 *** -2.172 -7.50 *** -2.493 -8.57 *** -2.645 -9.46 *** 
東京都江戸川区d) -0.151 -0.39   -0.221 -1.20   -0.695 -3.76 *** -1.191 -6.41 *** -1.544 -8.46 *** 
東京都八王子市d) -0.257 -1.53   -0.045 -0.70   -0.127 -2.02 ** -0.203 -2.98 *** -0.199 -2.44 ** 
神奈川県横浜市d) 0.125 1.46   0.132 4.08 *** -0.013 -0.47   -0.125 -4.45 *** -0.144 -4.57 *** 
神奈川県川崎市d) 0.381 1.82   0.137 2.59 *** -0.114 -2.37 ** -0.300 -6.56 *** -0.425 -8.74 *** 
京都府京都市d) 0.286 2.63 *** -0.224 -3.75 *** -0.366 -6.55 *** -0.331 -5.55 *** -0.080 -1.25   
兵庫県神戸市d) 0.198 2.95 *** 0.107 4.39 *** 0.027 1.34   -0.145 -6.96 *** -0.055 -2.19 ** 
兵庫県尼崎市d) 1.195 11.48 *** 0.235 4.61 *** -0.018 -0.39   -0.227 -4.87 *** -0.526 -10.62 *** 
奈良県奈良市d) -0.090 -0.86   -0.645 -15.04 *** -0.399 -10.13 *** -0.229 -5.61 *** -0.074 -1.58   
奈良県天理市d) -0.126 -0.47   -0.340 -4.75 *** -0.014 -0.23   0.154 2.61 *** 0.233 3.56 *** 
奈良県橿原市d) 0.213 1.32   -0.240 -3.78 *** -0.115 -2.20 ** 0.062 1.07   0.053 0.82   
大阪府大阪市d) 1.065 11.77 *** -0.006 -0.18   -0.185 -5.72 *** -0.365 -12.56 *** -0.564 -16.41 *** 
大阪府堺市d) 1.056 5.97 *** 0.048 1.63   -0.113 -4.26 *** -0.149 -5.29 *** -0.379 -11.51 *** 
大阪府岸和田市d) 1.072 8.24 *** 0.207 4.79 *** -0.042 -1.02   0.039 0.81   -0.146 -2.15 ** 
大阪府豊中市d) 0.626 5.50 *** -0.081 -1.31   -0.183 -3.78 *** -0.238 -5.09 *** -0.346 -6.45 *** 
大阪府守口市d) 0.991 5.45 *** 0.280 4.54 *** 0.040 0.69   -0.204 -3.46 *** -0.561 -9.06 *** 
大阪府八尾市d) 0.587 4.24 *** 0.373 9.15 *** 0.204 5.17 *** 0.048 1.27   -0.247 -5.38 *** 
大阪府東大阪市d) 1.078 11.89 *** 0.465 12.81 *** 0.182 5.85 *** -0.008 -0.23   -0.358 -9.50 *** 
広島県広島市d) -0.082 -0.93   -0.227 -7.25 *** -0.004 -0.14   0.188 7.21 *** 0.205 6.84 *** 
Constant -7.562 -25.50 *** -5.088 -48.58 *** -3.092 -78.21 *** -3.784 -63.63 *** -4.594 -47.24 *** 
                          

N 101,834     101,834    101,834    101,834     101,834     
Pseudo R2 0.132     0.104    0.119    0.155     0.178     

z とは、Robust z-ratio のことを意味する。 *** p<0.01, ** p<0.05   a): 寮・寄宿舎の学生・生徒、病院・療養所の入院者、社会施設（老人ホーム， 
児童保護施設等）の入所者、自衛隊営舎内居住者、矯正施設(刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者)の入所者と定義。 
b): 公営・都市再生機構・公社の借家。  c): 回答者は利用交通手段を複数選択できる。 
d): 夜間中学のある自治体の小地域であることを示すダミー変数。 
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階層よりも少ないということがわかった。 
未婚：未婚である人々が地域に増えると、未就

学者が増える。すべての学歴においても同様に

未婚と正の関係になっているのだが、学歴が高

くなるにしたがい、その程度はゆるやかになっ

ていく。以上のことから未就学者は他の学歴と

比べて相対的に未婚者が多いと言える。 
外国人：女性に関しては、外国人比率が高いと

未就学者数（そして小・中卒）が多い。ただし

男性の未就学者に関しては統計的に有意ではな

かった。特に女性の外国人は小・中学校卒、高

校卒、短大・高専卒、大学・大学院卒と学歴が

高くなるにつれて、外国人の人口比率が低くな

っていることがわかる。 
施設等に居住：施設等に居住する人々が、未就

学者で顕著に多い。他の学歴と比べても明らか

に高い。施設等に居住する人々とは、寮・寄宿

舎の学生・生徒、病院・療養所の入院者、社会

施設（老人ホーム，児童保護施設等）の入所者、

自衛隊営舎内居住者、矯正施設（刑務所及び拘

置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の

在院者）の入所者と定義されている。男女とも

に学歴が高くなるにしたがって施設等に居住す

る人口比率は少なくなる傾向がある。 
公営住宅に居住：公営住宅に住んでいる未就学

者が存在する比率は、小学校・中学校卒業者と

同程度に高く、他の学歴の人々はそれほど高く

ない。公営住宅とは、公営・都市再生機構・公

社の借家。その世帯の借りている住宅が、都道

府県営又は市（区）町村営の賃貸住宅やアパー

トであって、かつ給与住宅でない場合を指すと

定義されている。国勢調査の小地域集計には所

得の調査が明示されていない。しかし公営住宅

に居住する人々は、一定の所得未満の階層であ

ることから、所得の代理変数であると考えられ

る。分析結果より、低所得者と未就学者の間に

は正の相関があることが示唆され、学歴が高く

なるほど公営住宅に居住する程度は弱くなるこ

とが明らかになった。 
自治体内に夜間中学：都府県・市区名が書かれ

ている変数は、自治体内に夜間中学が存在すれ

ば 1、それ以外を 0 とするダミー変数である。

平均的な傾向として西日本に存在する夜間中学

自治体には未就学者が多く、東日本に存在する

夜間中学自治体では未就学者が少ないことがわ

かった。ここで推定された係数は他の要因を除

いた、地域固有の傾向である。これまで未就学

者数が多かったため夜間中学ができたという背

景もあるが、西日本の夜間中学自治体ではいま

なお未就学者が多いと考えられる。 
 
Ⅴ．結論と今後の課題 

本研究は、国勢調査から集計された全国の10
万を超える町丁字別データを用いて、カウント

データ分析によって全国に128,187人存在する

未就学者の特性を明らかにした。未就学者は他

の学歴の人々と比べて未婚の比率が高く、女性

の外国人が多く、施設等あるいは公営住宅に居

住している比率が高いことがわかった。特に、

施設等に居住している人々の割合が多いことか

ら、障害を持つ人々である可能性が考えられる。

1979年に養護学校が義務教育になる以前には、

就学猶予・就学免除といった措置がとられて、

教育を受ける権利が侵害されていた人々が 50
歳以上に多く存在している。今後は学習権が保

障されなかった障害を持つ人々が、どのような

背景で小学校に入学できなかったのか、より詳

細な調査が望まれる。 
女性の外国人に未就学者が多いことも明らか

になったのだが、外国人の子どもに対する就学

義務として、文部科学省の方針は「外国人の子

どもには、我が国の義務教育への就学義務はな

いが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する

場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本人児

童生徒と同様に無償で受入れ」とある。しかし

何らかの理由により保護者が入学を希望しなか

ったのかもしれない。また、女性であるため入

学させなかったという性差別のケースも予想さ

れる。詳細な実態調査が求められる。 
未就学者に公営住宅に居住している比率が高

いことがわかった。一般に公営住宅に住む人々

は低所得者もしくは高齢者であることが多い。
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本分析では年齢をコントロールした推定値を示

しているため低所得層であるという可能性が高

い。さらに未就学であるため職業選択の自由が

保障されておらず、結果として低所得となった

可能性も推測される。 
 最後に今後の研究課題を以下に示す。2020
年度に実施予定の国勢調査では、さらなる統計

調査の整備が求められる。具体的には、小学校

の未就学者だけでなく、調査項目を義務教育未

修了者に拡大すべきである。また小学校を卒業

できなかったのか、中学校を卒業できなかった

のか、それぞれの項目に分けるべきである。さ

らに年齢別、従事している職業別にクロス集計

することも不可欠である。15歳以上の義務教育

未修了者の多くは、すでに就業していることが

見込まれるからである。 
 次に、義務教育未修了者の全体像を探るため

に、文部科学省や基礎自治体の教育委員会が把

握していると考えられる不登校者の市町村分布

を組み込むことを指摘しておきたい。あわせて

地理的にどのように偏在しているのかを解析す

ることも、夜間中学設置に資する研究として重

要である。 
 本研究により、未就学者の平均的な傾向がつ

かめてきた。しかしながら課題は残されている。

例えば歴史的な背景を持つ地域や、交通の便の

悪さというような地理的な要因が未就学児童を

生む原因となったことが予想される。過去の貧

困が未就学を生み出した可能性も考えられる。

国勢調査の小地域別集計を年度別に接続させる

ことでより詳細な知見を得られるだろう。 
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は有益なコメントを頂きました。記して感謝い
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の責任に帰すものです。 
 
注 

（１）本来、義務教育未修了者には中学校に在

学したことのない人や中途退学した人、そ

して形式卒業者も含まれる。これらの人々

に関しては統計調査が行われていない。文

部科学省や夜間中学関係者もこの問題を認

識しており、総務省に国勢調査の調査項目

に含めるよう要求している。 
（２）学校外の子どもの居場所、学びの場、活

動の場としてのフリースクールやフリース

ペース等が存在し機能していることは理解

しているが、本論文では扱わない。オルタ

ナティブ教育とも呼ばれているが、現状分

析や理論的な考察は、例えば、菊池・永田

(2001)等を参照されたい。 
（３）Poisson、NB1、NB2の3つのモデルに

関して、北村(2009)に従いモデル選択を行

った。尤度比検定および、モデルが0の値

および1の値を理論値で再現できているか

どうかに注目した。その結果、男性、女性

の結果ともに、NB2モデルを選択するのが

妥当だと判断した。 
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Appendix. カウントデータ分析 

ポアソン分布は、本研究で適用するカウント

データ分析の基礎となっているので説明を行う。

本節の説明は北村(2009, pp.163-168)やGreene 
(2014)に依存している。ポアソン分布は次のよ

うに定義できる。 
 

!
=)=(

j
ejyP

j    

 0,1,2,=0,> j   
ただし、j! は j の階乗を意味する。この分布は、

=)(V=)(E yary  なので、未知のパラメータ

である が決まれば全ての分布が決まる。 
 この分布を用いたポアソン回帰モデルは、次

のように定義できる。 

!
)(e))(e(e=)|(

i

iii
ii y

xyxpxxpxpxyf 


  

0,1,2,=iy  
ここで、期待値と分散値は等しく、 

)(e=)|(V=)|(E iiiii xxpxyarxy  である。 
 通常は Poisson regression は非線形回帰に

なるのだが、この式を対数尤度関数に変換し、

最尤推定法を適用したほうが簡単に推定できる。 
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これを最適化するための 1 階の条件は、
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  0=  

対数尤度関数が大局的に凸であれば、最適解は

一意に決まる。推定された̂ は一致推定量であ

り、漸近的に有効推定となる。 
なお負の二項分布については、NB1とNB2が

あるのだが、紙面の制約により省略した。詳細

は北村(2009, pp.163-168)を参照されたい。 
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128,187 Individuals Who Did Not Complete Basic Education:  
An Analysis with Count Data Regression Models 

 

USUI, Takehiro (Soka University) 
 
Abstract 

Individuals with incomplete basic education have existed for decades, although few studies 
have clarified their characteristics. Using district-level data from the 2010 Population Census of 
Japan, this study applied the count data analysis to investigate the characteristics of 128,187 
individuals who did not complete basic education. The estimation results suggest that 
individuals who did not complete basic education have a high probability of remaining 
unmarried, living on the welfare facility or public housing, or being women of foreign origin. 
These results have significant policy implications for the national government, suggesting a 
strong need to gather additional statistical information with regard to individuals who did not 
complete basic education when the 2020 Population Census of Japan is conducted. 
  
Key words: Individuals who did not complete basic education; the basic law of the realizing the 
basic educational opportunity; count data analysis; district-level data from the Population 
Census of Japan 
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子どもの貧困問題と大学の地域貢献 

―子どもの居場所学生ボランティアセンターの設立を中心に― 
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はじめに 
 村田ら（2017）は、大学と地域の関係につい

て、公開講座を中心とした大学開放から、平成

17（2005）年の中教審答申「我が国の高等教育

の将来像」以降、大学は地域の生涯学習の拠点

として位置づけられたと指摘している（１）。続け

て、この答申後、大学の生涯学習系センターに

おいて地域社会への貢献という役割が明確に付

与され、地域で活躍する人材の輩出を意識した

活動が展開してきたと報告している（２）。大学の

社会貢献や地域連携については、平成18（2006）
年の改正教育基本法第7条（大学）の中で「大

学は、学術の中心として、高い教養と専門的能

力を培うとともに、深く真理を探究して新たな

知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供

することにより、社会の発展に寄与するものと

する」（下線は筆者）と明確に規定され、平成

19（2007）年改正の学校教育法第83条第2項

においても同趣旨の内容が定められたことから、

より一層、大学と地域の関係については議論さ

れることになった。 
以上、述べたことを背景に、近年、大学は地

域との連携・協働事業に対して前向きであり、

「地域社会の自立を実現するためにも、大学が

地域の行政、経済、文化などの機能に対して、

積極的な資源
．．

の提供が責務となっている（３）」

（傍点筆者）という見方もある。大学の「資源」

には、人材や情報、ネットワーク等が蓄積され

ているが、とりわけ「資源」の中の人材には、

学生の存在も含まれている。学生のこれまでの

地域活動については大学と地域の双方とも肯定

的な評価である（４）。地域からみれば、大学は人

的資源としての学生を豊富に有し、大学の立場

から言えば、地域における学生の活動は学生自

身の学びと自己成長につながっているという理

解が一般的である。それゆえ、大学は、学生の

地域活動（ボランティアを含む）に対して肯定

的な評価を与えている（５）。地域における学生の

活動を考える機運が醸成され始めたことは（６）、

大学と地域をつなぐ学生の存在と彼らの主体的

な活動が期待されていることの表れであるとみ

てよい。例えば、学校に学生サポーターを派遣

している大学は、学生は地域の学校の活性化を

促しているだけではなく、大学の地域貢献にも

つながっている、という指摘である（７）。また、

大学は学生の地域活動を支援するだけではなく、

これをカリキュラムの中に組み込み、成績評価

と単位認定を行うことに意義を見出している大

学もある（８）。平成 27（2015）年度からCoC+
（地（知）の拠点大学による地方創生推進事業）

の展開もあって、大学と地域の関係は深まりを

見せている。このような大学（学生）と地域と

の関わり合いから、学生の持続的な地域活動を

続けるための大学の支援と仕組みづくりの構築
．．．．．．．．．．．．．．．

は、喫緊の課題である（９）。 
大学は、地域のニーズをとらえ、学生を含む
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学内資源とつきあわせ、地域との対話と交流に

より協働関係を築き、地域課題の解決の道筋を

ともに歩むことで、あらためて大学も地域にお

ける存在意義と信頼を得て、教育と研究の実質

化と内的充実を図ることができる。地域のニー

ズをとらえるということは、ニーズにはどのよ

うなものがあるかを把握することが第一歩であ

り、次に、どのような形で地域と連携・協働し

ていくのかである。これは、大学と地域の関係

性をつくる際の現実的・実際的な課題である。

そして、本稿で中心的に取り上げる、地域にお

ける学生の役割やどのように介在させるのかに

ついての十分な議論をふまえて、学生支援の方

策が検討されるべきであろう。 
本稿では、上記の問題を考える素材として、

沖縄県の一般社団法人大学コンソーシアム沖縄

（県内の国公私立大学・短大等 11 校で構成、

以下「コンソ沖縄」と略）が設立した「子ども

の居場所学生ボランティアセンター」（以下「ボ

ラセン」と略）を検討の対象にする。ボラセン

は、沖縄の子どもの貧困問題を背景に、県内大

学の総意のもとに設立された。ボラセンは、行

政と産業界の財政的な支援を受けて、地域の子

どもの居場所に支援者（学生）を派遣するとい

うユニークな仕組みをもつ地域の教育支援機関

として始動し、沖縄では初の産官学連携による

組織である。本稿で、ボラセンを取り上げ、検

討することは、学生の地域支援と仕組みづくり

を考える格好の素材と考える。 
なお、本報告は、①ボラセン設立の背景であ

る沖縄の子どもの貧困問題をめぐる県内動向と

同問題に対して県内大学が関わることになった

経緯を検討し、②ボラセンの学生派遣の仕組み

の構築をめぐる議論を整理した上で、実際の支

援活動を報告する。 
 

１．貧困対策をめぐる県内の動向と大学の取組

み 

１）子どもの貧困率と内閣府沖縄振興局の施策  
 平成28（2016）年初頭の戸室健作（山形大学）

の沖縄の子どもの貧困率 37.5％の報告は（１０）、

子どもを取り巻く状況の厳しさを示しただけで

はなく、保護者のワーキングプアや非正規雇用

率の高さ、生活保護受給対象者の世帯が制度か

ら排除されている深刻な状況を浮き彫りにした。

この戸室報告を契機に、県内における子どもの

貧困対策をめぐる議論は活発化した。子どもの

生活支援の関係者からは、予想を超える貧困率

の高さに驚き、子どもの貧困問題の根深さを指

摘する声が矢継ぎ早に挙がり、これらの子ども

の置かれている状況に対して抜本的な対策を求

める声が相次いだ。引き続き、沖縄県公表（2016
年1 月 29 日）の子どもの貧困率 29.9％につい

ても全国平均の 16.3％と比較して高率を示し

たことから、翁長知事は平成 28（2016）年度

の重点政策のひとつとして貧困対策を挙げた
（１１）。県の施策と連動して、内閣府は、島尻安

伊子（当時、内閣府特命担当大臣／沖縄及び北

方対策）の担当する沖縄振興政策の中に貧困対

策を明確に位置づけ、2016 年度の沖縄予算に

10億円（沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金、

補助率 10/10）を緊急追加し、子どもの貧困対

策を強力に推進することを明らかにした。内閣

府沖縄振興局は（１２）、子どもをめぐる沖縄特有

の課題として、①深刻な状況であるにもかかわ

らず、行政の支援が子どもに行き届いていない、

②日中にとどまらず夜間も子どもの居場所がな

い（学校中退や非行にも影響）、③貧困家庭の

親が経済的自立をするための雇用の場が少ない、

と指摘している。内閣府は、こうした沖縄の実

態を把握したうえで、沖縄振興計画期間中の 6
年間（2016～2021 年度）を子どもの貧困問題

の「集中対策期間」として次の3点を具体的な

施策として挙げた。 
 

a.寄り添い型支援を行う「支援員」を100名

採用し配置する。 
b.安心して過ごせる「居場所」を確保する。

c.経済的自立に向けた親の「就労」支援を行

う。 
 
特に、「ｂ」の子どもの「居場所」の確保と
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は、食事の提供や生活指導、学習支援等を行い

ながら、地域の子どもに居場所を提供する取り

組みである。この「居場所」づくりの構想は、

のちのボラセンの設置につながるものである。 
 

２）子ども支援の動きと大学の取り組み 

 平成 27（2015）年度以降、連日、地元の新

聞二紙「琉球新報」「沖縄タイムス」による子ど

もの貧困問題に関する特集や報道もあって、こ

れに関する議論は活発化した。一方で、NPO
やボランティア団体、あるいは個人による学習

支援事業（無料塾）の設立が先行し、続いて子

ども食堂の設立が相次いだ。これらの具体的な

子ども支援策は、沖縄本島だけではなく、宮古

島や石垣島においても実現した。学習支援事業

（無料塾）に関していえば、平成 27（2015）
年2月の時点で、県内41市町村のうち、32の

自治体で取り組まれている。こうした草の根の

活動が県域で広がるなか、沖縄県は、2015年度

末に「子どもの貧困対策推進計画」（以下、「推

進計画」と略）を立案し、それに基づき、子ど

ものライフステージに即した「切れ目」のない

支援活動を目的に始動した。「推進計画」は、沖

縄の子どもの貧困対策を長期的なスパンで対応

しようとするものであり、その実現のために、

沖縄県は、子どもの貧困対策基金として 30 億

円を計上し、各市町村への配分を行い、効果的

な対策事業の後押しを図ったのである。沖縄県

の子どもの生活実態を把握し具体的な支援に乗

り出したことに対して、県内の識者からは高い

評価が寄せられた（１３）。 
ところで、行政や NPO 等による子どもの貧

困対策事業が始まるなか、県内の大学の取り組

みとしてはどのようなものがあるだろうか。平

成 28（2016）年 3 月の時点では、子どもの貧

困対策に焦点をあて、事業を進めていたのは 2
つの大学のみであった。沖縄本島北部唯一の四

年制大学の名桜大学は、平成 25（2013）年度

から名護市社会福祉課及び教育委員会と連携し

て生活困窮世帯の中学生に対して学習支援事業

を展開している（１４）。同事業は、名護市政（稲

嶺市長）の一環に位置づき、大学は教室と支援

者（学生）を提供し、事業の経費は名護市が負

担している。学生は主に教職を履修している者

である。沖縄本島中部に位置する沖縄国際大学

（福祉・ボランティア支援室）は、平成26（2014）
年度から、宜野湾市と連携してひとり親世帯の

中学生への学習支援と居場所づくりを始めてい

る。学生の主体的なサークル活動であり、学生

と地域の中学生が大学の教室でふれ合う機会を

設けている（１５）。また、直接的な子どもの貧困

対策事業とはいえないが、教育相談的機能を有

しているのは、沖縄女子短期大学の「子育て・

とも育ち支援室（１６）」である。同支援室は、大

学所在地の自治体と連携して保育や幼児教育の

研究者による相談活動であり、大学の持ち味を

地域貢献につなげる試みである。 
以上の大学の取り組みは、大学の地域との連

携の観点から実施されているが、子どもの貧困

対策事業としては一部の大学が活動しているに

過ぎなかった。 
  
３）ボラセンの設置 

 平成28（2016）年4月14日、コンソ沖縄（瀬

名波栄喜代表理事）は、経済的に厳しい家庭環

境にある児童生徒を対象に、子ども食堂や学習

支援教室等にボランティアの学生を派遣し、学

習支援の他、芸術活動等によって子どもを支援

するボラセンの設置を決定した。コンソ沖縄に

よるボラセンの設立の背景には、内閣府沖縄振

興局の強力な後押しもあった。ボラセンのセン

ター長は琉球大学教員が就き、副センター長は

県内の大学教員3名、専属のコーディネーター

2 名、事務員 1 名の配置である。センター長及

び副センター長は併任扱いであり、その他の職

員は専任として実務に従事している。ボラセン

の運営費は、先述した内閣府の沖縄県への補助

金 10 億円の一部を活用し、事業の委託を受け

たコンソ沖縄が運営する形態である（１７）。そも

そも、コンソ沖縄が、ボラセンを設立したのは、

子どもの貧困対策への県民の関心が高まったこ

とや定款第４条に、「小中高大連携活動」と「各
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種の地域社会貢献」が謳われていることが根拠

