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特集テーマ：
「教育と福祉の連携を求めて」
『基礎教育保障学研究』編集委員会

基礎教育保障をめぐる問題については、今日、多様な教育活動が展開されている。本学
会において扱われるテーマは、夜間中学や識字、子どもの教育支援などについて述べられ
るものが多いが、その背景には、貧困、労働、人権、女性、障害者、生活困窮など、いず
れも社会的弱者を焦点化する課題である。しかし、未だ「基礎教育」の定義をめぐっては
論者により様々であり、さらなる議論を深めていくことが求められよう。とりわけ、明ら
かなことは、
「教育」というただひとつの領域のみで教育保障の実現を図り、問題の解決
策を見出すことは不可能である、ということである。
本学会では、すべての人が基礎教育の機会を得られる社会の実現を求め、教育、労働、
福祉など様々な分野で活動する人々が交流し、互いの知見に学び合うことを活動の目的と
している。第4号では、
「教育と福祉の連携を求めて」というテーマにより、広く会員に原
稿募集を行った。依頼原稿としては、次の2名の方々にご協力いただいた。
髙田 一宏 氏（会員：大阪大学） 「小・中学校における基礎教育保障の課題」
髙田氏には、昨年の本学会第4回研究大会（京都教育大学於）におけるシンポジウム「困
難な状況にある子どもたちと基礎教育保障」にてご報告いただいた。報告内容をもとに、
教育と福祉の連携という視点から、学齢期の子どもが通う小・中学校における基礎教育保
障の課題について寄稿いただいた。
吉田

敦彦

氏（非会員：大阪府立大学） 「
〈教育×福祉〉四象限マップの双眼的視

座─教育と福祉の視差を活かした連携のために─」
吉田氏はご所属先の大阪府立大学にて教育福祉学類を設立された経緯から、教育と福祉
のそれぞれの現場で、実際にその連携を機能させるにあたって、なぜ、そこに協働を難し
くするような不協和や確執が生じるのか、反省的に捉え返すことのできる原理的な研究が
求められていることを提起された。そして、
「教育」と「福祉」の各領域における、相互
補完的な布置を包括的に見て取ることのできる視座を考案することを試みられた。
この他、会員から投稿された特集テーマに該当する論稿3本を掲載する運びとなった。
いずれも、それぞれの会員における地道な実践活動を踏まえた研究成果である。
以 上
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＜研究論文＞

小・中学校における基礎教育保障の課題

The Issues in Securing Basic Education in Elementary and Junior High School
髙田一宏（大阪大学）

TAKADA, Kazuhiro (Osaka University)

Ⅰ．はじめに
本稿の目的は、教育と福祉の連携という視点から、学齢期（6歳から15歳）の子どもが
通う小・中学校における基礎教育保障の課題を検討することにある(1)。
筆者の専門は教育社会学・同和教育論である。これまでに、同和地区の子どもの学力調査、
学力保障をめざす学校づくりに関するフィールド調査、格差是正に関わる教育政策の研究
などに携わり、社会的困難に直面する子どもたちの学習権保障について研究してきた。そ
して、学習権保障は生存権保障と密接に結びついており、貧困や社会的排除の背景に学習
権の侵害が横たわっていることを痛感してきた。
貧困や社会的排除の克服なしに学習権保障は覚束ない。学習権の侵害は貧困や社会的排
除を再生産する。学齢期の学習権保障は、子どもの今と将来の生活の保障に深く関わって
いる。社会権としての学習権の保障という観点から学校教育を批判的に捉えなおす必要が
ある。その視点として筆者が重視しているのが、権利保障のための教育・福祉連携である。
以下、Ⅱでは、基礎教育の概念、基礎教育保障の意義、基礎教育保障のための制度、保
障されるべき教育内容などを検討する。従来の基礎教育保障研究は学齢超過者を対象とす
ることが多かったが、学齢期の基礎教育には固有の課題があることを述べる。Ⅲでは、マ
イノリティ集団の子どもに焦点をあてて、学校をめぐる排除の歴史を振り返る。学校から
法制上あるいは実質的に排除されてきた集団に着目することで、基礎教育保障を阻む要因
をより鮮明に示すことができると考えるからである。Ⅳでは、教育と福祉を統合的に捉え
る「教育福祉」論を参考にしながら、小・中学校における基礎教育の構造を仮説的に示す。
本稿は、第4回研究大会のシンポジウム「困難な状況にある子どもたちと基礎教育保障」
における報告をもとにしている。シンポジウムでは、村井琢哉氏（NPO法人山科醍醐こど
もの広場）と地主明広氏（NPO法人そら）から、貧困・生活困窮者や障害児など、社会的
困難を抱えた子どもたちの状況を報告していただいた。お二人の報告は、学校の排除性を
浮き彫りにするものであり、筆者は学校のあり方を根底から問いなおしたいという思いを
新たにした。村井氏、地主氏、コーディネーターをつとめて下さった浜田麻里会員（京都
3
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教育大学）には、この場を借りて改めてお礼を申し上げたい。
なお、本稿の執筆にあたっては、シンポジウムの報告要旨（髙田、2019a）と研究大会後
に発表した論文（髙田、2019b、髙田、2020）の一部を合わせ、大幅な加筆・修正を行った。
Ⅱ．学齢期の基礎教育保障
１．基礎教育の概念と基礎教育保障の意義
編集委員会から寄稿のご依頼をいただき、
『基礎教育保障学研究』のバックナンバーを
読み返してみた。そこで気づかされたのは、義務教育未修了者・形式的卒業者、非識字者、
日本語学習の場を求める外国人などの成人に関する研究に比べ、学齢期の子どもや小・中
学校に関する研究が少ないことである。
「基礎教育」には学術用語として確立した定義があるわけではない。池田は、生涯教育の
概念が日本に紹介されてしばらくした頃、先進国における「基礎教育（basic education）
」
と途上国における「基礎教育（fundamental education）」の概念が併存していることを指
摘し、
「その『基礎』の基準も、それを形成する『教育』の定型化や組織化の基準も、固
定的ではなく流動的である」
（池田、1980 p.36）と指摘した。
とはいえ、基礎教育について最大公約数的な共通理解はある。学会設立時、上杉は、欧
米の成人基礎教育（adult basic education）を念頭に置きつつ、
「基礎教育」を次のように
定義した。
「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」
（上杉、2017 p.2）
基礎教育は、人権、特に生存権の中核的要素である。その保障は国の責務であり、義務
教育として制度化されている。ところが、実際には、学齢期に様々な事情から教育機会を
奪われた人びとが存在している。基礎教育保障において、奪われた権利の回復は欠かせな
い。一方、成人期には、成人期特有の学習要求や社会的課題に関する学習の必要性がある。
生涯学習の見地からすれば、基礎教育の対象者は年齢や学歴を問わない（津田、2017）
。
権利回復と生涯学習のどちらを重視するかはともかく、基礎教育は、学齢期から成人期ま
での学校教育・社会教育・生涯学習を含む概念である。基礎教育の概念については、暫定
的に、以上のような理解があったといえる。
4
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基礎教育保障研究は、当初から学齢期・義務教育を視野に収めていた。だが、実際には、
成人期や社会教育・生涯学習を中心に研究が行われているのが現状である。このことには、
当学会の会員に識字・日本語教室や公立・自主夜間中学校の関係者が多いという事情が影
響しているのかもしれない。また、教育機会確保法や日本語教育推進法（2019年）を機に、
公立夜間中学校の増設や日本語教室の拡充が期待されているということもあるだろう。だ
が、学齢期の基礎教育には固有の意義がある。
第一に、学齢期における就学・学力・進路の保障は、成人期の生活基盤の安定や社会参
加の促進にとって極めて重要である。若者が直面する社会的困難の少なからぬ部分が、学
力不振、不適切な進路指導、不登校など、学齢期の教育経験からの影響を受けている（部
落解放・人権研究所、2005、西田他、2011、林、2016、岩槻、2016、
）
。成人期の生涯学
習活動も学校教育歴に影響をうけている（立田、2007）
。学齢期に学習権を奪われることで、
その後のライフチャンスは大きく制約されるのである。
第二に、学齢期の基礎教育保障は、子どもの未来だけでなく、現在の暮らしを支える。
学校は、社会的困難（経済的困窮、社会的孤立、差別、虐待やいじめなどの暴力、障害など）
を抱える子どもの支援において大きな役割を果たす。
「学校生活への包摂」は子どもの貧
困対策の大前提だと言われるが（阿部、2014）
、学校は、学習指導・生徒指導・進路指導
や課外活動を通じて、子どもの暮らしと学びを多面的に支えようとしている。むろん、そ
れは教職員の懸命な努力あってのことである。子どもたちの社会的困難を「教育以前」の
課題と見なす学校も少なくない。だが、子どもの暮らしと学びのセーフティネットとなっ
ている学校、あるいはそれを志向する学校が存在することは、紛れもない事実である（髙田、

2019c、柏木・仲田、2017）。
２．義務教育制度の意義と限界
上杉が指摘したように、理念上、義務教育は、国民の教育を受ける権利を保障する制度
ではある。しかし、現実の義務教育制度は、次のような問題点を有している。
第一に、義務教育制度は、人権と国権のせめぎ合いの上に成り立っている。2006年に改
正された教育基本法では、旧法から引き続いて「教育の機会均等」の理念がうたわれ、義
務教育の実施に対する国と地方公共団体の責任を述べている。だが、旧法から引き続いて
「国民の育成」を教育の目的に掲げ、新たに「教育を受ける者」に対して「学校生活を営
む上で必要な規律を重んずる」ことや「自ら進んで学習に取り組む意欲を高める」ことを
求めている（第6条）
。そこには権利主体としての子どもという観点は見受けられない。さ
らに、法改正によって、教育は「国民に対して直接に責任を負って」
（旧法第10条）では
なく「この法律及び他の法律の定めるところにより」
（現行法第第16条）行われるという
ことになった。教育の実施にあたっては、国民の意思より法律が優先されるのだ。
そもそも今の法律では、教育を受ける権利も就学義務も「国民」に限定されている。こ
5
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れが第二の問題である。2019年9月27日、文科省は、日本国籍をもたない子どもの就学状
況調査の結果を公表した（文部科学省男女共同参画社会学習・安全課、
2019）。この調査では、
住民基本台帳に登録されている学齢期の子ども約12万4000人のうち、約1000人は不就学
「可能性がある」としかいえないのは、
状態にあり、約2万人はその可能性があるとされた。
子どもの居住実態を正確に把握していなかったり就学案内を適切に行わなかったりする自
治体が少なくないからである。
第三に、経済的困窮、虐待、いじめ、障害、学力不振などによって学校教育から疎外さ
れる子どもは少なくない。これは先の大会シンポジウムでも指摘されたことである。不登
校の児童・生徒は急増しつつある。文部科学省のまとめ（文部科学省児童生徒課、2019）
によると、小・中学校の不登校者の数は、2000年代以降横ばい状態だったが、2010年代に
は増加に転じた。2010年度（平成22年度）は約12万人だったのが、
2018年度（平成30年度）
には約16万5000人となり、過去最多を更新している（図1）
。

図１ 不登校児童生徒数の推移（文部科学省児童生徒課、2019、p. 71）

義務教育制度は、基礎教育保障の制度としては不完全である。国家が設計した義務教育
は「国民の育成」のために行われる。また、その対象から、制度的または実質的に外され
る子どもがいる。義務教育は排除の要素を内包した制度である。
３．学力保障の課題
次に、基礎教育で保障されるべき内容を検討したい。
筆者は、小・中学校段階においては、読み書き算の基礎学力の保障を最優先課題だと考
える。読み書き算の知識と技能は、学校での様々な学習の土台となり、社会生活を営む上
で必要な機能的リテラシーの中核的要素でもある。
6
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一人ひとりの基礎学力や基礎学力の集団間格差は、ペーパーテストで把握することがで
きる。その分、学力保障に関わる教師や研究者の課題意識は、基礎学力に集中しやすい。
だが、学力保障の課題は基礎学力だけではない。リテラシーを「人が社会の中で、つまり
他の人との関係の中で生きていく際に必要とされる読み書き能力や知識・技能」
（岩槻・
上杉、2016、p. 41）ととらえるならば、学力保障の課題は、読み書き計算の知識と技能を
社会生活で用いる力や批判的省察（フレイレ）の力へと広がっていく。人が他者との関係
の中で生きていくためには、言葉や情報テクノロジーという「道具」を自分と自分を取り
巻く環境との相互作用において使いこなすスキルや、社会と自分との関係をとらえなおす
高度な思考力が求められるのである。
では、このような学力を、小・中学校は保障しうるのだろうか。
筆者が学生の頃から学んできた教育社会学には、学校知（school knowledge）という概
念がある。上で述べたような意味でのリテラシーは、日常生活の中に埋め込まれ、社会的
相互作用の中で活用される知識と技能だが、学校知はそうではない。学校知は、文字を重
視し文字を媒体にして伝達される。それは日常生活のコンテクストから切り離され、カリ
キュラムとして再構成された知識である。学校知は個人が修得することを期待され個人単
位で評価がされる知識でもある（ヤング訳書、2002）
。
だが、伝統的な学校知は揺らいでいる。体験学習や共同学習といった学習方法、あるい
は今日その必要性が喧伝される「社会に開かれた教育課程」のコンセプトは、学校と社会
との関係の中で、人びとの関係の中で学校知が捉えなおされようとしていることの現れで
ある。今後の学力保障は、学校知の変革を視野に収めていく必要がある。
学力保障をめぐっては、学力の内実とともに、一人ひとりの子どもが学力を身につける
条件についても考えなくてはならない。現代の学力はメリトクラティックな（能力主義的
な）地位配分のシステムに組み込まれているが、その学力を身につけることができるかど
うかは、学校の教育力以上に、家庭の教育力や経済力に大きく依存している。学校は社会
経済的不平等を学力や教育達成といった教育的不平等に変換し、次の世代の不平等を再生
産している。Ⅱでは、マイノリティの子どもたちに焦点をあて、そのメカニズムを具体的
にみていこう。
Ⅲ．基礎教育保障を阻むもの
１．制度的排除、空間的隔離、就職差別
筆者が専門とする教育社会学には、
「メリトクラシー（meritocracy）
」という概念がある。
日本語では業績主義または能力主義というが、身分、性別、エスニシティなどの「属性」
ではなく、努力と能力の関数である「業績」で職業などの社会的地位が配分される原理を
さす。近代の学校教育制度は、メリトクラシーのもと、
「属性」にかかわらずあらゆる子
7
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どもの能力を伸ばし、
社会の平等化に資すると考えられてきた。だが、
実際には、
個人の「業
績」は家庭の経済力や保護者の教育に対する関心に強く影響を受けている。この事態は「ペ
アレントクラシー」とも呼ばれる（ブラウン訳書、2005）
。
けれども、マイノリティの子どもたちは、それ以前の問題として、メリトクラシーその
ものから除外され、教育と労働から排除されてきた。ここでは、最近、差別撤廃のための
立法措置(2)が講じられた代表的なマイノリティ集団について、具体的にみてみよう。
まず、外国人の子どもについてである。日本に定住する外国籍の子どもは「国民」では
ないという理由から義務教育の対象とされてこなかった。外国籍の子どもが公立学校に通
うばあい、授業料は徴収されず教科書も無償で配付される。だが、それは権利というより
は恩恵である。就学状況については、研究者や一部の自治体・学校による現状把握が積み
上げられてきたが（小島、2016）
、国による現状把握は始まったばかりで、正確な実態は
わかっていない。
外国人の子どもが学校で「優秀な」成績を収めたとしても、高い業績がライフチャンス
の拡大につながらないという現実もある。外国籍の住民は長らく公務員になれない時代が
続いた。専門職や現業職の門戸は広がりつつあるが、管理職登用は依然として制限されて
いる。学校教育に関わって言えば、一部の自治体を除き、外国籍だと任期の定めのない「講
師」にはなれるが、管理職登用の道が開かれた「教諭」にはなれない。
近年は、外国に「ルーツを持つ」日本国籍の子どもも少なくない。たとえば、在日韓国・
朝鮮人には日本で世代を重ねるうちに日本国籍を取得する人が増えている。中国からの帰
国・渡日者のなかには、系譜や国籍からみると日本人だが、文化的なバックグラウンドは
中国にある人もいる。国際結婚で生まれる重国籍の子どももいる。これらの外国に「ルー
ツを持つ」子どもの母語・継承語や文化的独自性は、必ずしも尊重されているとは言えない。
それは、今の義務教育制度が、一枚岩的で本質主義的な「日本人」の民族性を前提として
いるからである。
障害のある子どもも、学校教育を受ける権利を奪われてきた。特に重い障害のある子ど
もは就学義務を「猶予」
「免除」された時代が長く続いた。義務を「猶予」
「免除」すると
いえば聞こえは良いが、その実は学校からの排除である。学校基本調査によれば、1970年
に就学猶予・就学免除とされた学齢期の子どもは、合わせて21283人いた。その数は、10
年後の1980年には2593人にまで減っている。この変化には、地域の学校で学びたいという
当事者の運動が学校や行政を突き動かして公立学校が障害のある子どもを受け入れるよう
になったこと、1979年から養護学校が「義務化」されたことが影響している。
障害のある子どもは教育を受ける権利を保障されてはいる。だが、障害の有無による別
学体制はかえって強化されつつある。
「インクルーシブ教育」(3)の推進が謳われるなか、イ
ンクルーシブ（＝包摂的な）という言葉とは裏腹に、特別支援学校や特別支援学級の在籍
者は増えつづけている（宮崎、2004、鈴木、2010）
。先の大会シンポジウムでも指摘があ
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ったように、学校生活に困難を抱える子どもへの対応においては、往々にして、学習指導
や生活・生徒指導自体を見なおすことよりも個別的な支援が優先されがちである（地主、

2019）。その結果、個別的な支援を受けるために「障害」の認定を受けるという倒錯が生
まれる。障害者は社会的に作り出されているのだ。
労働生産性が低いと見なされがちな障害者の雇用はもともと厳しかったのだが、その状
況を改善するため、民間の事業所や国・自治体に対しては、障害者の法定雇用率が定めら
れていた。ところが、先頃、中央官庁や自治体が障害者の数を「水増し」する不正を働い
ていたことが発覚し、大きな社会問題になった。効率至上主義のなかでは、障害者は、障
害者であるが故に、労働からも排除される。
部落の子どもたちも、メリトクラシーから除外されてきたマリノリティ集団である。た
だし、外国籍の子どもや障害のある子どもと大きく異なる点がある。それは法制上の差別
が存在しないにもかかわらず、社会的な差別が続いてきたということだ。法制上の身分制
度は明治初年の「解放令」によって撤廃された。ところが、近代学校制度の普及期にあっ
ては、部落の子どもだけを集めた「部落学校」が作られたり、部落の子どもを別教室に隔
離したりするなどの差別が横行した（赤塚、1985）
。戦後しばらくしてからも、学業より
も生活のための労働や家事の手伝いを優先せざるをえない長期欠席・不就学の子どもたち
は少なくなかった。今日に至るまで、経済的困窮、文化的資源の乏しさ／偏り、生活・子
育て困難層の社会的孤立をはじめとする様々な要因によって、部落の子どもたちの学力不
振や教育達成の低位性は解消されていない（髙田、2008、髙田、2019c）
。
部落出身者に対する就職差別撤廃の動きが本格化したのはかなり遅く、1975年に部落
の地名や主な職業などのリスト（
「部落地名総鑑」と総称される）が作成・売買され、採
用選考や結婚の際の身元調査に使われていたことが発覚してからのことである。以後、社
用紙や履歴書の改訂、採用面接の改善、部落差別に関わる身元調査の規制などがすすんだ。
だが、近年は、インターネットの普及により、地名総鑑に載っていた類いの情報は瞬時に
検索できるようになっている。
２．差異の不可視化
日本の学校が、子どもたちが同質であることを前提とし、また同質にしていくことを理
想にしていることは、繰り返し指摘されてきた。社会経済的な格差や文化的な多様性をふ
まえ、格差の縮小のために積極的な手立てを講じたりマイノリティの文化的独自性を尊重
したりする教育実践はまれであったといえる。
学校が子どもたちを｢同じに扱う｣ことを重視していることは、マジョリティの日本人と
は異質な
「外国人」
が教室に登場したとき、
いよいよ顕わになる。たとえば、
志水・清水
（2001）
は、教師がニューカマーの存在を「見ようとしない」でいることを指摘している。教師は、
文化的な差異や経済的な苦境に由来する不利を個人の努力や資質の問題として扱う「個人
9
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化」をしているというのである。
「同じに扱う」ことをよしとする価値や「個人化」によってマイノリティの独自性を「見
ようとしない」習慣は、貧困・生活困窮の状態にある子どもたちの処遇においてもみられ
るようだ。たとえば、盛満（2011）は、生活保護世帯の生徒が不登校や極度の学力不振に
陥っているにもかかわらず、教師たちがそれらを家庭的差異（生徒の生育歴や家庭環境）
と結びつけて理解しようとしていないこと、差異が顕在化しそうなときは、それらを顕在
化させないための「特別扱い」をしていることを指摘している。例外的かつ個人的におこ
なわれる「特別扱い｣は、貧困に起因する不利を解決するのではなく、貧困に起因する不
利を不可視化するのである。
教育的課題の背景にある社会経済的・文化的差異を見ようとせず、差異が顕わになりそ
うなときは、
「個人化」や「特別扱い」によって、差異を不可視化する。このようにして、
教室の中ではすべての子どもを｢同じに扱う｣ことが可能になるのだ。
教室の中で皆を「同じに扱う」という支配的価値は、差異の不可視化によって保たれて
いる。不可視化ができないほどに差異が大きいとき、この支配的価値は揺らぎかけるが、
その時はメインストリームの教育からの排除が行われる。
「インクルーシブ教育」の推進
がうたわれる中で特別支援学校や特別支援学級の在籍者が増え続けていること、外国籍の
子どもの就学が権利として認められていないことなどが、その現れである。メインストリ
ームの学校からの制度的排除や学ぶ場の空間的隔離は、教室の中での差異の不可視化と表
裏一体の関係にある。
３．変化の兆候
あらゆる子どもたちに基礎教育を保障するためには、単に学校教育の機会を開くだけで
は不充分である。社会経済的・文化的な差異を捨象して子どもたちを一律に遇するのでは
なく、多様性を尊重した、かつ包摂的な学校づくりが求められる。
しかし、この課題の達成は容易なことではない。先に述べたように、不登校の児童・生
徒数は2000年頃から横ばいだったが、2010年代には増加に転じ、過去最高を更新している。
不登校が急増している理由は文部科学省の調査からはわからないが、あるいは「教育機会
確保法」施行を機に、フリースクール等への関心が高まり、国も不登校支援の目的を「再
登校」から「社会的な自立」へと転換したことが影響しているのかもしれない。
特別支援学校や特別支援学級の在籍者も増加傾向にある。第4回大会のシンポジウムで
も、障害のある子どもの支援に携わる立場から、
「教室からの外部化」
「学校からの外部化」
が進行しているとの指摘があった（地主、2019）
。従来は通常学級で過ごしていた層の子
どもたちが障害児として支援学校や支援学級に移ったのであれば、放課後や休日に地域で
過ごしてきた子どもたちが障害児向けサービスに囲い込まれたのであれば、それはインク
ルージョン（包摂）ではなくエクスクルージョン（排除）というべき事態である。
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義務教育制度の周縁や外部に多様な学ぶ機会や居場所（夜間中学、フリースクール、

NPOなどによる学習支援、子どもの居場所づくりなど）が確保されたとしても、筆者は、
それを手放しで歓迎できない。それらの場や機会が学校から排除された子どもの受け皿に
なることで、メインストリームの教育における排除の構造が温存されかねないからであ
る(4)。
その一方、近年、学校の排除の構造が変化する兆候も現れている。教育機会確保法、外
国籍の子どもの就学、子どもの貧困対策を例にみていこう。
まず、教育機会確保法である。この法律には「その年齢又は国籍その他の置かれている
事情に関わりなく」という文言がある（第4条）
。法律ができたことで、学齢と義務教育機
関の対応関係は崩れ、義務教育を受ける権利は、年齢を問わず、オフィシャルに認められ
ることとなった。外国籍住民が義務教育を受ける機会も拡充されようとしている。夜間中
学は、そうした義務教育制度の変容の中に置かれている(5)。
法律上、義務教育の対象ではない外国籍の子どもの就学状況調査が、国によって行われ
るようになった。教育を受ける権利は、今の法律では、国民のみが享受できる権利であ
る。人は国籍を選んで生まれてくるわけではない。その意味で、日本社会における教育を
受ける権利は、依然として、日本国籍を有する人、すなわちマジョリティの「特権」である。
外国籍の子どもの就学保障は、教育を受ける権利を限られた人の｢特権｣からすべての人の
「人権」へと変えるための第一歩だといえる。
子どもの貧困対策にも変化が起きている。
「子どもの貧困対策推進法」は2019年6月に改
正された。11月には貧困対策の新しい大綱が閣議決定された。改正された法律では、第1
条（目的）で、子どもの「将来」だけでなく「現在及び将来」が生まれ育った環境に左右
されないようにすること、現に貧困状況にある子どもだけでなく「全ての子ども」を対象
とすること、
「子どもの権利条約」の精神に則った貧困対策をすすめることをうたってい
る。第2条（基本理念）には、
「子どもの意見」を尊重し、子どもの「最善の利益」を優先
的に考慮することも明記された。旧法では、社会の将来の担い手（＝労働者・納税者）と
いう観点が強く打ち出されていたが、こんどの改正法では、権利主体としての子どもとい
う観点が打ち出されたと言える。また、新しい大綱では、出産前から社会的自立までの長
期にわたる支援や市町村における貧困対策計画策定の必要性が盛りこまれた。貧困対策に
関わる指標は見直され、「教育の支援」では、就学援助制度の周知や高校中退に関わる指
標が追加された。「生活の安定に資するための支援」では、物的剥奪や社会的孤立に関わ
る指標が採用された。旧大綱のもとでの貧困対策は、「切れ目のない」支援をうたいなが
ら、高等教育費の私費負担軽減策に偏していた（髙田、2015）。対して、新しい大綱では、
より早期から子どもの生活の質を改善し、学校生活への包摂を追求できる可能性が広が
った。
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Ⅳ．教育と福祉の統一的把握
１．基礎教育保障の基本性格
これまで述べてきたことから、暫定的に、小・中学校における基礎教育保障の基本性格
を整理すると、つぎのようになる。
①意義：基礎教育保障は、子どもの現在と将来の人権、とりわけ生存権の保障にとって
重要な位置を占めている。
②目的：基礎教育保障は、マイノリティや貧困層をはじめとする社会的に不利な立場に
置かれた子どもたちの学習権保障を通じて、全ての子どもの学習権保障をめざす。
③内容：基礎教育保障の内容には、読み書き算の基礎学力に加え、社会の中で、人と人
との関わりの中で生きていくために必要な知識・スキル・態度を含む。
④政策・実践：基礎教育保障のためには、教室の中での学習指導の充実だけでなく、
就学保障、学校文化の変革、生活保障と教育保障を結びつけた社会福祉の観点からの
支援など、包括的な政策・実践が求められる。
以下、④で述べたような取り組みを構造的に把握する枠組みを考えたい。歴史を振り返
ってみるなら、社会的困難層の学習権保障は、子どもの権利条約ができる前から、スクー
ルソーシャルワークの理論と実践が日本に知られるようになる前から、基礎教育の学術研
究が始まる前から追求されてきた。そうした実践に関わる研究のなかで理論的に問われて
きたのが、
「教育」と「福祉」の関係である。
２．教育と福祉を統合する視座─人権の主体─
教育と福祉をつなぐ実践としてもっとも早い時期のものに、同和地区の長期欠席・不
就学の解消に取り組んだ「福祉教員」の実践がある（高岡解放教育研究会、2012、倉石、

2007）。これについては、スクールソーシャルワークの「源流」という評価もある（日本
ソーシャルワーク学会、2008、p.38）
。1970年代に本格化した同和対策事業は、住環境、
産業振興、就労、保健医療、教育・保育などの領域にわたる総合的な社会政策であり、こ
れらと結びついた形で、学習権保障や生活支援の実践が展開されてきた。そうした実践を
ソーシャルワークの視点から読み解こうとする研究に森（2012）などがある。
近年は、スクールソーシャルワークや教職員と社会福祉専門職の連携に関する実践的・
応用的な調査研究が増えている。社会福祉関係者によるものには山野・峯本（2007）や鈴木・
丹波他（2017）などがある。筆者も関わったものには、学習指導・生徒指導上の課題を抱
える学校に対する教員加配（児童生徒支援加配）やスクールソーシャルワーカーの配置効
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果に関する調査研究（大阪大学大学院人間科学研究科 2018）がある。
これらの研究は、いずれも社会的困難を抱えた子どもの生活・教育状況と支援の課題を
明らかにしている。しかし、これらの研究では、
「教育」や「福祉」の概念が必ずしも明
確ではなく、成功例の紹介や課題の指摘にとどまるきらいがある。
そうした研究動向のなかで、筆者が着目するのが、教育と福祉を統一的にとらえる「教
育福祉」論である。この語をタイトルに掲げた書籍も、最近、何冊か出版されている（山
野他2012、関川他、2017、辻、2017）
。
早い時期から教育福祉論の理論構築に取り組んだ研究者に、社会教育学者の小川がある
（小川、1985、小川、1994、小川・高橋、2001）
。彼は、
「教育福祉論序説」と題する1985
年の論文で、
「教育福祉」を次の二つの側面から捉えた。第一に、
「今日の社会福祉とりわ
け児童福祉事業のなかに実態的には多分に未分化に包摂されないし埋没され、結果的には
軽視ないし剥奪されている子どもと青年の学習・教育権上の諸問題」である。具体的には、
児童養護施設に暮らす子どもや障害者など、
教育と福祉の「谷間」にある子どもたちの学習・
教育権が等閑視されているという問題であり、小川は、それらの子どもたちの生活と教育
に関する調査研究に精力的に取り組んだ。第二に、
「教育そのものにともなう、あるいは、
教育そのものがもつべき社会福祉的諸機能」である。彼はこれを「学校福祉」とも呼び、
「学
校福祉事業」
（原語は、school social workまたはeducation social work）とほぼ同義だとし
た（小川 1985、151-152）
。
このように、小川は「教育福祉」を、社会福祉の対象者の学習・教育権保障として、また、
学校に埋め込まれた社会福祉の機能として考えた。その時、教育とは「人間形成をあるべ
き方向に向かって目的意識的に組織する営み」であり、福祉とは「健康で文化的な生活を
営むための社会的な条件・基盤およびそれをつくる営み」
（小川・高橋、2001、p. 19）である。
「人権の主体」という視座から統合的に捉えられた。
これら2つは独自の体系を有しつつ、
「教育や社会福祉の対象とされている国民、子ども・青年・障害者・高齢者等々は、
一人ひとりがかけがえのない人格と人生を有する社会的存在であり、人間としての基本
的なあらゆる生活の必要＝人権要求を満たされることを求めている存在である。人間人
格＝人権主体としての自己形成の要求を持ち、その実現を求めている存在である。
そのような意味において、教育と社会福祉に関わる問題は、生身の人間人格の人権要
求を基本にすえ、そこから問題解決へのアプローチを行っていくことが必要である。言
い換えれば、教育と福祉の関連を問う際も、人権要求をもつ生身の人間から出発すべき
であるということである」
（小川・高橋、2001、p.25）
３．基礎教育保障の場としての学校
基礎教育は、学習権の保障を通じて、一人ひとりが尊厳を持って生きられるようにする
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ための教育である。小・中学校においては、人権の主体としての子どもを守り育てる営み
が求められる。基礎教育保障の成否は、学校が子どもの人権にどのように向き合うかにか
かっている。
子どもの人権には、グローバルスタンダードというべき条約がある。子どもの権利条約
である（政府の訳では「児童の権利に関する条約」
）
。日本ユニセフ協会の子ども向けホー
ム ペ ー ジ（https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/index.html、2020年2月24日 ア ク セ ス ）
では、子どもの権利条約を「子ども（18歳未満）を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと
同じく、ひとりの人間としてもっている権利を認めています。さらに、おとなへと成長す
る途中にあり、弱い立場にある子どもたちには、保護や配慮が必要な面もあるため、子ど
もならではの権利もあります」と紹介し、子どもの権利を次の4本柱で説明している。
生きる権利：すべての子どもの命が守られること
育つ権利：もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活
への支援などを受け、友だちと遊んだりすること
守られる権利：暴力や搾取、有害な労働などから守られること
参加する権利：自由に意見を表したり、団体をつくったりできること
次の図2は、子どもの権利論と人権教育論(6)を参考にして、学校の教育活動を構造的に
とらえる枠組みを仮説的に示したものである。