になっている。大学が地域の問題の中でも、特

に、深刻化している子どもの貧困問題に関与す

ることは地域社会への貢献であると認識された

といえるが、沖縄県の基金拠出と各自治体の施

策が始動するなか、県内大学も重い腰を上げざ

るを得なくなったというのが実情に近い。実際、

ボラセン設立に関する県内の学長会議では、学

生を居場所へ派遣することに慎重な声もあった。

生活費や授業料を稼ぐためにアルバイトをして

いる学生を安易に派遣させるべきではないとい

う意見である。また、学生の生活事情を勘案し

て、学生のボランティアは、有償であるべきで

あるという提案もあった。これらの意見に対し

て、会議主催の内閣府は、「学生がボランティア

に持続して参加するために民間企業に経済的な

協力を求め、有償ボランティアの態勢を確保す

ることが大切だ」と説明した（１８）。これに呼応

するように、県内の経済会も、学生の派遣に係

る経費（謝金）については、協力する姿勢を示

し（１９）、学生への謝金は寄付金で賄うことにな

った。こうして、学生をボランティアとして子

どもの居場所に派遣するという事業は、県内の

産業界と内閣府・沖縄県・大学という産官学の

連携によって運営されることになった。 
 
２．ボラセンの運営をめぐる議論 

 ボラセンの設置要項（2016年4月14日制定）

をみると、その目的は、「貧困の状況にある子ど

もを支援する居場所（以下「子どもの居場所」

という。）において、県内の大学生等が自発的な

意志に基づき学習支援等の活動を円滑に行える

よう、学生派遣の支援等に係る業務を行うため

（第 1 条）」であるとしている。あくまでも、

ボラセンは、学生等の自発的な意思に基づくボ

ランティア活動を円滑ならしめる機関としての

位置づけである。ボラセンの業務は、学生のボ

ランティア活動に関する啓発活動、学生の登録

や研修、居場所と学生のマッチング、学生の派

遣等となっている（第 2 条）。ボラセン専任の

コーディネーターは、学生と派遣先の連絡調整

を行い、事務職員が補佐している。センター長

はボラセンを統括し、副センター長は、センタ

ー長を補佐する役割がある（第 3 条）。ボラセ

ン内の調整会議（センター長、副センター長等

で構成）は、「必要と認めたときは、委員以外の

者の出席を求め、意見を聴くことができる」（第

5条）と規定している。 
ボラセンは、子どもの貧困対策事業としては、

県内大学の協力を得ての広域的な取り組みであ

る。ボラセンをめぐっては、当初から、運営方

法や学生募集の方法、居場所への学生派遣方法

等についての課題が指摘され、繰り返し、度重

なる議論があった。なぜなら、コンソ沖縄の具

体的かつ初めての実際的な機能を有する機関で

ありながらも、参考となるべき先行事例がない

ために基本的な組織や機能のあり方について、

ゼロベースから議論を始めなければならなかっ

たこと、ボラセンの事務局は琉球大学内に設置

されるが、コンソ沖縄の機関である以上、他大

学の意思も十分尊重されなければならないこと、

離島やへき地の状況をみながら学生の派遣を前

向きに検討しなければならないこと、沖縄県や

内閣府の意向を反映させる必要があること、等

である。ボラセンは、様々な関係機関等の意見

調整の上に成り立つ性格ゆえ、実際の学生派遣

まで時間を要した。 
では、ボラセン設立に先立つ事務レベルにお

ける会議では、実際、どのような議論があった

のか。ボラセン設立決定直後の「子供の居場所

学生ボランティアコーディネート事業」におけ

る議論の骨子は、以下の通りであった（２０）。 
 
①学生募集の告知、ボランティア学生の登録、

ホームページの立ち上げ等、主に広報に関

すること。 
②学生の資質を担保する事前研修の実施に関

すること。 
③学生の交通費、謝金、保険に関すること。 
④学生の派遣先（居場所）の選定に関すること。 
⑤学生と居場所のマッチング方法に関するこ

と。 
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⑥離島への学生派遣に関すること。 
⑦ボランティアの単位化に関すること。 
 
特に議論になったのは、②～⑤についてであ

った。以下、各項目についての結論を整理して

おく。 
②学生向けの事前研修は、居場所への派遣の

前に、受講することが義務づけられた。守秘義

務を含む研修内容については、各大学での福祉

実習や教育実習等を参考にすることになった。 
③学生の交通費・謝金等のうち、居場所への

交通費はボラセンの予算で対応し、謝金は経済

界等からの寄付による基金で処することになっ

た。最終的に、学生への謝金は沖縄県の最低賃

金相当の時給700円に決定された。 
④学生の派遣先である居場所は、自治体から

の推薦を待って決定することになり、まずは地

域を限定しての派遣から開始することになった。 
⑤学生と居場所のマッチングについては、学

生の配置要望等を受け入れながらコーディネー

ターによる調整の大切さがあらためて確認され

た。 

 

３．学生派遣の仕組みとコーディネーターの役

割 
ボラセンの業務は、多岐にわたり、それぞれ

の業務についても検討課題がありそれらを調整

しながらの運営である。とりわけ、学生の派遣

の手続き・マッチングは重要である（「学生ボラ

ンティアセンター（仮称）概念図（案）」参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学生が子どもの居場所へ派遣される仕組みは、

①学生のボラセンへの応募、②事前研修の受講

（義務）、③学生サポートボランティアとしての

登録、④学生の希望と子どもの居場所のマッチ

ング、⑤子どもの居場所へ学生を派遣、である。

コーディネーターからの聞き取りによると（２１）、

特に、居場所と学生の派遣というマッチングが

重要な業務になっている、という。具体的には、

学生の授業やアルバイト、サークル活動以外で

の時間帯と居場所の指定する活動帯との調整で

あるが、これは容易なことではない。コーディ

ネーターにとって、学生事情と居場所の要望と

の調整が重要な職務であるが、ボラセンの方針

として、事前研修を受けた者が派遣されること

になっているため、研修を受けてもマッチング

が上手く行かなければ派遣されない状況もある。

また、派遣学生の実情をみると、既にボランテ

ィアの経験をしている者、大学の教職履修者や

福祉系の学科に所属している者がいる一方、ボ

ランティア未経験者や予備知識がない者もいる。

同一内容の事前研修の実施の在り方も課題とさ

れ、学生の要望（居場所での実際の子どもとの

対応の仕方等）を反映させることも検討されて

いる（２２）。 
 
４．居場所における学生の支援活動の実際 

平成 28（2016）年 12 月 15 日現在、8 市町

村 14 箇所の学習支援、子ども食堂、居場所等

へ39名の学生が派遣されている（「表１ 居場

所への学生派遣状況」）。 

 

表１ 居場所への学生派遣状況 

自治体名 派遣者数 自治体名 派遣者数 

浦添市① 2 読谷村① 1 

沖縄市② 3 南風原町② 7 

名護市② 18 中城村① 1 

那覇市④ 5 南城市① 2 

合計 39 
※ボラセン提供資料より作成。 
※派遣期間 平成28年6月28日～12月15日。 
※自治体名の後の数字は居場所の数を示す。 
表の見方（例） 平成28年6月28日～12月15日の間、 
名護市の2つの居場所に18名の学生が派遣されている。 
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これらは、沖縄本島内の居場所等への派遣で

あり、宮古島、石垣島等の離島出身の学生は、

長期休業中を利用して離島での活動が期待さ

れている。 
大学生の派遣の状況をみると（「表２ 大学

生の派遣状況」）、県内11の大学のうち、6つの

大学が学生を派遣している。 
居場所への学生派遣は歓迎されているが、派

遣学生の絶対数が少ないとの現場からの声も

ある。事前研修を終え、派遣調整中の学生もい

ることから、今後、学生派遣は進むものと考え

られる。また、学生の支援を支えるために、県

ソーシャルワーカー協議会、県医師会、県臨床

心理士会等の専門職団体よりメンターが派遣

される仕組みも整えられつつある。これは、学

生の相談に対応したり、専門的な助言を行った

りすることで学生の悩みや負担の軽減、学生の

自己成長を促すことを目的としている。こうし

たボラセンの学生派遣の仕組みをつくりなが

ら、学生の派遣事業は進められている。 
ところで、ボラセンによる学生派遣の第1号

は、名護市の大中区にある居場所“きじむな～” 
である。“きじむな～”は、先述した名護市と 
名桜大学が連携して運営している学習支援教室

の第 2 教室としての位置づけであり、平成 28
（2016）年6月28日、開設した。 
平日と週末の2回、2時間の活動である。“き

じむな～”は、主に小学生向けの居場所であり、

子どもは徒歩又は保護者の自家用車での送迎

で来室する。名護市役所こども家庭部は、居場

所への通所を希望する子どもの登録を受け付

け、“きじむな～”の運営に関わる専任の事務

員を配置している。支援者は学生であり、主に

教員免許状の取得希望者がシフトを組み、支援

を行っている。“きじむな～”は、他の居場所

とは異なり、学生が居場所を運営し、市役所や

事務員、大学関係者が側面からサポートしてい

る点に特徴がある。 
市の広報誌に「募集」が掲載されたこともあ

って、市役所には小学生を持つ保護者からの問

い合わせが殺到した。ほぼ非課税世帯からの問

い合わせであ

る。現在、教室

の収容力も考

慮して、20～25
名の小学生を

対象に支援活

動を行ってい

る。居場所での

活動は、学校の

宿題のお手伝

いやレク活動、

創作活動等で

あり、子どもの

意向を尊重し

ながら支援者

の学生がサポ

ートしている。支援室は満室で賑やかであり、

学生と子どもの微笑ましい交流の場となって

いる。子どもの要望を受け入れ、学生企画のピ

クニックを実施する等、学生の企画・実行力も

育ちつつある。“きじむな～”の学生責任者は、

「子どもたちが気軽に足を運べる、また来たい

と思えるような居場所になるよう、私たちにで

きる支援や教室運営に努めていきたい。子ども

たちの笑顔が沢山あふれる教室でありたいと

心から願う」と述べる。ピクニックを企画した

学生は、「子ども同士の関係性も深まり学校や

学年を越えて、一緒に遊び、ご飯を食べている

様子を見守りながら穏やかな時間を過ごした。

公園へ行き、みんなで身体を使って遊ぶことが、

小学生にとって楽しい時間になるのだという

ことを学びました」と語る。支援者の学生は、

子どもの意向に合わせた居場所づくりの必要

性を痛感し、居場所での子どもとの関わりの中

で子ども理解を一層深め、学生自身も、自己成

長しているといえるだろう。また、コミュニケ

ーションの苦手な低学年の男児に声かけを意

識し、子ども集団に誘うことで徐々に積極性が

増したことに喜びを感じている学生もいる（２３）。 
県内の他の居場所において活動に参加して

いる学生は、多感な子どもたちとボランティア

表２ 大学生の派遣状況 

大学名 派遣

者数 
名桜大学 16

琉球大学 8

沖縄国際大学 5

沖縄大学 4

沖縄県立芸術大学 2

沖縄キリスト教学院大学 0

沖縄工業高等専門学校 2

沖縄県立看護大学 0

沖縄科学技術大学院大学 0

沖縄女子短期大学 0

沖縄キリスト教短期大学 0

合計 37

ボラセン提供資料より作成。 
（平成28年12月15日現在） 
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を通して関わるので、「一人ひとりが自覚を持

って活動に参加することが大事（２４）」、居場所

においても食事の提供だけではなく、「食育も

同時に行うことに意味がある（２５）」ことを理解

している。ボランティア先の活動が多様に展開

されているからこそ、子どもに対しても多様な

関わり方を学生は学んでいる。 
 

おわりに 

 ボラセンは、コンソ沖縄の組織として設立さ

れ、産官との連携と財政的な支援を受けて、学

生を県域の居場所に派遣するという事業を進め

ている。県内各地で設置された自治体による学

習支援事業や NPO による子ども食堂等の広が

りのなかで、急ごしらえ感はあるものの、ボラ

センの設置と運営は、大学が子どもの貧困問題

に無関心ではないことをアピールしつつ、学生

が主体的に地域活動へ参加し、居場所や子ども

との関わりのなかで、学びを深め、自己成長を

遂げていくものと期待されている。居場所や子

どもの立場からも、大学（学生）が身近な支援

者として存在していると感じ、学生と子どもと

の関わり合いによる期待が寄せられている（２６）。 
 「はじめに」で述べたように、学生は、大学

と地域をつなぐ人的リソースとして大切な役割

を期待されていることから、本稿では、学生の

地域貢献の在り方について注目し、検討事例と

して沖縄のボラセンを取り上げた。本論の中で

述べたように、学生派遣の際の課題は種々ある

が、特に、学生と活動場所との調整とその役割

を担うコーディネーターは重要であり、これか

らも、学生が“気持ちよく活動に参加できる”

仕組みをどのようにつくるのか、が関係者の課

題である。今後、地域活動を実践している学生

の支援態勢をどのようにつくりあげていくのか、

学生の地域活動の継続のためにはメンター制を

どのように発揮させるのか、地域活動を実践し

ている学生の支援の立場から検討すべき課題も

少なくない。こうした課題を丁寧に取り上げ、

改善策を探ることで地域における学生の支援活

動が実りあるものになるだろう。それは、学生

の地域活動の充実を考えるということであると

同時に、学生は大学と地域をつなぐだけではな

く、大学と地域の連携と協働の在り方を考えさ

せる契機にもなっているといえる。 
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Contributions of universities towards Child Poverty, Focusing on the 
establishment of the student volunteer center for children's place- 

 
KANO, Hideaki (Meio University) 

 
Abstract 

The child poverty issue in Okinawa is becoming more serious. Given the 
situation, the universities in Okinawa organized ‘the children’s place: a student 
volunteer center’ to support those children whose families are facing serious 
financial trouble by providing a children’s diner and a learning support class 
staffed by student volunteers. The center is run by the participating universities 
with the support from the government and the business community. The main 
services the center offers are a public awareness program for the volunteer 
activities, registration and training for the university students, matching between 
the center and the students, and the dispatch of students. Student activity in the 
local community can not only be an invaluable asset connecting the universities 
and the local community, but also play an important role in promoting 
collaboration between them. 
 
Key words: Child poverty issue, University contribution to the local community,     
Volunteer center 
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夜間中学開設をめぐるポリティーク 

―奈良県、奈良市の議会録の分析を通してー 
The “politique” in the process of establishing a Public Evening Junior High 

School: An Analysis of the Minutes of Nara Prefecture and Nara city 
 

横関理恵（北海道大学教育学院博士後期課程） 
YOKOZEKI, Rie (Hokkaido University Graduate School of Education) 

 
Ⅰ．問題の所在 

本研究の目的は、1970年代に奈良市で展開さ

れた中学校夜間学級（以下、夜間中学）の開設

過程を検討するものである。 
1947 年に新学制が発足し六三制の義務教育

制度が発足した頃、夜間中学が開設された。こ

の時期、家庭の経済的事情で、昼間は働かざる

を得ず、長期欠席・不就学状態にあった学齢期

の生徒への対応が夜間中学の主要な問題であっ

た。学齢超過者への教育保障の問題が浮上する

のは、1960 年代以降である（１）。学齢超過者と

学齢の子どもの間に「境界線」を引き、後者だ

けを学校教育（義務教育）で教育権を保障する

制度になっていたからである。 
ところで、本稿でいう「境界線」とは何を意

味するのか。日本国憲法第26条で、国民は「教

育を受ける権利」を有し、その保護する子ども

に「教育をうけさせる義務」があることが定め

られている。保護者に課せられた就学義務（新

教育基本法第 5 条、新学校教育法 16・17 条）

とは、学齢の子どもを義務教育学校に通わせる

ことである。また、国・市町村などの地方自治

体は、その区域内にある「学齢」の児童・生徒

を就学させるために必要な小学校、中学校を設

置する義務がある（新学校教育法 38・49 条）。

このように、保護者に課せられた子どもを就学

させる就学義務、地方自治体に課せられた小・

中学校設置義務は、「学齢」の児童・生徒を対象

としているのであり、学齢超過者を対象として

いない。つまり、日本の義務教育制度に包摂さ

れるか否かの「境界線」は、原則として学齢か

否かの間に法的根拠をもって引かれているので

ある。このことが我が国の義務教育制度におい

て極めて重要な課題であり、この課題に応えて

きたのが、義務教育制度内にある夜間中学であ

る。 
夜間中学は、戦後から 1960 年代までごく一

部の限られた地域に開設されていた。しかし、

1966 年に行政管理庁による行政勧告で夜間中

学の早期廃止が求められ、全国の学校数は急減

した。これを契機に各自治体で夜間中学を設置

する是非や意義について議論が沸き起こり、夜

間中学未設置区の住民たちは夜間中学の開設を

求めて運動を展開した。 
奈良県・奈良市では、1976年から住民運動が

開始され、まず、同年 9 月、自主夜間中学「奈

良夜間中学校」を開設、奈良市立春日中学校に

公立夜間中学が開設されたのは 1978 年 4 月の

ことだった。その後、千葉県市川市では 1981
年 4 月に、神奈川県川崎市では 1982 年に市民

運動の末、夜間中学が開設されている。だが、

東京都江東区では 1981 年から、千葉県松戸市

では1983年から、埼玉県川口市では1985年か

ら夜間中学開設運動が展開されてきたがその開

設には至っていない（２）。 
本稿が着目する奈良県及び奈良市では、住民
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が「奈良に夜間中学をつくる会」を結成し、奈

良県教育委員会、奈良市教育委員会と交渉を重

ね、さらには、公立の夜間中学の開設が実現す

るまで自主夜間中学「奈良夜間中学校」を開設

し夜間中学を必要とする人々の学びの場を作っ

た。その間も日本社会党の県議会議員、市議会

議員に働きかけ、公立の夜間中学開設に至った

経緯がある。本稿が奈良県、奈良市に着目する

理由は、地域住民による夜間中学開設運動が活

発に行われた地域であること、そして、夜間中

学開設をめぐる議論の検証を可能とする詳細な

記述が奈良市議会、奈良県議会、奈良市教育厚

生委員会の会議録に残されていたからである。 
 
Ⅱ．先行研究と分析概念の検討 

１．先行研究の検討 

ここでは、本研究の視座を明確にするため、

本稿が対象とする夜間中学に関する先行研究と

本研究との相違点を明示したい。夜間中学に関

する学術研究の蓄積は多いとは言えないが、塚

原雄太（1969）、見城慶和他（2002）などに代

表される夜間中学の教員による教育実践記録が

ある（３）。また、松崎運之助（1979）、草京子（2013）
などによる夜間中学の歴史的叙述もある（４）。さ

らに、関本保孝（2017）、須田登美雄（2017）
などの夜間中学に関する政策動向に関する現状

報告がある（５）。 
特に、本稿が対象とする奈良県、奈良市に着

目した書誌には、大阪市立天王寺夜間中学の教

員であり、「奈良に夜間中学をつくる会」の事務

局長である岩井好子（1977）の著作がある（６）。

また、奈良で夜間中学開設運動を取材した新聞

記者川瀬俊治（1978）の著作がある（７）。これ

らの著作は、奈良に夜間中学を開設する運動を

展開した経緯を詳細に書き残した貴重な記録誌

である。このように夜間中学の教員や新聞記者

が残した叙述から、夜間中学の開設などの概括

的経緯を知ることができる。 
夜間中学に関する学術研究では、戦後から

1960 年代以前を対象とした著書に、尾形利

雄、・長田三男（1967）、赤塚康雄（1976）があ

る（８）。また、個別の論文では、田中勝文（1978）、
寺本喜一（1954）、江口怜（2014）、浅野慎一

（2014）、江口（2015）があり、夜間中学の実態

を解明する研究がなされた（９）。 
1970 年代以降をも対象とした研究に栗田克

実（2001）、浅野慎一（2014）などがあり、こ

れまでの研究を基盤としつつ対象時期を拡張し

て歴史的研究が進められてきた（１０）。さらに、

近年では徐阿貴（2012）の研究（１１）、大多和雅

絵（2017）の研究がある（１２）。 
とりわけ、大多和（2017）は、夜間中学が公

教育、特に、義務教育制度の枠組みのなかでい

かに存立しているのか、また、義務教育制度の

中で学齢超過者の教育機会はどのように保障さ

れてきたのか/こなかったのか、その点に着目し

ている。そして、これまでの先行研究では、あ

まり取り上げられなかった教育行政側の資料を

用いて、教育現場と文部省の相互の動向に注視

して夜間中学の存立を明らかにしている。また、

夜間中学をめぐって様々な葛藤を抱える政府及

び自治体の諸相を具体的に明らかにすることで、

公教育の周辺領域の一つを明らかにした。さら

に、これまで教育学研究の総体として学齢超過

者の教育機会の問題は積極的に取り上げられる

ものではなかったが、そこにあえて踏み込み、

義務教育制度が抱える学齢超過者の教育機会の

保障に関する問題群を新たに提示した研究とし

て注目すべきである。 
特に、1970年代は、夜間中学の存在によって、

義務教育の補充機能の必要性が可視化されたの

だが、政府は制度を改善する手立てを講じず、

そのため、学齢超過者の教育権保障を求める

人々と政府との対照関係がより明確化された時

期である。大多和はこの時期の夜間中学の開設

運動に着目し、夜間中学のメカニズムを探ろう

と試みており、同時期を取りあげる本稿に多く

の示唆を与えてくれている。 
しかし、大多和の研究と本稿が異なるのは以

下の 2 点である。第一に、大多和の研究では、

夜間中学の存続に関して文部省の方針とその変

遷を丁寧に検証している。さらに、地方自治体
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の事例には、東京都を取りあげて行政側の対応

を検証している。これに対して、本稿は夜間中

学の開設・存立に対して国の議論だけでは見え

ない地方自治体（奈良県・奈良市）の対応を検

証する。第二に、学齢超過者の教育権保障を夜

間中学で担うことに対する地方自治体の認識の

変容のロジックを明らかにする点にある。先に

述べたように、学齢を超過した者へは、保護者、

国、地方自治体も教育機会の保障をする義務は

ないという法的解釈がある。こうした解釈のも

とでは、学校教育制度上、義務教育未修了者で

学齢超過者の教育機会の保障の担い手は不明確

であり、一般的には、「学齢」の児童・生徒は学

校教育で就学させ、学齢超過者は、社会教育で

その学習機会を保障するという認識がある。つ

まり、学校教育と社会教育の対象者は学齢か否

かによって「境界線」がひかれているのである。

夜間中学の問題はまさにこの境界線上にある。 
本稿では、この「境界線」の引き直しがどのよ

うな議論の積み重ねによって行われたのかとい

うことに着眼点を置き、そのロジックを検証し

新たな視点を提示するものである。なお、この

ロジックの検証には、フランスの政治哲学者ジ

ャック・ランシェール（Jacques Rancière）が

用いる「ポリティーク」を分析概念に援用する。 
 
２．分析概念の検討 

本稿で援用する分析概念は、ランシェールが

用いる「ポリティーク」である。この概念につ

いて、『不和あるいは了解なき了解』の訳者であ

る松葉祥一は、「職業と富の分配のシステムとし

てのポリス的秩序は、言葉に代表される感性的

なものの分割＝共有という前提に立っているが、

この前提に基づいて分け前なき者とされてきた

人々が、実は自分たちも言葉を共有しているこ

とを暴露し、その結果ポリス的秩序が偶然的な

ものに過ぎないことを明らかにすること、これ

が政治である（１３）」と述べている。 
つまり、「ポリティーク」とは、社会のある領

域―本稿では特に、学齢超過者の教育権保障の

領域―に浸透している秩序に従って、社会を隔

てている「境界線」が、その線の「外」側に位

置づけられた人々からの声によって揺るがされ

る事態を指す。また、本稿における「境界線」

とは、議論や交渉の過程で生起するが、ある集

団において人々の言葉や行為が共有されること

で、その都度、変容し、消滅し、あるいは、ま

た、引き直しがなされる動的なものである。本

稿で分析視角に「ポリティーク」概念を採用し

たのは、従来、義務教育制度における教育保障

の対象外とされてきた「分け前なき者」である

学齢超過者に焦点化できるためである。 
そこで、本稿では、学齢か否かで学校教育か

社会教育かを区分してきた教育行政側の認識、

つまり、「境界線」の在り様を明らかにし、市民

運動やその運動に共感した社会党議員の働きか

けにより、その「境界線」が変容するロジック

をランシェールの「ポリティーク」概念を援用

し考察する。 
本稿で参照する資料は、主に 1976 年、1977

年奈良県議会会議録と、1976年奈良市議会会議

録、1977年奈良市教育厚生委員会会議録である。

以下では、まず、「奈良市に夜間中学をつくる会」

の概要を確認した後（Ⅲ）、奈良県議会、奈良市

議会、奈良市教育厚生委員会の会議録を用いて、

奈良県知事、奈良市長、奈良県教育長、奈良市

教育長、日本社会党議員の発言を詳細に検討し

（Ⅳ）、それぞれの発言の意図を含め議論の再構

成を行う（Ⅴ）。 
 
Ⅲ.「奈良に夜間中学をつくる会」の概要 

1975 年 11 月に大阪府教育委員会は、大阪府

外在住者を府内の夜間中学の入学対象者から除

外する方針を打ち出した。当時、奈良県に夜間

中学がない為、大阪の夜間中学に通っていた奈

良県民は通える夜間中学を失った（１４）。 
1969 年 6 月から大阪市立天王寺夜間中学の

教員であり、大阪の「夜間中学を育てる会」の

メンバーの一人であった岩井好子は、「奈良に夜

間中学をつくる会」を発足させようと動き始め

る。岩井は大阪市教職員組合での活動歴は長か

ったが、自身が住まう奈良市での活動は初めて
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であった（１５）。この活動を知った奈良県議会議

員田辺和夫（日本社会党）は、1976年2月下旬

に岩井に連絡をいれ、「3月の県議会で夜間中学

について質問したい（１６）」と依頼している。田

辺は、定時制高校と大学二部で学んだ経験があ

り、夜間中学に関心があった。岩井の家を訪問

した際、それまで知らなかった夜間中学の問題

を知り、学齢超過者の教育機会の保障を考える

ようになったのである（１７）。 
ちょうどその頃、奈良市議会議員である市原

みちえ（日本社会党）は、大阪教職員組合へあ

いさつ回りをした時、岩井から大阪府が他府県

からの入学を制限することを聞き、夜間中学を

奈良市で開設することに尽力したいと考えるよ

うになった（１８）。 
1976 年 3 月 5 日、奈良県文化会館で「第 1

回夜間中学学習会」が開催され、同年 3 月 27
日、「奈良に夜間中学をつくる会」準備会が開催

された。代表は、老田誠一（日中友好協会正統

本部事務局長・国鉄職員奈良駅勤務）とし、事

務局長は岩井とした（１９）。 
1976年6月13日、奈良市法蓮町の春日野荘

で「奈良に夜間中学をつくる会」の結成総会が

開催された。総会で「奈良に夜間中学をつくる

会」は、3 つの運動方針（①奈良県内の義務教

育未修了者を探す、②1977年度をめどに公立の

夜間中学を開設するよう奈良県、奈良市の両教

育委員会に要望書を出す、③公立化が実現する

まで自主夜間中学を開設する（２０））を活動の軸

とし夜間中学開設運動を展開していった。 
 
Ⅳ.夜間中学開設をめぐる議論-奈良県、奈良市

の議会録を手掛かりに― 

１．「学齢超過者の教育権保障」と「市町村の責

任」との関係性に係る争点 

1976 年 3 月 8 日、第 150 回定例奈良県議会

で田辺和夫は初めて夜間中学の質問をしている。

田辺は奈良県知事、奈良県教育委員会教育長、

同教育委員長に対して、義務教育を受ける機会

を得られず学齢を超過している人々の存在を取

りあげた上で、夜間中学がそれらの人々の学び

の場となっていることを説明している（２１）。「私

は夜間中学があるとはそれまで全然知りません

でした。義務教育である中学校に夜間がある方

がどうもおかしい、無理をしてでも義務教育は

ちやんと昼間行くべきであると思つていたので

あります。（２２）」しかし、学齢超過者の教育を受

ける権利保障という重要な問題があること、大

阪府の入学制限により通える夜間中学を失う奈

良県民が存在することを述べ、「奈良にも夜間中

学を設置することを前向きに考えてほしい」と

県知事、県教育委員会教育長に訴えた。これに

対して、奈良県知事奥田良三は以下の答弁をし

た。「夜間中学に関しては、県内からもいままで

大阪にご厄介になつておる。（略）多くは大阪へ

勤めており、それだから向こうの夜間中学で勉

強して帰つてきたら都合がええという方でござ

います。大阪では、市町村立でしょうか（略）

費用も要ることであるから、（略）できたらよそ

から来ておる方には遠慮してもらうというふう

な意向になつておるやうに私もきておるのでご

ざいますが、そういう点から県につくつたらど

うかと、こういうふうなお話でございます。（略）

県で作りますという場合に、（略）ごくわずかな

方にしか利用願えないだろう、しかも、そのわ

ずかな方が、あるいは奈良におり、高田におり、

あるいは橿原におられて、それらの方に都合よ

く利用してもらうためには、ごくわずかな方を

対象にして一つの物をつくらなくちやならない

という傾向がある（略）こちらの一人のために

夜間中学のためにつくるならば、こちらの心身

障害者の施設をつくったらどうか（略）この種

の問題は、いろいろ理想は持っておるけれど、

なかなかそうはうまくはいかない。（略）公平と

言えばどうかと思いますが、（略）一番金を効率

的に使える方からだんだん行かなきやなるまい

と（略）、例えばですよ、県内で相当人数おられ

て、市町村でもおつくりになるなら、もとより

これに協力すればいいと思いますけれども（２３）」

つまり、奈良に夜間中学を開設しても生徒が集

まらないのではないかと危惧しているのである。 
同様に、奈良県教育長池田武夫も以下の答弁を
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している。「夜間中学校は、義務教育の年齢を過

ぎた者で、（略）中学校教育をうけなかつた人が

いっているわけでございまして、文部省の方で

は夜間中学校と言わずに中学校の夜間学級とい

つております。（略）この一定の数の生徒の確保

ということがやはり問題になってくるんだろう

とおもうんです（２４）。」 
池田教育長の発言からは、奈良県下に学齢超

過の義務教育未修了者数は多くないとの前提が

あったことがわかる。さらに、大阪の夜間中学

で教育機会を保障してもらうのが教育財政上、

効率がよく、大阪の夜間中学に通う奈良県民に

とっても、職場が大阪にあるため利便性がよい

という奥田知事の憶測もあり、奈良県は夜間中

学を開設に前向きではなかった。 
再び、奥田知事は、「みんながその義務教育を

受ける権利があるんだと、こう言われました。

そうかもしれません。むしろ義務教育を受ける

義務があるんだ、（略）その人が義務をはたして

いない、（略）家庭の事情もいろいろありましよ

うからそれはわからんではありませんが、（「い

やいやわからんはずや」と叫ぶ者あり）私ども

は子どもの時からね、義務教育を受ける義務が

あるとぼくらは聞いていたんですめいめいがや

っぱり、（「そんなもん親の義務やないか」と叫

ぶ者あり）受けるべき時にうけておくべきでは

ないか（２５）。」 
奥田知事の発言は、義務教育を学齢期に受け

られないのは、本人または保護者にその責任が

あるという主旨であるように理解できる。この

発言からは、学齢超過者に対する義務教育保障

について前向きに考える姿勢は見受けられない。

また、池田教育長も、「まあ、これから研究調査

をするという考えでおりまして、いまのところ

そのような担当者をすぐ設置するという考えは

持っていません（２６）。」という答弁であり、学齢

超過者のために夜間中学を設置することに後ろ

向きだったのである。 
一方、奈良市では1976年3月16日『奈良市

議会3月定例会会議録（第3号）』に、義務教育

未修了者の存在の認識について日本社会党の市

原みちえが市長に質問した記録がある。市原は

夜間中学生の成育歴や生活の様子を説明した上

で「市長に改めて一点だけ、お尋ねをしたいと

おもいます。未就学者の人たちがその後、どん

な生活をしているか、考えてみたことがおあり

でしょうか。まさに、生活にかかわる問題だと

思うわけでございますけれど（２７）」。これに対し

て、奈良市長である鍵田忠三郎は以下のように

答弁している。「夜間中学についてご説明があり

ましたが、義務教育を受け得ることができなか

った人の悲惨であるという点について、これは

大変良い勉強になりました。ところが、それを

すぐに夜間中学をつくることによって解決する

というご意見のようでありましたけれども、そ

れはそうじゃないと思います。（略）夜間中学を

含めてですね、未就学の人の対策を講じていか

にゃいかんという問題なのだと思うのです。わ

たしも行政上それを考えたことはなかったもん

だから、大変参考になりました（２８）。」 
鍵田市長は、直ちに夜間中学を開設すること

が問題の解決にはならないと言っており、これ

まで教育行政課題として学齢超過者の教育権保

障の問題は考えたことはないと明言している。 
さらに、奈良市教育長藤井慶太郎からも以下の

ような答弁があった。「未就学者の対策は、何を

申しましても義務教育適齢年代の子どもの就学

を完全にすると、これが第一の問題であろうと

思います。（略）次に、中学校を就学しないで義

務教育年齢を過ぎてしまう。これに対する対策

をどうするか、これは強制して中学をつくると

いうことはなかなかいろいろ難しい問題があろ

うと思います（略）。何分、強制して収容すると

いう性質のものではこれはいけないと思います

ので、本人の自発によります。それにこたえる

という形でいかなければならぬと考えておりま

す。社会教育としては、大切な問題であろうと

思います（２９）。」奈良市教育長が理解する学齢超

過者の未就学者問題は、学齢児童生徒の就学義

務の問題とは別であると捉えていることがわか

る。つまり、地方自治体や保護者の就学義務は、

子どもが学齢を満了すると同時に消滅するとい
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う行政側の理解から、学齢超過者の教育権保障の

問題は国・市町村の責務によるものではなく、「本

人の自発」による学習を尊重するべきであり、行

政が「強制」するべきではないというのである。 
このように 1976 年 3 月の奈良県議会、同年

同月の奈良市議会の議会録を見る限りでは、県

も市も学齢超過者の義務教育未修了者の教育を

受ける権利保障について行政課題として明確に

認識していたとは言いにくい。県では、奈良県

に夜間中学を開設しても恒常的に生徒数が集ま

らなければ、教育財政上、効率が悪いと考え、

それならば、ある一定数学校数と生徒数がいる

大阪に任せるのが良いと考えている。 
一方、奈良市は1976年の時点で、1948年か

ら 1975 年までの奈良市下における義務教育未

修了者数調査を実施しており、その数は538名

であった（３０）。奈良市は問題の重要性を認識し

つつも、「学齢」の児童・生徒を完全就学させる

方が優先であるという考えであり、学齢超過者

の教育をうける権利を市の責任の下で積極的に

保障しようとはしなかった。 
 
２．学齢超過者の教育権保障と学校教育・社会

教育との関係性における争点 

次に検討するのは約 3 ヶ月後の 1976 年 6 月

22日『奈良市議会6月定例会会議録（第8号）』、

同年 6 月 28 日『第 151 回定例奈良県議会会議

録（第2号）』である。争点は、学齢超過者の教

育権保障を巡る学校教育と社会教育のすみわけ

の問題であった。 
6月22日奈良市議会6月定例会で再び夜間中

学の質問をしたのは市原である。市原は、森井

教育長に「夜間中学を学校教育で位置づけるとい

ろんな問題があるとは、どんな問題でしょうか。

具体的にお示しいただきたいと思います（３１）。」

と質問している。森井教育長は以下のように答

弁した。 
「夜間中学の問題でございますが、これは大阪

とか大都会を中心にいたしまして、夜間中学と

いうのが置かれているのはよく承知しておりま

すが（略）、夜間中学を置きまして、義務教育を

終了しておらない人に義務教育を終えた人と同

じような学力をつける、知識をつけるというこ

とは、これは大切なことであろうと思うのであ

りますが、それだけなら、（略）社会教育的な、

いわゆる学力をつけてあげるというような社会

教育的な研究機関と、（略）この人方の要望いた

しますものについては、なおそれ以上に中学校

を卒業したという資格が必要だというニードが

あるんじゃないかと（略）この点については、

まず、義務教育9年を経まして後3年の間に義

務教育を経なかったというときには、これは義

務的にわれわれの気持ちのほうでやらなければ

ならぬという気持ちになっておるわけでござい

ますけれども、余り義務教育を済ませましてか

ら年限がたちました者につきましてはこの点か

なり研究をしなきゃならぬ問題があるんじゃな

いかと思うのであります。特に先ほど申します

ように学力を補充するということだけでござい

ませんので、いわゆる中学校を卒業したという

資格を与えるということになりますと、この点

について学校教育法との間でなお研究しなきゃ

ならぬ問題があろうと思うのであります（３２）。」 
森井教育長は、学齢超過者の教育権保障を学校

教育（夜間中学）で担うのは、就学義務と学齢

の問題と中学校卒業資格付与の点で学校教育法

上問題だと指摘し、慎重な姿勢を見せた。 
また、奈良県では、同年6月28日に、第151

回定例奈良県議会が開催される予定であった。

その直前の 6 月 24 日に「奈良に夜間中学をつ

くる会」は奈良県教育委員会の池田教育長との

懇談を申し入れ実現させていた。その席で、池

田教育長は、奈良県では夜間中学を作る考えは

ないので、中学校卒業資格がほしい場合は、中

学校卒業認定試験を受験すればよいと述べてい

る。4 日後、奈良県議会で日本社会党の栗山司

がこの池田教育長の発言を批判し、やはり、学

齢超過者も学べる学校（夜間中学）を設置し教

育保障をすべきだと主張し、夜間中学をつくる

気があるのかと詰め寄った（３３）。これに対し、

池田教育長は次のように答弁している。「本県で

中学校（ママ）に入りたいと希望しておるのが
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32 歳、36 歳（2 人）、42 歳（2 人）、これだけ

の5名でございます。（略）しかし、こういう義

務教育の年限を超した人たち、私は原則的に考

えて、年齢的に言うたらやはり自己研修か、あ

るいは社会教育面でこれは取り扱ってゆくべき

問題だろうと、かように思つております。（略）

卒業証書を持つてないひとについては文部省の

方で検定試験を行つているから、それを受けた

ら、毎年本県においては二、三名受けてほとん

ど全員合格しているからそういう制度を利用し

てはどうですか（３４）。」 
池田教育長は、県下の学齢超過である義務教

育未修了者で中学校教育を受けることを希望し

ているものはごくわずかであると強調している。

原則として学齢超過者は社会教育で学力補充を

して、社会教育で付与できない中学校卒業資格

は、卒業認定試験を受験することで代替えでき

ると説明している。池田教育長の認識には、学

齢児童生徒は学校教育で、学齢超過者は社会教

育で教育機会を保障するという確固たる「境界

線」があった。 
 
３．学齢超過者を対象とした教育と「境界線」

の布置の再考に関する争点 

1976年9月7日、「奈良に夜間中学をつくる

会」は、公立の夜間中学の開設を待ってはいら

れないと自主夜間中学「奈良夜間中学校」を私

立正強学園の食堂の二階で開校した。その間、

「奈良に夜間中学をつくる会」は教育行政との粘

り強い交渉を続けた。同年12月24日に奈良県

教育委員会と交渉をもつが、奈良県側は学齢超

過者の教育権保障は社会教育で行うべきである

との方針は崩さなかった。 
しかし、1977 年 1 月 10 日、「奈良に夜間中

学をつくる会」は奈良市教育委員会と交渉を行

い、その際に初めて夜間中学新設の具体案の提

示を受けた（３５）。奈良市教育委員会は、クラス

編成を読み書きのできない人達に対するクラス、

小学校課程用、中学校課程用の計 3 学級を考え

ており、最低5人の教員が必要だとした（３６）。 
一方、1月21日、奈良県教育委員会は奈良市

教育委員会との話し合いで「１学級、教員１人」

の案を出し（３７）、学齢超過者の教育保障を学校

教育で捉える方向に傾きだした。さらに、同年

2月8日に奈良県教育委員会は、「奈良に夜間中

学をつくる会」が公立化を訴えている夜間中学

について「設置者となる奈良市から設置申請の

届け出があれば、県として必要な教員を配置す

る（３８）」と述べ、方針転換が明確に示された。 
しかし、奈良市と奈良県の間に教員配置案で

食い違いがあった。奈良県教育委員会によれば

教員配置数は学級増方式を取り「1 学級の場合

は1 人、2 学級の場合は2から3 人、３学級の

場合、4 人にしたい（３９）」とした。だが、奈良

市教育委員会は「3 学級、教員数 5 人、分校方

式（４０）」で仮申請書を県に提出したのである。 
これに対し、同年 2 月 13 日に奈良県教育委

員会は、「文部省の方針で夜間中学の分校形式は

認められない」と回答した（４１）。その後、奈良

市教育委員会は、認可を受けるため、「奈良市立

伏見中学校の学級増として、正強高校の校舎を

借用したい」と奈良県教育委員会に打診したが、

これも認められることはなかった（４２）。 
このような経緯を経て、1977 年 2 月 28 日、

5 月 16 日、7 月 29 日に開催された奈良市教育

厚生委員会では、奈良県下で初の夜間中学を開

設する上で、夜間中学開設の具体的な条件整備

やそれにまつわる手続きに関する議論ではなく、

夜間中学設置に向けた調査研究の未熟さ、計画

のあいまいさや、夜間中学ビジョンの不明確さ、

教育委員会と市議会との関係の構築に関する問

題が争点となった。 
1977年2月28日の奈良市教育厚生委員会で、

松本委員が教育長に以下の質問をした。「教育長

におききするが、奈良市で夜間中学をやるとか

やらぬとかと新聞で報道されている。本日、委

員長所管事項について報告を求めたのに、誰も

報告しなかったが、新聞報道された以上は、皆

関心をもっているのだから、その辺のいきさつ

を進んで報告する義務があると思う。（略）夜間

中学をやるのかやらないんか。やるとすれば、

どういうふうにやるのか（４３）。」 
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これに対して、奈良市教育委員会の森井教育