図2 子どもの権利と学校教育（髙田、2019c、p.185の図の一部を改変）

小・中学校は学力保障を中心とする「育つ権利」保障の場である。この時、教育の入り
口と出口における権利保障─障害の有無や国籍を問わず居住地の学校での就学を保障する
こと、進路未定卒業者や高校中退者を減らすこと─は学力保障と切り離すことはできない。
行事などを通した生活体験や社会体験、仲間との交流や遊びなども「育つ権利」の保障
14
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に深く関わる。大会シンポジウムでも指摘があったように、困難を抱えた子どもたちの中
にはその生育歴の中で「未来への見通しや他者との適切な関係作り・コミュニケーション、
さらには感情表現といった人間生活の基本的な力」
（村井、2019 p. 31）を十分に身につ
けられなかった子が少なくない。学校生活はそれらの力を取り戻す機会でもある。
さらに、学習指導・生徒指導・進路指導という学校の日常的な教育活動の土台には、就
学援助制度などを活用した経済的支援、スクールソーシャルワークやカウンセリングなど
を通した生活支援、給食や「食育」
、健康診断・健康相談、保健教育などを通した健康保
障といった、学校に埋め込まれた社会福祉的機能がある。
学校の学習環境・生活環境という点からみれば、体罰やハラスメントの防止やいじめへ
の対応などを通した心身の安全の保障（生きる権利・守られる権利の保障）は、あらゆる
教育活動の土台になる。そして、人権学習や集団づくりの実践は、それ自体、子どもの意
見表明や自治的活動の機会であり（参加する権利）
、成人市民として社会に参加し社会を
変えていく力を準備する。
学校が、本来の意味で包摂的（inclusive）になり、あらゆる子どもの就学を保障すること、
子どもたちの学力と生活の質（quality of life）を高めること、子どもたちに進路を保障し、
権利主体として社会に参加する力を育てること。これらの総体が小・中学校における基礎
教育保障ということになる。
Ⅴ．おわりに
今、学校現場では、子どもの貧困対策やいじめ・虐待対応策として、スクールソーシャ
ルワーカーやスクールカウンセラーの配置・派遣が進みつつある。地域における学習支援
や「子ども食堂」の取り組みもさかんになってきた。
「入管法」改正を機に、ニューカマ
ーの母語教育も政策課題にのぼってきた。これらの施策・取り組みは、子どもの貧困・社
会的排除やマイノリティ教育への関心が高まっていることの表れであり、まずは肯定的に
評価したい。しかし、もし仮に、これらの施策・取り組みが、学校の教育活動本体から切
り離され、個別的な支援ニーズへの対応に終始すれば、メインストリームの（一条校の／
昼間の／通常学級の）教育の排除構造は温存され続けるだろう。
いっけん子どもの意思と選択を尊重しているように見える取り組みについても、メイン
ストリームの教育に馴染まない子どもを体よく厄介払いする口実に使われていないか、立
ち止まって考える必要がある。子どもの選択と選択はおとなのつくった制度や慣習に影響
されることがあるからだ。子どもと保護者と教師の意見や感情がすれ違ったり、
年齢・障害・
言語能力などによって、子どもが自分の意思を十分に表明できなかったりすることもある。
そのような時、子どもの「最善の利益」とは何なのかを、おとなたちはしっかりと考える
必要がある。
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学校は子どもの人権にどう向き合っているのか。私たちがまず問わねばならないのは、
このことである。

注
（１）学齢とは義務教育の対象年齢のことである。昼間の小・中学校では、通常、学齢と義務教育期間
は一致する。だが、中学の形式的卒業者や義務教育未修了者が夜間中学で学ぶ場合、学齢と義務
教育期間は食い違う。
（２）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）
、本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）
、部落差別の
解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）をさす。いずれも2016年に施行された法律である。
（３）インクルーシブ教育の理念は1994年にユネスコとスペイン政府の共催で開かれた「特別なニー
ズ教育に関する世界会議」の「サラマンカ声明」前文に示されている。なお、以下の翻訳は、国
立特別支援教育総合研究所によるものである。
「過去20年間における社会政策にみられた傾向は、統合と参加を促進すること、ならびに排除と
戦うことであった。インクルージョンと参加こそ、人の尊厳や人権の享受と行使にとって必須の
ものである。教育という分野では、これは真の機会均等化をもたらそうとする方略の開発の中に
反映される。多くの国々の経験は、特別な教育的ニーズをもつ児童・青年の統合は、地域社会内
のすべての子どもに役立つインクルーシブ校内で最もよく達成されることを証明している」
（国立
特別支援教育総合研究所ホームページ：https://www.nise.go.jp/blog/2000/05/b1_h060600_01.html、

2020年2月24日アクセス）
（４）昼間の小・中学校だけが基礎教育の担い手ではないが、小・中学校の変革なしには基礎教育保障
は絵に描いた餅である。特別支援学校、夜間中学、外国人学校やフリースクールなどと小・中学
校の関係をどのように再編し、基礎教育保障のシステムを作っていくべきか。本稿の主題からは
外れるが、教育の公共性の観点から考えていくべき課題である。
（５）夜間中学は、義務教育未修了者、形式的卒業者、日本語学習の場を求めるニューカマーなど多様
な人々に基礎教育の機会を提供している。近年はニューカマーの増加が目立つが、その背景には、
公的社会教育において日本語教育の機会が乏しいという事情もある。夜間中学の制度上の位置づ
けと実態のズレをどう整理すべきか、詳しく検討する必要がある。
（６）この図には、学習権を中心にすえて学校の教育活動を構造的に把握する意図をこめている。平
沢（1997）は、海外の人権教育の理論と実践を参照しながら、同和教育の意義を「人権としての・
人権についての・人権のための・人権を大切にする教育」という要素から整理した。
「人権として
の教育」は教育を受けること自体を人権と捉えること、
「人権についての教育」は人権の概念や歴史・
現状に関する教育、
「人権のための教育」は人権教育の目標、
「人権を大切にする教育」は教育の
環境や教育の過程において学習者の人権が尊重されていることをさす。一方、文科省の人権教育
の指導方法等に関する調査研究会議（2008）は、
人権教育を、
人権に関する知的理解（知識的側面）
と人権感覚（価値的・態度的側面と技能的側面）からなると捉え、その目標を「自分の人権を守り、
他の人の人権を守ろうとする意識・意欲・態度」を育み、人権を守る「実践的行動力」を育むこ
とだとした。調査研究会議の方が構造的な把握をしているが、学習権（平沢のいう「人権として
の教育」
）の要素は欠落している。
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The Issues in Securing Basic Education in Elementary and Junior High
School
TAKADA, Kazuhiro (Osaka University)

Abstract
The purpose of this paper is to examine the issues in securing basic education in
elementary and junior high school from the viewpoint of collaboration between education
and welfare.
This paper is based on my presentation at the symposium of the 4th annual conference
of JASBEL (Japan Association for the Study of Basic Education and Literacies). In the
symposium, titled “The security of basic education for children confronting difﬁculties” , Mr.
Takuya Murai and Mr. Akihiro Jinushi presented on the daily lives and school experiences
of socially disadvantaged children and their parents. I was impressed by their presentations,
and I wanted to reconsider how schools stiﬂe, among others, children in poverty, children
with disabilities, and children who are chronically absent from school. In section 2 of this
paper, I discuss the signiﬁcance of basic education, the system of securing basic education,
and the educational contents which should be secured. The particular needs may change
as students age, but the present compulsory education system and gakuryoku (academic
ability) have many limits and problems from the perspective of securing basic education. In
section 3, I look back upon the history of exclusion from school focusing on minority group
children. These children have been held from the meritocracy. That is, those minority people
have been suffering from institutionalized discrimination in the educational system and labor
market. In section 4, I referred to the concept of kyoiku fukushi (educational welfare) which
recognizes the integration of education and welfare, then I present a conceptual framework
of basic education in elementary and junior high school.
In conclusion, I insist that respect for the rights of the child is crucially important in
educational reform toward the security of basic education.
Key words:
basic education, collaboration between education and welfare, compulsory education, rights
of the child
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＜研究論文＞

〈教育×福祉〉四象限マップの双眼的視座
─教育と福祉の視差を活かした連携のために─

吉田敦彦（大阪府立大学）

YOSHIDA, Atsuhiko (Osaka Prefecture University)

Ⅰ．はじめに
基礎教育保障学会において、
「教育と福祉の連携を求めて」を特集テーマとする学会誌
を発行するとの案内が届いた。──今日の基礎教育保障をめぐる課題ついて考える際、
「教
育」というただひとつの領域のみで対応可能ではないことは明らかで、多様な教育活動の
下で、福祉の観点からの支援、連携強化が強く求められている。この課題意識を共有する
者として、本稿では、言うは易く行うは難い教育と福祉の連携を支えるための、一つの理
論的視座を提案したい。
先ずは、この学会の課題テーマに関わる筆者のバックグラウンドを2点だけ述べておく。
一つは、
「子どもの権利条約」の趣旨に基づき、現行法の下では包摂されていない子ど
もの学習権保障を求める取り組み、具体的には「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」
（2016年12月公布）の制定過程に関与したことで
ある。筆者はフリースクール等の多様な学習活動をフィールドにしていたが、そのプロセ
スで、夜間中学校や外国にルーツをもつ子どもたちの教育活動から学びつつ、ともに「年
齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく」すべての子どもに普通教育を保障
する施策を求めてきた（吉田、2014, 2017a, 2020）
。
二つめは、勤務大学（大阪府立大学）に「教育福祉学類」を新設し（2012年、創設学類
長）
、同僚たちとその教育研究活動をデザインしてきたことである。スクールソーシャル
ワーカー、学校教員、社会福祉士、保育士、社会教育主事（任用資格）等の養成課程を併
設し、それらを有機的に連携・協働させ得る教育と理論構築に苦心してきた。設置申請時
に「教育福祉学」をどのように構想し、創設後にどのように展開してきたか、それについ
ては同僚たちと編んだ『教育福祉学への招待』
（山野ほか編、
2012）『
、教育福祉学の挑戦』
（関
川ほか編、2017年）に詳しい。
教育と福祉の連携が望まれて、
すでに久しい。これまでに、
保育と幼児教育（
「子ども園」
）
、
教員と社会福祉士（
「スクールソーシャルワーカー」
）
、
学校とフリースクールと居場所（
「学
校外の多様で適切な学習活動」の準公認）など、教育と福祉の接合面に新たな制度が導入
20

基礎教育保障学研究 第４号 2020.08

されてきた。しかし、それぞれの現場で、実際にその連携を機能させるにあたっては、様々
なハードルがある。現在では、その必要性や意義を論じるよりも、なぜそこに協働を難し
くするような不協和や確執が生じるのか、それを反省的に捉え返すことのできる原理的な
研究も求められていよう。
本稿は、教育福祉学の一定の到達点を踏まえたうえで、
「教育」領域だけに自己完結で
きない「福祉」的な観点や支援、逆に「福祉」領域だけで完結できない「教育」的な観点
や支援について、その相互補完的な布置を包括的に見て取ることのできる視座を考案しよ
うとするものである。
Ⅱ．
「多職種連携」の先行理論とその課題
人間支援（ヒューマン・サービス）の領域において、
「多職種連携」の実践と理論が先
行しているのは、医療と福祉の連携分野である。まず、それを参照したうえで、教育と福
祉が連携する上での課題の一つを設定する。
保健医療福祉サービスの分野にあっては、20世紀の終盤から、医師と看護師に加えて、
理学療法士や作業療法士などのリハビリテーション専門職、医療ソーシャルワーカーなど
の社会福祉職が協働するinter-professional work（多職種連携；IPW）が進められてきた。
また、高齢化社会の進展に伴い、病院だけでなく地域・在宅での医療、地域包括ケアが要
請され、介護支援専門員（ケアマネジャー）のように多職種連携それ自体を中心的なスキ
ルとする専門職も生まれた。病院から地域・在宅への多職種による退院支援に診療報酬が
加算されるようにもなった。
この動向のなか日本の社会福祉学分野では、松岡（2000）や山中（2003，2012）等が
早くから多職種連携に関する研究を重ねてきた。欧米の先行研究を踏まえて松岡（2000）は、
「連携」とは「主体性を持った多様な専門職間にネットワークが存在し，相互作用性，資
源交換性を期待して，専門職が共通の目標達成を目指して展開するプロセス」
（p.22）
、同
じく山中（2003）は「援助において，異なった分野，領域，職種に属する複数の援助者（専
門職や非専門的な援助者を含む）が，単独では達成できない，共有された目標を達成する
ために，相互促進的な協力関係を通じて，行為や活動を展開するプロセス｣（p.5）と定義
している。
こういった諸定義にみられる「連携」の基本的要素を山中は、
①「主体」
、
②「目標」
、
③「行
為・活動」という3つに整理し、そのそれぞれの実践上の課題の分析を進めている。すな
わち、①「主体」については、
「専門職と非専門的支援者」
「単一機関・組織内と多機関・
組織間」
「支援者と当事者・家族」
、③「行為・活動」については、
「目標達成プロセス」
「交
換プロセス」
「協力的な関係性」
「支援者の限界認識プロセス」に分析して考察している（山
中、2012,pp.166-174）
。これらも興味深いが、教育と福祉の連携を探求する本稿の主題か
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ら焦点づけたいのは、次にみる②「目標」にかかわる課題である。
山中（2012）は、多職種連携の定義に必ず含まれる「共通の目標」や「共有された目
標」の含意について、
「連携・協働する主体は、各々独自の目標を達成するためではなく、
同一の目標を達成するために連携・協働するのであり、主体間でその目標は共有されてい
る、あるいは共有されねばならない」と解釈する。そのうえで、しかしながら現実にはこ
の同一の目標共有が容易でなく、それは果たして可能かと山中は問いかけている。異なっ
た職種の各主体は、それぞれに異なる価値や当事者観、支援観、それに基づく支援目標や
支援方法を持っている。必要なのは、
「各職種の目標は目標として、各職種が達成をめざ
すが、その目標を下位目標として位置づけ、それらの下位目標に通底する共通項を見つけ
出し、総合的な上位目標を共有すること」である。理念（Vision）−目的（Mission）−目
標（Goal）の階層の峻別を要請するマネジメント論等、
この課題そのものは目新しくないが、
異なる専門職が協働する場合には、これがとりわけ切実なものになるという指摘として重
要である。
とすれば、強調すべきは、同一の目的をもつことよりも、むしろ協働の相手がもってい
る異なる価値と目標を理解し合うことである。異なるからこそ連携する意義がある。共通
性・同一性よりも独自性・差異があることを、連携の取り除くべき障壁と捉えるのではなく、
その違いのもつ積極的意義を認識して尊重し合うこと。そのために求められるのが、それ
ぞれの異なる立ち位置をポジショニングできる共通視座の共有であろう。そして、目的・
目標を共有する困難さは、保健・医療・福祉の領域よりも、福祉領域と教育領域の間での
方が、より大きくなる事情があると思われる。それは、厚生労働行政と文部科学行政とい
った省庁縦割りの現実に起因するだけでなく、かなり上位レベルの目的・価値に至る差異
を視野に入れなければならないからである。
したがって本稿では以下、教育と福祉の接合関係を捉える教育福祉論の試みを瞥見した
うえで、両者の目的や支援観が相当程度にまで異なることを確認しつつ、その差異を位置
づけて可視化できる見取り図（マップ）を考案して、違いを相互に認識した連携が可能に
なるような視座を探究することにしたい。
Ⅲ．教育と福祉の接合関係を捉える教育福祉論
1．先行する教育福祉論の概観
教育と福祉は、行政省庁や法体系において、それぞれ二つの独立した領域を構成してい
る。大学における専門職養成や研究においても、教育学部・教員養成大学と社会福祉学部
とに分かれてきた。他方、両者が自己完結的になり過ぎる場合に、連携の必要性が実践的
理論的に唱導されてきた。その際、両者の切り結びの関係をどのように捉えるかが論題と
なり、そこに「教育福祉論」が成立してきた。
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図1 教育と福祉の独立・自己完結

教育学の側から早い時点で教育福祉問題を取り上げたのは、小川・土井編（1978）や小
川（1985）である。学校教育に閉じた視野ではなく、
社会教育への開かれた視点をもちつつ、
「教育と福祉の谷間」で看過されがちな社会的困窮者の学習する権利の保障を教育福祉問
題として問うた。髙橋が「学習権保障論としての教育福祉論」と整理したこの系譜は、
小川・
高橋編『教育福祉論入門』
（2001）として結実し、
それは今日においても重要な意義をもつ（辻

2017）。「福祉は教育の母胎であり、教育は福祉の結晶である」とは同書の扉に記された名
句である。
社会福祉的な観点から教育福祉論を構想した嚆矢が、
市川ら（1975）と村上（1981）である。
前者は、福祉国家を推進するために行う教育サービスへの財政支出が果たす効用を経済福
祉的な観点から解明するものであり、後者は、児童福祉や学校社会事業の観点から、教育
に対する福祉的アプローチを論じた。川村・瀧澤（2011）は、社会福祉テキストのシリー
ズとして、児童福祉論、高齢者福祉論、地域福祉論、医療福祉論などと並んで教育福祉論
の巻を編んでいる。ただ、教育とくに生涯学習への視点も確かに踏まえられており、両者
を包括する練られた定義も提案している。
（以上について更に詳しくは、先行する教育福
祉論を包括的に整理検討した田中（2019）を参照されたい。
）
これらの先行研究は、それぞれに教育と福祉の統一と包括を志向しており、どちらかに
片務的なわけではない。ただ、やはり論の出発点での立ち位置は、教育か福祉かのどちら
かに足場がある。むしろ積極的に注目したいのは、教育学の側からも、社会福祉学の側か
らも、教育福祉論が構想されてきた事実である。その両者を、あえて類型化して図示すれば、
図２と図３のように示すことができよう。

図２ 教育概念の福祉的拡張による教育福祉
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図３ 福祉概念の教育的拡張による教育福祉

図2は、
「教育概念の福祉的拡張」による教育福祉であり、
「教育のための福祉」
「教育に
おける福祉的機能」と呼ぶこともできる。図３は、
「福祉概念の教育的拡張」による教育
福祉であり、
「福祉のための教育」
「福祉における教育的機能」と呼ぶことができよう。理
論的であれ実践的であれ、教育と福祉の双方を視野に入れながら教育福祉の統一を志向す
る際、どちらかの立場が起点となるのは無理のないところである。必要なのは、自分はど
ちらの立ち位置から教育福祉を志向しているのか、それを自覚しておくことである。それ
を欠いた場合、一方の立場に他方を包含し呑み込む（同化吸収する）リスクが高くなるか
らであり、それが教育と福祉の望ましい連携の足かせとなりうるからである。
では、大阪府立大学の教育福祉学類では、どのような教育福祉論を構想したのか。社会
福祉系と教育系の実体的な制度を念頭に、福祉マインドをもった教員、教育マインドをも
った社会福祉士、両者を架橋できるスクールソーシャルワーカー、そして保育士、社会教
育主事を養成できる統合的な教育福祉の学位カリキュラム。それをデザインするにあたり、
社会福祉学を専攻する教員と教育学を専攻する教員が双方向から話し合って、次のように
教育福祉学を定義した（吉田、2012）
。
（1）教育福祉学とは、人間の生活と発達の包括的な保障と支援に関する学。人と社会に
対する包括的な視野から、人間の生活と発達を保障し支援するために必要な、福祉・
保育・教育等の分野における専門的かつ協働的な実践と理論に関する研究を行う。
（2）より具体的には、誕生から老いまで生涯にわたって、人間の尊厳をもった生活を保
障する福祉的支援と、人間としての発達と学習を保障する教育的支援とを、有効に相
互補完させることのできる社会システムや地域支援あるいは対人援助法について、問
題解決的・実践的に理論化する研究。
今から振り返れば、この規定では結局のところ、生活保障を福祉に、発達保障を教育に
割り振り、両者の包括や協働や相互補完を考えていることになる。当時にあっても筆者は、
それが単なる「足し算」的な併存にならぬように、教育福祉の4つの位相、すなわち、①
教育の母胎としての福祉、②福祉の方法としての教育、③福祉における教育的支援、④教
育における福祉的支援という4位相を、上に挙げた先行研究に言及しながら類型化して考
察した（吉田、2012）
。しかし、それらの位相間の連関を構造化して捉えるところまでは
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至らなかった。教育と福祉を併存的、足し算的に捉える見方から脱するのは難しく、それ
は学類の創設時には課題として残ったのである。
2．教育と福祉の間の視差による双眼立体視
この課題を克服するためには、教育と福祉を、実体概念や対象領域としてでなく、もの
を見るときの観点や視角として捉える仕方を徹底する必要があった。それを理論化したの
「
〈教育×福祉〉の複眼的アプローチ」
が、
（学類の完成年度を迎えた2017年に発表した）
。実体としてある教育や福祉（その制度や方法）を対象とするので
である（吉田、2017）
はなく、対象はあくまで、様々なニーズをもって生きている具体的な全体として人間や社
会である。その全体を教育的観点からみた場合に浮かび上がってくるニーズや課題があり、
福祉的観点からみた場合に浮かび上がってくるそれがある。単眼的にではなく、両方の観
点から双眼的にみれば、
より立体的に全体としての人や社会が見えてくる。少しズレ
（視差）
のある異なる視点から両眼で同じものを見るからこそ、単眼の眼力を強化したり視野を広
げたりすることでは及ばない、
遠近感のある立体像が浮かび上がってくる──いわゆる「双
眼視」とか「両眼立体視」とか呼ばれるものである。
（後述すべきことを先取りして言えば、このとき、見ている同じ方向が「ヴィジョン」
になり、それぞれに異なる視点は、その下位にある「ミッション」であると言ってもよい。
とすれば、教育と福祉のミッションまでを同一にする必要はなく、むしろ各々の観点や価
値の差異を維持しながら同じ方向性をもって協働するときに、よりよい連携ができよう。
）
このような双眼的な視座で全体としての人間を捉え、
（足し算ではない）
〈教育×福祉〉
（＊これを吉田（2017）
を探究するイメージを、
吉田（2017）では下のように図示してみた。
では「複眼的」と形容したが、サイエンスの専門用語としては「両眼的」
「双眼的」が適
切であるため、本稿では「双眼的」を用いる。
）

図4 ニーズ階層説（マズロー）と〈教育×福祉〉初出：吉田（2017 p269)

ある当事者が全体として持つニーズ（欲求）を、周知のマズローのニーズ（欲求）階
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層説を援用して示している。
（マズローのこの説に異論の余地があるのは承知しているが、
今は立ち入らない。
）重要なのは、一人ひとりのもつニーズの全体は単純なものではなく、
いくつものニーズが相互に規定し合った重層的で複雑なものだということ。そしてそのニ
ーズを見て取るには福祉的な単眼でも、教育的な単眼でも捉えられず、視差のある両方の
眼差しで双眼的にみる必要があることだ。
〈教育×福祉〉の双眼的な視座によって、そこ
にニーズの全体的な立体像が、はじめて浮かび上がってくる。福祉的支援を行う場合でも、
教育的支援を行う場合でも、たえず当事者がその時々にもつニーズの全体的な相関やバラ
ンスや傾向を見て取る必要があり、
「
〈教育×福祉〉の双眼的視座」は、そのような立体的
な把握を助けるものである。
（より具体的には、吉田（2017）において、不登校支援にお
ける居場所的支援とスクール的支援の確執と統合という事例に即して詳述したので参照さ
れたい。
）
さて、図４の右から眼差している教育と福祉の双眼的な視座を、図1 〜 3の展開として
示せば、図５のようになろう。では、ここで生まれてくる次なる問いは、この教育的眼差
しと福祉的眼差しは、どのように異なる位置（視差）にあって、しかし同じ方向を見つめ
ているのか、という問いである。さしあたり、マズローのニーズ階層論のピラミッドにあ
っては、福祉的眼差しは、より下方の基礎的な生活を支えるニーズに、教育的眼差しは自
己実現に至るより上方のニーズに照準する位置づけが与えられた（図４）
。しかし、その
ように異なるニーズに着目するのは、そもそも教育が、そして福祉が、どのような支援観
を持ち、それぞれの目的・価値を持っているからであろうか。

図５ 〈教育×福祉〉の双眼的視座

両者の眼差しのもつ志向の、より本質的な差異を捉えるには、更に工夫が求められる。
二つの眼差しのポジションを、意味づけられた2軸が交差するようなマップに位置づけて、
可視化できるだろうか。いよいよそれを、本稿の次節において考案してみたい。
Ⅳ．四象限マップによる〈教育×福祉〉の双眼的視座
1．教育と福祉の間の、視点の置き方の微妙な違い（視差）
教育と福祉は、まったく重なり合って一つになってしまうものではない。融合してしま
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うと、失うものが大きい。かといって、単独では生の全体を、あるいは支援の全体を捉え
ることができない。それぞれが自律したユニークな視点を持ちながら協働してこそ、より
包括的なよりよき生＝well-beingに向けた支援ができる。そのように考えることができる
とすれば、そのとき、教育と福祉は、それぞれに異なった、どのような独自の特質をもつ
と言えるのか。
この問いに答えるために、ここでは、両者を突き合わせて比較することによって、相対
的に際立てられる差異を取り出したい。
「教育」も「
（社会）福祉」も、
多義的な概念であり、
それぞれの内包、とくに外延は論者によって様々である。したがって、ここでは一義的に
定義せずに曖昧さを許したまま、両者の間の相対的な、視点や価値の重心の置き方の違い
だけに着目する。
その微妙な視点のズレや差異（視差）は、たとえば学校教員とスクールソーシャルワー
カーが、あるいは幼稚園教員と保育士が（──さらに言えば、大学の教育福祉学類におい
て福祉系教員と教育系教員が）
、同じ目的を共有して協働しようとしながら、しかし否応
もなく意識させられるものである。
（実際のところ、実習帰りの学生や現場に出た卒業生
から折に触れて、そのような違いを聞き取ることができる。
）実証したわけではないので
作業仮説ではあるが、その視点や重心の違いを、図６のような二つの軸が交差する四象限
において図示してみたい。