長は、以下のように答弁した。「新聞で先走った

報道をされて、私どもも戸惑っている。各種の

事情で義務教育を終えなかった人が大阪の夜間

中学に通っていたが、去年、大阪府・市とも府

下及び市内在住者でなければ断るといってきた

ので、一年間の猶予期間をお願いしたが、この

問題を取りさげざるを得なくなった。現在、奈

良市内在住者が約20名いるので、全国の状況を

勘案して社会教育としてとらえたが、中学校卒

業証書がほしいということであるので、学校教

育としての夜間中学設置の準備をしている県は

学級増でいきたいとしているが、中学校を夜間

使用することは、管理上問題があるし、教員の

定数、事務職員に手が及ばないので、市として

は、国の援助で人的問題は解決できるし、施設

も従来の教育施設を使えば何とかできてゆくだ

ろう。4 月 1 日の開校を要望されているが、現

状ではむずかしい。というのは、該当者を詳細

に調査する必要がある。しかし、学校の性格上

必ずしも4月1日開校ではなくても、出発点を

明確にして進めればよいという考え方で準備し

ている（４４）。」 
森井教育長は、ここで夜間中学開校時期につ

いて計画が未完成であり、学齢超過者を対象と

した学校の性格上、開校日は4月1日に限らな

いとの考えを示した。続いて松本委員は、予算

について質問したが（４５）、森井教育長は「まだ

予算要求できる段階にきていない（４６）」と回答

した。同年 2 月に森井教育長が辞任し、3 月よ

り奈良市教育委員会学校指導課長であった藤井

宗治が教育長に就任した。 
1977年5月26日の奈良市教育厚生委員会で、

藤井教育長に対して松本委員は、「どういう形の

夜間中学をつくろうと思っておられるのか知ら

ないが、原点に返って考えてもらいたい。（略）

あいまいな形で発足したら、後で問題が起こっ

たときに誰が責任をとるのか（略）私は、この

問題について教育委員会の独走だと決めつけた

い。奈良市の意思を決定する議会にどれだけの

ものをしめされたのか。1 月の委員会で前教育

長は、1977年度予算も要求していないといわれ

たので、取りやめになったものと思っていた。

奈良市の場合、すべて計画が後回しになってい

る。図書館建設にも最低 3 年の準備期間が必要

であるのに、思いつきで2月や3月で、補正予

算を組んで発足させたために混乱が起こってい

る、夜間中学も補正予算でやるつもりか（４７）。」

と詰め寄ったのである。 
これに対して、藤井教育長は、「構想について

は担当課長から説明をさせたいとおもっている

が、期限を永久に持つとは考えていない。（略）

これについての予算的な問題があるので、教育

委員会として正式決定し、議会の皆様方のご賛

同を得た後、9月の補正にでもお願いしたい（４８）」

と答えた。松本委員は「教育委員会で決定して

提出するということは、形の上では正しいかも

しれないが、現実には事後承認ではないのか。

（略）教育問題については、専門家である教育委

員会に任せておけ、あとは金の問題だけだ、あ

とは、市長はこれをのむのか、議会はのむのか

という姿勢で物事が行くと思うのか（４９）。」と藤

井教育長を痛烈に批判した。 
松本委員は、夜間中学を開設するからには奈

良市議会と奈良市教委の役割を明確にし、必要

な手続きをしっかり踏んでほしいという立場か

ら教育長を厳しく問いただしている。夜間中学

の開設手続きが難航していた様子が伺える。 
続いて、森本副委員長は以下のように述べ、

計画性と主体性を発揮するよう追求した。「『学

校を開く会（ママ）』から運動あるいは陳情、ま

たは社会的な声がでてくると、関係方面から資

料をもらったり、意見を聞いていて遅くなった

と。これでは、主体性が一つもない。教育委員

会というのは主体性がなくて、執行部は鍵田市

長の命令に従い、片方は議会の委員の決議に従

ってやるというのか。それならば、委員会みた

いなものはやめてしまえばよい（５０）。」 
1977年7月29日の奈良市議会「教育厚生委

員会会議録」の記述からは、学齢超過者の教育

権保障を学校教育（夜間中学）で担うと決まっ

た後も夜間中学のビジョンが定まらぬ状況が伺
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えた。市原委員は同年 2 月に 3 学級、4 人教員

配置が県議会で議決され、予算が確定されなが

ら、9 月開校が出来ない理由を藤井教育長に問

うている。それに対し、藤井教育長は「開設が

遅れている一番の原因は、私を含め教育委員会

の審議がいまだ不十分であるということに尽き

る」と答弁した。 
市原は、「勉強が不十分だ、審議が不十分だと

いう話が余りにも多すぎる。すでに一年以上た

っている。（略）昼間の生徒が46人も放置され

たらどういう問題になるのか、自分の責任では

なく、社会的、経済的な様々な理由によって学

校へ行けなかった人たちが、今自ら名乗り出て、

その恥ずかしさを乗り越えて通学しているひと

たちがどういう思いで公立化されるのをまって

いるのか、もう一度考えてほしい。教育委員会

として、その責任をはたそうとされているのか

どうか疑問に思う。（略）委員会全体の皆さんに

ぜひお願いしたいが、私あるいは議会関係者、

他の市民の声よりも生徒自身がどういう苦しみ

の中でいままで生活をしてこられたのか（略）

生徒自身の声をぜひ、聞いてあげてほしい」と

述べた。教育厚生委員会は、奈良市の夜間中学

の条件整備を検討するために、先行事例として

公立夜間中学を訪問した。また、学校教育法施

行令第25条に基づいて、夜間中学の開設は、二

部授業で認められるので分校方式はやめて、学級

増で考えるとした。その他、形式卒業者の問題と

合わせて、聴講生制度を検討したいなどの意見が

だされた。このようにして、奈良市の夜間中学の

ビジョンが構築されていったのである。 
1977年12月6日、奈良市議会で一般会計の

補正予算が計上され、ようやく開校の見通しが

たち、1978年4月14日奈良市春日中学校に夜

間中学が設置されることが決定された。 
 
Ⅴ.「夜間中学」開設をめぐるポリティーク 

１．夜間中学開設の経緯を取り巻く政治的秩序 

本章では、前章で検討してきた夜間中学の開

設をめぐる奈良県議会、奈良市議会、奈良市教

育厚生委員会での議論の分析から示された 3 つ

の争点（①「学齢超過者の教育権保障」と「市

町村の責任」、②学齢超過者の教育権保障と学校

教育・社会教育の区分、③学齢超過者を対象と

した教育と「境界線」の布置の再考）について、

ランシェールの「ポリティーク」概念を手掛か

りに検討する。ランシェールは政治にかかわる

語を異なった意味で、「ポリス」と「ポリティー

ク」と区別して用いている。「ポリス」について、

「一般的に政治の名前で呼ばれているのは、集団

への参加と同意、権力の組織化、地位と職業の

分配、この分配の正当化のシステムなどが働く

プロセスの全体である。私はそれをポリスと呼

ぶように提案する（５１）」と説明している。一方、

「ポリティーク」とは、社会における分配を所与

のものとして正当化し、「当事者を決め、分け前

があるかないかを決める感性的なものの布置を、

定義上その布置の中に場所を持たぬ前提、つま

り、分け前なき者の分け前という前提によって

切断する活動（５２）」である。言い換えれば、そ

れまで、「分け前」を与えられなかった者たちが、

自らの配分を計算に入れるように求めることに

より、支配の「ポリス」的秩序が中断され、共

同体における共有物の配分を決めていた「境界

線」が揺るがされる。ランシェールの「ポリテ

ィーク」の概念を教育学に敷延するなら、「学齢」

の児童・生徒の教育権保障は、学校教育（義務

教育）で担うという地位を貼り付け、この分配

のシステムに正統性を持たせるポリス的ロジッ

クである。「学齢」の児童・生徒のみに学校教育

の地位を付与する側からは、「学齢超過者の義務

教育機会の保障」の問題は「見えないもの」と

なる。 
争点①「学齢超過者の教育権保障」と「市町

村の責任」で伺えたように、県、市には、夜間

中学を積極的に開設し学齢超過者の教育保障を

しようという姿勢はなかった。 
争点②学齢超過者の教育権保障と学校教育・

社会教育の区分では、学齢超過者は社会教育で

学力補充する側に置かれ、学校教育で教育を受

ける正統的立場にはない。社会教育では中学校

卒業資格を付与できない問題があるが、中学校
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卒業認定試験に合格すれば取得できるとし、あ

くまでも、学齢超過者は学校教育の領域外だと

いう行政側の秩序を明らかにした。 
争点③学齢超過者を対象とした教育と「境界

線」の布置の再考では、教育行政を担う「主体

性」の不在を強く批判し、松本委員は教育長に

対して夜間中学構想と明確な計画案を示すよう

要求した。先述したとおり、学齢を超過した者

（満15歳の学年末を超過したもの）については、

教育機会を保障する責任の所在が不明確であっ

た。このような状況だからこそ、教育行政側の

主体性が求められていたのだろう。 
一方、「奈良に夜間中学をつくる会」の岩井と

共に夜間中学増設運動をしてきた奈良市議会議

員である市原は、国の義務教育制度の中で、見

過ごされ「無視」されてきた学齢超過者、「計算

に入れられなかった人々」にも、夜間中学を設

置し、義務教育を受ける機会、つまり、国民と

して得られるべき「分け前」を保障する責任を

奈良市議会で問うていた。「奈良に夜間中学をつ

くる会」は、奈良県教育委員会と奈良市教育員

会と交渉を重ね、さらに、公立の夜間中学の設

置を待つのではなく、自主夜間中学を開設し、

公立化の見通しがつくまで、学齢超過者の学び

の機会を提供する場を作った。その活動はやが

て新聞報道され、学齢超過者の存在とその教育

保障の問題について社会的に知らしめることと

なった。このような経緯を経て、奈良市教育委

員会は、夜間中学開設の具体案を出すに至る。

つまり、「学齢」の児童・生徒は学校教育で、学

齢超過者は社会教育でと両者を隔ててきた「境

界線」が揺らぎ、社会教育で受け入れるとして

いた学齢超過者の教育機会を学校教育、すなわ

ち、夜間中学で保障すると決まった。このこと

は、学齢か否かにかかわらずすべての人々を包

摂するよう、必要に応じて「境界線」の輪郭を

拡大したとみることができよう。 
 

２．本稿の知見と今後の課題 

本稿では、学齢か否かで、学校教育と社会教

育を分け隔ててきた「境界線」の布置が、学校

教育である夜間中学の開設を巡って再定義され

た経緯に着目した。そして、1970年代の奈良市

の夜間中学開設運動で学齢超過者の権利保障が

いかなる経過とロジックによって実現したのか

を、主に議会録の記述の分析を通じてランシェ

ールの「ポリティーク」概念を援用し分析を試

みてきた。その結果、得られた知見は以下の三

点である。 
まず、「奈良に夜間中学をつくる会」が発足し

た背景には、大阪府が府外からの入学者を受け

入れない方針を出したことがある。当時、奈良

県下には夜間中学がなく、多くの学齢超過者が

大阪の夜間中学に通っていたのである。この学

齢超過者の義務教育を受ける権利保障の問題は、

学齢の児童・生徒のみ学校教育で受け入れると

いう立場をとっていた教育行政には、見えない

問題として「無視」され続けてきた。この問題

を引き取ったのが、大阪市立天王寺夜間中学教

員岩井好子であった。岩井は「奈良に夜間中学

をつくる会」を結成し、奈良市で生活する学齢

超過者の教育権保障の問題を浮上させた。 
第二に、「奈良に夜間中学をつくる会」は、奈

良県教育委員会、奈良市教育委員会と度重なる

交渉を重ねた。さらに、田辺県議会議員（日本

社会党）と栗山県会議員（同）が奈良県議会で、

市原市議会議員（同）が奈良市議会で質問し、

学齢超過者の教育権保障と夜間中学の開設の必

要性を取り上げ、公的な問題とした。 
そして、「夜間中学」を創設してゆくか否かの

議論の過程で、学齢超過者の就学保障に対する

責任は不明確なままであり、当人の自主性に基

づいて、社会教育で学習機会を保障するべきで

あるという認識が、奈良県（知事、教育委員会）、

奈良市（市長、教育委員会）にあったことを明

らかにした。 
第三に、ランシェールによれば「ポリティー

ク」は単に排除されているものたちが自分自身

の利益を求めて蜂起することとは同義ではない

という。その運動が「ポリティーク」となるの

は、彼らの意義申し立てが、彼らとは異なるも

の同士の対話によって構築され、「単に彼らの生
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活環境だけではなく、分け前なきもの達の一般

の分け前を巻き込むこと（５３）」によって成立す

るものなのである。つまり、運動が自身の利害

のためにだけに行われるのではなく、自分の所

属する階級や職種以外の「その他の分け前を持

たない人達」を代表して行われるとき「ポリテ

ィーク」が生まれるという。 
本稿で検討してきた奈良市の夜間中学運動は、

学齢超過者で義務教育を未修了のまま過ごすこ

とを余儀なくされてきた当事者だけではなく、

それ以外の異なる立場の人々が、学齢超過者の

教育権を学校教育で保障するよう夜間中学の開

設を求めた。このことは結果的に、「学齢」の児

童・生徒は学校教育で、学齢超過者は社会教育

で受け入れるという、両者の間にこれまで実線

として引かれてきた「境界線」を、問い直す役

割を果たした。それまでの教育行政の秩序では、

学齢超過者は社会教育で受け入れ、中学校卒業

資格は試験に合格しない限り、得られないとい

う問題を抱えながら既存の「境界線」を引いて

きたが、「夜間中学」創設によって、従来の問題

を包摂するよう「境界線」の引き方に再考を促

したのである。 
最後に学齢の児童・生徒を対象とした義務教

育制度で、学齢超過者の教育権保障をする場合、

その教育内容に関する議論にまで踏み込んで検

証する必要性があると認識しつつも手が回らな

かった（５４）。今後の課題としたい。 
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The “politique” in the process of establishing a Public Evening Junior High 
School: An Analysis of the Minutes of Nara Prefecture and Nara city 

 
YOKOZEKI, Rie (Hokkaido University Graduate School of Education) 

 
Abstruct 

In the 1970s, the civic group Nara ni Yakan Chūgaku o Tsukuru Kai (The Society to 
Create a Night Junior High School in Nara) engaged in a movement to have such a 
school opened in the city. This article looks at the points raised by the 
Society—guaranteeing the right to education to persons older than school age and the 
responsibilities of the municipality; guaranteeing the right to education to persons older 
than school age and the distinction between school education and social education; and 
reconsidering the boundaries of education intended for persons older than school 
age—and details the logic underlying each argument. By applying political philosopher 
Jacques Rancière's concept of "politique," it is apparent that the actions of civic 
movements that included residents other than persons older than school age, as well as 
the actions of Socialist Party of Japan assembly members who called for the creation of 
schools (night junior high schools) for persons older than school age, created "politique" 
conditions that shook the established order of education administration, and 
encouraged a reconsideration of how the boundaries that led to the creation of a night 
junior high school were laid out. 
 
Keywords: Compulsory education, Guaranteed right to education, Nara City, Persons 
older than school age, the Public Junior High Night School 
 
 
 



 

 

 

 講演録・書評等  



8473 

基礎教育保障学研究 創刊号 2017.08. 

 

 

＜講演録＞ 

夜間中学の生活基本漢字381文字 －選定の背景とその指導－ 

                     

見城慶和（元夜間中学教員） 

 

私は、1961 (昭和36)年4月から42年間、都内

の夜間中学校に勤務してきました。有り難いこと

に記念すべき「基礎教育保障学会」の設立集会で、

夜間中学校の生活基本漢字について発表する機会

をいただきました。当日の発表はパワーポイント

を使って 10 の柱立てで行いましたが、ここでは

発表の要点を報告させていただきます。 

 

1. 不就学生徒の対応を迫られた夜間中学 
2. 夜間中学で学んだ一人の不就学生徒 
3. 生きる力となる国語科の4つの目標 
4. 生活基本漢字の選定 
5. 夜間中学生のための「生活基本漢」381字 
6. 生活基本漢字のテキスト例 
7. 生活基本漢字の指導方法 
8. 生活基本漢字の有効性 
9. 「教育漢字数の推移」と漢字教育 

 
1．不就学生徒の対応をせまられた夜間中学 
 夜間中学校は、第二次大戦後の六・三制の新学

制下において、おもに貧困のために昼間に仕事を

して家計を助けなければならない学齢の長欠生徒

たちを救済する応急措置として開設されたもので

した。ところが1960年代の後半ごろから、戦中・

戦後の混乱の中で就学経験をもてなかった学齢を

越えた人たちが、多数入学してくるようになりま

した。この人たちの中には、ひらがな・カタカナ

の五十音や、自分の名前を書くところから勉強を

始めなければならない人もいました。1965年に日

韓基本条約が締結され、韓国から多くの引揚者が

帰国してきました。この人たちの中にも義務教育

を受けられなかった人、日本語が話せない

人が多数いました。この人たちの受け皿が

どこにもなかったので、1971年には都内夜

間中学校の三校(現在は五校)に日本語学級

が設置されました。つづいて 1972 年には

日中の国交が正常化されて、中国からの引

揚げ・帰国者が多数夜間中学に入学してく

るようになりました。 
 
2．夜間中学で学んだ一人の不就学生徒 

1972 年 6 月に、東京都荒川区立第九中

学校の夜間学級に入学を希望してきたＨ君

(21歳)も全くの不就学で、夜間中学校が生

まれて初めての学校でした。「ここに氏名を

書いて下さい。」と受付用紙を渡すと、「氏

名って、なんですか。」と聞くので「名前の

ことだよ」と言うと、「名前書けませんから

“だめ”ってどう書くか教えて下さい。」…こ

んなやり取りの後で、彼は私が書いて見せ

た字をなぞるようにして、氏名・生年月日・

住所などの欄に全部「だめ」と書きました。 
その夜、彼は生まれて初めてひらがなで

自分の名前を書く練習をしました。入学し

てから2か月後に、やっと覚えたひらがな

で、「やっぱりがっこうへきて よかった」

という原稿用紙半分ほどの作文を書きまし

た。それを読んだ時に胸に突き上げてきた

熱いものを今も思い出します。 
 

3．生きる力となる国語科の4つの目標 
このように就学経験をあまりもてなかっ
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た人たちを中学の学年別クラスで対応するのはと

ても無理なことなので、「基礎学力促進クラス」を

特設し、その人たちの進度に合った教材の開発や

指導法の工夫が求められるようになりました。都

内8校の夜間中学校に勤務する国語科の教員たち

が毎月定例の研究会をもつようになったのが

1970 (昭和45)年からのことでした。 
ここでは「学力とはなにか」の検討から取りか

かりました。〈学力とは、学ぶことによって身につ

いた生きる力である〉などと定義してみたものの、

それでは「生きる力となる国語力はなにか」とい

うことになると、なかなか具体化はできませんで

した。ようやくのことで私たちは、次の4つの目

標を定めることができました。 
 

（1）自分の考えを相手に分かるように話す力 
（2）主語・述語の整った 3 行以上の文章が書け

る力(メモや葉書が書ける力）  
（3）生活に欠かせない基本的な漢字を、読んだ

り書いたりすることができる力   
（4）人生いかに生きるかを考えるのに役立つ文

学作品を、一作以上読む力 
 
 この4つの目標をどの生徒にも保障するために、

さまざまな試みがなされました。  

 

4.生活基本漢字の選定 

 ひらがな・カタカナ・漢字などを大人になって

から覚えるのは、子どもの時とは違った困難を伴

います。中でも習得するのに最も困難なのが漢字

です。夜間中学校での漢字教育は、学年別漢字配

当表や常用漢字表に準拠した教科書で教えている

一般の小・中学校とはちがった工夫が必要です。

やさしい字から順に学んでいくのでは、学習効果

は上がりません。文字としてはやさしい漢字であ

っても、生活に必要な文字とはかぎりません。日

常の社会生活に必要な文字を精選して、それを社

会人としての生活文脈の中で教材化していかなけ

れば、なかなか身についてはいかないのです。 

たとえば、働いている人ならば給料明細

が読めなければ困ります。職を求めている

人なら、履歴書が書けなければなりません。

また町会の回覧板や、学校や保育園などか

らのお知らせが読めなくても困ります。病

院や郵便局・銀行などでも一人で用が足せ

なければ不自由です。  
生徒たちのこうした切実な学習要求に応

えるために、漢字の選定やテキスト作りを

考えていた時に、私たちはとても良い教科

書と出会ったのです。 
それは東京都豊島区立大塚中学校の特殊

学級（特別支援学級）を担当されていた山

田一彰先生が中心となって作られた『国語

語彙表』でした。この教科書は全体が次の

3本の柱立てで語彙が選ばれていました。 
 
①身をまもるための語彙 
(住所・氏名・保護者・学校名・校長名・担

任名) 
②社会生活に必要な語彙 
(病院・看板・身体部位) 
③生活にうるおいをもたせる語彙 
(交通機関・都道府県名・世界の国名) 
 
これを参考にして、私たちは漢字選定の柱

立てを、次のような14項目としました。 
 
①基礎   ②履歴書  ③衣食住  
④身体   ⑤病院   ⑥公共施設 
⑦標識   ⑧交通   ⑨自然 
⑩地理   ⑪職業   ⑫学校生活  
⑬社会生活 ⑭個人生活 
 
項目ごとの漢字の選定にあたっては、必

要な場合には学習者の家庭や職場訪問をし

て、使用語彙をカードに記録する作業を重

ねました。駅の案内表示や郵便局・銀行・

公共施設などでの手続きや、施設利用など
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に必要な用紙を集めて、そこに使われている漢字