図６ 〈教育×福祉〉四象限マップの双眼的視座
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以下、この「図６〈教育×福祉〉四象限マップの双眼的視座」について説明する。
2．教育の「未来志向」と福祉の「現在志向」
まず、縦軸の「未来志向」と「現在志向」について。たとえば、学校で教員に、なぜこ
れを学ぶのか、と問えば、将来に役立つから、とか、自分の望むことを実現する可能性が
開かれるから、とかの答えが返ってこよう。この場合、
「教育」は、目の前の学習者の現
在のニーズというより、成長したあとの未来のためのニーズに応えようとしている。教育
基本法は第一条で「教育の目的」を、
「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国
家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して」と
定める。
「目指して」や「期して」など未来志向の述語が使われる。つまり、子どもが未
来に大人になってからの姿を想定して、
「人格の完成」や「国家及び社会の形成者」とい
う期待される将来像を描いているわけだ。教育は国家百年の大計であるとも言われる。
他方、それに比して「福祉」は、将来ではなく、今ここで生活上の問題を抱えている人
に対して、その困難を解決したり緩和したりしようとする。
「健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利」
（憲法第25条）が脅かされている人に対して、社会福祉・社会保障によ
る支援を先送りはできない。マズローのニーズ階層論で言えば、基礎部分の生理的欲求や
安全・安心は、それが脅かされると生活・生命にかかわる緊迫度がある。
（保健医療と共に）
福祉は、生存権・生活権にかかわる待ったなしの深刻さを持つ（──感染症・パンデミッ
クにおいて、学校は当分の間の休校措置ができても、保育所や学童保育など福祉サービス
は閉じることのできないコントラストを想起しよう）
。
たとえば「子どもの貧困」に対して、今その困窮家庭ないし子どもに直接の生活保障を
行うことと、将来その子どもが貧困の連鎖から抜け出せるように教育機会を確保すること
の二通りの支援があり、言うまでもなく両方が重要である。
福祉の視点：いま目の前に、問題を抱えた困窮者がいる。その問題を緩和・解決できる
ように社会の仕組みを使って支援する。──現在志向 →今ある不幸を最小限にする
教育の視点：問題にぶつかっても解決でき、生涯にわたって幸せに生きられる力を全て
の人が身に付けられるように支援する。──未来志向 →将来の幸福を最大限にする。
（このように整理すると、福祉は「不幸を減らす」ことに、教育は「幸福を増やす」こ
とに価値の重心があるとも言える。最小不幸社会をめざすか、最大幸福社会をめざすか、
この志向の違いについては広井（2017）を参照。
）
このように、教育と福祉の特性を、時間意識、タイムスパンの違いによって捉えること
ができる。もちろん、教育においても、
「子どもは小さな大人ではない」と唱導したルソ
ー以来、子どものその時々の現在の発達課題（その最近接領域）に応じた学習活動を工夫
する立場は、現在志向の教育観に立脚するものであるし（──筆者も未来中心の教育観に
対する現在中心の教育観を主題的に論じたことがある（吉田、2009）
）
、社会福祉においても、
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決して現状肯定ではなく、社会問題の解決へ向けて改革的によりよい社会形成に取り組む
未来志向を有している。しかしここでは、相対的にみて、どちらかといえば教育は未来志
向を、福祉は現在志向を持つ点に、意味のある違いを見出しておきたい。
なお、
この「未来志向」と「現在志向」という二つを、
E.フロム（1976＝1977）の言う「獲
得価値（to have）
」と「存在価値（to be）
」に対応さえて考えてみることができる。筆者は
先にそれを、より多くの価値の獲得をめざす、すなわち「もっとよく」をめざす教育の志
向と、存在することそれ自体で価値があるとする、すなわち「ありのまま」を受け入れる
福祉の志向という形で立ち入って考察したことがある（吉田 2017）
。ここでは再論しない
が、この二つの生の様式は二者択一ではなく、その両者の間でいかに統合的な生を導くこ
とができるか、という点に人間に固有の本質的な課題があり、ここから教育と福祉が連携
する深められた意義を考えることができる。
3．福祉の「社会志向」と教育の「対人志向」
次に、
横軸の「社会志向」と「対人志向」について。社会福祉の領域で大切にされる視点・
見方として、
「個人モデル（医学モデル）
」に対する「社会モデル」がある。詳述は不要だ
ろうが、たとえば障害者福祉の場面で、障害や不利益・困難の原因は障害のない人を前提
に作られた社会の環境や仕組みに原因があると考え、社会が障害を作り出しているからそ
れを解消するのは社会の責務と捉える。個人モデルでは、障害を解消するためには、医療
やリハビリ、補助具によってその当事者への治療や訓練、個人の努力を通して心身の機能
を回復を図ろうとする。では教育の場合はどうであろうか。
教育は、誰かが何かをできるようにする働きかけを中心とした営みである。その限りで
は、社会モデルよりも個人モデルに近いと言える。発達保障という考え方、すなわち全て
の人が、各人のもつ潜在的な力（何かができるようになる可能性）を最大限にまで発達さ
せることができるように支援するという考え方も、個々人に焦点を当てている。上記の生
存権を定めた憲法第25条に続く第26条は、
「すべて国民は、その能力に応じて、……ひと
しく教育を受ける権利を有する」と、個々人が自らの能力を最大限に発達させるための教
育を、社会が保障すべきことを定めている。教育を受ける権利、とりわけ生きるうえで不
可欠な基礎的教育を受ける権利をもつのは、各個人が生きる力を獲得して自らの望む生き
方ができるようになるためであり、その意味では、個人の能力発達に焦点が当たっている。
しかし他方で、この憲法規定には、もし、十分に発達させることができなかった場合、そ
れを個人の努力の問題（自己責任）に帰してしまうのではなく、そのような機会保障を社
会が十分に成し得ていたかどうかが問われる（社会的責務）という含意がある。ここには、
社会モデル的な視点がある。そして、そのような教育機会の社会的制度的保障を求めるの
は、社会福祉と教育が連携して取り組むべき重要な課題となる。
したがって「教育」を、
「医療」と同様の意味での「個人モデル」に同定できるわけではない。
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多くの教育学的知見は、その能力論にしても授業論にしても、むしろ個人モデルや自己責
任論の克服を志向している。インクルーシブな特別支援教育にしても、
当該の子どもの「で
きないこと」が「できるようになる」ための教育活動は重ねながらも、たとえ個人的能力
としては「できないまま」であっても、クラスメイトとの協同的な「関係性のなかで生き
ていく」ことができるようになる学び合いが目指される。
（──そして、そのような子ど
もたちが「健常／障害」の区分を超えて、やがて将来、そのような関係性をもった共生社
会を形成していくことを見通している。
）こうしてみると、教育の営みは、単体の個人よ
りも、人と人の関係性を育成している側面が大きい。
「学校は小さな社会」
（デューイ）と
いう考え方も然りである。個人志向というよりも、人間関係、対人関係への志向といえる。
このような意味で「個人志向」とは峻別して「対人志向」と呼んでおこう。
再び福祉的な視点に立ち戻れば、
「社会モデル」を大切にしつつも、社会福祉の中核に
は、システム論的・生態学的な人と環境の交互作用に着目する「生活モデル」があるとさ
れる。そこでは、マクロな社会だけでなく、ミクロな対人関係やメゾなコミュニティでの
相互作用も視野に入れられている。としても、
「ソーシャルワークは、社会変革と社会開
発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職
であり学問である」と規定した「ソーシャルワークグローバル定義」
（国際ソーシャルワ
ーカー連盟（IFSW）及び国際ソーシャルワーク学校連盟（IASSW）
、2014 年7月メルボ
ルン）に見られるように、やはり社会の制度やその変革を通した人々の解放という視点は
強い。働きかけて変容させたり開発したりする対象は、主として人であるよりも、社会で
あり、その意味で、福祉は「社会志向」が強い傾向にあると言えるだろう。
4．
〈教育×福祉〉四象限マップにおけるポジショニング
以上を踏まえて、
「未来志向−現在志向」
「社会志向−対人志向」という2軸が交わる四
象限マップに、
「教育的眼差し」と「福祉的眼差し」の視点を位置づけてみたのが、図６
である。もちろん、先に言及したように、教育にも福祉にも幅のある多様な実践と理論が
あって、この位置と大きさに収まらない広がりを想定できる。それぞれの円周が示す外延
（大きさ）はあまり重要ではなく、教育と福祉の間の視差、相対的な位置関係が眼目である。
つまり、教育の眼差しのもつ視点（その支援観や価値の重心）は、福祉と比した場合、未
来志向寄りで対人志向寄りのポジションに、福祉の眼差しのもつ視点は、現在志向寄りで
社会志向寄りのポジションに位置づく。また、ある個別の実践・理論のもつ傾向を、この
図６の四象限マップに位置づけてみた場合、それぞれなりにズレのあるポジショニングと
なるだろう。むしろそのような省察によって、両者の間の視差を見て取り、自らの立ち位
置と傾向を確かめる見取り図として、この四象限の視座を活用することができる。
そして、このように視差のある二つの眼差しによって双眼的にみることによって、
〈教
育×福祉〉の立体像が浮かび上がる。それは、四象限マップのすべての象限にまたがって
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広がりながら、単に二つの領域を足し合わせたものでも、一方が他方を包含していくもの
でもない。常に、教育的眼差しと福祉的眼差しの中核にある独自の視点は保持されたまま、
双眼的な奥行きのある像を描き出すことになる。
何よりここで提示した視座は、本稿の主題である教育と福祉の連携に向けて、それぞれ
が自らと相手の立ち位置と傾向（その強みと限界）をリフレクションし、互いの独自性を
尊重しつつ協働するために考案されている。では最後に、以上の本稿の論述をまとめつつ、
そのような省察と対話の可能性について述べておきたい。
V．おわりに
福祉も教育も、よりよい人と社会のwell beingという大きな目的を共有して、人と社会
に働きかける営みであることに違いない。
その際、
「人が変わることによって社会が変わる」と考えるか、
「社会が変わることによ
って人が変わる」と考えるか。言うまでもなく、それは相即・往還するものであろう。し
かし、どちらに重心ないし起点をおいて考えるかは、人により、あるいは実践的理論的立
場によって、どちらかに傾く志向をもつ。
社会を変えるためには、人が変わらなくてはならない。だから人に働きかける。それが
教育の傾きがちな志向。
人が変わるためには、社会が変わらなくてはならない。だから社会に働きかける。それ
が社会福祉の傾きがちな志向。
だとしても、その傾きがあってよいのではないか。この志向の違いが、教育と福祉の連
携を難しくすることが往々にしてあるが、この違いがあるからこそ、それぞれの強みと弱
みがあり、連携する意義がある。
目の前の現実生活の課題・ニーズからはじめるか、将来に実現すべき理念・ビジョンか
らはじめるか。現実を理想化していくか、理想を現実化していくか。これもまた二者択一
でないのは、むろんのことだ。それでも、その方向性の違いはあって、人により（生育史
から来るのか、そもそも気質からなのか）
、どちらかに傾く志向をもつ。
背後に取り残されがちな、生きづらさを抱えた少数の人の現実にパッション（共感共苦）
をもち、その問題の緩和・解決を志向する。不幸を最小にしていくアプローチ。
すべての人が持てる力を最大限に発揮し、自らの望ましい生き方を選択できる未来を、
喜びをもって創造的に志向する。幸福を最大にしていくアプローチ。
この二つはトレードオフものではなく、相乗的な連携が可能であるし、またそれが求め
られている。一例として、
地域福祉を専門とする小野（2017『
、教育福祉学の挑戦』所収）は、
「欠乏欲求」による従来型の「必要からの地域福祉」のみならず、
「成長欲求」による「増進型」
の「理想への地域福祉」を、教育の視点を取り入れて実践的に取り組みながら、その今日
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的な意義を説得的に論じている。
本稿では、
「社会志向−対人志向」
「現在志向−未来志向」という2つの軸を用いて、教
育と福祉の視点の差異を強調しながら、双眼的な視座を考案してきた。ここに至って、そ
の意図を、次のように表現することもできよう。すなわち、教育と福祉は、互いに互いを
豊かな変容へと導いてくれる「他者」である。異なる文化とアイデンティティを生きる他
者である。異質な他者と出会うとき、ともすれば自己の価値に基づいて他者を評価し、排
除はしなくとも、自己の世界に他者を同化吸収しようとしがちになる。そうでなければ、
自らの世界が揺らいでしまうからだ。それに対して、容易ではないことだが、出会うこと
のできた異質な他者との対話が成り立てば、自らの世界を開き、自らを自明視・絶対視す
ることなく、相対化することができる。ここに提案したのは、そのような自己完結から脱
して他者と対話するための視座であった。異なる視点をもつ他者としての教育と福祉とが
出会うとき、この視座によって互いを尊重し合い、対話を重ねることができれば幸いである。
＊

＊

＊

今後を期したい課題について。作業仮説として考案したこの視座のもつ妥当性・有効性
の検証については、
実証的な方法論をもつ共同研究者を俟ちたい。
（教育哲学を出自とする）
筆者としては、この視座の2軸のもつ両極性について、人間存在の二重的存在様式を踏ま
えた考察を試みて、福祉と教育が自律協働する人間学的な必然性やその連関構造を解き明
かしてみたい。未来志向−現在志向とE.フロムの獲得価値と存在価値との対応については
言及したが、対人志向−社会志向についてはM.ブーバーの〈我−汝〉と〈我−それ〉の二
重的な関係性（吉田、2007）
、またケアの倫理と正義の倫理の二重性との連関（吉田ほか編、

2009）、更にそこからロールズの正義論（平等な自由、公正な機会均等、格差の原理）と、
それをアマルティア・セン（1992＝2018）が更新したケイパビリティ論（自ら望む生き方
を選択できる自由の幅）
、そしてそれに対峙するコミュニタリアンの共同体論といった福
祉−教育の根本課題に連なる問題群が控えている。この関心の背景には、
（異なる下位目
標をもつ）福祉と教育が共有できる究極の上位目標が、
「well being」や「人間の尊厳」
、
「人
権」といった概念では大き過ぎはしないか（──その中で、平等、自由、多様性などが容
易に相克関係に陥る）という問題意識がある。
（この点については、田中（2020）の闊達
な研究関心から触発されるところが大きい。
）教育福祉学を志す研究者とともに、中期的
なスパンで共同研究に取り組みたい。
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Binocular perspective of an education-welfare four-quadrant map:
Utilizing parallax between the viewpoints of education and welfare for
cooperation
YOSHIDA, Atsuhiko (Osaka Prefecture University)

Abstract
There are various difﬁculties in actually practicing cooperation in the ﬁelds of education
and welfare. Nowadays, rather than discussing the necessity and signiﬁcance of cooperation,
there is a need for a fundamental study that can reﬂect on why dissonance and barriers that
make cooperation difﬁcult arise.
In this paper, based on previous research on the collaboration between medical care and
welfare, and the successes of education-welfare studies, we refer to an education-welfare
approach that sees the whole human life from both an educational viewpoint and a welfare
viewpoint. After that, we will devise a binocular view of the education-welfare perspective
that can comprehensively see the complementary positioning of both viewpoints.
In conclusion, using a four-quadrant map with the two axes of present orientation future orientation and social orientation - interpersonal orientation, we define welfare as a

quadrant of present - social orientation, and education as a quadrant of future - interpersonal
orientation. This binocular perspective of an education-welfare four-quadrant map allows
us see the parallax between the viewpoints education and welfare, which will be useful for
understanding and cooperation between the ﬁelds.
Key words:
binocular perspective, education-welfare cooperation, future – interpersonal, present –
social,
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＜展望論文＞

千葉県における地域日本語支援活動と子ども・若者支援への展開
─『あなたの町の日本語教室』を手がかりに─

相良好美（東京大学高大接続研究開発センター）

SAGARA, Yoshimi (The University of Tokyo - Center for Reserch and
Development on Transition from Secondary to Higher Education)

Ⅰ．はじめに
日本社会の少子高齢化による労働人口の減少を背景に、今後ますます日本で暮らす外
国人は増加することが見込まれる。日本語を母語としない外国人等が日本で生活する場
合、日本語の習得は生活上不可欠な課題となる。日本国内では、地域の多国籍化・多文化
化の進行とともに、外国人住民や外国につながる子どもたち(1)に対する日本語支援・学習
支援がボランティアを中心に全国各地で取り組まれてきた。文化庁の調査によると、平成

30年度の日本国内における日本語学習者は259,711人であり、そのうち、約75％にあたる
196,664人が大学等の教育機関を除いた「一般の施設・団体」において日本語を学習して
いる（文化庁、2019）
。その中には、学齢期の子どもや就学年齢を超えた子ども・若者も
含まれるとみられる。
日本では、憲法や教育基本法に定められた教育の権利と義務を、日本国籍を有する「国
民固有の権利・義務」と解釈し、外国籍の子どもの就学を「恩恵的なもの」とする認識（佐
久間、2005，小島、2016）に立つ。こうした認識とそれに基づく学校における教育保障の
実態は、
「児童の権利に関する条約」をはじめとした国際法の規定と矛盾するが、それが
問題だとは広く認識されていない。それゆえに、外国籍の子どもたちに対する教育・生活
支援体制の整備は各学校の裁量に委ねられているのが現状である。このような就学に関す
る形式的不平等を背景に、不就学や不登校状態にある子どもたち、学校で日本語指導を十
分に受けることができない子どもたち、就学年齢を超過した若者が、地域の日本語教室や
学習支援教室、自主夜間中学、フリースクール等に学びの場を求める状況が生じている。
では、外国につながる子どもたちにとって、地域の日本語支援・学習支援の場はどのよ
うな機能を持つのだろうか。多文化地区にある地域学習教室の機能を検討した三浦（2012）
では、社会で生き抜くためのツールを身につけさせる場として企図された学習室は、ニュ
ーカマー 1.5世の当事者にとって、①日本社会との接続の場であり、②居場所であり、③
自分たちなりのネットワークを形成する拠点になることを明らかにしている。ニューカマ
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ーの子どもたちにとって、
「日本社会との接続」とは、
「学校で十分に得られない資源を獲
得するための機能であり、この意味では、学習室は学校を補完する場、学校の中で獲得さ
れるべきとされている知識や情報の獲得を補助する場として位置付く」
（p.82）という。こ
の「日本社会への接続」には学校から学校へ、学校から社会・就労への移行プロセスや社
会的自立へのプロセスをも内包すると考えられる。しかしながら、佐藤（2010）が指摘す
るように、文化間を移動する子どもたちの成長は「空間軸」と「時間軸」の両面で切断さ
れており、子どもの生活や学習の連続性を保障することなしには、彼らの進路や自立への
道筋を作ることはできない。地域の日本語教室や学習支援教室は、子どもたちへの学習支
援を通じて、一面では公教育に代わって子どもたちの「空間軸」と「時間軸」の切断を埋
める努力をしてきた。しかしながら、学術研究においては、2000年後半より学校外での支
援の有り様に目が向けられるようになってきたものの（相良、2019）
、ノンフォーマルな
支援はあくまでも公教育における支援・リソースの不備不足を補完する副次的なものと位
置づけられてきたにすぎない。そこには「フォーマルを補うノンフォーマル」という従属
的な対比関係が埋め込まれており、こうした認識が一人の子どもの存在をいわゆる教育と
生活とに分断してしまうことにつながっているものと考えられる。そして、このようなフ
ォーマルとノンフォーマルをめぐる二分法的な理解は政策・実践・学術研究上のあらゆる
レベルで生成／受容されており、政策上あるいは教育実践における分断が、子どもたちの
発達や学習、社会的自立における困難さとして表面化している。こうした課題に対し、今
日の外国につながる子どもへのノンフォーマルな支援は、日本語学習のみならず、生活保
障、学習保障、進路保障へと拡大し、彼らの人生の選択にかかわる多くの要素を支えるも
のとなっている。しかしながら、地域においてこうした支援が取り組まれるようになった
過程には関心が向けられてこなかった。
そこで本研究では、多くの外国につながる子どもへの支援活動が日本語支援を起点とし
ている点に着目し、国の教育政策の動向を踏まえながら、地域の日本語支援活動という文
脈において、子どもに焦点化した支援活動がいかにして形成・展開してきたのかを千葉県
を事例として明らかにする。ノンフォーマルの側から外国につながる子どもの学習支援の
展開過程をとらえることにより、教育と生活とに分断してしまうような教育政策・実践に
対して、子どもたちの「空間軸」と「時間軸」を融合し、社会的自立への道程を支える基
礎教育保障のあり方について新たな視点を提示することになると考える。
本稿の構成は以下のとおりである。まず、文化庁による日本語教育施策と文部科学省に
おける外国人児童生徒等に関する教育政策を跡づけながら、両者の境界と交錯を見ていく
（Ⅱ章）
。次に、本研究の目的と方法を示したうえで（Ⅲ章）
、千葉県を事例に地域におけ
る日本語支援活動の広がりとその特徴を概観する（Ⅳ章）
。そして、地域における日本語
支援活動の中で、子どもの教育課題がいかにして発見され、子どもに焦点化した支援が展
開されてきたのかを検討する（Ⅴ章）
。最後に、本論の結論と今後の展望を示す（Ⅵ章）
。
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Ⅱ．国内の日本語教育施策・教育政策における子どもへの施策・政策の位置づけ
１．文化庁による日本語教育施策と子どもへの日本語支援
子どもに対する日本語教育や日本語学習支援には、日本語教育施策としての側面と就学
先の学校で講じられる学校教育の一領域としての側面がある。前者は主に文化庁が所管す
る日本語教育施策として、後者は文部科学省が所管する帰国・外国人児童生徒への教育政
策として講じられている。本節では、国内における日本語教育政策、特に地域日本語教育
という領域において子どもの日本語支援がどのように位置づけられてきたのか、続く2節
では、文部科学省における帰国・外国人児童生徒への教育政策の動向を概観したうえで、
両者の境界と交錯点を整理する。
日本国内では、戦後からの在日韓国・朝鮮人、中国帰国者やインドシナ難民等への識
字・日本語学習の課題を内包しつつ、1980年代より急増した外国人住民に対する日本語学
習支援が市民ボランティアを中心に広まっていった。国内の日本語教育政策を所管する文
化庁では、1994年より「地域日本語教育推進事業」を開始し、地域における日本語学習支
援活動の推進に関する施策が講じられるようになった。2000年代前半までは、ボランティ
アの力による日本語支援活動の普及・指導力の向上が目指され、2000年代後半からは、地
域における日本語教育の専門性と内容の明確化についての施策が取り組まれた。外国人住
民の定住化・永住化が進行するなか、2006年12月25日に外国人労働者問題関係省庁連絡
会議によって『
「生活者としての外国人」に関する総合的対策』が取りまとめられた。
「生
活者としての外国人」とは「労働者としての外国人」に対をなす概念であるといえ、この
取りまとめは本国で受け入れてきた日系南米人等をはじめとした外国人住民に対し、
「そ
の後の動きから判断して単に労働力を提供するためだけではなく、家族とともに地域に根
づいた一般の市民と変わらない生活者として捉える必要性を示したもの」
（佐久間、2015，

p.282）と捉えることができる。これを契機に、文化庁の日本語教育施策は地域社会に暮
らす「生活者としての外国人」への対応に焦点化し、カリキュラム・教材・指導法・評価
など体系的な検討が推し進められた。2013年2月18日には、文化審議会国語分科会日本語
教育小委員会によって『日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について』
が取りまとめられ、今後の日本語教育の推進にあたっての論点が11項目に整理された。以
降は、
ここで示された論点に沿って「生活者としての外国人」に対する人材育成のあり方や、
日本語教室空白地域の解消推進事業が推し進められている。
先の佐久間の解釈に従えば、
「生活者としての外国人」には当然、家族とともに地域社
会に暮らす子どもたちも含まれえる。事実、2013年の論点整理では、
「10 外国人の児童生
徒等に対する日本語教育について」として、国内の日本語教育における検討対象に位置付
けられている。しかし、これまでに文化庁が実施した日本語教育施策のレベルでは、
「学
37

基礎教育保障学研究 第４号 2020.08

校の余裕教室等を活用した親子参加型日本語教室事業」
（2002年〜2008年）を除いて、子
ども・若者に特化した施策は見当たらない。また、文化庁が毎年実施する「日本語教育実
態調査」では、学習者について年齢別の集計を行っておらず、地域における外国人の子ど
も・若者を対象とした日本語支援活動の実態を掴むことは難しい。ただし、2008年より開
始された「
『生活者としての外国人』のための日本語教育事業」では、子ども・若者を対
象とした地域日本語教育プログラムに対する委託も数多く行われている。文化庁HPによれ
ば、同事業の事業目的は以下のように示されている(2)。
日本国内に定住している外国人等を対象とし、日常生活を営むうえで必要となる日本
語能力等を習得できるよう、各地域の先進的または広域的な優れた取組を支援するも
のである。また、これらの取組を通じ地域における日本語教育の拠点が各地に整備さ
れ、日本語教育の推進が図られることを目的とする。
同事業は、
「日本語教育の実施」
「日本語教育を行う人材の養成・研修の実施」
「日本語
教育のための学習教材の作成」を対象とする地域日本語教育実践プログラム（A）と、地
域の創意に基づき、多様な機関等との連携・協力を図り、
「生活者としての外国人」に対
する日本語教育の体制整備を推進する取組を対象とするプログラム（B）に分かれている。
ただし、2020年度の募集要項によると、
「児童・生徒を対象とした学校生活への適応指導
や教科教育を目的とした取組」および「学校への就学・進学を目的とした取組（受験を目
的としたものも含む）
」は委託対象外とされ、応募が制限されている(3)。ここに、文部科
学省が所管する学校教育における外国人児童生徒への教育施策との対象の差別化が見てと
れる。しかし実際にはプログラム（A）
（B）ともに、外国人住民の親子や学齢期の子ども、
若者を支援対象とする実践プログラムが多数採択されており、実践のレベルでは外国につ
ながる子どもに焦点化した支援が取り組まれていることがわかる。
２．文部科学省による外国人の子どもの教育施策の動向と地域連携
文部科学省による帰国・外国人児童生徒を対象とした教育施策の動向とその特徴につい
ては多くの先行研究が論じているところである（例えば佐久間、2005，佐藤、2010など）
。
佐藤（2010）では、文部科学省の外国人の子どもに対する1990年代から約20年間の一連
の政策について、次のような特徴を見出している。すなわち、①教育現場からの要望によ
って対処療法的な施策が展開されてきた点、②外国人の子どもの教育の施策はこれまでの
政策の枠組みの延長上でなされてきた点、③外国人の教育政策の二重構造化、④公教育の
格差が生じている点、⑤これまでの施策は国際法と整合していない点である。そして、こ
うした特徴の基底には「外国人の子どもを一時的滞在者として位置付け、日本の学校や教
育を基準にした同化的な施策がとられてきた」
（p.136）ことがあると指摘する。学校現場
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における外国人児童生徒の受け入れの模索が続けられた結果、2014年より義務教育課程に
おいて「日本語指導が必要な児童生徒を対象とした『特別の教育課程』の編成」が実施さ
れるようになるなど、義務教育段階での外国人児童生徒の受け入れの弾力化が進みつつあ
る。しかし一方では、就学義務のない外国籍の子どもの不就学問題や日本人に比べて低位
にある高校進学率の向上、高校以降の進路保障の問題など、学校の中だけでは解決するこ
とが難しい課題が新たに顕在化している。このような新たな課題に対し、近年では「定住
外国人の子どもの就学支援事業（虹の架け橋教室）
」
（2009〜2014年）や「外国人高校生に
対する包括的支援環境整備事業」
（2019年〜）など、NPO等の市民セクターとの連携を明
確に打ち出した教育施策がみられるようになっている。
こうした中、2018年末に改正された「出入国管理及び難民認定法」及び「外国人材の受
入れ・共生のための総合的対応策」
（外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定、

2018年12月25日）を踏まえ、文部科学省に「外国人の受入れ・共生のための教育推進検討
チーム」
（座長：浮島文部科学副大臣）が設置され、2019年6月7日に『外国人の受入れ・
共生のための教育推進検討チーム報告』が取りまとめられた。報告書の骨子として示され
た俯瞰図（図1）では、教育・就労・生活の場面の連続性を考慮し、子どもたちの18歳以
降の高等教育や就労・自立に至るまでの道筋が構想され、この道筋を地域との連携を通じ
て構築する方向性が示されているといえよう。定住者を受け入れる契機となった1990年の
入管法改正から約30年を経て、外国につながる子どもたちを「一時的な滞在者」としてみ
なす施策から、日本社会で育ち、就労し、生活を営んでいく「事実上の移民」とみなす施
策へと転じたことが見てとれる。

図１ 外国人受入れ拡大に対応した文部科学省の取組の方向性（俯瞰図）(4)
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また、同報告では、重点的に進めるアクションとして「１外国人児童生徒等への教育の
充実」
「２ 外国人に対する日本語教育の充実」
「３ 留学生の国内就学促進・在籍管理の徹底」
の３項目が挙げられている。そのうち１つ目の「外国人児童生徒等への教育の充実」では、
「
（１）学校におけるきめ細かな指導体制の更なる充実」
、
「
（２）地域との連携・協働を通
じた教育機会の確保と共生」の2つの方策が掲げられており、
（２）の具体的取組事項とし
て【就学状況の把握及び就学促進】
【夜間中学の設置促進・教育活動の充実】
【異文化理解
や多文化共生の考え方に基づく教育の充実・地域との包摂促進】が示されている。地方自
治体と市民セクター（NPO・国際交流協会・民間企業等）には、特に学齢期の子どもの就
学促進（図1左下）において、子どもと学校をつなぐ役割が期待されていることがわかる。
一方で、この俯瞰図からは、すでに就学している子どもたちに対する学校外での支援と学
校教育との連携の方向性、そして、学齢期以降の就学状態にない子ども・若者への支援の
実態は見えてこない。
以上見てきたように、外国につながる学齢期の子どもは、文化庁の日本語教育施策の主
たる対象からは除外されており、文化庁と文部科学省の施策対象の差別化が確認できる。
しかし、それゆえに学齢期の子どもを対象とした日本語教室や学習支援教室といったノン
フォーマルな支援は、多くの子どもたちが支援を受けている実態とは裏腹に教育政策上の
いずれにも位置づかないないものになっている。こうした政策・施策上の対象のすみ分け
が、一面では、子どもにとっての生活と教育・学習における「空間軸」と「時間軸」の切
断をもたらす一因となっていると考えられよう。
Ⅲ．研究目的と方法
１．研究目的
本研究では、1980年代より外国人住民に対する日本語支援活動が行われてきた千葉県に
おいて、地域における日本語支援活動が子どもの支援へと結びついていった過程を明らか
にする。まず、千葉県内において、これまでに実施された識字・日本語教室調査の結果と
現存する日本語教室データベースの経年分析を通じ、千葉県内における日本語支援活動の
展開過程とその特徴をみていく。本研究では、その手がかりとして日本語教室の数・運営
主体・設置市町村の推移に着目する。結論を先んじれば、千葉県においては、成人に対す
る日本語支援が自治体の国際化施策に組み込まれていったのに対し、後発的に取り組まれ
るようになった子どもに対する日本語支援にはそうした動きがみられなかった。運営主体
別の集計から日本語支援の担い手の変化を明らかにするとともに、設置市町村に着目する
ことにより、県内の日本語支援活動の展開における地域別の傾向をとらえる。次に、同じ
く県内における子どもを対象とした学習支援活動の展開と特徴を整理し、市民活動として
の日本語支援活動の中で、子どもの支援活動が取り組まれるようになった過程を検討する。
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２．対象

1990年の国際識字年を契機に、日本各地で識字・日本語教室調査が散発的に行われた。
千葉県においては、1993年に千葉大学教育学部社会教育研究室によって県下初めての識
字・日本語教室調査が行われ、その結果が『房総の識字マップ』
（1994年）にまとめられ
た。識字マップの刊行を契機に、任意団体「房総日本語ボランティアネットワーク」
（現
「房総多文化ネットワーク」
、以下「房総ネット」と略す）が1994年7月に設立され、県内
の日本語ボランティア同士のネットワーキングが盛んに行われるようになった。その活動
の一環として市民ボランティアによる日本語教室調査が1996年、2000年、2004年、2007
年（2008年改訂）に行われ、冊子『あなたの町の日本語教室』
（第1版〜第4版）が刊行さ
れた。2004年調査からは、財団法人ちば国際コンベンションビューローとの共同調査のか
たちがとられた。2008年の第4版2刷を最後に、教室情報は千葉県国際交流センターに移管
され、同センター HPにおいて教室検索データベース『あなたの町の日本語教室』に引き
継がれた。なお、千葉県内における日本語教室調査は2008年を最後に、以後全県的な日本
。本稿では、1993年・1996年・2008年の
語教室調査は行われていない（2020年2月現在）

3回の調査結果(5)と、データベース掲載の教室情報（2019年7月時点）に基づいて、日本語
教室の数・運営主体・設置市町村の3項目について経年変化を追う。
３．分析の手続き
① 教室総数の集計方法と基準

1993年・1996年・2008年・2019年の4時点における県内の日本語教室数の推移と地域
分布を調べるため、集計基準を統一し、各回調査の結果の再集計を実施した。集計にあ
たっては「団体」と「教室」を分けてカウントした。1つの団体が同じ場所で週に複数講
座を実施する場合は「1教室」とカウントした。主催団体が同じであるが、開催場所や教
室責任者が異なり独立して運営している場合には、それぞれ1教室とカウントした。また、
主催団体は同じであるが、大人向けの教室と子ども向けに別クラスを開設している場合に
は、それぞれ1教室とカウントした。なお、地域の日本語教室数の推移を把握するという
目的から、民間の日本語学校は除外した。また、
『あなたの町の日本語教室』の調査対象
には自主夜間中学や識字学級・識字講座等は含まれていないため、今回の集計の対象外と
した。
② 運営主体別の集計における分類
上記の手続きで算出された各教室において、運営主体別の集計を行った。調査年により
分類カテゴリの数・基準が異なっていたため、新しく次のカテゴリを作成し再集計を行っ
た。カテゴリは①任意団体・個人、②国際交流協会・自治体・公民館、③社団法人・財団
法人（国際交流協会を除く）
、④NPO法人、⑤社会福祉法人等、⑥その他（民族団体・教会等）
の6つである。
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③ 子ども日本語教室の算出方法
『房総の識字マップ』および『あなたの町の日本語教室』の計4回の調査では、子どもの
教室に限った集計を行っていない。そこで、1993年・2000年・2008年の調査結果の「支
援内容」の欄から支援対象を推測し、支援対象が子ども・若者であることが明記されてい
る場合には「子ども教室」としてカウントした。また現在、県国際交流センターが公開す
る日本語教室データベースでは、成人学習者向けの教室とは別に子どもを対象とした教室
の一覧『子供のための日本語教室』が公開されている。これを2019年のデータとした。
Ⅳ．千葉県における地域日本語支援活動の展開
１．
千葉県における多文化状況とその特徴
在留外国人統計によると、千葉県内に居住する在留外国人数は156,058人（2018年12月
現在）であり、全国では6番目に外国人住民数が多い。国籍別で見ると、最も大きな国籍
集団は中国出身者（33.6％）であるが、全国でも居住者数の多い中国・韓国朝鮮・ベトナム・
フィリピン・ブラジルを除いた「その他の言語」の比率が27.8%と高いのが特徴である。近年、
南米出身者は減少傾向にあり、代わりに、ベトナム・ネパール・スリランカ等の東南アジ
ア出身者が急増している。県内における居住傾向を見ると、船橋市、市川市、松戸市、柏市、
千葉市（美浜区、中央区）など都心へのアクセスがよい東京湾岸地域や東京都に隣接する
市町村に外国人の居住が集中している。一方、規模は大きくないものの、中国国籍者の比
率が高い千葉市美浜区（69.9%）や、フィリピン国籍者の比率が高い市原市（31.4%）
、ブ
ラジル・ペルー等南米出身者の多い八千代市（各11.9%，7.7%）など、特定の国の出身者
が集住する市町村もわずかながら存在する(6)。日本語指導を必要とする外国人児童生徒の
就学状況について言語的特徴から類型化を試みた光延（2008、2009）によれば、特定の言
語・国籍が集中する「少言語集中型」に対し、千葉県は児童生徒の母語が多数であり、就
学する学校が県内の自治体に分散する「多言語散在型」にあるという。千葉県内における
国籍別の居住状況をみれば、成人も含めた外国人住民全体の居住傾向にも同様の言語的特
徴があるといえよう。
２．県内における地域日本語教室数の推移と特徴
図2は、1993年〜2019年の千葉県内における外国人登録者数と日本語教室数の推移であ
る。1993年に54,389人であった外国人登録者数は、2019年には153,500人と3倍以上に増え
ている。連動して、日本語教室数は44教室（1993年）から154教室（2019年）と約3.5倍
まで増加している。県内地域別では、特に葛南・東葛・千葉市・内房地域を中心に日本語
教室数の増加傾向が認められた。1996年調査で確認された91教室のうち、2019年現在も
約半数である50教室が活動を続けているとみられる。20年以上の長きにわたり日本語支援
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活動を行う教室がある一方で、県内の54市町村のうち22市町村が、自治体内に日本語教室
がひとつもない「空白地域」となっている。特に、
外国人住民数が600人を切る市町村が「空
白地域」となっている傾向にある。

図２ 千葉県内における外国人登録者数と地域日本語教室数の推移（1993-2019年）

図３ 運営主体別にみた日本語教室主催団体数の推移（1993-2019年）
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図3は運営主体別にみた日本語教室主催団体数の推移である。日本語支援活動に取り組
む団体は、1993年から2019年までの26年間で2.7倍に増加している。運営主体別に見ると、
地域日本語教室は大きく2つのタイプに大別されるといえよう。1つは①任意団体・個人や
④NPO法人に代表される市民による支援活動、もう1つは②国際交流協会・自治体・公民
館に代表される市町村国際交流協会等の公共セクターが関与する支援活動である。その他、

1990年代には、③社団法人・財団法人（国際交流協会を除く）、⑤社会福祉法人等、⑥そ
の他（民族団体・教会等）のような団体による活動もわずかながらみられたが、現在は縮
小傾向にある。千葉県内では、1996年から2019年までの13年間で、全体に占める「個人・
任意団体」による日本語支援の団体（教室）の比率が増加しており、地域住民を主体とし
た日本語支援活動の広まりが認められる。他方、市町村国際交流協会の漸次的な設立を背
景に、市町村交流協会等の公共セクターが関与する日本語支援活動も全県へと拡大している。
表１ 千葉県内における市町村国際交流協会の設置状況

○：日本語教室・養成講座あり、研：研修会の実施あり、※不明

表１は千葉県内における市町村国際交流協会の設置年順一覧である。2019年現在、千葉
県内には36の市町村国際交流協会があるが、そのうち33団体で日本語教室を開講するなど、
外国人住民に対する日本語支援活動を行っていることが確認できた。そのうち11団体が日
本語ボランティアの養成講座を実施しており、その他9団体でボランティア研修（不定期
含む）を実施しているとみられる(7)。県や市町村国際交流協会において、日本語ボランテ
ィアの養成講座がおこなわれるようになったことで、県内各地で多数の日本語ボランティ
アが養成され、そのことが地域住民を主体とした日本語支援活動の興隆に結び付いていっ
たと考えられよう。
３．小括
千葉県内においては1993年の初回調査の開始時点においては、わずか44教室だった地域
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日本語教室が、2019年までの28年間に154教室まで増加し、1つの団体が地域の中で複数
教室の運営を行うようになるなど、日本語支援活動の数的な広まりと取り組みの浸透がみ
られる。運営主体は、個人・任意団体によるものと市町村国際交流協会によるものとに大
別され、特に後者に関しては、1980年代後半からの市町村国際交流協会の漸次的な設立に
ともなって、協会が主導して地域の日本語支援活動を立ち上げた市町村（船橋市・柏市・
佐倉市等）
、国際交流協会の設立を契機に市民による日本語支援活動が国際交流協会の事
業に集約・統合された市町村（八千代市・四街道市等）
、国際交流協会による活動と市民
による活動とが並存している市町村（千葉市・市川市等）など多様な展開がみられるよう
になった（房総日本語ボランティアネットワーク編、2012）
。次章では、こうした地域日
本語活動の広まりの中で、子どもを対象とした日本語支援活動がどのように展開してきた
のかを見ていく。
Ⅴ．大人の支援から子どもの支援へ：地域における子ども支援の展開
１．県内における子どもを対象とした日本語教室数の推移と特徴
図4は1993年から2019年までの千葉県内における在籍外国人児童生徒数と地域の子ども
日本語教室の推移である。
『房総の識字マップ』の調査が行われた1993年には、県内に子
どもを対象とした日本語教室は存在しなかった。1996年に「外国人の子どものための勉強
会」が松戸市内2箇所で開設した子ども対象の日本語教室が、県内で初となる子ども対象
の日本語教室であるとみられる。2008年調査で4市7教室だった子ども日本語教室は、2019

図４ 千葉県内における子どもを対象とした日本語教室数の推移(8)

45

基礎教育保障学研究 第４号 2020.08

年までに12市23教室の開設が確認されている。子どもを対象とした日本語支援活動は、成
人の支援の興隆から10年ほどの遅れをもって、2000年代後半から2010年代にかけて県内
に広まっていったといえる。
次に、2019年地点で活動している子どもの日本語教室の運営主体別の内訳を見ると、個
人・任意団体によるものが15教室、教育委員会・国際交流協会が設置するものが3教室、

NPO法人が主催する教室が5教室であった。成人を対象とした日本語教室が国際交流協会
を主体とする活動が大半であったのに比べ、子ども支援を行う国際交流協会は限られてお
り、子どもの教室は個人・任意団が活動主体となっていることが特徴として挙げられる。
また、活動を継続する中で、NPO法人格を取得した団体があることも大きな違いであると
いえるだろう。
２．市民主体の日本語支援活動における「子ども」支援の変遷
では、地域において外国人住民の日本語学習支援が行われるようになった1990年からの

30年のあいだに、支援活動において「外国につながる子ども」の存在と教育課題はいかに
して発見され、支援へと結びついていったのだろうか。以下では、各年の調査報告書の記
述を手がかりに、市民主体の日本語支援活動において、子ども支援がどのように取り組ま
れてきたのかを跡づける。
① 1990年代：学習者（＝母親）に随伴する存在から支援対象へ

1993年調査の報告書では、子どもを対象とした日本語教室の調査は行っていないもの
の、すでに県内の小中学校で約5校に1校の割合で日本語教育の必要な児童・生徒が在籍し
ていることや在籍児童生徒の母語にバラつきがあることが指摘されている。この頃、地域
の日本語教室で課題となっていたのは学習者が同伴する子どもたちの保育の問題であった。

1996年調査によると、地域での日本語学習者の69.1％が女性であり、特に20〜30代の子
育て世代が学習者全体の85.4％を占めていた。彼女たちの多くは、日本で働く夫に同伴し
て来日した外国人配偶者である。同年調査で日本語教室を対象に実施した質問紙調査では、
女性学習者が連れてくる子どもの対処、つまり保育環境整備が「教室運営の障害」として
報告され、託児室の確保や公費によるベビーシッターを望む声が掲載されている。
また、同年報告書では少数であるものの、成人を対象とした日本語教室で学習している
小・中学生の存在が報告されている。1996年調査では、学齢期の学習者は調査対象外とさ
れていたものの、年代別の集計を見ると、小・中学校年齢相当の学習者17名が確認できる。
こうした現状から、質問紙調査の自由記述においては、小・中学生のための公的支援を望
む声が寄せられている。徐々に外国につながる子どもの教育課題が学校・地域の日本語教
室の双方の現場で認識されつつあった時期であるといえる。
② 2000年代：日本語ボランティアによる子ども支援の興隆

2000年に入ると、日本語教室の現場における保育をめぐる状況はおおむね解決の方向へ
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向かっていく。2004年の質問紙調査では、保育制度について回答した150教室のうち、有料・
無料を含め、
学習者が受講する間の保育体制が整っている教室は6教室、
推奨はしないが「子
ども同伴可」とする教室が65教室まで増加した。また、同年の調査では初めて児童・生徒
を対象とする教室数が集計された。2004年時点では、県内で子ども（児童・生徒）を主な
対象とする教室が6教室あり、ほかに成人を対象とした6教室が子どもの受け入れを可とし
ている。自由記述では、
「小中学生向け日本語の教え方の講習会を単発でしたい」
「小中学
生への漢字・数学等の指導を要望されている。教師OBの協力を模索したい」等の意見が
寄せられ、子どもの学習支援方策についての関心の高まりがみられる。
この頃、地域における子ども支援をめぐる動きは大きく2つの方向性を見出すようにな
る。第一に、地域日本語支援活動の流れを汲みながら、地域に子どもを対象とした日本
語教室を開設する動きである。先に見てきたように、1996年調査ではわずか2教室だった
子どもの日本語教室・学習支援教室は、2008年に7教室、2019年に23教室と増えていき、

2000年代後半から2010年代にかけて県内各地に広まっていった。第二の動きは、日本語ボ
ランティアの学校への参画である。外国人住民数の多い千葉市の「千葉市学校派遣日本語
指導の会」
、松戸市の「松戸市学校派遣スタッフ」
、柏市の「柏市学校派遣日本語支援の会」
など、地域で活動する日本語学習ボランティアを学校に派遣するという動きが活発化して
いく。両者の担い手は重なっているケースも多く、ボランティアが学校と地域をまたぎな
がら、子どもたちの日本語学習や教科学習を支えるようになっていく。同時に、学校にお
ける日本語ボランティアの立ち位置に関する問題、特に、教員免許を持たない日本語ボラ
ンティアが教科学習に立ち入ることの是非や、高校入試直前に来日した生徒への受験指導
など、新たな課題も浮き彫りになっていった。以上のように、2000年代の地域日本語支援
活動は、成人を対象とした支援と並行しながら、子どもに焦点化した支援が広がりを見せ
るようになっていく。同時に、地域で活動する日本語ボランティアからの働きかけにより
学校での外国人児童生徒支援が拡充するなど、学校と地域という子どもの生活空間を越境
した支援が模索された時期であった。
③ 2010年代：日本語学習支援から進路支援へ

2010年代に入ると、教室紹介の学習内容欄に「教科学習支援」や「高校進学支援」をあ
げる教室が増加し、対象者に小・中学生だけでなく「高校生」や「既卒生」を含む教室が
見られるようになる。地域の子ども日本語教室では、中学校以降の進路保障、つまり高校
進学のための学習が中心的な課題となっていく。特に、千葉県では、平成4（1992）年よ
り高等学校入学者選抜において「外国人の特別入学者選抜」が実施されるようになり、平
成31（2019）年度は16校が実施校となっている。高校進学希望者の増加を背景に、外国
人生徒を対象とした高校進学ガイダンス（千葉県では「日本語を母語としない親と子ども
のための進路ガイダンス」
）が開催されるようになるなど、地域での高校進学支援に焦点
化した支援が活性化している（長澤ほか、2008，房総日本語ボランティアネットワーク編、
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2012）。例えば、2014年に設立されたNPO法人「多文化フリースクールちば」（以下、「多
文化フリースクール」とする）は、外国につながる子どもたちの高校進学支援に特化した
通学型のフリースクールであり、生徒の多くは学齢超過の子どもたちである。年齢主義を
とる日本の義務教育においては、15歳を超えた者や母国で9年間の教育課程を終えている
ものは原則として中学校に戻ることができない。多文化フリースクールでは、こうした学
齢超過者中心に高校進学を目指す生徒を受け入れ、高校進学に向けた日本語学習と受検指
導を行なっている。
教科学習支援や高校進学支援が行われるようになったことにより、支援者層も変化しつ
つある。従来、地域の日本語支援の担い手はいわゆる主婦層の女性が中心であったが、近
年では日本語支援の現場に、現役教員や退職教員が参加するようになっている。例えば、
多文化フリースクールでは、長年地域で活動してきた日本語支援スタッフが初期日本語指
導を、現役・退職教員スタッフが教科指導や受検指導を中心的に担うことで、日本語と教
科学習の両面からのサポートを実現している。以上のように、地域の日本語教室やフリー
スクールでの支援を介して、中学校や高校などのフォーマルな教育システムへの接続ある
いは再接続が図られるという高校進学をめぐるひとつの支援径路ができつつある。
Ⅵ．おわりに：地域連携による外国につながる子ども支援の発展に向けて
本稿では千葉県を事例に、地域日本語支援活動という文脈において、外国につながる子
どもに焦点化した学習支援活動が形成・展開する過程を検討してきた。そこから見えてき
たのは次のようなことである。
まず、近年の国レベルの教育政策では、外国につながる子どもたちを「一時的な滞在者」
から「実質的な移民」とみなす中長期的な支援が構想されるようになり、義務教育への就
学支援や外国人高校生等の支援において、地域の市民セクターとの連携・協働が模索され
るようになったことが確認された。しかし、文化庁の日本語教育施策と文部科学省の帰国・
外国人児童生徒における教育政策・施策の対象はすみ分けられており、学校外における日
本語支援・学習支援活動は政策上のどこにも位置づかないものになっている。
第二に、千葉県においては、成人を対象とした日本語支援活動が、市町村国際交流協会
の設立に伴って公共セクターの活動に再編・統合されるなど、自治体の国際化施策に組み
込まれる動きがあったのに対し、子どもの日本語支援活動はそのような動きは見られず、
ほぼボランティアの独力によって活動を継続させ、発展してきたという点である。一部の
団体は、NPO法人格の取得により活動の安定化と継続性を模索している。
第三に、日本語支援を起点として始まった外国につながる子どもの支援が、時間の経過
とともに進学や自立をめぐる移行支援へと拡張したことである。特に、高校進学という日
本語ボランティアのみでは解決が困難な課題が表面化したことにより、結果的には退職教
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員がスタッフに加わるなど支援者側に多様化がもたらされた。
以上のように、外国につながる子どもへの学習支援は、子どもたちをめぐる「時間軸」
と「空間軸」の切断に対し、日本語支援を起点としながら学習支援、進路支援へと拡張す
るかたちで、子どもたちの学習保障や進路保障に取り組み、一人ひとりの子どもの存在の
形成に寄与してきた。しかし、就学年齢にある子どもたちに対するノンフォーマルな教育
支援は、日本の教育政策上のどこにも位置づけられていないために、ボランティアベース
とした活動にならざるをえず、支援の継続性の課題を常に抱えている。こうした状況の裏
側で、日本における進路保障や自立をめぐる課題など、学校教育のみでは解決しえない問
題はすでに顕在化しており、学校・地域・家庭・行政が一体となった支援が望まれる。
最後に、外国につながる子どもに対する地域包括的な教育的支援体制の実現に向けた展
望を示し本稿を閉じたい。これまでに見てきたように、外国につながる子どもの教育的支
援は施策よりも実践が先行する状況にある。平成31
（2019）
年には日本語教育推進法が成立・
施行され、外国人住民やその子どもたちの日本語学習について国と自治体の責任が示され
た。日本語学習の公的保障の実現に向けて各自治体が動き出しており、千葉県においても、
多文化共生推進プランの策定が進められている。しかし子ども・若者に限って言えば、文
化庁の「日本語教育実態調査」をはじめ、一部の自治体を除いては、若年層の外国人を対
象とした学習支援活動の実態把握はなされていない。本研究では、多言語散在状況にある
千葉県を事例に子ども支援の展開過程を明らかにしてきたが、地域や自治体によって外国
につながる子どもをめぐる状況や支援活動が取り組まれてきた経緯は異なる。外国につな
がる子どもたちにとって実効性ある支援を講じるためには、地域の多文化状況の実態と支
援ニーズに即した地域連携体制を行政・学校・地域（ボランティア）の協働のもとに構築
していくことが求められよう。そこでは、従来の教育政策が基盤としてきた「フォーマル
を補うノンフォーマル」という従属的な対比関係を脱却し、地域のボランティア・自治体
の双方が築いてきたノウハウを基盤としながら、互いの役割を明確にし、双方が対等な関
係性を結んでいくことが肝要であると考える。そして、その先導を切るのが行政の役目で
あるといえるだろう。なお本稿では、外国人集住地域をはじめ他地域における外国につな
がる子どもの支援活動との共通性と相違について十分に検討することができなかった。こ
の点について比較検討することを今後の課題としたい。

注
（１）本稿では、国籍にかかわらず幼少期・学齢期に文化間移動を経験し、現在日本で暮らしている子
どもを「外国につながる子ども」と表現する。ただし、政策文書や文献の引用時には引用元の呼
称を使用する。
（２）文化庁 令和2年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業−地域日本語教育実践プ
ログラムの募集について− https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/91951101.html（2020-02-
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25アクセス）
（３）文化庁 「生活者としての外国人」のための日本語教育事業地域日本語教育実践プログラム

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha/（2020-02-25アクセス）
（４）文部科学省 『外国人の受入れ・共生のための教育推進検討チーム報告書（骨子）
』https://www.

mext.go.jp/a_menu/kokusai/ukeire/1417980.htm（2020-02-25アクセス）
（５）1993年の初回調査は千葉大学教育学部社会教育研究室に所属する3名の学生の提案により取り組
まれたものであり、県下の日本語教室調査としてはパイロットスタディ的な意味を持つ。本稿で
は、10年毎の日本語教室数の変化をとらえる目的から、1993年、1996年、2008年、2019年の計

4時点のデータを分析対象とした。なお、『あなたの町の日本語教室』の各回調査は、行政を介し
た調査ではなく、房総ネット調査チームの草の根の情報収集を主としている。そのため、各市町
村の日本語教室数等は「日本語教育又は日本語教師の養成・研修を実施している国内の機関及び
施設・団体に調査票を送付し，そのうち回答のあったものについて数値を集計する方法」
（文化庁、

2019，p.3）をとる文化庁の「日本語教育実態調査」の結果と異なる場合がある。
（６）市町村名に続くカッコ内は、各市区町村の在留外国人全体に占める当該国籍者の比率を示す。
（７）各市町村国際交流協会HPの情報をもとに算出。
（８）各年の在籍外国人児童生徒数について、1996年は平成9（1997）年度、2019年は平成30（2018）
年度の数値を用いた。
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Formation of Educational Support for Children with Foreign Backgrounds
in Community-based Japanese Language Classes: Reanalyzing the List of
the Previous 26 years of Japanese Language Classes in Chiba.
SAGARA, Yoshimi (The University of Tokyo - Center for Reserch and
Development on Transition from Secondary to Higher Education)

Abstract
The purpose of this paper is to examine the process of implementing support systems in
non-formal settings for children with foreign backgrounds in Chiba prefecture, Japan. In
the past 30 years, as the Japanese government expanded the acceptance of foreign workers,
the number of foreign residents has increased, and volunteer-based Japanese language
classes have been implemented in each region. Due to a lack of support in formal education,
children and youth with such backgrounds are participating in non-formal educational setting
in the community to master basic Japanese literacy. While many approaches and practices
are held in school education, the practices in non-formal education have been disregarded
as just complementing formal education, compensating for the deﬁcit of support in school
education.
In this study, I will clarify how Japanese language support for foreign residents has
evolved in Chiba prefecture, where many foreigners live and multiple languages are spoken.
Methodologically, the author conducts a comparative analysis of MEXTʼ s education policy
for foreign students and the Japanese language education policy of the Agency for Cultural
Affairs. Then, the author reanalyzes the list of Japanese language classes from 1993 to 2019
in Chiba prefecture from the perspectives of the changes in the number of Japanese classes
by city, the administrator of the Japanese classes, and the support target.
Through these analyses, the author points out the following: First, in recent years,
national educational policies have gradually led to programs for children of immigrants.
However, non-formal education for such students has been not clearly defined in the
policy. Secondly, non-formal educational support for children with foreign backgrounds
has expanded from Japanese language support and serves as a foundation for subject
learning in preparation for entering high school, and for over-aged students. Finally,
various people have acknowledged the roles of such non-formal education and made
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contributions in this area.
Keywords:
children with foreign backgrounds, community-based Japanese language education,
educational policy and measures for foreign students, Japanese language volunteers, nonformal educational support
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＜展望論文＞

愛知県における公立夜間中学の必要性に関する考察

─学齢を超過した外国人青少年に向けた学び直し支援の充実化の視点から─
小島祥美（愛知淑徳大学）

KOJIMA, Yoshimi (Aichi Shukutoku University)

Ⅰ．はじめに

2016年12月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
法律（以下、
「普通教育機会確保法」と記す）の施行以後、国は全ての都道府県および指
定都市に少なくとも1校の公立夜間中学の設置を推進している（外国人材の受入れ・共生
に関する関係閣僚会議、2019）
。だが、2019年4月現在では全国9都府県27市区に33校が設
置されただけであるため、公立夜間中学で学びたいすべての人がアクセスできる現状では
ない。そのため、公立夜間中学がいまだ設置されない地域では、日本でも出身国でも普通
教育を受けていない学齢を超過した外国人青少年の高校進学を支えるために、NPOなどの
ボランティア団体が支援教室を開いている。そして、年に一度の中学校卒業程度認定試験
（以下、
「中卒認定試験」と記す）や高校受験に向けた学習支援を行っている。しかしながら、
経済的な理由等で本人に学習意欲があっても学習に専念することができず、高校進学を諦
めざるを得ない外国人青少年が非常に多い(1)。
そこで本稿では、学齢を超過した外国人青少年に向けた学び直し支援の充実化を目的と
して、かつて公立夜間中学が存在していた愛知県に焦点を絞り、その歴史的経緯を整理・
検討することによって、公立夜間中学の必要性について考察したい。
Ⅱ．愛知県に設置された公立夜間中学2校の歴史
愛知県には、かつて2校の公立夜間中学が存在していた。昭和27（1952）年12月、名古
屋市立天神山中学校（12月10日開校、以下「天神山中学」と記す）と東港中学校（12月15
日開校、以下「東港中学」と記す）の2校に、いずれも2部学級として誕生した。愛知県初
の開校について、地元紙は「市議会では一部の猛反対を受けながらもやっとこの日開校の
運びとなった」
（中部日本新聞、1952）と伝える。
開校理由について、
『名古屋市史』では「新制中学校は義務教育であったが、戦後の混
乱や窮乏による諸事情のため、中学校教育を受けることのできない生徒も少なくなかった。
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こうした人たちを対象として中学校夜間学級が設けられた。
（中略）ちなみに同年の市内の
中学校長期欠席者は1,495人（欠席率2.56％）であった」
（名古屋市、
1998,p.235）と説明する。
１．学校の概観
天神山中学は、定員は1クラス50名、1・2年生の学級と3年生の学級の2組で、専任教員2
名を置き、
夕方5時半から8時20分までの3時限で開始した。開校日の生徒数は38名（男16名、
女22名）で、
「開校式のはじまる午後5時半ごろ母親と一緒にあたふたとかけつけ『私もぜ
（中
ひ入学させて下さい』と申込んだ女の子が2名もあって受付の先生たちを感激させた」
部日本新聞、1952）と、当日の状況を地元紙は伝える。
その後の2校に通う生徒の状況は、1953年12月1日に実施された文部省の調査が詳しい。
これは、関係省等の協力のもとで文部省によって全国の公立夜間中学の実態が初めて把握
された調査である（文部省初等中等教育局・中央青少年問題協議会、1954）
。この報告書
。また、2
によると、各学年ともに学齢期の生徒が大半を占めていたことがわかる（表1）
校ともに学級は2箇学年複式（単式は1年生のみと3年生のみがそれぞれ1学級、複式編成は

1・2年複式と2・3年複式がそれぞれ1学級）で、週間授業日は6日間、週間授業時数は18時
間であった。教科別週間授業時数をみると、国語、社会、数学、理科の4教科に重点を置
きながらも、様々な教科が実施されていた（表2）
。また、把握できた生徒（56人）につい
ては詳細に調査されたことで、小学校中退者（2人）
、昼間学級からの転籍者（45人）
、夜
、仕事をしている者（勤
間学級に籍をおくまでに長期欠席または不就学の経験者（36人）
め先から学校へ行く18人、勤め先からいったん家に帰りそれから登校する12人）
、保護者
と別居している者（9人）など、さまざまな困難を抱える生徒であったことがわかる(2)。
表1 年齢別学年別・愛知県の夜間中学2校での在籍者数

出典／文部省初等中等教育局・中央青少年問題協議会
（1954,pp.42-43）より筆者作成

表2 愛知県の公立夜間中学2校での教科別週間授業時数

出典／文部省初等中等教育局・中央青少年問題協議会（1954,p.62 〜 1）より筆者作成
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この2校は、全国の公立夜間中学とも連携していたことを全国中学校夜間部教育研究協
議会（現在は全国夜間中学校研究会、以下「全夜中研」と記す）の大会記録が伝える。全
夜中研とは、全国の公立夜間中学関係者が集い、夜間中学教員を会員とした現在も継続す
る組織である。その第1回大会が昭和29（1954）年11月19・20日に開催され、その要項に
天神山中学が5番目に研究発表したことが記されている(3)。そして、年別の大会記録によ
ると、第3回大会（1956年10月）(4)と第10回大会（1963年10月）(5)の主催は名古屋市教育
委員会等であった。これらの状況から、当時の愛知県の教員や行政の関係者は公立夜間中
学の存在を重視していたと考えることができるだろう。
しかしながら、この2校は長くは続かなかった。開校して15年目の1967年3月に東港中学
が、その2年後の1969年3月に天神山中学が廃校になった。
２．廃校の経緯
なぜ2校ともに廃校になったのか。東港中学発行の30年のあゆみでは、年度別に主なで
「2部-夜間-」と題した写真1枚と
きごとを報告し、
「昭和27（1952）年度」のページでは、
共に、
「3代校長都築先生が着任まもなく2部夜間が、天神山中学と本学に開設され、昭和

41（1966）年まで経済的に家庭的に恵まれない生徒のため門戸を開き、多数の卒業生を社
会に送り出した」
（名古屋市立東港中学校、1977,p.34-35）ことが記録されている。
『愛知県史』と『愛知県教育史』には、公立夜間中学に関する記述は見当たらない(6)。そ
、90
の一方で、
『名古屋市史』では「生徒数は徐々に増加し、55年には4学級（2中学校）
人となった。その後、社会の落ち着きとともにしだいに生徒数が減少し、
（中略）69年
（名古屋市、
には5人となり、68年には一部に反対もあったが、閉鎖されることとなった」

1998,p.236）こと、また『名古屋市年表』では「昭和44（1969）年3月15日、天神山夜間
（名古屋市会事務局、1983,p.146）
中学校は3人の生徒の卒業式を行い、これを最後に廃校」
したことが記録されている。また、地元紙では、市教育委員会の教育部長の発言として、
「こ
こ2、3年来、入学者がないということは、経済状態の好転などを背景に昼間だけで間に合
うようになってきたといえるのではないか。詳しく調べたわけではないが、夜間で学びた
いという人たちはほとんどなくなっていると思う。今年度から資格認定の学力検定試験が
設けられたのも一因になっている」
（名古屋タイムズ、1969）ことを伝える。
したがって、これらの記録からは明確な廃校理由を見出すことはできない。だが、全国
の公立夜間中学が辿った歴史的経緯から推測すると、1966年11月に行政管理庁から出され
た「年少労働者に関する行政監察結果に基づく勧告」による廃校説が有力であると考えら
れる。なぜならば、この勧告の「労働保護について」のなかの「
（2）義務教育就学者の就
労について」と題した労働省への勧告の説明において、愛知県は名指しで言及されたから
である。その説明は次のとおりだ。
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義務教育就労者の就労については、雇用主は学校長の証明にもとづき労働基準監督署
長の許可を要することになっているが、許可手続がとられていないものが多い。
（中略）
労働法規が守られていない事例が多いが、これらに対する労働基準局、署の監査状況を
みると、監督計画に組み入れていないものや（香川県・愛知県）監督したにもかかわら
ず違反是正がなされていないもの（秋田県・福岡県）がみられる。
（行政管理庁行政監督局、

1967,p.15）（太字下線筆者）
この行政勧告は、15歳未満の児童労働の容認に結びつくとして、文部省には公立夜間中
学の早期廃止を求めた(7)。それを受け、1968年4月12日に行われた参議院予算委員会第4分
科会において、山高しげり議員の質問によって、文部省から「学齢生徒と学齢超過者への
対応は区別して考える意向」
（大多和、2018,p.144）とあわせて、
「夜間中学校で学んでい
る学齢超過者へ配慮しながらも、ゆくゆくは成人講座や通信課程を用いて教育の機会を与
えること、また中卒認定試験を活用することで対応」
（大多和、2018,p.145）するという点
が示された。
確かに、愛知県の公立夜間中学2校に通う生徒数は減少し、それによって学級数も教員数
。そのためか、地域ニーズを掘り起こして廃校を阻止しようと、当時の
も減少した（表3）
天神山中学の教員が努力していた姿が、第10回全夜中研の大会記録（1963年10月25・26日）
に残る(8)。よって、公立夜間中学関係者の努力とは裏腹に廃校が決まっていったと考えら
れる。廃校理由について、元公立夜間中学教員の塚原雄太氏は「市の福祉行政の充実に伴
い長欠者がいなくなったことと、たとえ、2、3人の長欠者がいたとしても、2、3人のため
には金を無駄使いするわけにはいかない、と当局がご説明した」
（塚原、1969,p.221）と説
明する。
表3 愛知県の公立夜間中学2校での年度別生徒数、学級数、教員数