の検討も重ねました。国立国語研究所がまとめた

「分類語彙表」(1964・秀英出版)なども漢字選定

の参考書として活用しました。 
漢字を選定する作業で最も心掛けたのは、あれ

もこれも必要、という“惜しがり心理”を排するこ

とでした。とにかく必要最小限の漢字を精選する

作業を二年間つづけて、ようやく381字にしぼり

込むことができました。私たちはこれを「生活基

本漢字」と名づけました。1975 (昭和50) 年度に

は、この生活基本漢字の自主教材テキストが、『国

語二』として、東京都夜間中学校授業資料開発の

予算で発行されました。1983 (昭和58) 年度には

補足教材として、練習問題や慣用句などを入れた

改訂版が『国語八』として発行されました。 
 

5.夜間中学生のための生活基本漢字381字  

 生活基本漢字の選定にあたっては、まず 14 の

柱ごとに基本漢字を精選していきましたが、同じ

漢字がいくつかの項目にだぶって選び出された場

合は、初出の所にだけ掲げるようにしました。 
 
①基礎（51字） 
一二三四五六七八九十百千万時分円日月火水木金

土字枚人大中小前後左右上下多少熱冷半広赤青黒

白黄明治正昭和 
②履歴書（25字） 
氏名男女生年歳親父母夫妻兄姉弟妹子住所本籍印

履歴＜才婦＞ 
③衣食住（24字） 
衣食寝起部屋階家紙飲米油魚肉買酒高安売服着糸

電気 
④身体（21字） 
体目耳歯手足指骨口胸頭腹鼻息顔首血胃身病院 
⑤病院（15字） 
救急入受付内科外児診察室医者薬 
⑥公共施設（22字） 
公共役保健福祉職業安定園銀行郵便警察番号施設 
 

⑦標識（18字） 
看板標識注意非常危険禁煙自動押引出洗 
⑧交通（14字) 
交通車運乗転地鉄道路駅普期特 
⑨自然（17字） 
春花川雨夏夜田草空海昼山秋風石冬朝 
⑩地理（65字） 
地図北南道東西都県府区市町村近方関州  
（この他に都道府県名に使用する漢字） 
⑪職業（27字） 
仕事会社営商店届働務工場作募集労休給料

税失欠勤当組合残 
⑫学校生活（29字） 
学校教勉強週間始終徒先国語数理英音楽美

術育技卒式（記活係庭曜） 
⑬社会生活（30字） 
世界新聞放送無責任害政良悪貧弱不自由法

律憲平民主義権利選戦争   
⑭個人生活（23字） 
物知思友信感考愛願書様他見言心性命持

〈話読使泣笑〉 
 
数が少ないといっても381字ありますか

ら、ただ機械的に覚えるのでは大変です。

そこで私たちは、夜間中学生たちの生活文

脈にその漢字を当てはめた、次のようなテ

キストを作りました。 
 

6.生活基本漢字のテキスト例 

「一…基礎」 

「一、二の三でとびおきろ。／四の五のい

っているひまはない。／いつも朝めし、

六、七分。／たまにはゆっくりたべたい

が、八時のしゅっきんじこくにまにあわ

ない。／仕事をはじめて、九時、十時。

／あっというまに、おひるどき。／ひる

めしだいは、三百円。いつものていしょ

く、たいらげる。／月、火、水、木、金

よう日、土よう日はすこしくたびれた。
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／あしたは、たのしい、日よう日。／一万円さ

つや千円さつは、なん枚のこっているだろうか。

／赤字になったら、たいへんだ。青いかおして、

かぞえてる。／どんなセーターかおうかな。か

のじょは白がよくにあう。／黒もあんがいぴっ

たりだ。黄いろのもようがかわいらしい。／す

こし大きめなのがいいのかな。小さいのではき

ゅうくつだ。／中っくらいのはないかしら。／

前からみたり、後ろからみたり、えらんでる。

／半がくにねぎってみるのは、むりだろうか。

／おみせの人が、わらっている。あたまが、か

っかと熱くなる。／あわてて左右をみまわした。

／明治の人は、おしゃれじゃない。大正の人は、

少しおしゃれ。昭和の人は、どうかしら。／少

ないお金だ。広いおみせに、多いしな。まよっ

てしまうのがあたりまえ。／上から下まで、か

けおりた。そとのかぜは、もう冷たい。／ 
 
「ニ…履歴書を書こう〈履歴書〉」 
 氏名とは、「みょうじ」と「なまえ」のことです。

／あなたの氏名を、正しく書きましょう。／氏名

はよみかたのむずかしいものがありますので、よ

みがなを、ひらがなで、上に書きましょう。じぶ

んの生まれた生年月日を書きましょう。／あなた

の年齢は、なん歳ですか。／父や母を親といいま

す。／父と母を両親ともいいます。／続柄は、あ

なたからみた関係です。／男のきょうだいは、兄

と弟です。／女のきょうだいは、姉と妹です。／

男の人の配偶者を、妻といいます。／女の人の配

偶者を、夫といいます。／二人をさして、夫妻と

いいます。／あなたの現住所は、どこですか。／

子どもがいる人は、氏名を書きます。／家族の氏

名、続柄、年齢は、まちがえないで、正しく書き

ましょう。／印は「はんこ」ともいいます。／さ

いごに、印を忘れないでおしましょう。／ 
※「三…衣・食・住」以下は、基礎教育保障学会

ホームページの「教材案内」をご覧ください。 
 

 

7.有効な習得の仕方―「条件反射能力」の

育成 

テキストの文章は、どれも普通に読めば

2 分くらいで読める短い文章にしました。

それでも最初はつっかえつっかえ読むので

大変な時間がかかります。暗唱できるくら

いまで、根気よく読む練習をくり返します。

最後にストップウオッチで計って2分台で

読めるようになったら合格です。次に文章

を正確に書写する練習をします。ここでは

特に促音や拗長音の表記、漢字の筆順など

を正しく覚えてもらうようにしています。

特に筆順指導では、漢字の第一画が正しく

書けるようにしています。漢字の第一画は

起筆とか母筆と呼ばれています。第一画が

正しく書ければ、手が自然に正しい筆順で

動いてくれます。中国の漢字辞典をみると

「母筆検字法」になっていて、画数ごとの

漢字が第一画の「てん・いち・はらい・ぼ

う・かぎ」でまとめられているので、とて

も探しやすいです。 

最後は、文章から取り出した基本漢字の

「読み」と「書き」のテストをします。自

動車教習所方式で、一人一人に「生活基本

漢字学習進度表」を持たせ、ステップごと

にきちんと記録して、その時々の学習の達

成度と次の目標が、学習者にも指導する担

当者にも一目で分かるようにしています。 

 読み書きともに速さを要求するのは、条

件反射能力の育成を図るためです。文字を

みたら音や読みが、音や語が浮かんだらそ

れを表記する文字がパッと反射的に浮かぶ

ようにします。この能力を、国語学者の大

久保忠利氏は、「手首で書く…手首化・肉体

化…」と名付けています。この力が身につ

いていないと、覚えたはずの字でも、人前

では手が震えたりして書けなかったりする

のです。 

なかなか覚えられないと弱音を吐く人も
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います。それを克服する合い言葉は「ペンだこで

勝負！いつでも今が一番若い。今やらなくてどこ

でする。」と励まします。 

 

8.裏付けられた生活基本漢字の有効性 
 国立国語研究所では1966 (昭和41)年に、その

年の三大新聞（朝日・読売・毎日）に使われた全

漢字をコンピューターで処理し、統計的に漢字

100 万字を取り出して，どの字が何回使われたか

を一覧表にまとめました。これは『現代新聞の漢

字』という本になって1976 (昭51)年6月になっ

て出版されています。 
この一覧表を見ると、使用漢字のべ総数100万

字は、3213字の漢字〈異なり文字〉であることが

分かります。さらに個々の漢字の使用率をみると、

使用度の高い上位 500 字までの漢字で、実に

79.4％の使用率をみたし、使用度の高い漢字1000
字では実に 93.9％の使用率をみたしていること

が分かります。 
 私たちが生活基本漢字として精選した381字を

この一覧表で照合してみると、都道府県名に使用

されている特別な漢字を除けば、そのほとんどが

使用率上位漢字にランクされていることが分かり

ます。 
 

図１ 漢字使用の順位と率 

 
出典：1966年国立国語研究所・漢字使用率調査に基づき筆

者が作成 

 
使用率をみると、私たちが選んだ生活基本漢字

381字で、漢字使用率の約60％を満たしています

から、これだけの漢字でも新聞などが何と

か読めますし、手紙などを書いたり、生活

の中でメモをとったりすることもできます。 
『大漢和辞典』（大修館書店）を見ると、

漢字は5万字を数えますが、所詮は砂漠の

砂。ダイヤモンドのような生活基本漢字を

しっかり習得すれば、あとは磁石が砂鉄を

吸いつけるように、それぞれが必要とする

漢字は、楽に覚えられるのです。 
             
9.「教育漢字数の推移」と漢字教育 
 1946 (昭和21)年11月に当用漢字が制定

されたとき、その前文には、次のように明

記されました。 
 
「従来、我が国において用いられる漢字は

その数がはなはだ多く、その用い方も複雑

であるために、教育上また社会生活上、多

くの不便があった。それを制限することは、

国民の生活能率を上げ、文化水準を高める

うえに資するところが少なくない。」 
 
 ここに示された事情は今日も少しも変わ

っていません。ところが 1977 年(昭和 52
年)1月に、当用漢字を「新漢字表」に変え、

「漢字使用の制限」から「使用の目安」と

しました。それが教育漢字数の増加にもつ

ながって、ここに掲げたような教育漢字数

の推移となっています（表１）。使用率の低

い多くの難漢字をつめこむことで、子ども

たちに漢字消化不良を起こさせ、それが学

力不振や不登校などの大きな原因になって

いることも見逃せません。 
漢字は多くの長所をもつ文字ですが、表

意文字として見落としてはならない多くの

欠点も持っています。同音異義語や同訓異

字が多く、その中から適切な字を選ぶ苦労

は大変なものがあります。漢字の使い方に

こだわると表現が委縮するし、読み手にと

っても難解なものになってしまいます。 
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今後ますます多文化共生社会が進み、日本語の

習得を迫られる外国人が増えていくことを考えて

も、日本語習得の一番のネックになっている漢字

を適切な字数に精選していくことは、喫緊

の課題であると思います。 

 
表１ 教育漢字：小学校学年別漢字配当数の推移

告示 実施・使用開

始 
漢字表・指導要

領・教科書 
1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 漢字表

の計 
1946年 1946年11月 当用漢字表 1850字

 1947年4月 学習指導要領 
（試案） 

50 98 150 144 133 109 684  

1948年 1948年2月 当用漢字表（教育漢字） 881字 

 1951年4月 小学校校学習指導

要領（試案） 
30 100 150 180 220 201 881  

1958年 1961年4月 小学校学習指導 
要領 

46 105 187 205 194 144 881 

1968年 1971年4月 小学校学習指導 
要領 

76 145 195 197 195 190 996 

1977年 1980年4月 小学校学習指導 
要領 

76 145 195 197 195 190 996 

1981年 1981年10月 常用漢字表  1945字

1989年 1992年4月 小学校学習指導 
要領 

80 160 200 200 185

 
 
 

181 

 
 
 

1006 

 

1998年 2002年4月 小学校学習指導 
要領 

2008年 2011年4月 小学校学習指導 
要領 

2010年 2010年11月 常用漢字表（改定）  2136字

出典：「第28回全国アカデミー資料集」（2012年8月5日国字問題研究会）による 
 
参考文献 
児童言語研究会機関誌『国語の授業』1978 年

８月号，一光社 
児童言語研究会機関誌『国語の授業』2007 
  年4月号，一光社 

国立国語研究所 報告 56『現代新聞の漢字』 

1976年 6月,秀英出版 
大久保忠利著『漢字と教育』1986年 9 月, 

一光社 
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＜書評＞ 

埼玉に夜間中学を作る会・川口自主夜間中学三十周年誌刊行委員会 編 

『月明かりの学舎から 川口自主夜間中学と設立運動三十年の歩み』 

東京シューレ出版 2016年8月 
 

関本保孝（元夜間中学校教員） 

 

 1982 年度に開設された千葉県市川市立大洲

中学校夜間学級が、たった3年で生徒数名とな

り存続が危ぶまれる中、松崎運之助先生の呼び

かけで1985 年に「ザ・夜間中学 100 人トーク

マラソン集会」が市川市で開催された。集会の

終わりの方で、集会の雰囲気がそうさせたのか

埼玉の有志3名が「埼玉でも夜間中学の設立運

動を始める」と宣言したが、その時の様子はそ

の場にいたわたし自身鮮明に覚えている。 
川口市長は今年になって「2019年度川口市に

夜間中学を開設する」と明言しており隔世の感

があるが、この本はここに至るまでの「スタッ

フと学習者の苦難の30年誌」と言っていい。

以下、概要を述べる。 
第1章 埼玉の三十年と今後の展望 

「埼玉に夜間中学を作る会」発足、前半の運動、

『共同開設方式』提案、議員連盟視察、法制化

等からなる。 
第2章 川口自主夜間中学の歩み 

「来るもの拒まず。一人ひとりを大事にする。

教えられる人と教える人の間に隔てはない。」

のモットーや貧困の問題、外国人の学びの場、

充実した自主夜間中学のために、十五の春を泣

かせない、ある女性スタッフの日 (々金子自主夜

間中学代表)、埼玉の夜間中学との出会い(小松

司事務局長・小松愛子)、夜間中学があって息子

は救われた(小松愛子)、開設の頃の十年の足取

り(野川義秋)等、運動の中心的な人を通しての

証言は大変重い。 
 

第3章 学舎の窓に映る人生模様 
不定期に発行されている文集『胎動』に掲載

された学習者の作文を通じ、一人ひとりの人生

模様を映し出す。戦争で学校が焼け学校に行け

なくなった方、家が貧しく学校へ行けなかった

方、在日の方、元不登校の方、アルゼンチンや

ブラジル、イラン、中国から来た方等、一人ひ

とりの目を通し自主夜間中学の生きた姿が浮か

び上がってくる。 
第4章 わたしと夜間中学 

 「九十歳の生徒 阿部次子さんの近況」「『字

を習いたい』無言の叫び―ふみ子さんとの出会

い」「日本語を必要とする子どもたち」「『未

来に向けた一歩』の後押しをしたい」「川口自

主夜間中学への道」「夜間中学の誕生と移り変

わり」等からなる。阿部さんは全国夜間中学校

研究会が全国への公立夜間中学開設を目指し日

本弁護士連合会に人権救済申立を行った際、ご

自身の学ぶことができなかった歩みと公立夜間

中学開設の必要性を述べた陳述書を日弁連に提

出してくださり、意見書が出される上で大きな

力となった。 
また、最後の項目では野川さんが鹿児島県の

山間の農家の6人兄弟の3番目として生まれて

からの歩みも書かれ、だからこそ「埼玉に夜間

中学開設をと30年以上信念を貫いたのだ」と

強く感じた。 
なお、本書の付録として「埼玉の夜間中学運

動三十年の軌跡」が収録されている。 
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＜書評＞ 

部落解放・人権研究所 編 

『部落解放研究』第205号 特集：識字・基礎教育保障の動向と課題 

解放出版社 2016年10月 

 

長岡智寿子（日本女子大学学術研究員） 
 

本誌は、大阪を拠点に活動する部落解

放・人権研究所の識字・成人基礎教育研

究会が取組んだ「大阪府内識字学級実態

調査」報告をはじめ、昨今の識字活動、

成人教育の動向をまとめた研究誌である。 

本号が「識字・基礎教育保障の動向と

課題」をテーマとした背景には、「教育機

会確保法」の成立（2016 年 12 月）に向

けた動きの活発化に加え、日本社会にお

いて、基礎教育を必要としている人々が

多数にのぼるとの事実が次第に明らかに

なってきたことがあげられる。大阪を中

心に教育支援活動に携わる 13 名の実践

家や研究者による、多彩な視点からの課

題提起は意義深い。 

冒頭、特集設定に関するイントロダク

ションの後、本号全体に通ずる概念であ

るリテラシーと識字について、丁寧に整

理されている。 

 次に、同研究所が 2015 年度から取り

組んでいる大阪の被差別部落の識字教室

に関する調査結果が報告されている。続

いて大阪識字・日本語協議会の動向の他、

1990 年から始まった「よみかき茶屋」、

大阪市立南小学校における実践、「MINAMI

こども教室」の報告がある。その他、尼

崎市における識字・日本語教室と夜間中

学校の動向が紹介されている。 

 第三に、全国夜間中学校研究会の動向

が詳述されている。「多様な教育機会確保

法案」の成立を視野に入れたものとして、

本学会の設立に向けた動きと日本語学習

に関する論考がある。 

 最後に、イギリス、アメリカにおける

近年のリテラシー研究や成人基礎教育を

めぐる政策展開が紹介されている。 

 知識基盤社会といわれる今日、文字の

読み書きは学習活動のみならず、日常生

活を送る上で不可欠なものである。評者

はネパールをフィールドに、女性のため

の識字教育や教育支援活動に関わってい

るが、本誌で紹介されている事例から、

かつて同国の識字クラスにて、ある女性

から、「（字が読めるようになったので）

私は、皆の前で発言できるようになりま

した。もう恥ずかしくない」と言われた

ことを思い出した。「読み書きができない」

ということで、人の後ろに隠れるように

過ごしてきたというこの女性は、つらく

悔しい想いを抱えて続けていたのである。

社会背景は異なるが、文字を獲得するこ

ととは、単に基礎学力を習得することの

みならず、人々の心に灯りをともし、社

会への参加を促す第一歩となることを物

語っているといえよう。 

本誌が今日の日本社会における基礎教

育保障の現状と課題を学ぶための貴重な

一冊であるとともに、編集担当の棚田氏

の手腕にも大きく拠ることを最後に記し

ておきたい。 
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＜映画評 自作を語る＞ 

 

映画『まなぶ 通信制中学 60 年の空白を越えて』 

に入れられなかったこと 
 

太田直子（フリー映像ディレクター） 

 

2009 年 10 月某日、映像制作会社グループ

現代のベテランディレクターに撮影をひきつ

いでほしいと依頼され、私は初めて、通信制

中学校、東京都千代田区立神田一橋中学校通

信教育課程の面接授業に足を踏み入れた。普

通課程の生徒たちが休みの日曜日、がらんと

した校舎に、1 年生 6 人、2 年生 5 人、3 年

生 3 人、それぞれに先生が一人ずつ、3 教室

を使って贅沢に授業が行われていた。 
 平均年齢 73 歳の生徒たちが、自分の子や

孫のような年代の先生の話を、前かがみにな

って聞いている。時々、「せんせ～」という甘

えたような声が飛んだり、若い先生をからか

って困らせてみたり。年配の女生徒たちは、

まるで10代の少女のようにはしゃいでいた。 
 学校に来ると青春時代に戻る。その不思議

な雰囲気に魅かれて、以後 2014 年 4 月まで

足かけ 5 年、小型のビデオカメラを抱えて月

2 回ほどの面接授業に足を運び、また生徒さ

ん一人一人のご自宅にお邪魔して、学校にた

どりつくまでのお話をうかがってきた。この

記録をまとめたものが、3 月に公開した映画

『まなぶ 通信制中学 60 年の空白を越えて』

（グループ現代 92 分）である。 
映画の中には、5 年間のうちに出会った、

戦争で父親を失ったために働かざるを得なか

った人、障碍ゆえに引きこもり 60 歳を過ぎ

るまで家族に守られていた人、貧困ゆえに奉

公に出された人など、6 人の話を収録してい

る。いずれも、誰もがどこかですれ違ってい

たかもしれない、ごく普通の人たちである。

しかしながら一人一人、それぞれのドラマと

学びに対する強い思いを持っている。映画を

観る人たちは、身近な誰かと重ねて、あるい

は想像して観てくれるのではないか。そう思

いながら編集した。 
10 代の頃、学校に行けなかった、義務教育

を受けられなかったことが、その後の人生に

どんな影響を与えたのか。またその欠落を埋

める学びが、人をどう変えてゆくのかという

ことを、私自身が生徒のみなさんから学び、

そのことを素直につないだつもりである。自

分があたりまえのように受けてきた義務教育

の大切さを、それを欠いた人たちの姿から改

めて知ることとなった。通信制中学に関して

は、私自身、存在すらも知らなかった。 
映画を制作するにあたり、たくさんの人た

ちから話をきき、カメラにおさめもしたが、

「学ぶことの意味」にテーマを絞り、多くを

そぎ落さざるを得なかった。 
今回、「自作を語る」というテーマで原稿依

頼をいただいた時、まず頭に浮かんだのが、

表に出す機会の少ない、映画の中に入れられ

なかったことであった。ここでは二つを紹介

したい。一つは通信教育課程の教育の充実に

尽力した先生たちのことである。 
 
通信教育課程を支えた教師 
中学校の通信教育課程は、夜間中学と違い、

昭和 23 年の開始から学校教育法第 105 条に

規定され、6・3 制の義務教育未修了者への救

済策として、全国 80 を越える中学校、高校

に併設された。 
千代田区立神田一橋中学（当時は一橋中学）

は昭和23年7月から国語の添削指導を始め、

翌年には数学、理科、職業（昭和 47 年に終

了）といった具合に履修できる教科が徐々に

増えている。昭和 28 年には面接授業も始ま

り、29 年には社会科と英語も加わった。 
しかし、時代の波とともに通信教育課程を
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設置する学校は減り続け、昭和 26 年には 66
校、32 年には 19 校。43 年以降は大阪市立天