天神山中学の廃校が迫った1969年3月8日の名古屋市議会では、この問題が取りあげられ
た。それは、東京都荒川区立夜間中学の卒業生であった髙野雅夫氏が開始した公立夜間中
学の廃止反対運動の影響によるものであった。質問したのは坂本貞一議員で、質問内容は
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名古屋市会議録によると次のとおりである。
坂本議員 私も恥ずかしい話ではありますが夜間中学について知ったのは、新聞でも出
ましたあの髙野君が私の部屋に尋ねてきて初めて知ったのです（中略）ちなみにこと
し大阪では、実験的にこの夜間中学が発足されようとしている。大阪では始めようと
して、名古屋市では廃止されようとしておる。こういうことは私は非常におかしいと
思う。したがって、せっかくつくられてきた夜間中学の制度であります。これは何と
か私は維持・存続させていただきたいということを要望しておきたい。
教育長 夜間中学を設けなければならいということにつきましてはその当時必要があっ
た、その必要に迫られてつくったのでございます。元来夜間中学というものは、夜間
に義務教育を施せなければならいないということで、そういうことをしなければなら
いという時勢ではなくなった。いわば時勢がよくなったというふうに考えられまして、
この夜間中学がなくなる、学校そのものがなくなるということについてはさみしい気
がしますけれども、しかし生徒がなくなっているという点につきまして、この時勢が
かわってきたという点につきましては喜ばしいことと考えられるということでござい
ます。
そして現在、義務教育を受けなくて15歳以上になっているという人のためには、愛
知県におきまして検定制度をもっておるわけでございます。
（中略）しかしながらこ
の検定制度を受ける資格は、就学猶予または免除中であるとか、あるいはその処置を
受けておったという条件がついておるわけでございます。したがってこの条件にはま
っていないような人は県の検定をうけることができない、そうするとやはり中学校と
いうものは必要である、こういうふうに考えてまいりますと、いまここで生徒がなく
なるということからしてその学校は当然なくなる、当然閉じねばならぬと思うわけで
ございますが、今後これが必要に迫られれば、続けていきますところの気持ちをもっ
ておるわけでございます。
坂本議員 これはもし希望者が出てまいりましたならば、教育長さんとしてもう一度再
開していただけるかどうか、そういう用意があるかどうか、もう一度お尋ねしておき
たい。
教育長 夜間中学に希望者があったらまたやるかというお話でございますが、この希望
者が名古屋市民であったりして───結局条件があると思うわけでございます。もち
ろんそういう条件にはまるようなお方ができましたならば、続けていきたいという気
持をもっておるわけでございます。
以上から、
「行政管理庁からの勧告」という外的抑圧によって、
「生徒減少」という実態
も重なったことで、
「そういう条件にはまるようなお方ができましたならば続けていきた
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い」とした再開の意向を示しながらも、国の中卒認定試験の開始も伴って、愛知県の公立
夜間中学2校は廃校になったと考えて間違いないだろう。
Ⅲ．
「中学夜間学級」設置の背景とその役割
１．誕生の背景
天神山中学の廃校4年後の昭和48（1973）年9月10日、これまでの公立夜間中学2校とは
全く異なる姿となって、愛知県に「中学夜間学級」が誕生した。この学級の開始について、
地元紙は「4年ぶり名古屋に “夜間中学”」と題して次のように報道した。
この「中学夜間学級」は、今年1月オープンした愛知県教育サービスセンターの事業
の1つ。同じ日に始まった「こころの電話」とともに同センターの目玉商品だ。
県下には名古屋市立東港中、同天神山中の2校に夜間中学が併設されていたが、生徒
数が激減したため、42（1967）年と44（1969）年に相次いで閉鎖された。しかし、名
古屋以外の大都市には東京8校、横浜5校など全部で21校の夜間中学が存続、また47
（1972）年3月の県議会で夜間中学の必要性が強調されたことなどから、県教委が「学校
教育振興事業調査研究会」
（会長・伊藤郷平愛教大名誉教授）に諮って検討し、このほど、
社会教育の場として発足させることになった。
（中日新聞、1973）
なお、中日新聞（1973）の「47（1972）年3月の県議会」とは、愛知県会議員の吉岡義
紀議員による一般質問を示す。その内容は、
昭和47（1972）年の2月定例愛知県議会会議録に、
次のように記録されている。
吉岡議員 私はこれまで大阪の教訓を述べてきましたが、実は大阪の義務教育未修了者
の数が約5万人で、愛知とほぼ同数で条件が類似しているからであります。したがって、
愛知も実態は同じであろうと存ずるのであります。私は気の毒でありみじめである以
前に憲法の保障から疎外されていることを問題にしなければなりません。そうだとす
るならば、憲法第26条の教育権を保障しなければなりません。
（中略）本県が責任を
持って夜間中学の開設に踏み切っていただきたいのであります。名古屋市教育委員会
の協力を得て交通便利な所にとりあえず1カ所、ぜひ47年度から設置してほしいこと
を訴えます。
教育長 現在45（1970）年度の国勢調査におきまして、15歳以上で未就学の者が本県で、
これは就学猶予とか免除を含んでいますが、1万6200人いるわけです。これはたいへ
んな数字だと思います。私としましてはただいまの御質問に基本的には全面的に賛成
でございます。現在文部省のほうともいま打ち合わせをし始めておりますし、また名
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古屋市のほうとも打ち合わせをし始めております。
つまり、他地域で公立夜間中学が存続したことやこの吉岡議員による公立夜間中学再開
の重要性が問われたことで、1969年3月の名古屋市議会で示された「再開意向」が、
「社会
教育としての中学夜間学級の誕生」となった。この愛知県の独自の判断について、元公立
夜間中学教員の松崎運之助は「学齢超過の義務教育未修了者には社会教育で対応するとい
う考えを、
『忠実』に実行しているのが愛知県である」
（松崎、1979,p.188）と表現する。
なるほど、1966年の行政管理庁勧告後の文部省の姿勢、すなわち「社会教育への移行」
をめざす姿勢に対して、全夜中研が真っ向から反対した記録が残る(9)。つまり、
「これまで
は夜間中学校を廃止することが義務教育制度の健全なすがたであると認識されていたもの
が、生涯教育の一環としてその存在を容認する意向」
（大多和、2018,p.163）へと至った文
部省の政策的転換に、愛知県は「社会教育で対応するという考えを忠実に実行」したとい
えよう。
愛知県に誕生した中学夜間学級の存在は、全国の公立夜間中学関係者間にすぐに広まっ
た。例えば、東京都内の夜間中学教員等で発行する都夜中研ニュースでは「社会教育臭の
する夜間中学、名古屋に出現とのうわさを耳にした都夜中研では、全夜中研からの依頼と
いう形で、日下田副会長、都築総務部長の2名を名古屋に派遣、実状を調査させた」
（東京
都夜間中学校研究会、1973）と、視察報告している。
文部省からの「社会教育で対応するという考えを忠実に実行」した愛知県の中学夜間学
級は、それから47年が経過した今も続く。東海3県においては、働きながら日本での中学
卒業証書を取得できる唯一の場所であるため、学び直しを希望した学齢超過のブラジル人
女性に対して中学夜間学級を紹介して入学支援した経験（2006年度入学）を筆者自身も持
つ(10)。しかしながら、この学級に週3日の2年間通うことで、何故に公立中学校の卒業証
書を取得できるのか。入学後も彼女のサポートを続けながら、その疑問が常に頭にあった。
そして、この学級修了時に授与された彼女の卒業証書を初めて目にすることで、その答え
を笹島中学校の学校史から導くことに繋がった。
『笹島中学校60年史』のなかで中学夜間
学級について、
「昭和48（1973）年8月23日、名古屋市立笹島中学校を中学夜間学級の受け
入れ校に指定することが決まった。この受け入れには当時の名古屋市教育委員会委員長日
比野暁美、愛知県教育サービスセンター理事長仲谷義明、両氏名の文書交換があった」
（名
古屋市立笹島中学校、2008,p.36）と記録されていたからである。
いったい、両氏名の文書交換とはどんなものか。同学級開始前に交換された確認書の全
文を図1に示す。これによって、①学級に通う生徒は名義上の在籍扱いであること、②名
義上の在籍扱いの中学校は名古屋市教育委員会が指定すること、③生徒の指導内容と課程
修了の認定は愛知県教育サービスセンターが行うこと、④就学上必要な事務は名義上の在
籍扱いの中学校と中学校長名で行うこと、⑤愛知県教育サービスセンターが卒業を認定し
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た生徒は名義上の在籍扱いの中学校の卒業証書を交付すること、⑥名義上の在籍扱いの中
学校長の関与が制限されていること、の6点が見事に定められていたのだ。なるほど、歪
な制度のなかで中学夜間学級が誕生できた根拠が明白となった。

図１ 確認書

その後、笹島中学校は名古屋市初の公立の小中一貫校として、2010年4月に新たに開校
した。また、同じ時期に、愛知県教育サービスセンターが公益財団法人愛知県教育・スポ
ーツ振興財団に名称変更した。これらに伴ってか、平成21（2009）年10月28日付で、名
古屋市教育委員会委員長と財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団理事長（以下、
「愛知
県教育財団」と記す）は、平成22（2010）年4月1日から効力を発生する確認書を新たに交
換したことで、中学夜間学級の生徒の名義上の在籍扱いの中学校が、名古屋市立北山中学
校に変わった。
なお、中学夜間学級が誕生した1973年という時代は、名古屋市では革新自治体が誕生し、
当時の社会党と共産党の推薦を受けた元名古屋大学教授本山政雄氏が自民推薦の現職市長
を破って初当選した時であった。
「本山市政は、敬老パスや保育園の設置など、社会福祉
を重視する路線に大幅に転換」
（木田、2016,p.110）したことから、当時は外国籍住民を
除外していた児童扶養手当についても、条例により、その支給を実現させている（民団愛
知60年史編纂委員会、2008）
。
「愛知県障害児の不就学をなくす会」の代表者であった本
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山氏（愛知県障害児の不就学をなくす会、1972）が支持されたということは、当時の名
古屋市では社会的弱者に対する教育への権利保障を尊重した市民が多数派であったとも考
えらえる。つまり、こうした時代背景も、中学夜間学級誕生の後押しになったのかもしれ
ない。
だが、なぜ愛知県と名古屋市はこの歪な制度をつくったのか、という疑問は最後まで
残る。この謎解きのため、愛知県に存在していた公立夜間中学2校の廃校時期が愛知県に
あった公立朝鮮学校の廃止時期（1966年3月31日）と重なることに着眼した考察を試み
たい。
全国の公立夜間中学が辿った歴史について、天神山中学が廃校した1969年3月から中学
夜間学級が誕生した1973年9月までの約4年間に着眼すると、2点の主な出来事がある。1点
目が、
東京都内の公立夜間中学
（計3校）
で日本語教室が正式に設置されたことである。
「1960
年代後半には学齢を超過した引揚・帰国者が夜間中学校へ入学するようになり、他に受け
皿と成り得る教育機関がないなかで、夜間中学校がその受け皿」
（大多和、2018,p.150）と
なったことから、
「1971年3月、夜間中学卒業生の高野雅夫さんは『夜間中学における引揚
者の日本語学級開設及専任教師配当に関する請願─引揚者センター建設に向けての暫定的
処理に対して』を都議会に提出」
（松崎、1979,p.196）したことで、同年6月から日本語教
室開始に至った。そして2点目が、大阪府内の公立夜間中学で在日コリアンの生徒が急増
したことである。大阪府内では新たに公立夜間中学が誕生し、それらの中学では在日コリ
アンの生徒の占める比率が増加した。
「昭和50（1975）年には、その在籍比率は、東大阪
市立長栄中学校80％、大阪市立天王寺中学校71.5％、大阪市立文の里中学校70％となって
おり、その他の学校でも同じ傾向をしめしている。
『しかも毎日登校して来るのは全員朝
鮮人といってもいい』
（長栄中学校）状況」
（松崎、1979,p.202）であった。
つまり、東京や大阪での公立夜間中学の動向を横目に、愛知県と名古屋市は暫定措置と
して公立朝鮮学校設置の決定に至った在日コリアンの「運動の再来」を恐れ、当時の国の
意向に沿った「社会教育で対応するという考えを忠実に実行」という建前で、歪な制度を
つくって中学夜間学級を設置した、とも考えられる。なぜならば、戦後の在日コリアンの
運動によって朝鮮学校は公立学校に改組され、一時期であるが日本の公立学校として朝鮮
学校が存在した歴史があるからだ（小島、2016）
。1953年現在、公立学校の分校として朝
鮮児童のみ収容した分校は全国に15校あり、愛知県内には公立分校が分教場という名で3
校あった（名古屋市立牧野小学校分教場、1954）
。そして、愛知県内にあった分教場は全

2017）。だが、これら公立朝鮮学校の存在について「教
国で最も長い期間存在していた（呉、
育実態を示す史料はほとんど残っていない。各本校の学校史や愛知県ならびに名古屋市お
よび各区教育史において分教場に関する記述は皆無であり、1950年代初頭以降に関しては
県および市の警察史、
『中部日本新聞』等においても、名古屋市立朝鮮学校に関する記述・
記事は見当たらない」
（呉、2017,p.51）のである(11)。したがって、愛知県と名古屋市の歴
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史から公立朝鮮学校の存在を示す記録が「消された」という事実が、在日コリアンの「運
動の再来」を恐れた証ともいえるだろう。
２．中学夜間学級が果たしてきた役割と問題点
まずは、現在の中学夜間学級の概況から確認していきたい。令和2（2020）年度中学夜
間学級の生徒募集チラシをみると、入学資格として「①中学校を卒業していないこと、②

15歳を超えていること、③愛知県内に住んでいること、④心も体も元気で、教室に来て勉
強ができること、⑤日本語で話す、聞く、書くことができること」の5点が明記されてい
る。その他、入学者は20人程度あること、授業日は週3日（月・水・金曜日）の午後6時か
ら8時半まで（1日4限授業）で、修業年限は2年であること、2020年度入学者の申し込み期
間は2020年1月6日から2月6日までの1か月間であることなども、同チラシでは案内されて
いる。
中学夜間学級の担当者の説明によると(12)、
「修行年限が2年であるのは3年生に編入する
形式がとられているから」という。学習内容は、
愛知県教育財団の教室を使用する教科（国
語・社会・数学、理科、英語、美術）と名古屋市教育委員会から指定を受けた学校（北山
中学校）を使用する教科（音楽、保健体育、美術・家庭）で、授業料は無料、教科書は名
古屋市立中学校で使用されているものが無償で支給されている。なお、通学にあたっては、

JRと名鉄を利用する生徒には、学割が適用されている。また、教員は名古屋市教育委員会
の推薦による名古屋市立中学校の教諭であるが、愛知県教育財団が推薦された教員を兼職
兼業許可の上で雇用し、この学級に派遣される。そのため、名古屋市の教員は、昼間の授
業を終えた後に夜間の中学で授業を行っているようだ。
なるほど、名古屋市の教員の働き方について、元中学夜間学級の教員は「中学夜間学級
へ社会科の講師として出掛けるようになったのは、昭和49年4月からで、名古屋市立富田
中学校在勤中のことである。1日の学校での授業を終え、午後6時からの授業のため、県教
育サービスセンターへと毎週1度通う」
（愛知県教育委員会、1976,p.47）と寄稿しているこ
とからも、その様子がうかがえる。
愛知県教育財団の提供資料から2019年度入学者をみると、通学地域は名古屋市内（4人）
だけでなく、尾張地域（5人）や西三河地域（6人）であること、最年少が16歳で最年長が

68歳であることなど、広域から幅広い年齢層の生徒が通っていることがわかる。また、中
学夜間学級が開始した1973年度から2018年度までに614人が卒業し、うち332人（54.1％）
が高校等へ進学した実績もわかる。だが、歪な体制のなかで中学夜間学級が存続できたこ
とは、天神山中学廃校後の約半世紀の間、公立夜間中学が東海3県内に1校も設置されなか
ったから、と考えることもできる。三重県には1950年に公立夜間中学が上野市（崇広中学）
で誕生したが1963年で廃校になり、岐阜県には設置された歴史はまったくない（全国夜間
中学研究大会、2015）
。したがって、前述のブラジル人女性（2006年度入学者）のように、
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東海3県に暮らす学齢超過者には他に選択肢がなかったゆえの実績であるかもしれない。
名古屋市立笹島中学校（2008）と愛知県教育財団からの提供資料から、中学夜間学級が
開始した1973年度から2019年度までに入学した10代から80代までの945人について、年度
別に外国籍生徒の比率を比較した。表4から、47年間に通った生徒の約5人に一人（206人）
が外国籍生徒であったことがわかる。特に、近年は外国籍生徒の占める比率が高くなって
いる。
以上から、中学夜間学級は学齢超過者の学習機会の確
保として、一定の役割を果たしてきたことには間違いな

表４ 中学夜間学級における年
度別入学者数と外国籍生徒
の占める比率

い。たしかに、
前述したブラジル人女性
（2006年度入学者）
は、学級修了後はこれまでの経験が評価されて公立中学
校に通う日本語がわからない外国人生徒の学習サポータ
ーとして美濃加茂市教育委員会で採用された（NPO法
人Mixed Root×ユース×ネット★こんぺいとう、2013,

p.112-114）。彼女のように、学級修了後に新たな進路に
繋がった者も多数実在するだろう。だが、中学夜間学級
は入学資格と入学時期のみならず、入学者人数までも定
めていることは、公立夜間中学とは大きく異なる。
前述のとおり、現在国は普通教育機会確保法に基づい
て、全ての都道府県および指定都市に少なくとも1校の
公立夜間中学設置を推進している。つまり、国の姿勢は
かつてとは異なる。だが、そのことに愛知県も名古屋市
もどうやら気づいていないようだ。そのため、名古屋市
からは、2016年9月15日の名古屋市議会での小林祥子議
員からの質問によって「夜間中学設置の意向はないこと」
が明らかになっている。また、最近の塚本つよし議員か
らの質問によっても、
「公立夜間中学の設立にかかわる
ニーズ調査さえも実施する意向がないこと」とした変わ
らない姿勢が再確認された。2019年9月17日の名古屋市
議会での内容は、次のとおりである。
塚本議員 現在、愛知県の財団の運営する自主夜間中
学を残しながら新たに新設するか、または自主夜間
中学を公立夜間中学へと移行するかなど、広域的な
夜間中学の性質を考慮して、愛知県などと夜間中学
のあり方を協議する場を設ける必要について、お考
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えを伺います。
教育長 まず、公立夜間中学校設立のニーズ調査の実施についてでございますが、現在
の中学夜間学級は、昭和48（1973）年から県、市で確認書を取り交わし、運営に必
要な経費は県が措置をし、指導する教員は名古屋市が受け持つ形で実施をしていま
す。
（中略）入学に当たりましては、入学資格を満たしている希望者は全員受け入れ
ている現状ですので、直ちに名古屋市立の夜間中学を設置するためのニーズ調査をす
る考えは持っておりません。次に、協議会の設置に向けた愛知県との協議の必要性に
ついてでございます。夜間中学のあり方につきましては、愛知県教育委員会、名古屋
市教育委員会、愛知県教育・スポーツ振興財団の3者で、毎年定期的に話し合いを実
施しております。
「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」成立後の平成29（2017）年3月、平成29（2017）年7月の話し合いでは、
協議会の設置について、急がず、慎重に進めていくことで合意をしております。
塚本議員 夜間中学のニーズ調査については、教育長からは明確なゼロ回答をいただい
たところでございます。ニーズ調査の必要がない。なぜなのかな。これほど法制度が
変わって、社会環境も変わってまいりました。そんなところで、一つ心当たり、思い
当たるところがあります。教育長のお手元には、平成21（2009）年10月28日付の財
団との取り交わした確認書があると思います。この内容、3番目の項目のところ、中
学夜間学級の生徒に係る指導内容及び課程修了の認定は、全て財団が定めて行うと書
かれております。そして、6番目、名古屋市教育委員会及び在籍中学校長は、生徒の
名義上の学籍の受け入れ及び卒業証書における名義使用のこと以外は関与せず、名古
屋市教育委員会は、在籍中学校は関与せずということが書かれております。つまり、
名古屋市教育委員会、教育長もそうですが、現在のこの愛知県、財団が行っている自
主夜間中学の現状について、全く名古屋市のこととして把握ができていないのではな
いかということを思っておりますが、私が質問することは、全て財団が定めて行うと
いうこの文言、そして、6番目、名古屋市教育委員会及び在籍中学校は関与せずとい
う言葉、これについて、教育長、どう思いますか、御意見いただきます。
教育長 中学校夜間学級について再度のお尋ねをいただきました。議員御指摘の確認書
におきまして、名古屋市教育委員会と在籍中学校が、基本的には生徒の名義上の学籍
の受け入れと卒業証書における名義使用のこと以外については関与をしないというこ
とで確認書を交わしております。これは全く現状把握をしないという趣旨のものでは
ございませんが、設立の経緯から、愛知県のほうから、愛知県内におきましても、こ
の中学校夜間学級を開きたいので協力をしてほしいというところから始まっておりま
して、愛知県としては、この財団に運営をさせる、それに対して補助を打つと。名古
屋市は、そこで指導する教員の派遣等について協力をするということで運営をしてき
ております。当然ですが、本市の正規の教員が日々指導を行っておりますので、その
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子供たちの状況及び学習の進度等について把握をしながら、よりよい教育ができるよ
うに努めている、そのように思っております。
塚本議員 今、教育長の答弁があったところ、大変大きな指摘がありました。教員を通
して把握している。これは、総務局、もしくは教育委員会に確認をしておりますが、
自主夜間中学に派遣されている名古屋市の教員の皆さん、兼職兼業許可のもと、名古
屋市の管轄外で、要は雇用関係は別で行われています。労務関係についても全く別だ
と聞いております。つまり、これは財団が雇用して、名古屋市の教員の皆さん、昼間
働いて、そして夜間も働く。これだけ働き方改革が言われている中で、大変な重労働
を強いているわけですが、それが名古屋市に教員の責務として行われているのは、大
変これは名古屋市のルールとしてもおかしな問題だと思います。
（中略）現在の自主
夜間中学を残しながら、公立夜間中学を新設するか、もしくは自主夜間中学を移行す
るのか、私は質問いたしました。現在の法律制度の変更だとか、外国人人材が、ます
ます課題がふえていくことは、もちろん直接的にはその当事者の皆さんですが、それ
を受け入れていく私たちの地域社会にも大変大きな課題があります。教育長は、しっ
かりとここのところを認識していただいて、そして、法律制度の変更、文科省の指導、
さまざまな取り組みをしっかりと推し進めていただきたいと思います。
以上から、公立夜間中学設置に向けたニーズ調査を実施せず、歪な制度で運営された中
学夜間学級を今後も継続していくという名古屋市の姿勢が明らかになった。
Ⅳ．公立夜間中学の必要性に関する考察
愛知県に暮らす外国人住民の数は過去最高を記録した。法務省の統計によると、2019年

6月末現在の在留外国人数は272,855人で、都道府県別に比較すると、東京都に次いで全国
第2位という状況である。2008年秋の世界的な経済危機によって、それまで増加の一途で
あった外国人住民数は減少したものの、2013年から再び増加している。そのような状況で
あっても、公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数については、愛知県はこの30
年近く全国第1位を独走する（文部科学省、2020）
。とりわけ、2019年度に国が初めて学齢
の外国人の就学状況を把握した調査では、学齢期の総数16,667人のうち就学者数は14,500
人（義務教育諸学校14,111人、外国人学校等389人）で、2,167人は就学していない不就学
。つまり、約7人に一人が不就
状態の子どもの実態が明らかになった（文部科学省、2019）
学状態の子どもであるのだ。
外国人住民が増加する今日であるが、日本の公教育においては外国人をいまだ就学義務
の対象としていない。就学義務は親が子どもを学校に通わせる義務であるが、子どもの立
場からすれば、就学義務の確立によって、自らが教育を受ける権利が制度的に保障される
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ことになる。したがって、学齢期で不就学であった子どもが学齢を超えれば、当然ながら
に学び直しの「場」が必要となる。例えば、愛知県豊田市を拠点に活動するNPO法人トル
シーダの日本語教室には、2000年からの約19年の間で289人の学齢を超過した外国人青少
年が高校への進学をめざし、中卒認定試験での5教科合格のための学習等で通った（小島、

2019）。この人数は、同じ時期の中学夜間学級に通った生徒数（177人）よりもはるかに多
い。したがって、公立夜間中学が設置されないことで愛知県内では公教育がやるべきこと
が、地域のボランティアに委ねられてしまうという構造を作り出しているといえよう。
いずれにせよ、いかなる歴史的経緯があろうとも、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は、普通教育機会確保法において「その年齢又は国
籍その他の置かれている事情にかかわりなく」その機会が確保されねばならないとされて
いる。そこに地域間格差は許されない。現在の中学夜間学級は、入学希望するすべての者
が随時入学できない。また、学習内容が限定され、運動会などの学校行事はなく、昼間の
学校と同じような基礎教育を学べる教育条件が整っていない。しがたって、愛知県および
名古屋市は早急に、現在の中学夜間学級を改善し、公立夜間中学を設置する必要があると
考える。ただし、名古屋市立の夜間中学を設置する場合には校区の扱いが、また入学条件
では外国で基礎教育を修了した者への入学の扱いが問題となる。よって、愛知県での公立
夜間中学設置にあたっては、広域に受け入れることのできる県立での設置や県内に複数校
の設置、そして東京都などのように都内在勤者を可とするなど愛知県内に暮らす多様な背
景をもつ住民の現状に即した入学条件の2点の検討が必須である。
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注
（１）例えば、NPO法人可児市国際交流協会では、学齢を超過した外国人青少年の学習支援に特化
した教室を2009年4月から開設し、2019年3月までの10年間で206人が通った。中卒認定試験で

5教科合格をめざす者や日本の中学校を卒業した高校浪人の既卒者などが学び直し支援を求めて
教室に通ったが、高校等の進学につながった者は206人のうちの90人（43.7％）であった（小島、

2020）。
（２）天神山中学に通う生徒の保護者については、職業が把握され、工員が最も多かったことや無職の
者がいたことも報告されている（尾形・長田、1967）
。
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（３）京都市教育委員会・京都市立中学校二部学級研究会、
『第1回全国中学校夜間部教育協議会』
、

1954年
（４）主催は名古屋市教育委員会・全国中学校夜間部教育研究協議会・名古屋市立小中学校長会で、

1956年10月16・17日の2日間、愛知県商工館で開催された。
（５）主催は名古屋市教育委員会・全国中学校夜間部教育研究協議会で、1963年10月25・26日の2日間、
名古屋市教育館で開催された。
（６）国立国会図書館が全国の図書館等と協同で調べ物のためのデータベースを構築しているレファレ
ンス協同データベースでも、
「
『愛知県史』
、
『愛知県教育史』については、戦後教育に関する巻の
目次を探しましたが、夜間中学に関する記述は見つけられませんでした」
（更新日2019年3月27日）
と 報 告 さ れ て い る。https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_

view&id=1000248122（最終閲覧:2020年2月28日）
（７）公立夜間中学の早期廃止を求めた勧告の説明を「夜間中学に通学した動機は貧困、家庭の無理解
によるものが約半数であるが、これらに対する教育委員会および学校の指導は十分に行われてい
ない。すなわち、夜間中学生には福祉事務所と連絡のうえ救済措置をとる要があるもの、または、
保護者に対する指導の要があるものなどがあるが、学校では家庭訪問をしたこともなく、また教
育委員会においても昼間学校への復帰について指導もしていないものが多い。このような義務教
育の夜間制は変則で、学校教育法にも認められない臨時的措置であり、また、生徒数が減少し1校

20名〜 50名程度存続理由が薄くなっているので、これら夜間中学生徒に対し昼間の学校に通学で
きるよう保護措置を講じ、夜間中学はできるだけ早く廃止するよう指導する要が認められる」
（行
政管理庁行政監督局、1967,p.15-16）と示す。
（８）
『第10回全国中学校夜間部教育研究会大会記録』のなかで、夜間中学教員が「生徒数漸減傾向に
対する方策如何」と題し、
「数が減ると全学年が複式になるために、何か力づよいものがほしいと
いうことを念願して提案した」と発言したことが記録されている。
（９）例えば、第26回大会（1980年12月6日）では、
「夜間中学校と社会教育とは全く異質のものであ
ることを再認識されたい」ことを要望書としてまとめ、第27回大会記録（1981年11月20・21日）
には、
「文部行政の姿勢は、わたしたちの夜間中学校に対する認識とは全く、あい入れないもので
あることを指摘しておかなければなりません。このことについてのたびたびの指摘にもかかわら
ず、文部省は、その姿勢を変えようとせず、むしろ社会教育への移行をうながすような地方自治
体への行政指導を強めているように思われます」
（全国夜間中学校研究会、1981,p.9）と記録され
ている。
（10）ブラジル人女性の入学経緯については、中日新聞（岐阜県内版）の連載「勉強はどこで3─揺れ
る日系ブラジル人の子ら」
（2006年8月25日）でも紹介された。
（11）筆者も愛知県および名古屋市の教育史を調べたが、公立朝鮮学校の存在を示す記述は皆無であっ
た。学校史では唯一、
名古屋市立大和小学校（創立40周年）の『大和:わたしたちの学区』のなかで、
「むかしの大和小学校には、同じ国民であった朝鮮からきた人々の子どもたちもたくさん勉強して
いました。朝鮮の国が独立すると、
「自分たちの国のことも勉強しなくてはならない。
」と、昭和

25（1950）年にべつの学校をつくりました。しかし、日本の国のきまりで学校としてみとめられ
ていなかったので、大和小学校の分校として開校し、各地から子どもたちがかよってきて勉強し
」
（名古屋市立
ました。その分校も、昭和41（1966）年に朝鮮第二初級学校として分離しました。
大和小学校、1976,p.80）と当時の状況が記録されていた。
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（12）2019年12月13日に中学夜間学級のある愛知県教育会館を訪問し、担当者2名と面談した。
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A study on the necessity of public junior high night schools in Aichi
prefecture: From the perspective of enhancing re-learning support for
migrant youths over school age
KOJIMA, Yoshimi (Aichi Shukutoku University)

Abstract
In areas where public junior high night schools have not yet been established, volunteer
organizations such as NPOs are holding classes to support migrant students who have
surpassed schooling age and have not received regular education either in Japan or their
country of origin to advance to high school. However, there are many migrant youths who
cannot concentrate on their studies even if they have a desire to study due to ﬁnancial need
and other issues, and who, as a result, often have to forgo advancing to high school.
This paper examines the necessity of public junior high night schools from the
perspective of enhancing re-learning support for migrant young people over school age,
while also summarizing the historical background. In particular, this paper focused on Aichi
Prefecture, a region in which public junior high night schools once existed, but have not
been re-established since their closing down.
Key words:
Aichi prefecture, career, migrant youths, over school age, public junior high night schools
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＜実践論文＞

地域活動参加が生活困難を抱えた子育て家庭の幼児にもたらす効果や影響
─公営団地で試みた実践事例をもとに─

宮嶋晴子（九州女子短期大学）

MIYAJIMA, Haruko (Kyushu Women's Junior College)

Ⅰ．問題の所在─生活困難家庭と地域・社会の接点─
乳幼児期は人格形成の基礎を培う重要な時期であり、その乳幼児たちは身近な大人との
愛着形成によって、養護され教育され、心身の成長発達を遂げていく存在である。しかし、
現代社会において、乳幼児を育てていくこと、また乳幼児の育ちを保障していくことは以
前にも増して困難が生じている。例えば、子育て家庭においては負担や不安の問題は依然
として解消されず(1)、新たに児童虐待件数の増加や子どもの貧困問題等深刻な問題が加わ
っている状況がある。また、地域においても住民の関係性の希薄化とともに人口減少問題
等で地域の自治組織は存続することさえ難しい状況に直面しているところもあり、子育て
家庭は地域の支えを必要としている(2)にも関わらず、地域にはその余裕がなくなってきつ
つあるのが現状である。さらにIT社会の到来は、スマホの浸透等子育て家庭の人との関わ
り(3)や乳幼児の生活や発達にも影響を及ぼしている状況が見受けられる(4)。
このような状況の中、乳幼児期の子育てや育ちの保障は、誰がどのように担っていくべ
きなのだろうか。もちろん、民法や教育基本法において親の第一義的責任が規定されてお
り、第一義的責任は家庭にあるのは当然である。しかし、そこには同時に国・自治体等地域・
社会でともに担う義務が課せられている。具体的な法制度の位置づけでは、まず小中学校
の義務教育の前段階である就学前の教育や保育においては、幼児教育無償化制度はスター
トしたものの義務ではないことから、家庭で子育てする、または、
「教育・保育サービス」
を利用する選択（待機児童問題によって選択できないという状況もあるが）は、家庭の判
断に委ねられている。もちろん福祉制度においても子育て支援政策の拡充により、在宅で
子育てしている家庭に対しても様々な「子育て支援サービス」が実施されているものの、
ここでも「サービス」を利用するかしないかという選択は、家庭の判断に委ねられており、
子育て家庭に違いが生じている現状がある。
すなわち、乳幼児期の子育てや育ちの保障は、親のそれまでの経験から形づくられた
価値観や現在のおかれている状況や人や社会との関係性に基づいた判断によって、
「選択」
がなされ、子育て家庭やそこで暮らす乳幼児たちの人や環境との関係、すなわち家庭・地域・
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社会の接点の広がりや深まりに違いが生じて来るという構造が生まれており、乳幼児の育
ちの環境にはすでにスタートラインから格差が生じてしまっているのではないだろうか。
そのような構造を前提に生活困難を抱えた子育て家庭をあてはめて考えてみると、子育
てを支える親族や知人等のネットワークがあるかないか、就学前施設（保育所・幼稚園・
認定こども園等）を利用しているかしていないか、親子が子育て支援サービスの情報を持
っているかいないか、地域の子育て支援事業や地域活動に参加しているかしていないか等
の場面で、子育てに意欲的でない親、情報を知らない親、余裕がない親、疎外感を持つ親
等は自力でアクセスしていくことが難しいと考えられる。そうした状況から、
「選択しない」
判断に偏ることが多くなり、結果として閉じられた家庭生活空間の中で過ごすことが多く
なり、日々の食事や栄養、睡眠や清潔等、乳幼児が適切な生活を過ごすことが難しい状況
に陥りやすく、またさらにその状況を確認することさえ難しいという生存レベルの問題を
孕んでいるのではないだろうか。乳幼児期の子育て困難の中でも、とりわけ生活困難を抱
えた家庭とその乳幼児を支援する実践と研究が喫緊の課題と考える。
Ⅱ．研究の目的と調査実践の概要
１．研究の目的
そこで本研究では、生活困難を抱えた家庭の乳幼児たちに、あえて地域・社会との接点
をもたせていくことによって、乳幼児期の育ちに良い影響を及ぼしていくのではないかと
いう仮説のもと、その調査実践に取り組み、そこに参加する一人の幼児に焦点をあて、分
析した実証的研究の考察から可能性をとらえていくことを試みる。具体的には、自身が主
催者の一人でありアクションリサーチとして取り組んだ、ある大規模公営団地の集会所で
乳幼児親子を対象とした月1回の「団地子育てサロン」事業に継続的に参加した幼児Aの観
察記録を中心に、本事業がその対象の子どもにどのような効果や影響をもたらしているの
かについて考察を試みる。
２．調査実践の概要
① 調査実践の団地について
調査実践の団地は、X県B市に位置する大規模公営住宅である。入所者は、低所得家庭
等の条件があるため、例えば、若年子育て家庭、ひとり親、生活保護、外国人、障害や疾
病家庭等が多く見受けられる。団地人口に占める子どもの人数と割合（2015年現在）で
は、14歳以下の子ども割合が20.0％を占め、全国平均12.6％ (5)を大きく上回っている。ま
た、そのうち5歳以下の乳幼児が6.7％を占める。その子どもたちの中には、保育所・幼稚園、
認定こども園等には通わず、小学校に入学して初めて集団生活するという割合も多い。ま
た、小・中学生では不登校に陥っている子どもも多く、平日昼間、団地内を歩くと不登校
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の子どもたちに出くわすこともある。また団地は、市街地から離れた高台に建ち、公共交
通機関のバスの本数も少ないため、買い物や送迎等日常的な生活には車がなければ移動が
難しく、団地内外の行き来に苦労している乳幼児親子も多く見受けられる。
② 調査実践について
調査実践である「団地子育てサロン」は、自治会・子育て支援NPO・研究者（筆者）の
三者が事業主体となり、2016年4月から取り組みを開始し、現在も継続している調査実践
である。本稿では、2016年4月〜 2019年4月の3年間、毎月1回平日（第3金曜日）10：00
〜 12：30に実施された内容を取り扱う。また、調査実践の場所はX県B市の公営団地内に
ある集会所であり、団地で暮らす乳幼児親子にチラシ、SNS、団地放送等により広く呼び
かけ、1回あたり平均7 〜 8組15人程度の親子が参加している。この調査実践の主催は、自
治会、市から事業受託している子育て支援団体、研究者（筆者）による3者主催とし、そ
こには、団地住民、子育て支援団体スタッフ、市民有志、読み聞かせ講師、専門職、市保
健師、研究者等毎回平均約10人の支援者が関わっている。活動内容では、大きく3つの活
動─①遊びと体験活動（室内・野外遊び、読書活動、季節行事、調理と食事、製作活動等）
、
②交流（親同士、親と子ども、支援者と親子、専門家と親子等）
、③居場所（何もしない
ことも尊重）─に取り組んでいる。
「団地子育てサロン」実施の食や活動に必要な材料費
等の必要経費は、予算化された自治会費、市事業受託費をあてている。
③ 調査の対象について
本調査の中心的対象の幼児Aは、この「団地子育てサロン」に、3歳4カ月からほぼ毎月
参加し、小学校入学後も土日や長期休み中の活動には参加し続けている。就学前教育は受
けておらず、生活のほとんどを団地内で過ごしている。幼児Aの家庭は、ひとり親であり、
その母親の体調不良により、同じ団地の祖母宅で養育されている。幼児Aが「団地子育て
サロン」に親子で参加したのは最初の1回に留まり、それ以降は同居している祖母やその
他の親族と参加、もしくは保護者了承のうえ、幼児Aのみで参加することがほとんどであ
った。また、祖母の健康上の事情により養育困難な状況に陥ることもあり、幼児Aは児童
相談所に一時保護されたこともある。そこで、本研究における困難を抱えた子育て家庭の
幼児の事例として、幼児Aを観察した記録をもとに、
「団地子育てサロン」に参加した様子
や行動変容から、幼児期から地域活動に参加する効果や影響をとらえていきたい。
④ 調査研究上の倫理的配慮と手続き
本研究は、人を対象としたテーマや研究内容から特に倫理的配慮が求められる研究であ
ることから、以下の配慮と手続きを行った。本調査研究では、この調査実践とふりかえり
の会の映像、画像、音声、そして会話や観察記録をフィールドノーツにまとめた記録をも
とに分析する。調査実施時の所属先において、研究計画段階における研究実施の承諾を得
ている。さらに、本研究の調査対象者である幼児Aに対しては、幼児への承諾は難しいこ
とから、その保護者に対して観察調査の記録、並びに研究目的による使用について、2020
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年1月に口頭、並びに文章で説明を行い、そのうえで自由意志による同意をもらい、承諾
書を交わしている。また、本調査実践は、団地自治会、子育て支援NPO、筆者（研究者と
して）の三者が事業主体となり実施していることから、調査実践と位置付けた2017年4月、
その実施申し合わせとともに、調査実践記録の研究目的による使用についての了解をとり、
承諾書を交わしている。さらに団地サロンの参加者や支援者には、この活動が調査実践で
あることを事前に伝えたうえで参加や支援を募っており、活動の地域や個人が特定されな
いよう最大限の倫理的配慮を行い、調査研究に取り組んだ。
Ⅲ．調査実践で大切にした枠組み
「団地子育てサロン」調査実践には、前述したように、毎回平均10人の様々な立場の支
援者が関わっている。そこでは、毎回約2時間半の調査実践の終了後、約1時間かけて、振
り返りの会を持ち、その日参加した親子の様子を中心に、親の子育て状況、子どもの育ち
の状況について語り合い、その状況を見ながら活動内容の振り返り、または次回の活動内
容の検討を行っている。そこには主催者の一人である筆者も位置づくことから、このふり
かえりの内容と本調査実践に関連する先行研究をもとに、支援していく上で大切にしたい
枠組みを2つの柱で整理し、支援者とともに共有し、実践に取り組んでいる。一つは「活
動内容」
、そしてもう一つは「支援の考え方」についてである。
まず「活動内容」で大切にしている具体的内容は三つある。一つ目は「調理し食べる活
動を盛り込むこと」を大切にしてきたことである。ここには、
「団地子育てサロン」を開始
した直後、そこに参加した子どもが集会室の台所にある冷蔵庫を頻繁に開け、中に入って
いるものを欲しがる様子や会話から、朝食を食べておらず空腹な状態が続いていることが
わかり、そこから自分で調理して食べることが出来るようにと必然的に生まれた活動であ
る。そこでは、日常的に幼児でも調理や食事が可能となるような内容やメニューにこだわ
って取り組んでいる。研究にみる「食べる」活動は、
「欲求五段階説」
（マズロー、1943）
の最初に位置する生理的欲求であり、生存を支える基本となる営みである。浅井（2016）
は乳幼児における子どもの貧困対策において、
「子どもの健康と食の保障は重要な課題」
（p.46-57）であると指摘している。また、
「調理する」活動は、子どもの自立を支える重要
な生活体験であり、生活体験学習実践として、児童期から幼児期に対象を広げ、食の活動
として「野菜を作り、
収穫し、
調理し、
食事する」実践や研究(6)が展開されている。二つ目は、
「乳幼児に適した子どもの文化や生活に出会わせること」を大切にしている。そこには、
「団
地子育てサロン」を始めた頃の子どもたちが、保育所や幼稚園に行っていなかったり家に
絵本がないせいからか、絵本に興味を持たなかったり、読み聞かせを落ち着いて聞くこと
が出来ない様子があったり、調理を始め音楽や製作等の体験についても電子メディア以外
で直接的体験を行っている様子がほとんどみられない様子があった。さらに、朝起きて時
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間に間に合うように活動に参加することが難しい様子も目の当たりにした。そこで、月一
回、読み聞かせや歌、手遊び等に取り組んだり、外遊びを一緒にしていったりすることに
よって、幼児にふさわしい生活を促していくための働き掛けやアプローチを大切にしてい
きたいと考えた。これに関する研究では、低所得者集住地域の研究に取り組んだ長谷川ら
（2014）により、このような生活環境で子育て困難に陥っている家庭の子どもたちは、教
育課題が出やすく、体験の分化による生活体験や学習体験の不足の積み重ねを引き起こす
という悪循環が生じやすい（p.284-323）ことが指摘されている。保育や幼児教育の現場
では、その格差を是正するために、保育所保育指針や幼稚園教育要領等をもとに、発達段
階に合わせた5領域「健康」
「人間関係」
「環境」
「言葉」
「表現」を相互に関連させながら
各領域の「ねらい」が達成されるよう、生活全体を計画している。しかし、保育や幼児教
育のサービスを利用していない家庭の乳幼児については、あえてその場を身近な生活圏に
作り、出会わせていくことが重要であると考え、5領域を意識した活動を位置付けていく
ことを目指した。そして三つ目は「団地内外の人や場に出会う活動に取り組むこと」である。
ここでは、団地の立地条件からも乳幼児の人との出会いや生活空間が団地内のごく限られ
たところに留まりがちであることを実感したことから、団地集会所での人との出会いや活
動を中心にしながらも、団地外の人を多く呼び込んだり、団地外にある教育施設を訪問し
体験活動を行ったりする等、人や活動エリアを団地外に広げていくことも大切に取り組む
ことにした。そこには、久富ら（1993）は、公営団地においても共同体が解体され、住民
相互のコミュニケーションの低下によって、狭い社会空間の中でより他者との序列をつく
る階層化秩序が構造化されやすい状況に陥りやすくなっていると指摘している。具体的に
は、競争秩序社会により再生産の過程に学校が介在してしまっていること、また地域では、
うわさの階層構造、すなわち「周辺化をめぐる競争」によって孤立・敵対しやすいメカニ
ズムが存在しやすい状況であること（3-5ページ、179─216ページ）─であり、団地内外
の人や活動に出会わせていくことを大切にしていった経緯がある。
次に「支援の考え方」について大切にしている具体的内容の三つである。一つ目は、
「参
加しようとする意思に最大限の敬意を払う」である。月1回とは言え、決まった日時に子
どもを連れて参加すること、または親が参加出来なくても子どもを参加させる判断をした
ことに対して、最大限ねぎらうことを大切にしてきた。それは、時間に遅れても、家に呼
びに行って寝起きの状態であっても、参加すること、させることに意味があり、そうしな
ければ親の判断次第では乳幼児が地域活動に参加する可能性を失ってしまうことになり兼
ねないからである。そこには、自身が長年取り組んで来た親が地域参加の「はじめの一歩」
を踏み出す実践と研究(7)からも、その参加意思の重要性を実感したからである。二つ目は、
「親子の興味関心に引き付け主体的に活動に取り組んでいることを評価すること」である。
活動に参加しても興味関心がなければ楽しくないし、継続して参加する意欲が生まれてこ
ない。そこで、親子の興味関心や得意なことを把握して、そこに近づけた活動を取り入れ
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つつ、親子が主体的に活動に取り組む姿を「すごいね」
「上手ね」
「教えて」というような
対等な関係の中で評価していくことを大切にしている。ここでは、親との対等な関係によ
る本音の語り合いを大切にした共同学習に取り組む「貝塚子育てネットワークの会」の活
動やその実証的研究（山本、2009）
（村田、2009）を大いに参考にした。三つ目は、
「親子
を支援する、される関係を超えたその場や活動を “ともにつくる” 存在であるととらえる
こと」を大切にしていることである。具体的には、親子は参加者であるとともに、可能な
範囲で活動開始前の掃除や準備、活動内容の企画立案実行、そして後片付けまで担う活動
の担い手ととらえるようにしている。それは、親子が一参加者から参画者として関わる自
覚が芽生え、より主体的参加、参画することを後押ししていると考えたからである。ここ
では、
「子どもの参画論」
（ハート、2000年）の非参画から参画にステップアップする階段
を大いに参考にしている。
このようにふりかえりと先行研究から生まれた枠組みをもとに、この調査実践に関わる
支援者が、述べてきた「活動内容」と「支援の考え方」を大切にしながら活動に取り組む
ことによって、生活困難を抱えた子育て家庭の乳幼児が地域活動に参加する中でどのよう
な可能性があるのかを以下とらえていくこととする。
Ⅳ．結果
ここでは、幼児Aの「団地子育てサロン」への参加の過程で、特に行動変容がみられた9
つの「エピソード」をもとに可能性の分析を試みていく。
【エピソード１】初参加の幼児Aの様子とその後の変化────20XX年6月（3歳4カ月）
母親と初めて「団地子育てサロン」に参加。積極的に遊ぶ姿があったが、始終、
言葉遣いが激しく、目つきが険しかった。しかし、2日後、主催者である自治会長
の家のドアを叩き、
「おいちゃん集会所あけて」といい、
「なんで？」と聞くと、
「遊
びたいから」と答え「あの場は月1回しか遊べないんだよ。
」というと残念そうにし
ていた。
初参加の3歳の幼児Aの怒りの言動や表情が見られたものの、2日後、自治会長さんのと
ころに、
「また遊びたい」と訴えに言った様子から、日常的に緊張や不安を怒りの感情で
コントロールしていた幼児Aは怒りでしか感情表出するすべを知らなかったのではないか
という見方が出来る。しかし、
その怒りで自分のバランスをとってきたものの、
「楽しい」
「ま
た遊びたい」という体験をすることによって、地域活動を求めて行動していった様子を伺
うことが出来た。
【エピソード２】2回目の参加の様子とすいか割り──────20XX年7月（3歳5カ月）
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待ちわびた2回目の活動には、開始時間の10時に幼児Aのみでやって来た。水遊び
をするためからか、服装はTシャツと紙パンツの軽装だった。すいか割りでは、周
囲の子どもに棒を渡さず、何度も何度も小さくなるまで、一人ですいかを割り続け
た。支援者がすいかを切り分け、
「Aくんが割ってくれたすいかおいしいね。
」と一
緒に食べると、照れくさそうな笑顔ですいかを食べていた。
幼児Aは水遊びをするため、ズボンをはかずにやってきた。この日は紙パンツをはいて
いたいたが、この日以降、紙パンツではなくなっていた。また、今回の活動では、すいか
割りにとても興味を示した。支援者がやり方を教えると、夢中になって一人でやり続けて
いた。すいか割りを満足するまでやった後、支援者と一緒に自分の割ったすいかを一緒に
食べ、
「おいしいね」と褒められると、はにかんだ笑顔の表情を見せていた。
【エピソード３】3回目の参加の様子と生活リズム──────20XX年8月（3歳6カ月）
この活動を楽しみにしていた幼児Aの姿がなかったため、自治会長が家に様子を
見に行った。すると、家は寝静まっていたが、呼び鈴を押すと幼児Aが出てきて参
加したいと言ってきたため、保護者に了解をとり、集会所に連れてきた。集会所に
来ると、自分から他の幼児の遊んでいる輪の中に入っていくことはなかったが、支
援者に見守られながらおもちゃで遊び始める姿があった。しかし、幼児Aは、遊び
を中断し、集会所の冷蔵庫を頻繁に開け、ジュースや食べ物を一つ一つ指差し、周
囲に「これ誰の？」と聞く姿があった。
幼児Aは、月1回の活動を心待ちにしてくれているとはいえ、朝10時に集会室に来るこ
とが難しい状況であることがわかった。具体的には、起きて─食べて─活動して─寝る、
という幼児期にふさわしい生活リズムが日常的に行われていない家庭環境であることが
伺えた。また、集会所では、言葉遣いや態度が荒々しく、他の幼児が遠ざかったしまう
様子が見られたが、支援者に見守られて安心して一人遊びを楽している様子だった。ま
た調理場にいる支援者に対し、冷蔵庫の中に入っているものは誰のものかを繰り返し聞
く姿は、「それが欲しい」という状況とともに、それを言ってもよい人（支援者）だと安
心感から出た言葉だったと考える。
【エピソード４】4回目の参加の様子と味覚─────────20XX年9月（3歳7カ月）
この日は、手作りクレープ作りに取り組んだ。幼児Aは、興味深そうにクレープ
を焼いて、具はおかずやデザート等を積極的にトッピングしていた。しかし、食べ
始めると「味がない」といって食べずに放置した。代わりに冷凍庫にある「棒アイ
スが食べたい」と支援者にせがんだ。
前回の活動から、家庭での食生活を始めとした生活習慣が不安定であることから、幼児
でも簡単に作って食べられる活動を取り入れることにした。そこで、子どもが好きだろう
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と考え、計画した「手作りクレープ」だったが、幼児Aは食べなかった。後で話を聞くと、
コンビニ等のお店で売っているクレープだったら食べるけど、
「手づくり」は味がないか
ら嫌いだったと言った。空腹を訴えていても、日常的な食生活の乱れから、薄味を基本と
する手作りおやつを受け付けない味覚になっていることが考えられる。しかし、その後、
幼児Aは、活動を通して野菜の収穫体験から調理までの体験を繰り返し行っていることに
よって、徐々に何もつけずに茹でた野菜を食べたり、炊き立ての白ご飯や焼き立ての餅を
おいしそうに頬張る姿をみることが出来た。そこでは、単に食事の嗜好が変わったので
はなく、「誰かと一緒につくり、一緒に食べ、一緒に感想を語り合う」というプロセスを
繰り返していく中で、食べ物の美味しさ、楽しさに興味を持ち始めたのではないかと考
えられる。
【エピソード５】1 年後の参加の様子と関係性や生活リズム─── 20XX 年 9 月（4 歳 7 カ月）
「エピソード 4」から約 1 年が経過すると、徐々に友だちと穏やかに会話をしたり、
一緒に遊んだりする姿がみられるようになった。また、時々訪れる男性の支援者に、
ぶら下がって遊んだり、馬乗りして甘えたりする姿もあった。また、この月から開
始 1 時間前から集会室に来て、車から荷物を下ろしたり、ルームマットをひいたり
する等、支援者と一緒に前準備を緒にやってくれるようになり、たくさんの支援者
から「A くんありがとう。助かる。
」と褒められたり、感謝されたりする様子をみ
ることが出来た。
多様な他者と関わりが増えていく中で、初めて会った人にも興味を持って近づき、慕い、
甘えて遊んだりする姿が見受けられるようになった。そして、徐々に言葉遣いや表情が穏
やかになり、活動に参加する親子とも仲良く遊べるようになっていた。支援者との関わり
の姿からも遊びやお手伝いを通して信頼関係がより強く構築されていることを感じること
ができた。また、朝9時には毎月、身支度して集会室に来ることが習慣化していたことから、
地域活動に参加する日の生活リズムは徐々に整えることが出来ている様子が伺えた。
【エピソード６】5 歳になった参加の様子からみる行動変容── 20XX 年 1 月（5 歳 0 カ月）
小さい子におもちゃを譲ったり、絵本の読み聞かせをきちんと座って聞いたりす
る姿がみられた。また参加する親子や支援者から「A くん」と慕われる場面が多く
なり、その呼びかけに嬉しそうに対応する様子がみられた。さらに、この時期以降
の活動では、読み聞かせで大型絵本を使う時にさりげなく手を貸したり、前準備だ
けではなく後片付け（掃除機掛け等）も、あたりまえのように取り組んだりする姿
があった。
約2年半に渡って活動に継続して参加して来た幼児Aは、親子や支援者に慕われたり、頼
りにされたりする存在になっていた。それと同時に、支援者とともにその活動をつくる担
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い手として位置づき始めていた。そこには、
「お手伝い」をするというよりは、自分の「役
割」という意識や自覚を表情や態度からみることが出来た。これまでの参加者としての立
ち位置から、その場をつくる参画者であることを自覚することによって、幼児なりに「団
地子育てサロン」における自身の存在意義を実感しているように見えた。
【エピソード７】参加できない状況を経て参加した時の様子─ 20XX 年 8 月
（5 歳 7 カ月）

6 月の「団地子育てサロン」が終わった頃、幼児 A を養育している祖母が自治会
長に養育に限界を感じていることを電話で伝えた。そして、祖母は「子どもたちは
里親に育てられた方が幸せなのかも」とつぶやき、児童相談所に相談し、7 月から
幼児 A が一時保護されることが決定した。祖母は、預けに行った時に泣きじゃくっ
ていた幼児 A の様子を、泣きながら自治会長に電話して来た。

8月上旬に幼児Aが一時保護から帰宅し、2日後に行われた活動には、自治会長の誘いも
あって参加して来た。その時の幼児Aの様子は、支援者の再会の喜びの声掛けにもほとん
ど反応せず、無表情でほとんどしゃべらず、目線は下を向き、もの静かに一人で列車のお
もちゃで遊ぶ姿が見られた。外ではそうめん流しをして食べたが、これまでと違い、はし
ゃいで食べる様子もなく、少し食べてすぐ箸を置いていた。
幼児Aの祖母も病気を抱えながら学童期の子どもを養育しており、孫にあたる幼児Aを
養育することは並大抵のことではない。そこで、限界を感じていた祖母は、以前、一時保
護された経験をもとに自ら児童相談所に相談し、一時保護を願い出た。しかし、悩みなが
らの決断であり、自治会長にその切なさを伝えていた。また、幼児Aは、帰宅直後に活動
に参加した際の表情から、1カ月保護された幼児Aが一時保護で感じた寂しさや辛さは計り
知れないものがあったことが伺えた。帰宅直後の幼児Aをみると、2年以上に渡って、
「団
地子育てサロン」の活動で培った関係性や文化や生活との出会いの蓄積が崩れ落ちてしま
ったのではないかと感じるほどだった。
【エピソード８】参加の様子からみる「らしさの回復」─ 20XX 年 12 月（5 歳 10 カ月）

9 月の活動においても、まだ少し元気のなさは感じられたものの、表情は少しず
つ和らぎ、調理などにも取り組み出した。12 月の活動では、時々参加する男性の支
援者の来訪で甘えてサッカーなどをしようとねだる姿が見られたり、クリスマス行
事などにも楽しそうに笑顔で取り組む姿が見られるようになった。また、絵本の読
み聞かせの時、以前やっていたように本を支える役割をこなしている姿が見受けら
れた。
幼児Aに接する際、支援者は心配しつつも、
「元気がない」等を言わずに、普段通りを
心掛けながら2 〜 3カ月の「団地子育てサロン」での接点を大切に関わっていった。11月、

12月の活動になると月日の経過ととともに、表情や行動に幼児Aらしい笑顔や行動を回復
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させていく様子をみることができ、以前やっていた本を支える役割をあたりまえにこなせ
る姿が見られ始めた。小学校入学直前の3月まで、毎回熱心に活動に参加し続けた。
【エピソード９】小学校で支援者に再会した時の様子─── 20XX 年 4 月（6 歳 3 カ月）
支援者の一人が、月 1 回程度行われている小学校の読み聞かせ活動で元幼児 A に
再会した。昼休みの自由参加にも関わらず、同じクラスで同じ団地で一緒に「団地
子育てサロン」に参加していた友人とともに、読み聞かせに参加し、読み聞かせが
終わると支援者に笑顔で駆け寄っていった。そこでは、クラスメイトから「知り合
いなの？」と羨ましそうに聞かれ、
「前から知ってる」と嬉しそうな表情で答える
元幼児 A の姿がみられた。
ここでは、小学生になったことから、幼児Aを「元幼児A」と記した。就学前に3年近く
参加して来た「団地子育てサロン」の支援者との再会は、新たに小学生というステージに
踏み出し緊張と不安、そして期待が入り混じった時期に、元幼児Aにとって、慣れ親しみ
信頼関係が構築された知り合いが小学校の中にも位置づいてくれていること、また活動で
毎回聞いていた読み聞かせを小学校で聞くことが出来たことは、安心感や見守られている
喜びの感情をもたらすものであったと伺える。1年生入学後、現在に至りこの小学校での
読み聞かせの活動に欠かさず自主参加する元幼児Aの姿があった。
Ⅴ．考察─生活困難を抱えた子育て家庭の幼児が地域活動に参加する効果や影響─
以上の公営団地で試みた実践事例をもとに、生活困難を抱えた子育て家庭の幼児が地域
活動に参加した効果や影響について考察を試みる。また本研究の課題についても考察する。
１．効果や影響
① 家の外に幼児行き来できる回路が開いたということ
幼児の生存は、基本的に第一義的責任である家庭の保護者に委ねられている。家の中で
トラブルが起こったり、保護者に病気やストレスなど生じていても、生存権保障の法制度
では、福祉サービス主体である親子が養育困難や生存の危険のSOSを発信しなければ、幼
児自らが自力で家の外に助けを求めたりすることは皆無に等しい。近年では、虐待防止法
の通報義務によって、子どもの不自然な鳴き声で通報されることが時々あるが、その段階
では手遅れの場合がある。
また、これまでの乳幼児親子の地域参加の場や機会を見ると、社会教育では、公民館の
講座や子育てサークル活動、PTAの子育て学習会など、子育て課題を認識し、課題解決に
向けた学習意識の高い人、出会いを求めて行動出来る人に対する学習機会、すなわち「地
域参加可能な人の学習機会」は存在していたものの、学びや出会いに来れない人、何処で
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何をすれば良いのか、またどこに行ったら出会えるのかわからない人、外に出かける手段
や時間がない人、そもそも子どもや子育てに興味のない人、すなわち地域に出て学習や出
会いにアクセス出来ない「地域参加不可能な人への学習機会」の実践は十分なされてこな
かった。
とりわけ、この公営団地においては、規模が大きく、周辺との敷地が道等で区切られ、
行政区も団地のみで団地外の人との接点が作りにくく、立地場所も交通の便も悪いことか
ら、ここで暮らす乳幼児親子は、家庭内に留まらざるを得ない状況とともに団地コミュニ
ティ自体が地域や社会から孤立し、さらに地域参加や学びや出会いに近づきにくい構造に
陥っている。
そのような中、幼児期の子どもが自力で通える地域活動をセツルメント的に、必要な地
域に誕生させた。団地の敷地内であることから住居から会場である集会室までは幼児が徒
歩で来れる距離である。また、保護者がやむを得ず同伴できなくても、承認する関係性が
あれば子どもののみの参加も可能となる。閉塞的なコミュニティだからこそ、逆転の発想
で顔が見える関係、口コミでつながり、その活動の価値を共有し、活動に参加し続ける関
係性を構築することが可能となった。そして、結果的に家から外に回路を開くことが可能
となり、
「基本的欲求を満たしてくれる人や場」につながることができていた。もちろん、
幼児Aの3年間の事例からは、家庭内の問題状況によって、その回路が閉じてしまいそう
になることもあった。しかし、日常的に、その活動に関わり続けることによって、信頼関
係から構築された回路は時に塞がれそうになっても、乳幼児自らが回路を開いた楽しい体
験や安心感を実感出来たことによって、その状態を再び求める行動につながっていくこと
がわかった。外（支援者）からとらえると、生活困難に陥っている乳幼児を発見し、状況
を把握し、必要な援助をし続けることが可能になったのである。生活困難を抱えた子育て
家庭の幼児が継続して地域活動に参加し信頼関係が基盤にあることによって、外との回路
を開かせ、その子の存在を知る─知られる関係が構築された可能性は大きい。その回路は、
小学生になり団地外の学校という社会を行き来する現在の（元）幼児Aにおいても、大切
に存在し、逆に団地内にいつでも戻る回路としての安心感を与えていることが伺える。
② 欠乏欲求充足のスタートラインに立てたこと
また、幼児Aの事例から、地域活動に継続して参加していくことによって、欠乏欲求充
足のスタートラインに立てた可能性があるのではないだろうか。
主催者・支援者たちは、毎回、親子との活動後、ふりかえりの会の中で親子のおかれて
いる状況、背景を理解し、毎月1回の活動を生存確認する場としてもとらえていた。そこ
では、幼児Aを始め、生活困難を抱えた子育て家庭の乳幼児たちが、食事や睡眠、衛生面
などの生理的欲求を十分満たしていない状況があることを目の当たりにし、必然的に「生
存」を第一に活動をつくり、さらに親や家庭が機能しない状況もあることを知り、自分で
調理し食べることが可能になる活動を模索して来た。
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具体的にこの活動では、
「食の活動」を「生存」のための活動を位置づけ、大切に取り
組ん出来た。幼児Aの事例のエピソードでは、最初に活動で食べた「手作りクレープ」は
受付なかったが、毎月、メニューや調理のプロセスを支援者で綿密に話し合いを重ねて来
た。そして、月1回の非日常的な活動を日常化していくために、幼児自らが作って・食べ
られるメニューや調理のレパートリーをいろいろ試行錯誤していく中で、炊いたご飯とと
もに鮭、ゴマ、塩、ちりめん、野菜など様々な具を準備し、それを幼児にもラップの上で
トッピングさせ自分の「ラップおにぎり」を作らせる活動や餃子の皮の上にケチャップや
チーズ、野菜を自由にトッピングし、ホットプレートで焼く「お手軽ピザ」など、家にあ
る材料で、簡単に作れ、しかし最低限の栄養を確保できる、そしておいしいメニューを開
発し、幼児たちが喜んで調理し、おいしく食べる活動をこだわって作っていった。それを
作る過程では、ご飯の量と具の相性や、分量の多い少ないのバランスなど、幼児において
も試行錯誤してよりおいしく作るために工夫する姿などもあり、それを応援する活動をし
て来た結果、その体験が、幼児であっても日常的に作って食べるという営み、結果的に「自
立」を支える活動につながっている可能性を感じることが出来た。
また幼児Aは地域活動に継続して参加していくことによって、
「安全・安心欲求」の充足
もなされていたと考える。団地に一緒に暮らす自治会長さんを始め、自分たちを楽しませ
てくれる活動は、幼児Aにとって、家以外の「遊び場」の発見であり、そこで出会う親子
や支援者の存在は家族以外で初めて出会った自分にとって「意味ある人との出会える場」
であったと思われる。何度も集会室に行ったり、活動を待ちわびる幼児Aの姿には、そこ
で安全を実感したり、安心感に包まれていたのではないだろうか。母親が同伴できない幼
児Aでも、祖母など家族との信頼関係のもと、団地の集会室で取り組まれる活動が、
「安全・
安心欲求」充足の場になっていたと考えられる。もちろん、一時保護された直後の幼児A
の表情からは、安全・安心欲求の充足がなされていたとはいえず、1カ月知らない場所で
暮らすことを突然強いられた幼児Aにとって、その不信感に近い疑念はすぐには回復しな
いと思われる。しかし、帰宅後、家庭だけではなく、楽しい場、自分をやさしいまなざし
て見守ってくれる人がいる地域活動が存在していることよって、幼児Aらしさを取り戻し
ていくことが可能になったのではないかと考える。
さらに、幼児Aには「所属と愛の欲求」充足の姿もみられていた。幼児Aが日々活動を
待ちわびる姿、そして活動日の朝10時に来なければ家を訪問し、起こして参加を呼び掛け
られること、また次第に親子から慕われていったことなど、幼児ながらに幼児Aはこの活
動を構成する一人であることとともに、愛情を受けていることを実感していたのではない
だろうか。
そして幼児Aの姿から、
「承認欲求」も一定程度の充足の様子がみられた。そこには、活
動に参加し始めて1年後くらいから、徐々に準備や後片付けに加わり出した。そこでは、
支援者から「ありがとう。助かる。
」などのねぎらいの言葉を掛けられる存在から、その後、
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お手伝い参加のレベルからその場をつくる参画者レベルとして認められ、頼りされて来た
存在になっていくことにより、承認欲求が充足されることもあったのではないかと思われ
る。もちろん、一時保護された体験は、承認欲求充足においても、ショックや混乱を与え
欲求充足の意欲を減退させていたかもしれないが、3年間の活動参加の中で承認され満た
された欲求の体験は幼児Ano記憶や感覚として残り、これから再び承認欲求充足を目指し
ていく原動力になるのではないかと考える。
マズローの欲求五段階説では、この後自己実現欲求が続いていくが、本調査でみた幼児