王寺中学校と一橋中の二校のみとなっている。

昭和 40 年代初頭には、東京都から生徒募集

停止の方針が出されたが、一橋中学では、「通

信教育の灯を消すな」を合言葉に教師と生徒

が反対運動を展開、方針を撤回させた。通信

教育課程の意義を、教師たちも噛みしめ、生

徒とともに学びの場を守ったのである。 
そしてさらに、一人の戦中派教師の奮闘に

より一橋中学通信教育課程の教育内容は充実

していく。昭和 51 年、専任教諭となった馬

渡範子氏が、義務教育を受ける生徒の権利と

して、すべての教科と特別活動を履修できる

ようにするべきだと主張。行政に働きかけた

結果、昭和 55 年、それまで五教科だった通

信教育課程の授業内容に、美術、体育、技術

家庭の実技教科のほか、生徒会やクラブなど

が加わることになったのである。 
これによって昭和 56 年 3 月、一橋中学通

信教育課程初めての卒業証書が発行された。

前年までは修了証書しか出せなかったのであ

る。その影響と、創設 30 周年がマスコミに

大きく報じられたこともあり、昭和 54 年の

新入生は過去最多の 171 名、55 年の新入生

は 103 名だった。生徒の年齢も働き盛りの 4，
50 代が中心であり、その後、高校、大学へと

進学した人たちも少なくなかったようである。 
馬渡氏は新制中学一期生。権利と平等、平

和と民主主義を戦後、多感な時期に学んだ世

代である。「学制改革で積み残したと思われた

層が、現実には、四十年を経た今、二十一世

紀に向かうにふさわしい、たくましい学び方

をしている」と「生きる限り学び続ける」生

徒たちの姿勢を評し、「日本の義務教育史にと

って一つの救い」、「また、それを支えた官民

関係者の誇り」でもあろうと、通信制教育課

程のことを創設四十周年記念誌に書いている。 
一橋中学を離れても、毎年のように通信教

育課程の卒業式に参列され、通信教育にかけ

る思いは一方ならぬものがある。そして、実

は彼女の他にも、多くの元教師たちが卒業式

に足を運んでいた。自身が教えたこともない

卒業生たちの答辞に涙し、その頑張りを讃え

るのが、私が通っていた間、通信教育課程の

卒業式の常であった。それだけここでの経験

が、教師にとっても教員人生の中に深く刻ま

れた珠玉の時間であったのであろう。 
 

ある同窓生の話 
もう一つ、卒業式に参列する同窓生のこと

を紹介したい。通信教育課程の卒業式には、

毎年、何年前に卒業したかわからないような

先輩たちもやってきて、初対面の卒業生を送

っていた。式の場がいってみれば同窓会の様

相で、懐かしい先生やクラスメイトに年に一

度、会いたくて来るのであった。 
何人かの同窓生に話をきいた。印象に残っ

ているのは、もう 80 代半ばになる元クラス

メイトの男女の「もう今年が最後だと思って

きました」と、腰をかがめながらいう姿であ

る。二人は、特別な用事がない限り、毎回卒

業式に参加してきたという。「この学校にきて、

人前で堂々と話ができるようになったからね」

と、その後、高校まで進学したという男性は

いった。長じて母校を持ち、ようやく救われ

た人たちの、学校への思いに心が熱くなった。 
ある男性はハイヤーの運転手をしている時、

偶然きいていたラジオで通信教育課程のこと

を知ったそうである。自分なんかが学校に行

けるのだろうか。迷った挙句に学校に連絡を

入れ、初めて足を運んだその日。彼は校門の

前で足がすくみ、行っては戻りを 3 回繰り返

した。そして最後は、目をつぶって校門をく

ぐったというのである。 
「なんだ、どうってことないじゃないかと思

ったね」。男性はそういって笑ったのだが、私

はその話を聞いて打ちのめされた気がした。 
60 歳を過ぎ社会人として十分な経験をつ

んだ男性と、学校との距離…。私は義務教育

を受けられないまま生きてきた人たちの気持

ちを、どこまで理解していたのだろう。いや、

わからなかったのだ。同時に、学びたいとい

う思いを持ちながら、いまだに学校に辿り着

けずにいる人たちの存在を想った。 
映画が、そうした人たちの背中を押すこと

つながれば、と切に願う。 
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＜見学記＞ 

岡山市シニアスクール見学の報告               

  岡田 敏之（京都教育大学教授） 

         関本 保孝（元夜間中学校教員） 

1. なぜシニアスクールを見学したか 
全国夜間中学校研究会では、2003 年に

全国への公立夜間中学校開設を目指し、

日本弁護士連合会に人権救済申立を行っ

た。その結果、2006 年 8 月 10 日に日本

弁護士連合会は国に対し、「学齢期に修

学することのできなかった人々の教育を

受ける権利の保障に関する意見書」を提

出した。それを踏まえ、全国夜間中学校

研究会では、2008 年 12 月に「すべての

人に義務教育を！21 世紀プラン」を大会

にて採択した。同プランは、「いつでもど

こでもだれでも」基礎教育としての義務

教育が保障されることを目ざし、行政施

策として「1．夜間中学校の広報」「2．
公立夜間中学校の開設」「3．自主夜間中

学等への援助」そして「4．既存の学校

での義務教育未修了者の受け入れ・通信

制教育の拡充・個人教師の派遣等の推進」

を求めた。4 の「既存の学校」には主に

昼の小学校・中学校・特別支援学校を想

定しており、当時から岡山市にある「シ

ニアスクール」を重要な試みとして視野

に入れていた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

そのようなことを念頭に「基礎教育保

障」の一つの在り方として見聞を深めた

いと考え、今回関係者のご理解のもと、

基礎教育保障学会関係者等で見学する運

びとなった。 
 
2. 見学の概要 
1）日程 

2017年5月15日（月）10：30～15：30 
2）見学者 

基礎教育保障学会関係者（岡田敏之・

野山広・添田祥史・藤田美佳・関本保

孝）、難波規子、岡山大学（大安喜一・

学生 12 名）計 19 名 
3）会場 

NPO 法人「子どもたちと共に学ぶ教室

シニアスクール」岡輝教室（岡山市岡

町 12－17 岡山市立岡輝中学校内） 
4）見学内容 

3 校時 10:50～11:40 概要説明 
4 校時 11:50～12:40 授業見学 
 美術：水墨画の描写見学 
給食  12:40～13:10 給食提供あり 
5 校時 13:35～14:25 授業見学 
  学活：英語の授業見学 
放課後 14:25～15:30 懇談会 
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5）懇談等へのシニアスクール等からの

参加者 
理事長、副理事長、事務局長、 
学校長、教頭、他多数 

 
3. シニアスクールの発足の経緯 
 以下シニアスクールの藤井敏明事務局

長等の説明に基づき、シニアスクールの

概要を述べる。 
 シニアスクール開校への模索が始まる

1997 年までは、現在シニアスクールの中

心となっている岡山市立岡輝中学校は当

時県下有数の教育困難校であり、大変な

荒れが続き、心労から二代続けて学校長

が倒れる程であった。そのような状況を

受け、地域と岡輝中学校関係者の意見交

換が進み、「社会に開かれた学校」にす

るための模索が始まった。「岡山東警察

署（現在岡山中央警察署）パイロット指

定事業の受け入れ」（1998 年度～1999
年度）、岡山県「いきいきスクール支援

事業」（1999 年度～2001 年度）の研究

指定をバネに、学校・地域・保護者の連

携が強化されていった。 
 2001 年度～2003 年度には、全国で 7
地域 9 校しか指定されなかった文部科学

省「新しいタイプの学校運営の在り方に

関する実践研究」を岡輝中学校及びその

学区内にある清輝小学校及び岡南小学校

が同時に指定された。これは、シニアス

クールの当初の目的である「世代を超え

た心の交流を通して落ち着いた学校・学

習環境をつくる」ことを見据えたもので

あった。 
 こうした準備を経て、2004 年 4 月に

岡輝教室（会場・岡輝中学校）と清輝教

室（会場・清輝小学校）が、2007 年 4
月に岡南教室

（会場・岡南

小学校）がス

タートした。 

4. シニアスクールの事業内容  
 以下、配付資料及びホームページによ

り、事業内容を述べる。 
 
1）NPO団体の目的 
 高齢者が、中学校程度の学習を公立小

中学校内に設立されたシニアスクールで

子どもたちと同じ時間帯で通学し授業を

受けることにより、高齢者は学習欲求の

充足と活力を、子どもたちは高齢者から

様々な刺激を受けることによって異世代

間の交流を促進する。 
 また、単に学校と町内会との交流に終

始しないよう組織化するために、当時の

市教育委員会の提案により NPO法人「子

どもたちと共に学ぶ教室シニアスクー

ル」を立ち上げた。 
 

2）教育目標 
一人一人の学習意欲をもとに、知識と

経験を組み直す（再構築する）喜びを知

り、めあてをもち生き生きと生活する（生

きようとする）生徒を育てる。小中学校

とのふれ合いを通して、共に学ぶ喜び、

役に立つ喜びを経験し、地域や学校に積

極的に貢献しようとする生徒を育てる。 
 
3）目指す生徒像 
 学習のめあてをもち、自ら学ぶ生徒  
 小中学生とのふれ合いを大切にする

生徒  
 心身の健康に留意し、明るく生きる生

徒 
 
4）指導の重点 
 一人一人の学習に応じた分かる授業

を展開する。 
 助け合い支え合う学級集団づくりに努

める。 
 小中学生との間にお互いのよさを見

つけ出す交流を図る。 
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5）心得 
 小中学生と同じ校舎で学習すること

の意味を踏まえ、自覚ある態度をもっ

て授業を受ける。 
 授業日は週3回（岡輝教室）、週2回（清

輝教室）、週1回（岡南教室）登校し、

全授業を受ける。 
 

6）3 校の現況 
 岡輝教室（岡輝中学校内） 

週3回開講（月・水・金曜日）。授業

は毎回50分授業が6校時あり。基本的

に今の中学生同様の内容を学ぶ。授業

料年額4万円。 
 清輝教室（清輝小学校内） 

週2回開講（火・金曜日）。授業は岡

輝教室と同様。授業料年額3万円。 
 岡南教室（岡南小学校内） 

週1回開講（金曜日）。授業は岡輝教

室と同様。授業料年額2万円。 
 

7）NPO 法人会費 
 正会員 10,000 円、個人賛助会員 2,000
円、団体会員 50,000 円、団体賛助会員

5,000 円 
 

8）シニアスクール時間割 
  ＜岡輝教室＞  
 月曜 水曜 金曜 
1 校時 8:50～ 9:40 英語 国語 社会 
2 校時 9:50～10:40 英語 国語 社会 
3 校時 10:50～11:40 美術 保健体育 理科 
4 校時 11:50～12:40 美術 保健体育 理科 
給 食 12:40～13:10 昼食 
昼休み 13:10～13:35  休憩 
5 校時 13:35～14:20 学活 音楽 創意 
   

＜清輝教室＞  
  火曜 木曜 
1 校時 8:50～ 9:35 社会 国語 
2 校時 9:40～10:25 社会 国語    

業 間 10:25～10:55  
3 校時 10:55～11:40 英語 理科 
4 校時 11:45～12:30 英語 理科 
給 食 12:30～13:15   給食 
昼休み 13:15～13:55   休憩・清掃 
5 校時 14:00～14:45  音・美(隔週)保健体育 
放課後 14:55～   ― 学活 

 
9）シニアスクール生徒と子どもたちと

の交流 
 この間、各校で交流の時間を設け、多

様な交流を行っている。小学校では、「お

話や昔遊び交流」「家庭科の学習での小

学校５年生との交流（シニアスクール生

徒から玉結びや玉止めなどを教わる）」

「シニアスクール生徒と昼の児童生徒と

の合同入学式」などが行われている。 
 

10）今、注目されていること 
 NPO法人が学校に関わるシステムと

して特出すべき事例として 
 介護保険制度の改定による要支援の

人たちの受け皿として 
 多世代循環型相互扶助コミュニティ

づくりの事例として 
 
5. シニアスクールを参観して 
 給食の時間は見学者にも給食の提供が

あり、食事をしながら、生徒とも交流で

きた。その中で生徒のみなさんの声も聞

くことができた。 
 ある 60 代の男性は、「小学校 6 年生

までは形だけ通ったが、小学校卒業証書

ももらっていない。夜間中学があれば通

ってみたい」と語り、ある 80 代の女性

は「1930 年代生まれで、国民学校 6 年、

高等小学校 2 年、戦後の新制中学校で 2
年通学したが、あまり学習できなかった」

と語った。 
 給食時に話ができたのは数名であった

が、その中にも、義務教育未修了者及び

中学校形式卒業者が学んでいることが確

認できた。現在、岡輝教室 13 名、清輝
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教室 16 名、岡南教室 27 名、合計 56 名

が学んでいるとのことであり、シニアス

クールが一側面として夜間中学校同様の

役割を果たしていることがわかった。 
 また、小中学生の子どもたちが、日常

的に 60 才以上のシニアスクールの生徒

と交流し、心の拠り所になり、地域のシ

ニアたちに育てられている様子が、懇談

でのお話やテレビ放映されたビデオ視聴

を通して垣間見られた。シニアスクール

の生徒たちにとっても、子どもたちとの

交流で元気をもらい、自らの有用性を自

覚することにもつながっている。今回見

学したシニアスクール岡輝教室のある岡

輝中学校は、改築した際、「オープン性」

と「木のぬくもり」を重視し、廊下を歩

いていると、子どもたちの学習の様子が

手に取るように伺える。 
 さらに、講師陣は 9 教科で計 40 名い

るが、シニア世代も多く、自らの有用性

を自覚することにもながっているようで

あった。 
 
 
 

 
 
 
6. シニアスクールの成果 
1）生徒指導の視点より 
 そもそも、このシニアスクールを発足

させたきっかけは、当時の荒れを何とか

しなければならない。そのためには、社

会に開かれた学校へとする必要があるの

ではないか…という発想のもとに、1998
年度の「岡山東警察署（現在岡山中央警

察署）パイロット指定事業の受け入れ」

や 1999 年度の「いきいきスクール支援

事業」が追い風にもなり、学校、地域や

保護者が一体となった取組が展開された

ことによるものである。そして、様々な

イベントを中心に子どもたちの行動も変

わり、さらにメディアにも子どもたちの

活躍の様子が報道されることにより、自

分たちの学校を誇りに思うことができる

ようになるなど、この取組からプラスの

循環が生まれたことが荒れを克服できた

大きな要因として考えられる。 
 2001〜2003 年度の文部科学省「新し

いタイプ学校運営の在り方に関する実践

研究」により、地域学校協議会が設立さ

れ、その協議会の地域部からシニアスク

ール構想が提案されている。学校の荒れ

を治めるために、地域や保護者が協力す

る取組は全国でも珍しくないが、地域の

シニアたちが子どもたちと一緒の学び舎

で学習をする取組は、子どもたちにとっ

ても大きな刺激となり、シニアたちとの

交流で得るものは非常に大きいと思われ

る。さらに、このシニアスクール構想で

特筆すべきは、単なる地域との交流に終

わることなく、組織化（NPO 法人化）を

図ったことにある。 
 2004 年度にシニアスクールが発足し

て以来、様々な機会において、世代を超

えた心の交流が行われている。発足前は

大きな荒れを経験した学校ではあった

が、シニアスクールが学校らしい落ち着

いた学習環境づくりに貢献している。 
 シニアスクールの生徒との交流を通し

て、子どもたちからは、「挨拶が増えた」

「礼儀正しくなった」「友だちや先生と

は違ったことが話せる」「いろんなこと

を教えてもらえる」「手紙を書いてくれ

る」「公式戦へも応援に来てもらえた」

などの声があがっている。 
 
 
 
 
 
 
 
  
登校時にはシニアたちが生徒会と共に

校門前で挨拶運動を行ったり、部活動の
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公式戦に応援に来てもらったりして、子

どもたちは自分たちの活動をいつも見て

もらっている、評価し褒めてもらえると

いう経験を重ねている。したがって、廊

下で会った時などにも自然と挨拶がで

き、礼儀正しさも身についていくのでは

ないかと考えられる。 
 家庭環境が厳しい子どもたちにとって

も、学校の先生が父親や母親とすれば、

シニアたちは祖父母のように接し、まる

で一つの大きな家族のように包み込ま

れ、心のよりどころになっている。様々

な子どもたちが小学校から中学校を通し

て、優しさや思いやりを育ててもらって

いるようである。 
 

2）生涯学習の視点より 
 一方、シニアスクールの生徒たちの声

を 2008 年度の修了文集から拾ってみる

と、 
 70 歳にして学ぶ楽しさも再認識しま

した。学友との春秋の研修旅行、体

育会、文化発表会、紙芝居での出演

と、どれも思いがけない楽しさでし

た。元気な中学生の皆様を身近にし

てパワーもいただきました。 

 幼少の頃、家が貧乏だったため、満

足に勉強することが出来なかった私

にとって、シニアスクールを知った

時の喜びは、大変嬉しい出来事でし

た。（中略）この年で学べるという

喜び、多くの人達と出会えた事に感

謝の気持ちでいっぱいです。 
 こうして長く続けられているのも、

シニアスクールには、知り学ぶ楽し

み、創造する楽しみが多岐にわたり

沢山あり、日々、人びととの出会い

と感謝があるからです。また、年齢

差の異なる同級生との会話には笑い

があり、毎日が楽しいのです。そし

て孫の年齢の中学生との勉強、会話

などの交流があり、すばらしいこと

です。 

 山を散策すると、森林浴・新緑のシ

ャワーを浴びて元気になるように、

学校の中の子供達の声を聞くと、元

気になります。学校が大好きです。 
…など、地域のシニアたちが講師の先生

や仲間から学ぶことの楽しさを教わ

り、子どもたちからは元気をもらって

いる様子がうかがえる。 

これらシニアスクールの実践から、

いくつになっても「学びの尊さ」を大

切し、それを地域ぐるみで継承してい

こうとする姿勢を感じとることがで

きた。 
 

7. シニアスクールの可能性とこれから

の夜間中学の在り方 
NPO 法人「子どもたちと共に学ぶ教室

シニアスクール」は、地域の高齢者に対

して、学校の施設を活用し学習すること

に関する事業を行い、世代を超えたふれ

あいと交流を通じて、その地域の健全化

と活性化に寄与することを目的とする

（定款より）。つまり、地域高齢者の潜

在的な学習意欲に応えると共に、世代間

交流により学校に通う地域の子どもたち

を見守ることを趣旨に、コミュニティ・

スクール（学校運営協議会制度）として

設立された。今回の訪問を通して、シニ

アスクールは、落ち着いた学習環境をも

つ学校の創出、子どもたちの心のケアや

心の育成、義務教育未修了者を含む学習

要求をもつシニア世代への学習機会の提

供、介護支援を減らすための能動的な活

動、多世代の交流による相互支援コミュ

ニティの創出等、多様な役割を見出すこ

とができた。そして、学校を軸とした未

来につながる地域づくり、理想的なコミ

ュニティスクールとして今後の日本社会

の一つの在り方を示す先進的なモデルの

一つであると考えられる。しかしそれ以

外にも、これまでの高齢者との交流を通

して、子どもたちは単に見守られている

という感覚だけでなく、高齢者が学ぶ姿
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から多くのことを学びとっていると思わ

れる。 

全国的・国際的な学力調査では、今日

本に暮らす子どもたちは、学ぶ意欲や判

断力、表現力に課題があることが指摘さ

れている。特に学ぶ意欲においては、子

どもたちはその意義を見失いかけている

ことが懸念される。これまでの教育によ

って、学びが利己的・限定的になり過ぎ、

その目的が進学や就職の手段になってい

る傾向が強いように思われる。そのよう

な中、このシニアスクールの実践は、子

どもたちが高齢者の学ぶ姿を身近に感じ

ることができ、さらに交流することによ

り、忘れかけていた本来の学びについて

考えることができる。とりわけ、不登校

傾向の子どもたちは、その高齢者の姿に

非常に勇気づけられているように思われ

た。「おばあちゃんに話を聞いてもらえ

る」「アドバイスもしてくれる」「行け

ば何かある」という声も聞かれている。 

このような教育効果は、夜間中学校の

生徒と学齢期の子どもたちの交流からも

同様のことが認められている。さらに、

現在増加しつつある新渡日等、多様な生

徒との交流を通じて、様々な価値観や見

方・考え方に触れることにより、自分自

身を見つめ直し、視野も広がると同時に、

表現力の向上にもつながるものと考えら

れる。 

 昨年 12 月に「義務教育の段階における

普通教育に相当する教育の機会の確保等

に関する法律」（教育機会確保法）が成

立したことを受け、今後、全国の自治体

に夜間中学校が創設されていくことを大

いに期待したいが、夜間中学の教育効果

の一つのヒントとしてもこのシニアスク

ールは忘れてはならない存在である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

  2016 年 8 月 21 日（日） 

午前 10 時〜10 時 50 分 設立総会 

  午前 11 時〜午後 4 時  第 1 回研究大会 

 於、国立国語研究所 

 

設立大会の記録 
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設立総会 
 
司会         藤田美佳 

議長選出   工藤慶一 
 
＜経過報告＞ 
 
基礎教育保障学会設立までの歩み :  岩本陽児 
 最初の集まりを、構想・懇話会として持ったのが 2014 年 6 月のことで、年内につごう 3 回の会

議を持ちました。 

初回の構想・懇話会は、「学びから排除された人々の学習支援と権利保障のあり方を探究する学

会」構想を語りあうため、日本社会教育学会六月集会終了後、横浜市内で開催しました。多年にわ

たりこの問題を深く考えて来られた小林文人氏から、教育学研究としての基礎教育研究の空白問題

すなわち学会設立の必要性の指摘と論点整理、元夜間中学教員の関本保孝氏からは夜間中学運動の

近年の動向、韓国公州大学教授ヤンビョンチャン氏から韓国文解（ムネ）教育の動向と関連協会・

学会の話題提供があり、意見交換。最初の世話人を決定し、幅広く多様な領域の実践者、研究者に

ご参加いただくことを確認しました。 

 2014年9月の第2回構想・懇話会から後は、前回会議録を冒頭で確認しながら検討を重ねてき

ました。この段階での主要な検討事項は①学会名称問題②関連領域の洗い出しと呼びかけ人名簿作

成、③今後のスケジュール確認、④運営体制でした。ここで「日本基礎教育学会」という学会が20
年前に発足していることが判明。抵触しない名称案について丁寧に検討しました。呼びかけ人名簿

では、夜間中学、識字運動、地域日本語教室、外国にルーツをもつ子どもや、生活保護世帯の子ど

もへの学習権保障、生活困窮者の自立支援、障がい者の継続教育などの実践領域とつながり、国際

人権規約や、海外の「万人のための教育」の活動を意識することの意義を確認しました。第３回会

議の委細は省略しますが、この時点では2015年8月の学会設立を目指していました。 

 