Aについては、4段階の欠乏欲求充足が限界である。しかし、その欠乏欲求充足がなされる
活動である意味は大きいと考える。
③ 生活現実の延長上から乳幼児期にふさわしい生活や文化に出会えたこと
幼児Aの事例では、睡眠、食事、生活リズムなど乳幼児の生活に課題が多くみられた。
また絵本や音楽、製作活動など文化的環境にも十分出会えていない状況が伺えた。しかし、
これらの生活や文化的環境をすべて家庭に求めることは不可能である。現代社会の一般的
な家庭においてもそれら生活や文化といった機能はもはやもてなくなっている現状でり、
親にそれを求めることによって、疎外感を抱かせたり子育てに自信を喪失させてしまった
り、もしくは、そこからストレスを感じた親たちが乳幼児のわが子に対し怒りの矛先が向
けるかもしれない。しかし、団地で暮らす幼児Aを始め、生活困難を抱えた家庭の乳幼児
たちは、園等に通っておらず、多くの時間を家庭で過ごしていることから、圧倒的にその
格差にさらされている。
そこで、本調査実践では、倉橋惣三の言う「生活を生活で生活へ」という「生活の教育化」
。教育（指導）
の考え方を最大限拡大解釈して大切に実践して来た（倉橋、1953年、p.23）
して理想の生活に近づけていくのではなく、
実際生活の「場」や「人」や「価値観」や「行
動」の延長線上から多くの体験や気づきという教育をちりばめた実践を目指したのである。
具体的には、一般的な園や子育て支援センター等で行われている「活動内容」
「活動時間」
「使用する言葉」を標準化するのではなく、この団地で暮らす乳幼児とその家庭の実際生
活に即した、
「内容」
「時間」
「言葉」からこだわり進めることを大切にして来た。そこには、
最初から、
「きちんと」することを強要するのではなく、現状のありのままの生活を受け
止め、入口の敷居を下げ、誰もが疎外感を持たずに参加したくなる雰囲気づくりを大切に
し、その中に幼児にふさわしいと思われる生活にゆっくり時間を掛け、ちりばめていくと
いう活動である。内容としては、生活について、天候や服装、時間や季節、また活動を通
して時間や言葉遣いを意識する場面を多く盛り込んだり、健康、睡眠、食事等の生活にま
つわる話を日常的な会話で話題にしたりしていった。また絵本の読み聞かせや歌遊びでは、
マナーや態度を強要するのではなく、自由に楽しく触れ合うことを大切にして来た。活動
を始めた頃に活動に参加した人たちは、子どもたちの聞くマナーや態度の悪さに驚くこと
も珍しくなかったが、読み聞かせボランティアを行う支援者が、この活動に参加する子ど
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もたちの家庭環境やこれまでの経験の少なさを十分理解し、受け止め、読み聞かせを続け
て来たことにより、幼児Aのエピソードにも頻繁に登場するように、ほとんどの子どもた
ちが、次第にきちんと座って聞く態度に変わり、本に没頭して聞く姿が見られ、そしてそ
の読み聞かせ一緒につくる担い手にもなる姿も見られた。
２．課題
本研究では、
「団地子育てサロン」への地域活動参加がもたらす生存レベルでの効果や影
響の一端は見出してきたものの、根本的な幼児Aの育ちの解決につながっていない。では
なぜ3年間の調査実践の取り組みをしてきたにも関わらず、
「団地子育てサロン」の接点か
ら、幼児Aやその保護者を他の保育サービスや子育て支援につなぐことが出来なかったの
かを考察する。そこには、現場に身を置き、
「団地子育てサロン」に参加する様々な親子
と過ごしていく中で、団地に暮らす多様な親子の子ども観や子育て観が存在していること
に起因している。とりわけ団地固有の親子の価値観、日常生活、人間関係もあり、それぞ
れが影響を及ぼし合っていることも垣間見てきた。その良し悪しを問題とする以前に、一
般的な子育て支援や家庭教育支援の「ものさし」で支援することが出来ない、そのものさ
しをあてることによって、団地の親たちの特に子育て困難な状況に陥っている親が、子育
てを否定していると疎外感を持つ危険性を孕んでおり、地域参加を後退させること、すな
わち生存すら危うくなることを日々痛感してきたからだ。そこには、2世代に渡って団地
で暮らす人（子ども時代、結婚後も団地暮らし。すなわち自分の実家やパートナーの実家
も団地に存在するなど）も多く見受けられ、その団地固有の価値観、日常生活、人間関係
は多くの時間や経験に基づいて、蓄積された人格形成そのものに大きな影響を与えている。
だからこそ、考察で記したささやかな生存レベルの効果や影響を小刻みに積み上げ、太く
切れない「回路」にしていくための時間や関係が必要であり、その基盤を確固たるものに
しつつ、親子の主体的に生きていくための自立のための支援や介入という段階に進むこと
が大事ではないかと考え、本研究ではそこまでの成果をとらえようとはしなかった。しか
しこのやり方で時間を掛ければ根本的解決に導くことが出来るのかと問われると、その保
障はない。生存レベルの小さな効果や影響の積み上げを現在もなお継続しつつ、さらに親
子の課題解決に向けて、この調査実践の限界と課題を乗り越えなければならない。
Ⅵ．おわりに
本研究を通して、
「団地子育てサロン」に約3年間参加し続けた幼児Aの事例から、家庭
環境に翻弄され、紆余曲折しながらも、地域参加を通して一歩一歩、主体形成している幼
児Aの姿をみることが出来た。しかし、基礎教育を保障していく研究を進めるうえで、あ
らためて実感したのは、このような家庭状況におかれた乳幼児たちは、常に「生存」との
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表裏一体の中で生きているということである。このような状況に置かれた幼児や親を見て、
あらためて基礎教育の対象に位置づけ、そのような状況の人々も含めて保障する実践や研
究の重要性を実感した次第である。
また、本研究の理論的枠組みでは、
「生存」の問題に大きな比重を置いていたことから、
マズローの欲求充足の枠組みからの分析に留まってしまったという反省がある。そこで今
後は、今回見てきたような親子の地域参加による学びや出会いのエピソードを、主体形成
の枠組みから分析することを試みていきたい。

注
（１）平成27年版『厚生労働白書─人口減少社会を考える─』P.105 〜 107には、厚生労働省政策統括
官付政策評価官室委託「人口減少社会に関する意識調査」
（2015年）で0 〜 15歳の子どもがいる
人を対象に実施した調査結果が掲載され、
「子育てをしていて負担・不安に思う人の割合」について、
男女全体では「とてもある28.8％」
「どちらかといえばある43.6％」の「合計72.4％」
、
女性では「と
てもある31.6％」
「どちらかといえばある45.7％」の「合計77.3％」が子育てに負担や不安を感じ
ているとの結果が示された。
（２）内閣府から出された平成25年度「家族と地域における子育てに関する意識調査」報告書＜全体
版＞「Ⅱ 調査結果 ３．地域での子育て支援環境づくりについての意識」の結果によると、男
「やや重要だと思う33.8％」となり「合計90.9％」の人が地
女全体「とても重要だと思う57.1％」
域の支えを期待していることが示されている。具体的内容として、
「子どもの見守り64.1％」
「子
「親の仲間づくりの場54.5%」が上位3つを占めていた。
育て相談できる人や場58.1%」
（３）NHK教育『すくすく子育て─子育て中に感じる孤独』
（2019年4月27日放送）の中で、石田光規
は「SNSと孤独の関係」について、中村功の「携帯メールの利用頻度が高いほど友人数も多い」
という調査結果もある一方で、
「メールがあまりこないとイライラしたり落ち込む」等、SNSの利
用で孤立感が強まっていること、また相手の感情を阻害せず、乱さないようにする等の感情が働
くことから、
「SNSの中ではこのようにどこか緊張感をはらんだ人間関係で、自分の思いを率直に
伝えられないので、ますます孤独が募ってしまうのはないか。
」と新たな子育て関係の孤独も指摘
している。
（４）NPO法人子どもとメディアの調査・研究では、乳幼児のメディア接触や依存の現状も報告され
ている。https://npo-komedia.shop-pro.jp/（2020年1月10日閲覧）
（５）総務省統計局HP『平成27年国政調査人口等基本集計結果

結果の概要Ⅱ年齢別人口）http://

www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/kihon1/pdf/gaiyou1.pdf（2020年1月10日閲覧）
（６）福岡県飯塚市生活体験学校を管理運営するNPO法人体験教育研究会ドングリは、2018年より生
活体験学校の事業対象の子どもを幼稚園、保育園、認定こども園、また子育て支援センターや子
育てサークルの親子等に広げ、野菜作り、収穫、調理、食事等一連の体験学習に取り組み、現在
その実証的研究に取り組んでいる。
（７）1997年に「子育てネットワーク」組織を立ち上げ、乳幼児を育てる親の地域参加の場を作ったり、
その実践的研究に取り組んできた。
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Participation in Local Community Activities and Their Positive Effects on
Infants from Poor Families
-Based on a practice case in a public housing complex-

MIYAJIMA, Haruko (Kyushu Women's Junior College)

Abstract
This empirical study is based on the hypothesis that creating opportunities for contact
between infants from poor families and the community and society at large may have
positive effects on childrenʼ s development. The research focuses on one child who
participated in a child-rearing salon in a housing complex. We could identify three
positive effects on infants from poor child-rearing families who took part in local activities
continuously. First, the salon provided a special place where the child became connected
with society outside the home. Next, it placed the child on the start line of deficiency-needs,
and ﬁnally, it brought a desirable lifestyle and culture in infancy.
Keywords:
Contact with the community and society, Deﬁciency-needs, Desirable lifestyle and culture in
infancy, Participation in local community activities, Poor child-rearing families
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＜研究ノート＞

韓国の識字教育における学歴認定制度の評価仕組みの運用と課題
金侖貞（東京都立大学）

KIM, Yunjeong (Tokyo Metropolitan University)
新矢麻紀子（大阪産業大学）

SHINYA, Makiko (Osaka Sangyo University)

Ⅰ．はじめに─問題意識
韓国は日本と同様、長らく識字教育は民間にまかされ、2007年の平生教育法(1)改正によ
ってようやく制度化される。この法改正で、識字教育が平生教育法の条文として新設、国
及び自治体の責務や識字教育調査の実施などが規定され、識字教育政策の枠組みが整備さ
れる。この時期になされた韓国識字教育の「制度化」の1つには、識字教室での学びを小
学校及び中学校の「学歴」として認める「学歴認定制度」の導入があった。正規の学校教
育以外には、検定考試（日本の卒業程度認定試験）か放送通信中学校・高校(2)などに通う
しかなかった学歴取得に、新しい道が開かれた。この学歴認定制度の導入は、識字教育の
内容や教員資格、評価などを大きく変えるきっかけとなる。制度の実施によって、教科書
の開発から評価の基準を確立する必要が生じ、それまで各教室にまかされていた学習者に
対する評価の体制が整えられるのである。
韓国の識字教育に関しては、識字教育の歴史や政策、制度化に関する研究が一定程度み
られ、学歴認定制度についても日本で紹介されている(3)。一方、韓国においても、制度化
以前には識字教育を政策的に位置づけることを求める論考が多く、制度化以降となると、
学歴認定制度をめぐるいくつかの研究がみられる。それは、識字教育機関がどのように学
歴認定制度を受け入れているのかに焦点を当てた論文(4)、中学校学歴認定課程の学習者の
経験から制度がどのように具現化しているかを分析した論文（李智惠ら、2015）などの研
究がなされている。学歴認定制度の評価については、学校化への懸念の指摘はあるものの、
そうした課題解決を目指した具体的な評価研究に関する論考は、所見の限り見当たらない。
日本の識字教育については、被差別部落の識字学級や夜間中学という現場で多くの識字
学習者が学んでいる。そこでは、各学習者一人ひとりの背景やニーズ、レベルに沿った学
習が提供され、個々の学びにおける熟達が重視されるため、評価基準にそった評価が話題
になることは少ない。
「2010年度・全国識字学級実態調査」
（棚田、2011）でも、評価に関
する質問項目は設置されておらず、識字能力評価が調査研究の俎上に載せられることはほ
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とんどないことが分かる。
では、どのように学習者の識字能力が評価されているのかといえば、共通の指標や基準
が定められているわけではなく、各教室や教員が経験値に基づいて判定しているか、学習
者の自己評価によってなされている。
「試験」のような評価ツールは、学習になじみがな
い識字学級や夜間中学の学習者には恐怖感を与え、学習から遠ざける可能性があるため避
けられる傾向がある。また、そもそも評価というものが求められる状況が稀であることも
その理由であると考えられる。
本稿は、韓国の識字教育における学歴認定制度の評価に焦点を当て、どのように識字教
育現場で評価が行われるのかを分析するとともに、日本の識字教育に与える示唆を明らか
にすることを目的とする。
Ⅱ．学歴認定制度とは
識字教育の立法をめぐる動きは、現場の人たちを中心に1980年代以降からずっとあった
が、その要求が具体的な立法にまで発展するのは、2007年のことである。
１．2007年の法改正による学歴認定制度の導入

2007年の法改正では、平生教育を専門的に担う国レベルの平生教育振興院の設置が盛り
込まれ、
平生教育全体の推進体制が整えられるようになるが、
その中で識字教育も「制度化」
の成果を挙げている。
平生教育法第2条（平生教育の定義）第1項に平生教育領域の1つに「成人基礎・文字解
得教育」が入り、第3項に「文字解得教育」(5)の定義が規定された。識字教育に関しては、
平生教育法第6章に第39条（文字解得教育の実施等）と第40条（文字解得教育プログラム
の教育課程等）が定められ、特に第40条が学歴認定制度の導入に直接かかわる条文となる。
第40条（文字解得教育プログラムの教育課程等）第39条により設置又は指定された文字
解得教育プログラムを履修した者に対してはそれに相当する学歴を認めるが、教育課程の
編成及び学歴認定の手続き等に必要な事項は大統領令で定める。
このように、2007年の改正で、成人学習者の識字教育プログラムを通した学歴認定が条
文化されたのである。設置機関（小・中学校）又は指定機関（民間）で文字解得教育審議
会が定める教育課程を履修した人が、学歴認定を申請したときに、学歴認定書を交付する
ことが法律上に位置付けられる。ただ、この制度は、小学校や中学校を中退した人たちが
学歴取得の機会に使うことを避けるために、対象を「18歳以上の成人学習者」に限定した
（평생교육진흥원、2008，pp.282‐283）
。学歴認定制度をつくるにあたって義務教育年齢に
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該当する人々が制度を使う可能性を警戒しての制限である。
この法改正をきっかけに、識字教育は、非学歴認定課程と学歴認定課程の2つのトラッ
クで運営されるようになり、学歴認定の場合は、教育庁（日本の教育委員会）の管轄となる。
この学歴認定課程の指定を受けるためには、一定の基準を満たす必要があり、識字教員研
修を受けた人のみが指導を担当できるなどの枠組みが整えられた。つまり、学歴認定制度
の新設によって、教育課程だけでなく、識字教員の資格まで考えなければならず、これま
で教室ごとに行ってきた識字教育がある程度「底上げ」される効果をもたらすのである。
２．学歴認定制度の内容
学歴認定制度は、小学校課程及び中学校課程がそれぞれ3段階(6)で構成され、最後の3段
階を終えたときに、小学校又は中学校の卒業資格が取得できる。学歴認定は、先述したよ
うに、指定機関と設置機関の2種類があり、決められた研修(7)を履修した教員（識字教室
スタッフ）による教育を受けた場合に認められる。2018年の教育課程改訂により、小学校

1段階の授業時間数が160時間から240時間へと増えた(8)。具体的には、以下の＜表1＞の教
育課程で運営されている。
表1 小学校及び中学校学歴認定教育課程

＊授業単位の1時間は、45分。小学校は統合教科、中学校は必須（国語・社会・数学・科学・英語）と選択1科目となる。また、
創意的体験活動は、自治活動、ボランティア活動、啓発活動などである。
出展：교육부『초등・중학문해교육 교육과정』
（교육부고시 제2018‐157호）より。

この学歴認定制度は2007年に条文化されたが、実際の実施は小学校学歴認定が2011年
から、中学校学歴認定が2014年からとなる。この制度導入に際して、学歴認定のための
教材も編纂・開発される。2006年から2007年にかけては小学校学歴認定のための教材が、

2009年から中学校学歴認定のための必須教科の教科書15冊が開発され、小学校学歴認定
の場合には、教科書のほかに、ワークブック3冊と教師用の指導書3冊があり（李、2017，

p.224）、2020年現在まで2回の改訂が行われた。
学歴認定制度の実施から10年が過ぎた2019年5月現在、13,835人が学歴認定を受けてい
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る。学歴認定者数は増加する一方で、圧倒的に小学校の学歴認定者が多い。
表2 2011年から2019年までの学歴認定者数

出展：韓国国家文解教育センターウェブページ（https://le.or.kr/contentView.do、2020年2月24日最終閲覧）より。

識字教育における学歴認定制度を実施するにあたって、学歴認定の評価は、教育監（日
本の教育長）にまかされていた。2007年の法改正時に決まった平生教育法施行令第75条第

4項には、教育監が「文字解得教育プログラム履修者の文字解得水準を測定するための評
価制度を樹立・実施できる」としている。当時出された解説資料にも、
「教育監が必要で
あると判断した場合に限って」
「文字解得能力検査を実施することが可能であり」
、それは、
「成人学習者の負担を最小限にする評価方式を活用すべきである」と説明されている（평생
교육진흥원、2008，p.283）
。
実際に学歴認定制度を運用するときに評価基準をどうするかについては、詳細が決まっ
ておらず、教育庁の判断が求められていた。小学校学歴認定を2011年に全国に先駆けて
始めたソウル市教育庁が評価指針を定めるのは、このような背景からであった（서울특별
시교육청、2011，p.1）
。
Ⅲ．ソウル市教育庁による評価指針
ソウル市は他の自治体よりも早く学歴認定制度に取り組み、全国で最も多い識字機関と
学習者が学歴認定課程に参加している。2020年度の学歴認定識字プログラムの設置・指定
機関の状況をみると、小学校学歴認定課程は60 ヶ所121クラスが、中学校学歴認定課程は

15 ヶ所42クラスが置かれる予定である。全体的な傾向としては、小学校学歴認定課程が中
学校学歴認定課程より多く、設置機関より指定機関が多い(9)。また、学歴認定課程の学習
者は、2018年現在小学校2,214人、中学校732人であり、女性がほとんどを占めていた（전
。学歴認定課程の場合、教育庁から講師謝礼と運営費が支給され、学
은경、2018，p.175）
費は無料である。
ソウル市教育庁が小学校学歴認定制度を2011年に始めるにあたって、何をもって小学校
の学歴と認めるのか、学習者の識字能力評価に対して一定の基準や枠組みを提示すること
が必要となってきた。具体的な評価を検討するに際し、本節では、小学校学歴認定に焦点
を当てることとする。
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１．ポートフォリオを通した評価

2009年6月に識字教育の教育課程が告示され、この教育課程に基づいた学習目標と評価
の枠組みを定めていく必要性が、現場からのニーズで浮き彫りとなる。識字教室での学び
を「学歴」と認めることが初めての試みであるだけに、どのように「評価」を考えるのか
が争点となった。
これは、学歴認定のための識字教育を実施するのが、小・中学校への設置と民間機関の
指定という2つの類型があることも関係していると思われる。つまり、従来の学校制度に
おける評価をそのまま持ち込もうとする立場と、学校の評価方法を憂う立場との間で見解
の違いがあったのであろう。学校型の試験の評価方法を成人にも適用するのではなく、成
人学習者にふさわしい評価をめぐって、様々な議論を積み重ねた結果、
「ポートフォリオ」
という評価へと帰結する。試験の点数という学びの「結果」ではなく、どのように学習者
が変化・熟達していくのかという学びの「プロセス」を中心に据えること、また、紙ベー
スのテストにはなじまない成人学習者の特性を勘案したときに、
「ポートフォリオ」とい
う評価のあり方を考えるに至ったのである。
このような議論の結果、ソウル市教育庁は2011年11月に「ソウル特別市教育庁小学校
学歴認定文字解得教育プログラム学習評価指針」を出す。この指針は、小学校学歴認定の
最終段階である「3段階」を中心に、具体的で実質的な最小限の評価基準を提示しようと、
識字教育現場のニーズを反映して制定することになった。その特徴は、次の3つが指摘で
きる。1つは、単に結果的な知識習得の可否ではなく、日常生活における活用及び適用能
力を評価すること、2つ目は、多様な学習結果を学習者自らが評価して学習意欲を高める
こと、3つ目は、識字教育プログラムの運営に対する質管理及び実効性を高めるための評
価基準を提示することを意識したことである。また、評価する内容の基準は提示しつつも、
評価方法と指導は、各識字教室の裁量にまかせるのが基本的な方向となっている(10)。
学校教育の評価のフレームをそのまま適用するのではなく、全体的な学びの諸側面をも
って「学歴」と認定できるような方法へと合意し、
教室での活動を総合的にみるという「ポ
ートフォリオ」を採択することになる。学習者の識字能力の「評価」を一元的な物差しで
はなく、多様な能力の観点からみるという視点がそこにはあったのである(11)。
２．具体的な評価内容
ソウル市教育庁は2011年に小学校学歴認定課程の評価指針を、2013年には中学校学歴認
定課程の評価指針を出したが、2018年に評価指針の見直しを行っている。指針では、識字
教育における評価について、試験の点数が学びを中断させることにつながりかねないため、
あくまでも評価は、学習者の学習水準を測り、必要なものが何かを把握するために活用す
るものであることを明確にしている。その上で、評価方向を次の5つと示す（서울특별시교
육청、2018b，pp.63‐64）
。
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識字教育の評価は学習者が評価を通じて、自分の学習過程の変化と成長の流れが確認
できるように行われるべきであり、学習過程に充分に参加し、それを適切に遂行したのか
を評価して学習者自らが学習して学びの楽しさが経験できるように行うべきである。
識字教育の評価は、過程中心の定性評価で進め、課題を遂行するプロセスで行うすべ
ての経験や活動を対象とする。
学習過程の記録を学習評価の要件で構成し、学習過程で学習者に持続的な学習動機を
付与しなければならない。
学習者の特性を反映して相談、学生の相互評価、観察記録などの多様な方法を活用する。
学習者を等級化、序列化する評価は、止揚する。
このような方向を踏まえ、ソウル市では、評価の枠組みを診断的評価、形成的評価、総
括的評価の3つの柱で出している(12)。
表3 成人識字教育における評価の類型

出展：서울특별시교육청、
「서울특별시교육청 초등학력인정 문해교육 프로그램 학습평가 운영지침」『서울특별시교육청 초
、2018년4월、p.65。
등학력인정 문해교육 프로그램 교육과정편성・운영지침 』

学びを始める段階での能力を測る診断的評価をはじめ、学び全般のプロセスが形成的評
価と総括的評価を通じて行われる。教育課程履修の基本要件として、授業時数の三分の二
以上の出席が必要（出席要件が満たされれば、学歴は認定される）で、学びを総括するも
のとしてポートフォリオが作成され、それをもって教育課程の履修を修了したことを証明
する。
ポートフォリオは、①学習評価の総括表、②入学願書、③入学時の評価書類、④3段階
、⑤相談記録カード、⑥出席簿のコ
進級評価書類（2段階学習評価記録、3段階進級評価）
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ピー（原本と対照要）
、⑦教科書の形成的評価紙、⑧裁量・特別活動の評価紙で構成され、
教科活動の形成的評価紙は、全体単元の三分の一以上を入れることを薦めており、ポート
フォリオは形成的評価の教科活動評価紙の70％が含まれるように決められている。入学
願書などの書類様式は、評価指針の中に入っているため、その様式をそのまま使用するか、
教室独自の様式を使うことも可能である。
表4 識字教育の学習評価の様式

出展：서울특별시교육청、
「서울특별시교육청 초등학력인정 문해교육 프로그램 학습평가 운영지침」『서울특별시교육청
초등학력인정 문해교육 프로그램 교육과정편성・운영지침 』
、2018년4월、p.72。

例えば、3段階への進級評価においては、①国語（読み・書き）
、②数学、③生活識字の
問題が例示されている。図1のように、数学問題の場合は、自分の身長や足の大きさ、体
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重を、数字として、□に入れるようになっており、生活識字の場合は、列車の切符が出さ
れ、切符を見て到着駅や列車番号などを答えるようにしてある（서울특별시교육청、2018b，

p.80）。
形成的評価の例示に関しても、3段階の教科書「智恵の木」の9巻から12巻までの内容に
基づきながら、単元にかかわる学習評価紙が示されている。また、その具体的な例示も収
められており、例えば、
「智恵の木」11巻17単元（科学の身体の器官と機能）の場合は、
「私
たちの体をつくっている主な器官と機能を調べ、感謝の気持ちを文章で書いてみましょう」
となっており、それぞれ肺と胃、肝臓に書き込むようにしてある（서울특별시교육청、2018 b，

p.116）。

図１ 進級評価の事例

図2 形成的評価の事例

これらの評価の枠組みは、学校の評価方法（試験）を取り入れるのではなく、成人学習
者という特性に合わせて学習結果より学習のプロセスを重視することにポイントが置かれ
ていることが分かる。なお、ソウル市の場合には、ポートフォリオは1年間保管すること
が義務付けられている。
このように、ソウル市は評価指針を作成し提示しているが、ほかの自治体の場合には、
指針が定まっておらず、ソウル市の指針を参考にしているようである。実際では、学歴認
定課程における評価はどのように行われているのだろうか。ソウル市の識字機関3つの事
例から分析することとする。
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Ⅳ．実際の識字教育現場における評価のあり方
実際の現場では、どのように「評価」が行われているのか。具体的な現場の状況を知る
ために、2019年7月と9月にソウル市の識字教室3 ヶ所（指定機関）で学習者の識字能力の
評価方法及び学歴認定課程の運用方法を中心に聞き取り調査を行った(13)。
１．教育庁直営の平生学習館の場合
ソウル市教育庁直属の平生学習館は、市内に4館あるが、その1つである麻浦平生学習館
青

ではヌㇽプルン学校が運営されている。学歴認定制度が始まる前の2000年から識字教室を
始め、2002年から小学校教育課程を開設し運営している。2005年からは、ソウル地域の成
人識字教育教科書（国語や英語、数学）の開発・普及に協力していた。これは、識字教室
金

色

で教えるスタッフの多くが、クムビッツ平生教育ボランティア団に属している退職教員が
中心となっていたことが影響している。退職教員か教員の経験をもつ女性たちが、識字教
員を担っており、その状況はいまも続いている。

2011年からは小学校学歴認定課
程を開始、1段階から3段階まで運
営している。制度開始翌年の2012
年には平生学習口座制(14)と連動
して、初めて中学校学歴認定課程
を運営しており、2014年に中学校

1段階から3段階の指定を受け、全
国で初めて識字教育で中学校学歴
認定の卒業生を輩出した。小学校
課程を修了してすぐ中学校の学歴
認定課程に進まない学習者のため
に、平生教育振興院の公募事業で
予算を得て、継続教育課程（予備
中学校課程）をも平行実施してい
た。この予備中学校課程は、2019
年からは行っていないが、中学校
学歴認定課程を終えた人々のため
の継続教育クラスも運営しており、
教育庁から講師謝礼の予算を受け
ている。