○基礎教育学会（仮称）設立準備会 2015年2月～2015年7月 

2015年に入ると、名称を基礎教育学会（仮称）設立準備会と改め、4回の会議を開催しました。 

【第 1 回設立準備会】は 2 月に東京で開催。メーリングリストess@wako.ac.jp の運用を開始し、

趣意書起草委員会を立ち上げました。折から開催中の「夜間中学映画祭」の紹介もありました。 

ここで、2015年8月の設立を一年遅らせて、2016年8月にする決断を行いました。これに伴い、

次回以降の会議に公開学習会の時間を設けることとしました。「日本基礎教育学会」関係者とのコミ

ュニケーション、政治家に「識字」へのイメージを尋ねる宿題も出されました。7 領域からの世話

人8人体制とすることも、この時に決めています。 

【第2回設立準備会】東京 

冒頭で公開学習会。東京大学大学院、江口怜氏の報告「『基礎教育』の概念について」を聴いた

のち、意見交換しました。科研、挑戦的萌芽研究「格差貧困に抗する成人基礎教育学にむけて―領

域横断的な共同探求ネットワークの構築」採択が報告され、新たに『準備会ニューズレター』発行

も決まりました。 

【第3回設立準備会】は初めて関東圏を離れました。この会以降、開始前に科研定例会議を開催し

ています。公開学習会は、京都女子大学岩槻知也氏「リテラシー／識字の概念整理」と質疑。さら

に、7月25日に松竹東劇で開催する夜間中学映画バリアフリー上映会予告や、5月27日超党派議
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連の合同総会、6月4日院内集会などの報告が相次ぎました。一方、東大阪市の夜間中学統合問題

も、緊迫感をもって報告されました。 

 

○基礎教育保障学会設立準備会 

学会名称が確定したことを受けて「仮称」をとり、2015年9月から2016年7月まで、5回の会

議を持ちました。 

【第4回設立準備会】2015年9月 東京 

全国夜間中学研究会事務局長、須田登美雄氏による「義務教育の段階に相当する普通教育の多様

な機会の確保に関する法律案について」と題した公開学習会。設立趣意書に続いて学会名称の審議

に入り、諸案について逐一検討ののち、全会一致で、「基礎教育保障学会」に決しました。長い道の

りでした。「保障」という文言が権利・人権を兼ねての保障の意味合いであることも再確認していま

す。 

【第5回設立準備会】2015年11月 福岡大学 

一般社団法人生活困窮者自立支援ネットワークが福岡大学で開催した「第2回全国研究交流大会」

に合流する形で会議を持ちました。いよいよ会則案の検討に着手。呼びかけ人名簿を承認し、「設立

趣意書」の配信を決めました。設立総会の会場を国立国語研究所に決めました。 

【第6回設立準備会】2016年2月 徳島 

四国に上陸。徳島市の石井教育長のご配慮により「徳島教師塾」が主催する映画「こんばんは」

上映と、森監督、見城会員による講演会に合流しました。英語名称はJapanese Society for the Study 

of Basic Education and Literaciesで、略称をJASBELに決定。ホームページのドメインもこれに

しています。primaryより広い意味でbasic。識字を幅広くとらえる意味でliteraciesと複数とし

ています。14名の理事候補を確認し、この大会のプログラムも検討しました。 

【第7回設立準備会】2016年5月 北海道大学 

 九州、四国の後は、北海道です。自主夜間中学「遠友塾」と北海道大学の関係者による現地実

行委員に歓迎していただきました。参加 29名の大きな会議でした。ホームページデザイン、フェ

イスブックのアップが報告され、『月刊社会教育』の夜間中学連載、学会名称等に関するご意見の

紹介を行い、審議事項では、規約(案)、「役員候補一覧」の常任理事を確定しました。学会ロゴ（案）

も決まり、設立総会・記念大会プログラム等の案も練り上げました。準備会終了後、公開シンポジ

ウム「夜間中学から基礎教育保障を考える」を開催しました。報告3名、コメント2名で、熱い意

見交換が続きました。 

【第8回設立準備会】2016年7月 中野サンプラザ 

最後の設立準備会は最終的な詰めの議論を行いました。 

振り返れば、議論を重ねてひとつの学会を作り上げていく過程そのものが、学びのプロセスだっ

たと思います。夜間中学の関係者と社会教育の研究者が響き合って最初の動きを作りましたが、そ

の後足かけ三年にわたり、現代の教育・福祉・労働の在り方に関心を寄せる多くの方とつながるこ

とによって、本日を迎えることが出来ました。国際的な視野を持ちつつ、日本の教育実践と研究に

新しい時代を画する学会でありたいと願っています。 
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基礎教育保障学会設立大会までの歩み（当日配布資料再掲） 
 
【基礎教育学会（仮称）についての構想・懇話会】 
 
  １.【基礎教育学会（仮称）についての第１回構想・懇話会】   
      ２０１４年６月８日（１２名）「コトブキヤ酒店」（横浜市）              
  ２.【基礎教育学会（仮称）についての第２回構想・懇話会】   
      ２０１４年９月２１日（８名）「エデュカス東京」（東京・千代田区）                   
  ３.【基礎教育学会（仮称）についての第３回構想・懇話会】   
     ２０１４年１１月９日（８名）「榎町地域センター」（東京・新宿区） 
 
                                        
【基礎教育学会（仮称）準備会】 
 
  ４.【基礎教育学会（仮称）第１回準備会】                        
       ２０１５年２月８日（１４名）「大久保地域センター」（東京・新宿区） 
  ５.【基礎教育学会（仮称）第２回準備会】   
      ２０１５年５月１０日（１６名）「筑波大学東京キャンパス文京校舎」（東京・文京区）  
  ６.【基礎教育学会（仮称）第３回準備会】   
     ２０１５年７月１２日（３３名）「大阪産業大学サテライト」（大阪市） 
  ７.【基礎教育学会（仮称）第４回準備会】   
     ２０１５年９月１３日（１７名）「中野サンプラザ」(東京・中野区) 
 
【基礎教育保障学会（仮称）準備会】 
 
  ８.【基礎教育保障学会（仮称）第５回準備会】   
     ２０１５年１１月８日（９名）「福岡大学」(福岡市) 
      《「基礎教育保障学会準備会・拡大世話人会」 
     ２０１６年１月２４日（１３名）「学びリンク(株)」（東京・千代田区） 
  ９.【基礎教育保障学会（仮称）第６回準備会】   
     ２０１６年２月１４日（１４名）「ふれあい健康館」(徳島市) 
１０.【基礎教育保障学会（仮称）第７回準備会】   
    ２０１６年５月８日(６８名)「北海道大学」(札幌市)                  
      《「基礎教育保障学会拡大世話人会」 
     ２０１６年６月１９日（１５名）「学びリンク(株)」（東京・千代田区） 
１１.【基礎教育保障学会（仮称）第８回準備会】   
    ２０１６年７月１０日（２７名）「中野サンプラザ」(東京・中野区) 
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議 事 
 
 第一号議案 会則案         （提案者：野山 広） 
 第二号議案 役員選出        （提案者：森 実） 
 第三号議案 学会ロゴ        （提案者：関本保孝） 
 第四号議案 第二回研究大会開催地  （提案者：森 実） 
 全ての議案について承認された。 
 
議長解任 

 
 

  上杉孝實     
  

 会長に選任されました上杉でございます。先ほどから設立経緯について報告がありましたように、この

学会は、基礎教育について実践をされてきた人たちと研究者が一緒につくる会です。 
 研究と実践をどうつなぐかが課題で、従来から豊かな実践がありましたが、研究については余地が多く

残されたままでした。この学会は、学習者の方々を中心に据えようとしています。 
 ユネスコで活躍したエットレー・ジェルピが述べたように、すべての人が共に学びあい教えあうことが

私たちの課題です。なお論議すべき点、検討すべき課題は多くありますが、歩きながら、走りながら考え

ていきたいと思います。会則では会長の権限が強いようですが、独裁者ではありません。皆さんの意見を

まとめながら、国の政策にも反映させていきたいと思います。 
 夜間中学は、これまでとかく無視されがちでありましたが、今後はそうであってはなりません。もとよ

り教育は幼少期だけではなくて生涯必要なものです。グローバル化の進む時代にあって、移住も多くなり、

異なった文化に遭遇することも増えて、すべての人が学ぶ機会を持てるようにすることが求められていま

す。このあたりのことを考えながら、学会活動を進めていきたいと思います。 

・会長就任挨拶 
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第１回研究大会 
 
１. 歓迎のごあいさつ   野山 広 
 
２. 来賓のお祝いメッセージ 
文部科学省事務次官  前川喜平氏 
全国夜間中学校研究会 須田登美雄氏 
  ※祝電等はお名前のみ紹介された。 
国会議員：馳 浩、笠 浩史，吉川はじめ、浮島 智子、畑野 君枝、丹羽 秀樹の各氏。 
団体は、国字問題研究会。 
 
３. 基調講演Ⅰ 大安喜一 
  アジアにおける基礎教育の完全普及に向けて ―途上国とともに相互協力へ―                 

   （本号10～21ページに、論文として収録） 
 
４. ポスター発表 
 ※参加団体：川口自主夜間中学、札幌遠友塾自主夜間中学、識字・日本語連絡会、墨田区立文花

中学校夜間学級、全国夜間中学校研究会大阪地区、福島駅前自主夜間中学、松戸自主夜間中学、京

都市立洛友中学校 
 
５. 基調講演Ⅱ 見城慶和 
  夜間中学の生活基本漢字３８１字 ―選定の背景とその指導― 
  （本号84～89ページに報告を収録） 
 
６. リレートーク：基礎教育保障学会の将来を語る 
 
小林文人（東京学芸大学名誉教授）  社会教育研究の立場から 
 
 新しい基礎教育保障学会の未来を５分で語れと。話の前置きだけで終わるかもしれません。これ

まで50年ほど活動してきた日本社会教育学会のなかで、基礎教育に関する研究が十分に行われてこ

なかったこと、理論形成の努力も具体的な調査データも見るべき蓄積がないこと、残念ですが永年

の課題となってきました。この点については、とくに韓国の社会教育学者との付き合いから深く学

ぶところがありました。私の知っている範囲では、ほとんどの方が識字研究への視野をもち、実際

に「文解」運動をやっておられる方もいる。韓国文解教育協会が設立される（1989年）など、強い

刺激を受けてきました。同時に国内的には見城先生をはじめとする夜間中学の先生方が、実際に教

壇で教えるだけでなく、資料・教科書づくりなど実践研究を蓄積し、また夜間中学拡充の運動を重

ねられてきたことに打たれるものがありました。 
 1990年の国際識字年に呼応して、日本社会教育学会では年報『国際識字10年と日本の識字問題』

（第 35 集、東洋館出版社、1991 年）を刊行しています。他の学会を含めて、このような「基礎教

育」をテーマとする学会年報がまとめられたのは初めて。私は幸いに編集委員長を仰せつかりまし

た。小沢有作、笹川孝一、黒沢惟昭、元木健など各氏との貴重な論議が忘れられません。森実さん
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の論文など力作が並び、この段階での「基礎教育」について得がたい集約となりました。 
 私自身もこれを契機に『東京識字マップ』調査３報告（東京学芸大学社会教育研究室）をまとめ、

その後にも東アジアに視野を広げて、基礎教育研究を大事な課題に考えることとなりました。

TOAFAEC（東京・沖縄・東アジア社会教育研究会）年報『東アジア社会教育研究』（1996年創刊、

全20冊）には、前世紀末から今世紀にかけての20年にわたる約40本の東アジア「基礎教育」「リ

テラシー」研究が収録されています。韓国からの報告がとくに多彩、日本がとくに大きく立ちおく

れています。 
 しかし、見方をかえてみると、日本でも実は基礎教育に関する研究や報告は案外と取り組まれて

きたことは確かですし、とくに実践・運動の資料や記録はある意味で膨大な蓄積をもっているので

はないか。夜間中学だけでなく差別・解放教育や自治体レベルの日本語教育等の諸実践もまたさま

ざまな展開をみせ蓄積されてきたのです。しかし、それらが横に出会わない、縦につながらない、

国をこえて交流がひろがらない。そんな歳月が続いてきたように思われます。 
 いま新しい学会がスタートして、基礎教育研究にかかわる体系的な学会として、当事者へのまな

ざしも大切にしながら、これまでの蓄積を横と縦につないで、さらに発展させていってほしい。教

育学関連だけでなく、諸分野の研究者や実践運動の方々が集まる新しい学会。しかも学会の趣意書

にはルビがふられ、ひらがなのページが用意されている、こんな学会は文字通り初めてでしょう。

運営的にはいろんな配慮や工夫が必要になってくる。難しい課題は山積している。それだけにこれ

ほど歴史創造的な学会はないのかもしれない。国際的なスタンダードが問われる理論の形成、実証

的なデータ、それらに基づく固有の政策提起が期待される“学会”であってほしいと思います。運動

団体として傾斜するのでなく、やはり学会としての固有の役割が問われることになりましょう。 
 従来の学会の反省ですが、規模が大きくなってくると学会としての政策提起ができなくなる。し

かしこの学会ほど課題が鮮明な領域はない。理論とデータを基礎にして、多面的な政策づくり、積

極的な課題提起に果敢にチャレンジしていただきたい。 
 国家レベルの基礎教育・政策提起と同時に、課題は地域に現れます。韓国の文解教育では、国の

法制だけでなく、心を打つ自治体文解条例が各地に拡がっています。これから日本にそのような状

況をどう創り出していけるか。新しい学会へかけられる期待は大きいものがありましょう。 
 
 
野山 広（国立国語研究所）  日本でも識字の悉皆調査を 
（本号22～35ページに、論文として収録） 
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森 実（大阪教育大学）  学習者が主役の学会に 
 
 大阪で部落の識字をやっている森と申します。私が言おうとしていることはシンプルで、「学習者

が主役の学会にしたい」ということです。 

 アメリカで、識字学級をやめた人の調査がありました。なぜやめていったのか。時間が合わなか

ったのか。学習内容が合わなかったのか。そういうことを探ろうとしたのです。けれども、識字学

級をやめた人のインタビューを通して浮き彫りになった「やめた理由」は、学習者が人間扱い、お

とな扱いされないということでした。ある人は、買い物が得意で、地域の買い物を一手にまとめて

安くていいものを買ってくるという人でした。ある人は会社の経営者で、アメリカ中を飛び回って

契約をまとめてくる。やりとりをテープに録音して、それを自分の部下に書類化させていた。つま

り、一人ひとりが一人のおとなとして暮らし、働き、家族や地域のために活躍しているのです。と

ころが、そういう人が教室では一人の人間として、おとなとして扱われなかったからやめたという

のです。 

一人の人間として、成長できる教室や学校になっているのか、私たちは日々問いかけていくべき

ではないでしょうか。 

わたしは１９８５年から識字学級に関わっているのですが、学習者の方に感謝されるよりも何度

も怒られてきました。学習者がときには怒ることができる。そういう教室こそ、必要なのではない

かと思います。学習者の人はときには悔しい思いを２０年３０年とかさねているのです。学習者を

追い込んできた学校教育や社会の在り方を問い直すことこそ求められています。 

 学習者が主役になるとはどういうことか、一緒考えていきたいと思います。 
 
岡田敏之（京都教育大学）  伝えたい！夜間中学校の良さを 
 
私よりもずっと長年にわたり夜間中学校で活躍されてこられた先生方がおられるのですが、一昨

年まで洛友中学校の校長という立場から、僭越ながら公立の夜間中学校についてお話しをさせてい

ただきます。 

私は、昭和57年に洛友中学校の前身である郁文中学校に新規採用として赴任しました。郁文中学

校の二部学級は、昭和43年に設置されて以来、多くの学齢超過の人達の学びの場になり、私が赴任

したときには、約90名の生徒さんが学んでおられました。私は、昼間の学級担任でしたが、新米だ

った私に二部学級の先生方がよく声をかけてくださり、「岡田君、ちょっと見においで」と、授業を

何度も見せていただいたり、授業が終わってからは生徒さんが経営する飲食店に誘っていただいた

りしました。 

それまで、そのような学級の存在すら知らなかった私が、初めて二部学級の授業を見たときのシ

ョックを今も鮮明に覚えています。五十音表や九九表、生徒さんが書かれたであろう習字の作品な

どが所狭しと掲示された教室で、60代～70代の生徒さんが一所懸命学んでおられる。真剣に、しか

も楽しく。教える先生方も笑顔だけど、厳しさが感じられる。こんな教室を、こんな光景を私は今

まで見たことがありませんでした。その場面を見て、これまでいやいや勉強してきた自分、親や先

生に追い立てられて勉強してきた自分自身が恥ずかしくなり、それ以来「人は何のために学ぶのか」

「学ぶこととは何か」ということを考えるようになりました。この郁文中学校二部学級との出会い

が、私の教師としての原点になっています。新規採用から 3 年間、郁文中学校で勤務した後、生徒

指導困難校や教育委員会等に勤め、30年の時を経て戻ってきました。とても深い縁を感じます。 

郁文中学校は平成 19 年に統合により、洛友中学校にとして生まれ変わりました。「不登校を経験

したがそれを克服しようとする昼間部の生徒と、様々な理由により学齢期に義務教育を果たすこと
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ができなかった夜間部（二部学級）の生徒が世代や国籍を超えてふれあい学び合う学校」、つまり昼

間部と夜間部のそれぞれの良さが化学反応を起こし、大きな学びのエネルギーを創り出すことをコ

ンセプトに、全国でも類を見ない学校が誕生しました。そのような学校で、先生方と協働して様々

な実践ができ、その中で不登校の生徒がどんどん元気になっていく姿を目の当たりにできたり、そ

の様子を毎日見ることを楽しみに登校してこられる夜間部の生徒さんの笑顔に出会えたり、困難な

課題もたくさんありましたが、充実した時間を過ごすことができたことが、今も私の誇りです。 

映画「こんばんは」でも、転校してきたときは表情も硬く、何もしゃべることができなかったし

んちゃんが、笑顔が増え、表情もどんどん豊かになっていく様子が描かれています。また、昼間の

生徒が夜間の授業を受けて感じたこと、学んだことなどを感動と共に述べているシーンもありまし

た。これが、夜間中学の大きな存在価値の一つだと思います。先程、基調講演で大安さんが「これ

からは、地域の中でマジョリティがマイノリティからいかに学び取っていくかということが大切な

時代になってくる」とおっしゃっていました。 

夜間中学には、「学びの原点」があります。一般の小中学校の児童生徒にも、この夜間中学校の「学

び」を感じ取ってもらいたい。文部科学省は、各都道府県に少なくとも一校は夜間中学校をつくる

方針を立てていますが、一方で既存の夜間中学校を統合などにより、縮小していこうとする自治体

の動きがあることも否めません。今後、夜間中学校設立に向けて、まずは人が生きていく上での基

礎教育の重要性を各自治体が認識することはもちろんですが、それと同時にそれを含めた夜間中学

の存在価値を、設置予定の地元も含めて理解することが大切です。 

夜間中学の良さを多くの人達に発信し、私たちのつながりを広げ深めていくこと、そして、これ

までの実践を総合して理論の裏付けをおこなうことにより、自治体や地元に説得力ある説明を行っ

ていくことが、この学会の大きな役目の一つだと思います。今後とも、皆さんの知恵と力を結集し

ていきましょう。 

 
工藤慶一（札幌遠友塾自主夜間中学、北海道に夜間中学をつくる会） 

受講生と共にある世界を目指して 
 
「札幌遠友塾自主夜間中学」並びに「北海道に夜間中学をつくる会」の工藤と申します。夜間中

学の充実を目指し、同時に多方面に働きかけを行っております。6月に開催された「夜間中学をつ

くる会」総会における新年度方針決議をふまえ、7月に札幌市教育委員会に要望書2通（①公立夜

間中学校の札幌設置、②札幌遠友塾の教室場所である札幌市立向陵中学校のエレベーター設置）を、

北海道教育委員会には道内市町村各教育委員会への聞取り調査協力要請書と文部科学省委託事業ア

ンケート報告書に対する質問書を提出しました。しかし札幌市教委の回答に前進が見られなかった

ため、札幌市議会に陳情書を提出し本会議で採択を得るという大きな目標を立てました。 
このため8月初旬より11月末まで、札幌市議会と道議会の全会派の幹事長や文教委員との連続的

な話し合いに精力を注ぎ、各議員の遠友塾見学も相次ぎました。夜間中学を広く知っていただくこ

とについては、8月23日の平成遠友夜学校（遠友塾受講生15名も参加）や11月4日の札幌大学市

民塾などで市民への講演を行い、また教員を志す若い人たちに呼びかけるために北海道大学教育学

部や北海学園大学などで4回「夜間中学校と学びの権利」と題した講義を行いました。9月には北

海道自主夜間中学交流会を行い、札幌・函館・釧路の受講生とスタッフが体験を発表し、車座にな

って自己紹介を行い、工藤が教育機会確保法案（平仮名振り資料作成）の内容について説明し、そ

の模様を新聞紙上で紹介していただきました。また札幌市長の遠友塾訪問実現のために、受講生3
名の手になる視察要請文を市長に提出しました。そのうえ無謀にも文科省の前川事務次官に視察を

お願いし、9月7日に実現しました。 
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道内全域への働きかけについては、北広島市教育委員会を訪問し若い人の未就学問題について意

見を交換し、苫小牧市教育委員会訪問では市主催の学びの場である「ナナカマド教室」の実情も聞

いてきました。こうした多面的に環境を整える活動を行った上で、11月28日に札幌市議会事務局

に「公立夜間中学校のすみやかな設置を求める陳情書」を提出しました。もう一つの柱である「向

陵中学のエレベーター設置」については、陳情ではなく、市議会各会派の協力のもとに市教委と話

し合いを進めていくことになりました。こうした中、国会では12月14日に教育機会確保法が公布

されました。 
年明けの2月6日、60名の傍聴者の参加のもとで、札幌市議会文教委員会で陳情審議が行われ、

工藤が15分陳述し、30分に渡って各議員の質問に答え、その後各議員が市教委に質問し、結果と

して初審査にもかかわらず陳情が採択されました。2月15日には秋元札幌市長の遠友塾訪問が実現

しました。2月27日には、札幌市議会本会議において、この陳情第240号が採択されました。とて

も長い1年でした。 
今後はこの決議の通りに、議会の協力のもと、夜間中学全般に渡る市教委・道教委との話し合い

をすすめ、教育機会確保法第15条にある協議会を設置し、諸問題を解決していきたいと思います。

まだまだ道のりは長く、これからも試練は続くと思いますが、受講生と共にある世界をこれからも

目指していきたいと思います。 
 
湯澤直美（立教大学コミュニティ福祉学部）  教育と福祉を架橋する理論と実践を 
 
私からは①子どもの貧困対策の観点、②社会福祉の観点からお話しさせていただきます。  
まず、子どもの貧困対策の観点から入ります。2013年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

が制定され、政府や自治体によって子どもの貧困対策が進められるようになりました。「貧困」と銘

打った法律ができたことは一歩前進ですが、極めて短期間の国会審議で成立した法律であることも

あって、「何をもって子どもの貧困対策というのか」、という基本的な点で合意形成が十分に図られ

ていないのではないか、と危惧されます。 
「子供の貧困対策に関する大綱」では、「教育支援」が重要な柱として位置づけられており、無償

の学習支援などの実践が各地に広がっています。しかしながら、そもそも、小学生・中学生期の義

務教育において、学校納付金など様々な教育費の私費負担が大きい問題などは、なかなか議論が進

みません。義務教育の完全無償化をどう実現できるのか、という点は、解決を要する重要な政策課

題であると思います。 
 また、塾に通うことを前提とした学校教育の在り方をどう考えるのか、という根本的な課題もあ

ります。「裕福な家庭の子どもは有料の学習塾へ。貧困家庭の子どもは無償の学習塾へ」と子どもた

ちの放課後が棲み分けられていく社会が固定化していくのかどうかは、重要な論点です。この法律

や大綱は、施行後５年を目途に必要な改正をすると規定されていますので、さまざまな領域や立場

から発信していくことが求められています。 
 次に、社会福祉の観点から、お伝えしたい点です。現在、「福祉から就労へ」という政策基調のな

かで、「就労促進による自立」という自立像が重視されています。もちろん、就労によって尊厳のあ

る生活を送れることは重要です。しかしながら、「なんであれ就労させる」という方策になってしま

うと、より不利な立場にある人々ほど劣悪な労働環境や搾取に晒されてしまうことになりかねませ

ん。 
私は児童福祉の現場で働いた経験がありますが、保護者の方々のなかには、「新聞が読めない」「役

所の申請書が書けない」という点で苦労をなさっている人もおられました。外見からは、まったく

わかりません。「調理師の資格をとったら給料をあげる」と上司に言われても、調理師の参考書をひ
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とりで読むことが困難な場合もありました。そこで、中卒や高校中退で働いてきた保護者の方々と、

基礎的な読み書きや計算の勉強を一緒に取り組んだこともありました。学ぶ権利は、年齢や立場に

関わりなく、保障されるべきものであると実感しています。 
そもそも人間の尊厳を保障する福祉とはなんなのか、ということを考えるとき、教育と福祉を架

橋する理論や実践を積み上げていかねばならないと思い、この学会に参画させていただいた次第で

す。どうぞ宜しく御願い致します。 
 
櫛部武俊（一般社団法人釧路社会的企業創造協議会副代表）  基礎教育保障学会の設立にあたり 
 
北海道釧路市で生活困窮者の「仕事づくり」を担う民間団体に所属している。釧路市は大阪市に

次いで生活保護率が高いが「自立支援プログラム」釧路モデルという自立に向けたユニークな取り

組みをしている。 
これは稼働能力のオールオアナッシングという旧来の自立観から脱し、仕事と家庭との間に生活

保護受給者の軽作業（ボランティア）と居場所を地域に作る取り組みを生み出した。地域の資源、

人の力を借りて公園の清掃作業や農園作業補助、介護ヘルパーのお手伝い等々のボランティア活動

に生活保護受給者が参加するものだ。 
参加者から「ありがとうと褒められた」「毎日行くところがある」「自分も変われるんじゃないか

と思える」などの声が寄せられ、元気になったりエンパワメントされる状況が生まれた。賃金まで

は生じないが、こうした承認や役割が生まれる労作を「中間的就労」と名付けた。役割を得たり認

められたりすることは、人間の尊厳の中核である自尊感情の醸成にかかわるものだ。自立支援プロ

グラムの本質は単に仕事に就いたというものではなくこのような新しい自立観を生活保護の分野で

提示していると理解されることとなった。 
生活保護制度の運用において、釧路市では一般就労する場合も法に基づき必要な場合“自家用車

の使用”を認めていることなどは、新しい自立観によるところが大きい。生活保護を辞めるか受け

るかの二者択一ではなく、受けながら働くという「半就労・半福祉」という状態・領域を肯定する

ことにつながっている。こうした経験を土台に私どもの団体は、「地域の必要の中でお金が生まれる

仕事をつくろう」と 5 年前に設立された。地場の水産業を下支えする観点から、担い手不足の「漁

網の仕立て」作業を生活保護受給者たちと取り組んできた。地域から「基幹産業のニッチを担って

いる」「漁網整網の技術継承につながる」と評価された。支援されてきた人が今度は支援する側に回

るという転換が、釧路モデルの本質的な意義だろう。漁業の動向に左右される業種のため商売とし

て成り立たず廃業が相次ぐ中、当団体への漁網の整網依頼が増えてきていることは留意すべきこと

だ。 
こうした経験もきっかけの一つとなり、生活困窮者自立支援法ができ平成27年4月から施行され

た。毎年11月には1000人規模の全国研究交流大会（生活困窮者自立支援全国ネットワーク主催）

を開催しているところである。この制度は出来たばかりで、まだまだその意義を理解する人は少な

い。この制度は経済的困窮、生活保護に陥る恐れのある方への支援を行うと同時に、それだけにと

どまらず、「話す相手がいない」「親が高収入だが子どもはひきこもり」など、たとえお金があった

としても誰にでも起こりうる孤立や排除と言われる困難を受け止める、給付やサービスではなく人

を支える制度である。相談する当事者自身が自尊心を回復し、エンパワメントされていく過程に支

援者は伴走し、寄り添っていくことが新しい支援の形と言われている。 
高齢者に特化していた政策を現役世代を含めた全世代のインクルーシブとして、また支援される

人と支援する人という一方向から双方向に、また地方の人口減やＩＴ普及で問われる労働と人の発

達を困窮者支援という視点からとらえなおすことも生活困窮者自立支援制度は要請しているものと
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考えている。教育を受ける権利の憲法第26条、生存権を支える憲法第25条とともに憲法第13条、

個人の尊厳、幸福追求権、自由権がより大事になってきていることを「人を支える」生活困窮者自

立支援を通じて実感している。人を育てるという脈絡から、基礎教育保障学会に期待するところは

大きいと思っている。 
 
 
津田英二（神戸大学）  障害者の基礎教育保障について 
（本号36～48ページに、論文として収録） 
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編集後記 

 

岩本陽児 （編集委員長、和光大学） 

 

 かくして私たちは、基礎教育保障学の構築に

いよいよ着手した。本学会紀要『基礎教育保障

学研究』創刊号をここにお届けする。 

 

 懸案となっていた編集関係の規定・要項等の

制定が 2017年 2月の常任理事会にまでずれ込

んでしまったことから、3 月に投稿募集のアナ

ウンス、5月末日締切、その後 3か月のうちに

査読・編集の手続きを経て、8 月末の発刊とい

う、異例づくめのスケジュールとなってしまっ

た。こうしたきつきつの日程の中で、関係各位

には本誌編集に格段のご協力、ご尽力をいただ

いた。まず、このことについて明記し、お詫び

かたがた篤くお礼を申し上げたい。 

 ご覧のように本号は、前半に投稿論文等を掲

載し、後半を昨年 8月 21日に開催された設立

総会と、それに続く第1回研究大会の記録とし

ている。なお、研究大会時の基調講演、リレー

トークのうち、大安、野山、津田各会員からの

報告については、報告者の希望を受けて編集部

からの依頼論文という形をとり、通常の査読手

続きを経たものを掲載している。 

 これらを含め、本号には展望論文3本、研究

ノート3本を掲載することを得た。このほか、

受理に至らなかった投稿論文が、残念ながら 1
本あった。次号での掲載を期待したい。 

 

 今号には、書評を2本掲載しているが、直近

に刊行された数点の重要図書について、書評の

形で取り上げることができなかったのは、大変

残念なことであった。もちろんこれはひとえ

に、上記したような時間的な制約からであっ

た。次号でぜひ取り上げて、誌面を充実させた

いと考えている。 

 

 今後に向けて、会員からの投稿を強くお願い

したい領域がふたつある。ひとつに基礎教育保

障学の、学としてのあるべき体系について意欲

的に考究する論考、もうひとつに、当事者・学

習者ならではの学びと成長に寄り添い、その振

り返りや省察をともに記録したり、各地に残さ

れていて時に散逸の危機にある資料を掘り起

したりして、基礎教育保障学にふさわしい考察

を加えた論考である。本学会は、重要な情報の

ほとんどをルビ付きとしているように、当事者

・学習者をつねに大切にしたいという思いを共

有している。 

 

 最後に、第二号に向けての編集日程について

触れておかなくてはならない。 

 異例の編集日程となった今号の反省から、査

読や再投稿にはそれぞれ約一か月を見込む等、

充分な日程を取り、刊行も早目に行いたいと考

えている。 

 投稿自体は通年、受け付けることとした上

で、次回を上記のような余裕のある編集日程と

するためには、会員の皆さんに、「投稿規定」

「執筆要項」の順守を重ねてお願いしたい。 

 この新しい学会に、新しい意欲に満ちた投稿

が続くことを期待している。 
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基礎教育保障学研究（The Journal of the JASBEL）編集委員会規定 

 
＜委員＞ 
１． 編集委員長には理事が就任し、編集委員は会長から委嘱を受けた会員が就任する。任期は一期

２年とし、再任を妨げない。編集委員長は、補佐役として副編集委員長を任命することが出来る。 
 
＜運営＞ 
２． 編集委員会は編集委員長による招集のもと開催し、査読者・掲載の決定や投稿者と査読者の意

見の調整など学会誌の刊行に係る必要な事項を協議し、議決する。編集委員会の議決は出席者の過

半数をもって決するものとする。 
３． 編集委員会は、必要に応じて電子メール等の電子媒体を使って開催することが出来る。メール

会議における回答は、議案発信後１週間以内に行い、回答の過半数をもって決する。 
４． 編集委員には、編集委員会予算より可能な範囲内で、交通費・旅費の一部または全額を支給す

る。 
 
＜査読＞ 
５． 査読者は、一論文ごとに二名とし、その選定は、編集委員会が行う。査読者名は非公開とする。 
６． 編集委員会は、査読者の査読結果に基づき、掲載の可否を判定する。 
７． 編集委員会は、査読結果に基づき、投稿者に対し、投稿区分の変更を求めることが出来る。（投

稿区分については、別途定める。） 
８． 査読報告が査読期間を過ぎても提出されない場合、編集委員会は新たに査読者を選定し、依頼

することが出来る。 
９． 査読者間の判定結果が大きく異なる場合に、編集委員会は査読者を別途選定し、査読を依頼す

ることが出来る。 
１０． 修正稿は２回を限度とし、３回目となる投稿に対して編集委員会は掲載（微修正は可）または

掲載不可のいずれかの判定を行う。 
 
＜改訂＞ 
１１．本規定は理事会の承認により改訂を行うことが出来る。 

 
以上 
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基礎教育保障学研究（The Journal of the JASBEL）投稿規定 

 
＜投稿者要件＞ 
１． 投稿は、本学会の会員であること（会費完納者に限る）。ただし、編集委員会が依頼する場合は、会

員・非会員を問わない。 
 
＜原稿要件＞ 
２．投稿原稿は、基礎教育保障学の研究や教育実践に貢献するものであり、他の刊行物に未発表の原稿

とする。 
３．投稿の区分は、研究論文、展望論文、実践論文、研究ノート（以上、学術論文）、報告、評論、資料、

書評、その他とし、送り状に明記すること。 
(1) 研究論文は、理論的または実証的な独創性のある研究、および独創的または有効性のある教育実践
研究、教材・教具・教育システム等の開発研究とし、論文として完結した体裁を整えていること。 

(2) 展望論文は、政策、研究、教育実践、新しい思潮に関して一定の分野を系統的に概観し、課題の整
理や評価・展望を行っている論文とする。 

(3) 実践論文は、教育現場における実践の内容が具体的，かつ明示的に述べられているもので、実践の
内容を広く公開し，共有することの意義が明確に述べられているものとする。 

(4) 研究ノートは、新しい事実の発見，萌芽的研究課題の提起、少数事例の提示など、将来の研究の基
礎としてまたは中間報告として、優れた研究につながる可能性のある内容が明確に記述されている

ものとする。 
(5) 報告は、教育実践、国内外の動向、施策の状況などを論じたものとする。 
(6) 評論は、基礎教育保障の研究や教育実践を批評し論じたものとする。 
(7) 資料は、基礎教育保障に関する情報提供とする。 
(8) 書評は、基礎教育保障に関する図書の紹介や批評とする。 
(9) その他、編集委員会は区分を適宜設けることができる。 
４．投稿原稿は編集委員会で閲読を行い、その採否は編集委員会が決定する。学術論文は、複数の査読

者による査読を経て、編集委員会が採否を決定する。  
５．投稿原稿は刷り上がり時において、論文では 12ページまで。報告、評論、資料等は 6ページまで、

書評は 1ページとする。（いずれも厳守）。 
 
＜執筆上の留意点＞ 
６．原稿執筆については、以下の通りとする。 
(1) 使用言語は、原則として日本語とする。 
(2) すべての投稿原稿には、表題、著者名、所属、英文表題、英文著者名、英文所属を記載する。 
(3) 投稿が受理された学術論文には、上記⑵の他に、英文要約（300語以内）、英文キーワード（５語以

内、アルファベット順）をつける。（また、英文要約を付した原稿の場合は、参考として英文要約の

日本語訳を付すこと） 
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(4) 原稿はすべて A4判で横書きとする。原則としてパソコン・ワードプロセッサーで作成し、22字×41
行の２段組とする。題目、見出し、本文、注、引用文献、参考文献のフォントは、MS明朝で、10.5
ポイントとする。 

(5) 文体は「である調」とし、原則として常用漢字、新仮名づかいを用いる。英数字（アラビア数字）
は半角文字を用いる。 

(6) 年次については西暦年次の使用を原則とし、元号を使用する場合には、初出の年次に平成○○（20
○○）年と西暦年次を併記する。 

(7) 文献や注にインターネット上の URLを記載する場合は、アクセスした年月日を明示する。 
(8) 図（写真を含む）・表は原稿本文にインターネット公開に適したサイズで埋め込むとともに、高解像
度のものを一点ずつ手元で保存しておき、編集委員会より求められた場合にはすぐに提出できるよ

う準備しておく。 
７．投稿規定に沿う書式設定がなされた Word 形式または一太郎形式、テキスト形式の電子ファイルと

原稿送り状は、基礎教育保障学会のウェブサイトからダウンロードできるので、利用を推奨する。 
８．原稿（図・表の別ファイルを含む）は Word 形式または一太郎形式の電子ファイルとし、原稿送り
状とともに、編集委員会事務局までメール添付で送信する。送信時の件名は「基礎教育保障学投稿

（著者名）」とする。 
９．著者校正は初校のみとし、再校以降は編集委員会の責任において行う。 
１０．掲載された論文等の著作権（インターネット上で公開する権利）は基礎教育保障学会に属する。 
１１．インターネットを通じて投稿された原稿は、原則として返却しない。 
１２．以上の投稿規定について遵守または同意いただけない原稿については、掲載手続きに入らない。 
１３．査読に公平を期するため、個人を特定できるような表現は避けること。例えば、拙稿、拙著、そ

の他謝辞等。 
１４. 著者校正の際に、大幅な修正は認めない。 
１５．英文要旨については、編集委員会の責任で校閲を行う。 
１６．編集の都合上、編集委員会から修正を要望することがある。 

 
以 上 
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基礎教育保障学研究（The Journal of the JASBEL）原稿執筆要項 

 
１．表題及び本文の使用言語は、原則として日本語とする。 
２．すべての投稿原稿には、表題、著者名、所属、英文表題、英文著者名、英文所属を記載する。 
３．投稿が受理された学術論文には、上記２の情報の他に、英文要約（300語以内）、英文キーワード（５

語以内、アルファベット順）をつける。 
４．原則として、原稿の章の見出し番号はⅠ、Ⅱ、Ⅲ、節の見出し番号は、１、２、３、とし、項の見

出し番号は、１）、２）、３）、とする。 
５．句点は「。」、読点は「、」とし、１文字分を占めることとする。 
６．文体は「である」調とし、原則として常用漢字、新仮名づかいを用いる。英数字（アラビア数字）

は半角文字を用いる。 
７．原稿送付前に表記のゆれがないことを確認する。例えば、「一つ」「ひとつ」、「従って」「したがって」

をどちらかに統一する。 
 
８． 
(1) 本文中の文献引用は、著者名（発表年）または文末に（著者名発表年）と記入する。ページ数を表
記することが必要な場合には、著者名（発表年ページ数）または（著者名発表年ページ数）とする。 

【直接引用】 
(例)「…… である」（田中, 2006, p.14）と定義される。 

     田中（2006）は，「…… である」（p.14）と定義している。  
【間接引用】 

    (例) Robinson(2000)によれば、次のようなモデルが検証されている。 
      ○○に影響を及ぼすという研究がある（小林、2012）。 
(2) 連名の場合は著者の間を・で区別し、３名以上の著者の場合は、筆頭者のあとに「ほか」もしくは
「ら」と記載し、それ以下の著者名は省略する。欧文表記の場合、3 名以上の場合は筆頭著者のみ
挙げて et al。とする。文献は引用文献一覧として論文の末尾に記載する。 

 
９．本文中に「注」を用いる場合は、その箇所の右肩に通し番号を記し、本文の最後にまとめて記載す

る。引用文献と注の両方を活用する場合には注の一覧を先に、引用文献一覧を後にまとめて記載す

る。 
１０．引用文献一覧の配列順序は、和文献と洋文献を区別しないで、筆頭著者の姓のアルファベット順

とし、下記の様式に従い記載する。なお連名の場合、著者の間に・を入れ、全ての著者名を記載す

る。 
【単行本の場合】 
（例）山田太郎、『基礎教育保障の歴史』、教育科学出版、2008年 
【単行本中の分担執筆論文の場合】 
（例）山田太郎、「基礎教育保障と人間発達過程」、鈴木花子・田中次郎編『日本における基礎教育
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保障研究の発展過程』、教育科学出版、2008年、129-156。 
【雑誌の場合】 
（例）山田太郎・鈴木花子、「環境保全活動における参加者の環境に関する知識の変化」、『基礎教育 

保障学』、2008年、34：129-138。 
欧文の参考文献の場合、単行本や雑誌の名称はイタリック体とする。 
（例）P. Williams, A Journal of Comparative and International Education, volume 43, pp.120-135. 

１１．同一年に同一著者の複数文献からの引用があった場合、著者名、年のあとに、a、 b、 c を入れ
る。 

１２．英文表示の著者名は、下記のように姓を先に記載し、コンマをつけファーストネーム等と区別す

ること。 
（例）Yamada, T. and Suzuki, H., 2008、 Developmental Process of Basic Education Study in 

Japan, Basic Education、 2(2), 8-21. 
１３．日本語、英語以外の文献については、必要に応じて原語表記に括弧書きで日本語訳、英語訳を付

す。 
１４．巻・号のある雑誌で通巻ページの場合、号数は省略する。毎号ページが変わる場合には号数を（）

に入れ、例えば、2（2）のようにしてページ数を記載する。 
１５．論文を引用文献一覧に「印刷中」として示すためには、その論文がすでに受理されていなくては

ならない。その場合、当該論文の複写と、受理のレターを投稿論文送付とともに PDFファイルで添
付する。 

１６．インターネット上の URLを引用する場合は「注」扱いとし、公表機関または公表者と URLアド
レスおよびホームページを確認した日付を記す。投稿者はこの URLのデータを電子媒体または紙印
刷で、論文公表後４年間保存する。 

１７．図（写真を含む）は投稿規定に従い、掲載を希望する状態で原稿本文に埋め込む。タイトルは、

「図 1○○○」のように連番をつけ、図の下にゴシック体で記載する。凡例は、そのまま印刷して
よい状態で、図中に記載する。なお、図の配置や縮尺率は、編集委員会が変更する場合がある。 

１８．表は投稿規定に従い、掲載を希望する状態で原稿本文に埋め込む。タイトルは、「表 1○○○」の
ように連番をつけ、表の上にゴシック体で記載する。説明は、表の下に書く。なお、表の配置や縮

尺率は、編集委員会が変更する場合がある。表は、単純な縦・横の罫線による枠組みの中に文字や

記号を記入したものに限る。太線・細線・破線は使用してよいが、罫線間の長さに意味がある場合

や曲線を含むもの、図等が含まれるものはすべて「図」として扱い、上記に基づき作成する。 
１９．原稿の送付に関しては、投稿規定にある手順で送付する。 

 
以上 

2017年 2月 19日理事会承認 
 



原稿送り状（投稿者チェックシート）

氏名：

論文タイトル：

投稿論文の種類（以下の□に☑をしてください）

□「研究論文」、□「展望論文」、□「実践論文」、□「研究ノート」

□「報告」、□「評論」、□「資料」、□「書評」、□「その他」

下記項目に不備がなければ、☑してください。

□ 原稿の字数（注、文献、図、表を含む）は、投稿規定どおりになっていますか。

投稿規定の制限字数を超えた場合は、受理できません。

□ 参考文献リストの記載方法は、執筆要項のとおりですか。

□ 参照・引用した文献は、執筆要項のとおりに記載されていますか。

＜以下は該当する方のみ＞

□ 図・表に表題をつけ、それぞれ、通し番号（図１、表１）を付していますか。

□ 当該投稿論文からの引用、要約がある場合、本文中に出典（該当ページ）を

明記していますか。

□ 共同研究の成果をもとに投稿する場合、他の共同研究者の了解を事前に得ています

か。（掲載決定後、上記との相違が判明した場合、編集委員会の判断により、掲載

不可となる場合があります。）
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