図3 小学校学歴学習者記録簿
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ヌルプルン学校の学習者はほとんどが60代・70代で、1つのクラス規模は約15人である。
学校では、診断評価を通して学習者のいまの識字能力を把握した上で、教材を基本としな
がら学習者の水準に合わせて内容を調整している。中学校課程では、中間テストや期末テ
ストがあるが、小学校課程の場合は、授業態度や学業達成度を、
「上・中・下」の3段階で
表し（図3）
、担当クラスの教員による評価も記述することとなっている。中学校は教科別
に教員が違うので、担任制ではないが、1段階から3段階まで教科を同じ教員が担当し、学
習者の学習状況を持続的に支援している。小学校の場合は、1段階から3段階まで同じ教員
が担当するように工夫している。
また、小学校及び中学校課程を終えた段階で、継続教育課程があるために、さらに3年
間学ぶことができるようにしている。この継続教育課程は、1から4までの4つのクラスが
あり、主に1と2は、高校の検定考試（卒業程度認定試験）を準備するもの（韓国の歴史、
社会、科学、道徳、英語、美術）で、3と4は、生活英語や漢字、作文などで、小学校を終
えて中学校課程に上がる前の段階の学習者を受け入れる場合もある。
麻浦平生学習館は、どのように学習者の継続した学びが支援できるのかが課題であり、
大学まで続けるようにしたいと考えているという。中学校学歴認定課程を終えてから、単
位銀行制(15)やK-MOOC(16)といった社会教育関連の制度を使いながら、高校の卒業資格を
取り、大学まで進学できるような方法を模索している。
教育庁直営の施設であるだけに、民間の識字教室に比べて資源が豊かで、安定的な運営
が可能であること、ポートフォリオの作成に学習館の担当職員が協力している関係から、
識字教員の負担が他の施設より軽いといえる。
２．学校形態の平生教育施設(17)の場合
サムソン実業学校は、1971年にサムソン再建学校として設立され、1988年に今の学校
名へと変わった。それを機に青少年中心から主婦へと学習者層も変化し、今日に至ってい
る。学歴と非学歴の両方の課程があり、学歴認定も小学校課程と中学校課程を開設してい
る。学歴認定制度が始まる以前は、小中高それぞれの検定考試クラスを開いていたが、小
学校の検定考試クラスはいまはない。小学校学歴認定課程は2013年から、中学校学歴認定
課程は2016年から始め、現在は小学校1・2・3段階、中学校2・3段階を運営している。
学習者は50代・60代が中心で、小学校課程は30人、中学校課程は20人で合計50人の人
たちが学歴認定課程で学んでいる。評価指針ができる前は、教材を読ませたり、質疑応答
を通して識字能力を測っていた。入学時に識字能力を測る基準としては、学習で知ってい
ることを確認する問題と、読んで理解し、問題解決能力を要する問題を出したときに、後
者のほうが修学能力を判断するのに大事であると考えている。教科内容の習熟度を評価す
る際には、問題解決のプロセスと経験中心の評価がほとんどである。
サムソンの場合、特徴的なのは、識字教員の負担を軽減するために、形成的評価（感想
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文・日記も含めて）を1つの冊子にしていることである。1つの冊子とすることにより、ポ
ートフォリオをつくるときの手間を省くとともに、学習内容の質を一定程度保たせるとい
う利点もある。ほかの学習者記録簿などは、ソウル市教育庁の様式をそのまま使用してい
る。また、創意的体験活動の場合は、ほかの教室の優れた事例を掲載しているので、参考
になるという。中学校課程でも中間テスト・期末テストではなく、形成的評価にしている
ため(18)、テストをなくして、諦めずに学び続けるように意識している。

＊例えば、形成的評価として、教科書1巻13単元の子音を書いてみるものと、4巻17単元で数字の書き込みと
適した単語を選んで書いてみるものが収められている。

図4 小学校学歴認定課程1段階の形成的評価紙

３．市民団体の識字教室の場合
青

プルン・オモニ(19)学校は、1994年から始まった識字教室で、地域運動に取り組んでい
る市民団体が母体となっている。外国人労働者や結婚移住女性、青少年など、地域で様々
な活動を展開しているため、オモニたちもハングルを学ぶだけでなく、地域活動にも関わ
っている。
プルン・オモニ学校は、小学校学歴認定コースと非学歴コースで多様なクラスが開設さ
れている。約100人の学習者が学んでおり、その中で小学校学歴認定課程では、2019年に1
段階11人、2段階7人、3段階14人が属している。
夏休みや冬休みに課題を出したり、学期ごとに生活通知表を出しているが、学習者がど
のように成長したのかを前向きに捉え、記述するとともに、自己評価欄を設け、自らどう
過ごしたのかを振り返るように工夫している（図5）
。この通知表では、中央と最後の欄に
自己評価の欄が設けられ、例えば、一番下の欄の自己評価には、学校に一所懸命に通った
かどうか、友達と仲良くしていたかどうか、様々な挑戦をしたかどうかを、星の色を塗る
ようにしている。プルン・オモニ学校では、文字の綴り方よりは、文章を書く力や自尊感
情を大事にし、それぞれの学習者がもっている特性をも考慮し、クラス編成をしていると
いう。評価をするときに、できないことを前に出すよりは、できることを中心に肯定的な
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評価をし、どのようによりよい状態へと高めてい
くのか、それをどのように支援できるのかを意識
している。形成的評価の場合は、様式を事前につ
くって学習の質を維持し、識字教員の負担を軽減
するようにしている。
小学校学歴認定を終えた後は、継続教育として
学び続けるようにクラスを開いているが、中学校
の学歴認定の場合は、学習の量が多く、やめてし
まう学習者が出ていたので、小学校のみにしてい
たが、中学校学歴認定のことも今後考えていると
いう。評価をするというよりは、どれだけ実力が
伸びたのかを知らせて学びを励ますためのものと
して「評価」を位置づけている。
このように、学歴認定制度の導入によって、
「評
価」が重要なイシューとなり、各教室では教育庁

図5 生活通知表

の評価指針を参考にしながらも、教室の特性を活かしながら工夫がなされていた。
Ⅴ．考察

2007年の法改正で識字教育が制度化される中で生まれた学歴認定制度は、現場の実践家
たちなどの長い要求を受けてのものであり、韓国の識字教育の特徴的な仕組みの1つでも
ある。検定考試の試験を通してしか取得できなかった小学校学歴の場合は、識字教室での
学びが認められることで、それが学習者の学習動機になり、学びの励ましにもなっている。
学校教育から疎外されていた人々に、社会教育での学びを通して学校教育への道を開いて
くれる、学校教育と社会教育を結びつける制度でもある。また、学歴認定制度が教材の開
発や教員研修などを促進したことで、一定の教育の質を高める結果をもたらしていた。
一方、学歴認定制度によって生まれた課題もある。学歴認定課程の場合、識字教育教員
への謝礼が支給されるため、非学歴認定課程で無償で教えているボランティアとの待遇の
差が生じている(20)。これは、非学歴から学歴課程へと識字教育教員を移動させる要因にも
なっている(21)。また、学歴認定制度の運用における「学校教育化」を憂う声が少なくな
かったが、学校教育の経験を持たない学習者側が逆にテストや夏休み・冬休みの課題を望
む場合もあるため、そのバランスを取ろうとする姿も現場ではみられた。そして、出席が
重要な要件となり、段階ごとに1年と決まっているために、実際の識字能力が身につかず、
段階だけ進んでいくケースも考えられるため、内実としての識字能力をどう担保していく
のかも課題であると思われる。これは、学習者の継続学習にもつながるもので、課程が終
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わってからの継続した学びの体制を整える必要があり、逆に1年という学習期間に内容に
追いつけずにドロップアウトする可能性もあり得る。さらに、ポートフォリオ作成にかか
る仕事の量が多いため、それが識字教育機関の負担になっていることも見逃せない。
識字教育における「評価」をどのように考えるのか。制度開始から10年を迎えようとす
る学歴認定制度において、
「評価」のあり方をめぐっては、
まだ模索が続いているようである。
韓国の識字教育では、このようなミクロの評価が2007年の制度化以降に位置付けられ
ている一方で、マクロで成人の識字力を調べる「成人文解能力調査」が2014年から3年ご
とに行われていることも、韓国の識字教育における「評価」を考える上で見逃せない。ミ
クロレベルの評価を踏まえて、どのように識字能力が図られているのかを分析することを、
次の課題として考えたい。これは、日本において、長らく行われていない識字能力調査の
内容や方法を考える上で、ひいては、日本の識字教育全体の課題を考える際の重要な示唆
となるであろう。
注
（１）本稿における平生教育は社会教育・生涯学習に、文解教育は識字教育に該当する概念であること
を断っておく。
（２）放送通信中学校・高校は、正規の中学校又は高校に進学できなかった人々を対象に、放送やオ
ンライン、出席授業などを通して中学校、高校の学歴を得ることができる教育機関のことである。
放送通信中学校は2013年から設置された一方で、放送通信高校はもっと歴史が古く、1974年から
設立されている。
（３）例えば、尹福南は、韓国識字教育の歴史を概観した上で、非識字者への対応や外国人の韓国語教
育などの課題に触れながら、政策推進の課題を指摘している（尹福南、
「文解（識字）教育の展開
‐文字を学ぶ人たち」
、黄宗建・小林文人・伊藤長和編著『韓国の社会教育・生涯学習‐市民社会
。また、李智惠は、韓国の識字教育の制度化を詳
の創造に向けて‐』
、エイデル研究所、2006年）
しく取り上げ、2007年の平生教育法の改正の「画期的な意義」を「文解教育を通じた学歴認定に
関する事項」
（p.211）であるとしている。そして、韓国の識字教育支援政策の課題について、国
や自治体からの支援の「安定性」
、
「民間部門の参加や多様性」の「活性化」など（pp.228‐229）
を指摘している（李智惠、
「成人文解教育支援政策の現況」
、梁炳贊ら編著『躍動する韓国の社会
。さらに、2019年に基礎教育
教育・生涯学習‐市民・地域・学び‐』
、エイデル研究所、2017年）
保障学会らによって出された『韓国における識字・基礎教育の展開と課題』は、韓国識字教育の
歴史から識字教育の現状を詳細に述べられ、韓国の識字教育の政策・制度に関する研究は日本で
いくつかみられる。
（４）イ・ジェウンは、学歴認定識字教育プログラムの運営によってみられる民間機関の対応を、積極
的受容型と妥協的受容型、戦略的活用型の3つに類型化している。また、学歴認定制度の導入によ
って識字教育現場が学校化している様子についても指摘している（이재은、2016）
。ホ・ジュンも、

2007年の識字教育の法制化の意味について論じるときに、学歴認定制度で識字教育が学校社会へ
。
と回帰することへの恐れについて触れている（허준、2008）
（５）この「文字解得教育」という用語は、法案では識字教育であったが、国会法制司法委員会で「
『識
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字』の概念が一般国民が理解しにくいことから、法案に「識字教育」とは、文字解得能力を備え
るようにするプログラムをいうと規定」することから、
「識字」を「文字解得」にするのがよいと
提示され、最終的に「文字解得教育」と変えられた（평생교육진흥원、2008，p.29）
。そのあとの
法改正を経て現在は識字教育へと改正され、ある一定度識字教育が韓国社会で根付いたことを現
わしている。
（６）小学校学歴認定の1段階は小学校1 〜 2年生に、2段階は3 〜 4年生、3段階は5 〜 6年生に当たる。
（７）研修は小学校と中学校それぞれに構成され、6つの科目（識字教育概論、識字教育企画及び開発、
識字教育教授法、識字教育学習及び機関経営、識字教育ネットワーク経営、識字教育の価値と教
師の使命）及び現場実習となる。小学校課程の研修は、50時間の教科科目と15時間の現場実習を
受ける必要があり、中学校課程の場合は、24時間の教科科目と15時間の現場実習が求められる。
学歴認定の識字プログラムを行うためには、必ずこの研修課程を履修した教員の確保が必ず必要
である（平生教育法施行令第70条）
。研修課程の申請資格は小学校と中学校で異なり、2008年か
ら18年まで4,753人が研修を受けていた。韓国国家文解教育センターウェブページ（https://le.or.

kr/contentView.do、2020年2月20日最終閲覧）より。
（８）今回の教育課程改訂は、小学校課程において、小・中も授業1時間あたりの時間を45分にし、小
学校課程のすべての段階で総授業時間を240時間へと統一した。また、小学校・中学校課程にお
いて、両方とも創意的体験活動の内容が生活識字中心に変更された。
（９）서울특별시교육청、
「2020학년도 학력인정 문해교육 프로그램 설치・지정기관 확정 공고」
（2020년

1월 6일）
（10）韓国識字教育関係者Aさんの聞き取り調査（2019年7月18日）より。
（11）韓国識字教育関係者Bさんの聞き取り調査（2019年9月30日）より。
（12）ソウル市教育庁では、3つの評価について、診断的評価を「学習者の現在の学習能力を判断して
適したレベルへの配置のための評価」
、形成的評価を「学習者の学習プロセスを理解して、学習指
導に必要な情報を得て、フィードバックするための評価」
、総括的評価を「教育目標の達成度を判
断するための評価」と定義し、評価管理を「識字教育プログラムの学業達成度を把握して学習者
。
の教育目標を達成することに目的がある」としている（서울특별시교육청、2018a，p.21）
（13）2019年7月17日から18日、9月28日から10月1日にかけて韓国の識字教育関係者及び識字教育機
関への聞き取り調査を行った。許可を得て、録音や写真などの資料を収集した。
（14）平生学習口座制は、ネット上で口座を開設し、学歴や経歴、資格、平生学習の履修経験などを履
歴として登録して管理するもので、学歴取得につながる資料としても活用できるものである。例
えば、小学校・中学校識字教育プログラムを履修すれば、小学校・中学校学歴の三分の二の範
囲で学習時間を認めることが可能である。韓国国家平生教育振興院ウェブページ（http://www.

nile.or.kr/contents/contents.jsp?bkind=html&bcode=FACAAAA&bmode=view&idx=FACAAAA、
2020年2月28日最終閲覧）
（15）単位銀行制は、資格や多様な学習経験を単位として認め、その単位が蓄積され、一定の基準を満
たされれば、学位が取得可能な制度で、
「単位認定等に関する法律」に基づくものである。韓国国
家平生教育振興院ウェブページ（http://www.nile.or.kr/contents/contents.jsp?bkind=html&bcode=

FAEAAAA&bmode=view&idx=FAEAAAA、2020年2月28日最終閲覧）
（16）K-MOOCは、韓国型オンライン公開講座のことで、国家平生教育振興院の事業の1つで、大学な
どの優れた講座を一般市民に公開するものである。韓国国家平生教育振興院ウェブページ（http://
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www.nile.or.kr/contents/contents.jsp?bkind=html&bcode=HABAAAA&bmode=view&idx=HABA
AAA、2020年2月28日最終閲覧）
（17）学校形態の平生教育施設は、平生教育法第31条に基づくもので、高校卒業以下の学歴が認めら
れる施設とそうでない施設に分かれる。
（18）ソウル特別市教育庁の指針で2019年から中学校課程は中間テスト・期末テストが形成的評価へ
と変更されることとなったため、従来のテスト形式は2018年から先取りして形成的評価とされて
いる。
（19）オモニは、母親の意味であるが、識字教室の学習者に女性が多いことはこのような識字教室の名
称からも分かるであろう。
（20）例えば、李智惠は、政府による支援が拡大してから、
「有給の教師・講師が登場することで、無
給のボランティアの熱意が下がるという副作用まで生じている」と指摘している。また、学歴認
定制度ができた後に、自主的な教材の開発が「停滞している」とも述べている（李智惠、2017，

p.229）。
（21）コ・ウンミは、非学歴認定の識字教員の場合に、
「ボランティアを暗黙的に強要され、正当な報
酬が支払われない場合が多い。このような状況の中で、学歴認定識字教育運営機関では、識字教
師に報酬を支給しているため、一般識字教育機関の講師たちが学歴認定機関に移動する場合があ
る」
（고운미、2018，p.207）としている。
引用文献
キム・インスクら、
『韓国における識字・基礎教育の展開と課題』
、基礎教育保障学会（日本）
・全国文
解・基礎教育協議会（韓国）
、2019年。
李智惠、
「成人文解教育支援政策の現況」
、梁炳贊ら編著『躍動する韓国の社会教育・生涯学習‐市民・
地域・学び‐』
、エイデル研究所、2017年、207-233頁。
棚田洋平、
「日本の識字学級の現状と課題‐
『2010年度・全国識字学級実態調査』の結果から」
、
『部落
解放研究』2011年、192：2-15頁。
尹福南、
「文解（識字）教育の展開‐文字を学ぶ人たち」
、黄宗建・小林文人・伊藤長和編著『韓国の
社会教育・生涯学習‐市民社会の創造に向けて‐』
、エイデル研究所、2006年、180-195頁。
고운미、
「학력인정제도 운영의 아쉬운 점 및 제언」
『제14회 서울 평생학습축제학술컨퍼런스』
、2018년

9월13일、pp. 203-207（コ・ウンミ「学歴認定制度運営の課題及び提言」『第14回ソウル平生学習
フェスティバル学術カンファレンス』
、2018年9月13日、203-207頁）
。
교육부『초등・중학문해교육 교육과정』
（교육부고시 제2018‐157호、教育部『小学校・中学識字教育
教育課程』
（教育部告示第2018‐157号）
평생교육진흥원、
『평생교육법 개정 해설자료』2008년 5월（平生教育振興院『平生教育法改正解説資料』

2008年 5月）。
서울특별시교육청、
『서울특별시교육청 초등학력인정 문자해득교육 프로그램 학습평가 지침』
、2011년（ソ
ウル特別市教育庁、
『ソウル特別市教育庁小学校学歴認定文字解得教育プログラム学習評価指針』
、

2011年）。
서울특별시교육청、
『서울특별시교육청 문해교육 프로그램 설치・지정 및 운영에 관한 지침』
、2018년4월
（ソウル特別市教育庁、
『ソウル特別市教育庁識字 教育プログラム設置・指定及び運営に
（2018a）
関する指針』
、2018年4月）
。

104

基礎教育保障学研究 第４号 2020.08

서울특별시교육청、
「서울특별시교육청 초등학력인정 문해교육 프로그램 학습평가 운영지침」
『서울특별
시교육청 초등학력인정 문해교육 프로그램 교육과정편성・운영지침』
、2018년4월（2018b）
、pp. 57-

134（ソウル特別市教育庁、「ソウル特別市教育庁小学校学歴認定識字教育プログラム学習評価
運営指針」
、
『ソウル特別市教育庁小学校学歴認定識字教育プログラム教育課程編成・運営指針』
、

2018年4月、57-134頁）。
서울특별시교육청、
「2020학년도 학력인정 문해교육 프로그램 설치・지정기관 확정 공고」
（2020년 1월

6일）
（ソウル特別市教育庁「2020年度学歴認定識字教育プログラム設置・指定機関確定公告」
（2020
年1月6日）
）
。
이재은、
『학력인정제도를 수용한 민간문해교육기관 운영의 변화양상에 관한 연구』
（동의대학교대학원
평생교육학과 석사학위논문）
、2016년（イ・ジェウン『学歴認定制度を受容した民間識字教育機関
の運営の変化様相に関する研究』
（東義大学校大学院平生教育学科修士論文、2016年）
。
이지혜・채재은、
「성인문해 학력인정제도의 가능성과 한계 : 중학문해과정 학습자의 경험을 중심으로」
『평
생학습사회』2015년、11(3)：59-84（李智惠、チェ・ジェウン「成人識字学歴認定制度の可能性
と限界‐中学校識字課程学習者の経験を中心に‐」
『平生学習社会』
、2015年、11(3)：59-84頁）
。
、2018
전은경、
「문해교육 학력인정제도의 성과와 발전방향」
『제14회 서울 평생학습축제 학술 컨퍼런스』
년9월13일、pp.167-190（チョン・ウンギョン「識字教育学歴認定制度の成果と発展方向」
『第14
回ソウル平生学習フェスティバル学術カンファレンス』
、2018年9月13日、167-190頁）
。
허준、
「학습사회론에 비추어 본 문해교육 법제화의 의미」
『평생교육학연구』2008년、14(4)：57-81（ホ・
ジュン「学習社会論からみた識字教育の法制化の意味」
『平生教育学研究』
、
2008年、14(4)：57-81頁）。

本稿は、科学研究費補助金基盤研究（C）
（平成30年〜令和2年度）
「東アジア先進国にお
研究代表者：
ける基礎教育保障モデルの構築にむけた日韓比較研究」
（課題番号：18K02350、
添田祥史）による成果の一部である。

105

基礎教育保障学研究 第４号 2020.08

Operation of and Issues regarding the Academic Career Acknowledgement
System in Literacy Education in South Korea
KIM, Yunjeong (Tokyo Metropolitan University)
SHINYA, Makiko (Osaka Sangyo University)

Abstract
In South Korea, literacy education was institutionalized and the Academic Career
Acknowledgement System was introduced in 2007 with the revision of the Lifelong
Education Act. The System helps illiterate and undereducated adult learners receive primary
and middle school diplomas through participation in literacy programs provided by regional
literacy education institutes. There has been signiﬁcant debate over how learners' literacy
should be assessed.
In Seoul, the primary school diploma course program began in 2011. The Seoul
Metropolitan Office of Education after a number of discussions adopted the "portfolio"
which includes the entire learning process as a method of assessing academic credentials and
has issued evaluation guidelines. There are three types of evaluations (diagnostic, formative,
and summative), and the format of the evaluation paper in the portfolio is also introduced in
the guidelines.
In order to clarify how this evaluation guideline is used in the literacy programs in Seoul,
ﬁeld research including interviews was done at three different types of literacy institutions.
Through our research, we have found that each program provides creative and unique
education following the evaluation guidelines. We also found that the Academic Career
Acknowledgement System has produced not only issues on evaluation but also many other
issues such as the differences of working conditions between teachers and the achievement
gaps between learners while the System improves the learning of uneducated adult learners
and gives them conﬁdence.
The research results will give suggestions for discussing the evaluation guidelines in
literacy and Japanese programs in Japan.
Keywords:
evaluation, lifelong education, literacy, portfolio, the Academic Career Acknowledgement
System
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＜研究ノート＞

夜間中学のニーズはいかにして測られるべきか？
─神奈川県ニーズ調査を事例として─

碓井健寛（創価大学）

USUI, Takehiro (Soka University)

Ⅰ．はじめに
平成28（2016）年12月8日に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会
の確保等に関する法律」
、いわゆる教育機会確保法が議員立法により成立した。この法律
は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、学齢期を超えたひとびと
の教育機会を確保するために、政府・文部科学省が各都道府県および指定都市に少なくと
も1校以上、夜間中学を設置するよう求める上での法的な根拠となっている。法律を受けて、
夜間中学(1)のニーズ調査が地方自治体で行われるようになったのだが、これらのニーズは
適切に測られているのだろうか。
これまで行政によって実施されてきた夜間中学のニーズ調査は不十分であるということ
が、市民団体や研究者から指摘されている。たとえば京都府教育委員会（以後、京都府教委
と略記する）によるニーズ調査がある（京都府教育委員会、2019）
。もともと京都市には京
都市立洛友中学校の夜間学級（旧郁文中学校）があるのだが、京都府内にいる多くのひとび
とが夜間中学に通うことができないのは、遠距離であるという地理的な要因だけでなく、最
近まで「京都市在住」を入学条件としていたことが大きな要因ではないかと思われる。ただ
し現在は「京都市在住」という入学条件を外し「京都市在勤」にまで条件を緩和したと報じ
られている（産経新聞、2019）
。平成22（2010）年の国勢調査によると、京都市を除く京都
府内の未就学者、つまり小学校を卒業することのできなかったひとびとは1,377人存在する。
そこで京都府教委は平成30（2018）年10〜12月にかけて「夜間中学の設置に係るニーズ等
の現状を把握し、今後の夜間中学の在り方を検討するうえでの参考とする」という目的の調
査を実施した。調査結果について京都府教委は次のように述べている。
「ニーズ調査の結果
を踏まえて検討した結果、ニーズが多い地域を判断することは困難であり、直ちに夜間中学
の設置を具体的に検討するに至るニーズを把握することはできなかった」と結論づけた（京
都府教育委員会、2019, p.14）
。この結論に対して市民団体「京都府に夜間中学をつくる会」
は京都新聞に次のように発言している。
「京都府教委も昨年、アンケート用紙2万枚を公共
施設に置いてニーズを調べたが、新設を求める回答は15件のみ。
（中略） 用紙を置いただ
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けでは、届けるべき人に届かない。本気度が感じられない」
（京都新聞、2019）
。
添田（2018）はニーズの測り方について次のような問題があると指摘している。引用す
ると「道県の多くが採用したニーズ把握の方法は、市町村教育委員会にアンケートを行う
というものであった。その結果、
『潜在的なニーズは認められるが、現時点での設置の需
要はない』という趣旨の記述が事業完了報告書には多くみられる」と述べている。他にも、
北海道に夜間中学をつくる会・札幌遠友塾の遠藤ほか（2018）は「夜間中学のニーズ把握
は、学習者（学びを求める人・必要としている人）の目線で、彼ら（学習者）に理解でき
る内容・方法で、彼ら（学習者）に届くという前提で実施するのでなければ正確な実態は
つかめない」と述べている。これらの指摘は、
潜在しているニーズを「誰が」
「どのように」
把握するのかということについての本質的な課題を浮き彫りにしている(2)。
上述のように、ニーズは夜間中学設置の判断の際に重視される指標であるにもかかわら
ず、「誰が・どのように」測るのかがニーズの顕在・潜在化に深く関わるという、ある種
の捉えどころのなさを特徴として持つ。そもそも、ニーズとは何だろうか。広辞苑を引い
てみると、ニーズは「必要」とともに、個人的な「要求」や「需要」についても併記され
ている。現代社会福祉辞典には「何らかの基準に基づいて把握された状態が、社会的に改
善・解決を必要とすると社会的に認められた場合に、その状態をニード（要援護状態）と
することができる」（秋元ほか、2005, p.356）とあるように、特に社会的文脈に規定され
る意味合いを持つ。文章を分解して意味を考えてみると「何らかの基準に基づいて把握す
る」ということと「社会的に改善・解決を必要とすると社会的に認められる」という2つ
のプロセスを経る必要があるということが述べられている。では、夜間中学の設置におけ
る枠組みにおいて、何らかの基準とは具体的にどのようなものを意味しているのだろうか。
また社会的に改善・解決の必要性を認められるというのはどのようなことだろうか。
本研究は、夜間中学で学びたいひとびとのニーズを適切に測るために必要な条件は何か
ということについて、神奈川県教委が行ったニーズ調査をもとに考えていく。本研究での
分析により、支援団体が当事者に対して懇切丁寧に夜間中学のことを説明していた地域で
は、他の地域と比べて、ひとびとの夜間中学への入学ニーズが、より顕在化していること
が明らかになった。
本論文の構成は次のようになる。第Ⅱ 章では、さまざまな学問領域において議論されて
いる「ニーズ」に関連する概念を整理する。第Ⅲ 章では実証分析として、平成30（2018）
年度に神奈川県教委により実施された、夜間中学ニーズ調査を統計的に分析する。それと
ともに望ましい調査のあり方について述べる。第Ⅳ 章で結論と今後の課題を示す。
Ⅱ．ニーズとはなにか
既に述べたように、政府・文科省は「すべての都道府県・指定都市に夜間中学が最低１
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校必要である」という方針を示している。ただし当該自治体において夜間中学を新設する
ためには、入学ニーズを表明している住民がいることが条件となるであろう。ここで夜間
中学のニーズについて定義を明確にしておきたい。筆者はこれまで夜間中学のニーズにつ
いて定義を明確にせずに使用してきたが、自主夜間中学や識字学級、学習支援団体等で学
ぶこと、さらに自学習も含めたものを「学習ニーズ」として定義する。また、ひとびとが
公立夜間中学で学びたいと希望することについては「入学ニーズ」と定義して議論を進め
ていくことにする。なぜなら本稿で扱う、行政が実施するニーズ調査は、ひとびとに対し
て公立の夜間中学で学びたいという意志を問う調査であるからだ。ただし筆者は学習ニー
ズと入学ニーズとの間に、何らかの優劣があることを主張しているわけではない。あくま
で議論を明確化することが目的である。
ところで、そもそもニーズを表明するということは、いかなることであろうか。そこで
本章ではまず「ニーズ」という用語がどのように使用されてきたのかを明らかにする。と
ともに、入学ニーズは専門家が判断するのではなく、当事者によって表明されるよう支援
することが必要であることを示す。次に、これまで夜間中学関係者がどのようにして入学
ニーズを表明し、また当事者を支援してきたのかを歴史的に振り返る。
１．ニーズはいかにして顕在化されるのか
ニーズという用語はどのように使われているのかを見てみよう。介護・福祉の分野では
ニーズを顕在的ケアニーズと潜在的ケアニーズとに分類する。顕在的ケアニーズとは、在
宅療養者本人および家族が調査時に表明したニーズのことである。潜在的ケアニーズとは、
本人および家族は自覚していないが、調査および分析担当者が分析を通して必要と判断し
たニーズである。当事者も周りの誰もが知覚していないニーズは潜在ニーズであると言え
るだろう。原田（2011）はソーシャルワークにおけるニーズがどのように生成されるのか
を説明している。少し長くなるが引用してみよう。
ニード、
ニーズ（need, needs）の訳語は、
「必要」のみならず、
「欲求」
「需要」などがある（広
辞苑）
。しかし、社会福祉の領域では、ほとんど必ず「必要」と訳され、しかも一定の限
定がなされる。すなわち、
「社会」が充足について責任を負うためにも、
「社会的に認められ」
る必要があるニーズとされる「社会的ニーズ」である。これは、
「たんに当事者の主観的
概念としてではなく、
当事者を超えた『社会通念』や『専門家の判断』にもとづいて定まる」
（秋元、2010, p.39）もので、ブラッドショーの言うところの「規範的ニーズ」であり、具
体的には官僚等が法令という形で示したり、ソーシャルワーカーなど専門家によって判断
されるニーズである（原田、2011, p.49）
。
つまり直裁的に言えば、社会福祉においてはソーシャルワーカー等の専門家がニーズの
有無を判断するということである、と考えられる。
それに対して社会学者の上野千鶴子は、専門家によるニーズ判断について次のように批
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判している。客観性については、たんに多数者によって「社会的に含意された」という以
上のことを意味しないため、障害者のように絶対数のうえで少数であるようなひとびとの
場合には、多数者による同意や判定が当事者にとっては不適切なこともあるからである。
とりわけ上野は「
「客観的ニーズ」を「規範的ニーズ」と呼び、
「規範」の担い手を「専門家、
行政官、研究者」のみに限定するのは、権威主義的であるばかりか差別的でもある用法で
ある」と指摘している（上野、2008, pp.14-15）(3)。
それとともに、上野は社会構築主義の考え方を用いて、当事者というのは「クレイム申
し立て活動の担い手」となったときに、はじめて当事者になることを主張している。該当
箇所を引用してみよう。
ニーズが顕在化しないかぎりそれらのひとびとは当事者とはならないし、またニーズを
「感得」しても「表出」するに至るには距離がある。ニーズの顕在化を抑制するしくみす
らある。先に述べたように、顕在化とは葛藤や交渉をともなう構築のプロセスであり、事
後的にのみ「顕在化」と呼べるにすぎない（上野、2008, pp.18-19）
。
ここで上野は、ニーズが顕在化しなければ、ひとびとは当事者にはなり得ないと指摘し
ている。なぜならば問題を抱えている人であるのかどうかは、外部からはわからないから
である。そういう意味で、社会構築主義的に言えば「問題はつくられる」のである。たと
えば障害者は本人が生活を送る上で不自由を感じていなければ、社会構築主義の考え方に
よれば「障害はない」ということになる。乙武洋匡が北欧を訪問して「障害者を特別視し
ない」と発言したことがひとつの象徴である（乙武、2014）
。要するに専門家や外部者で
はなく、本人が自覚し申し立てることによってつくられるものがニーズであり、そのニー
ズをもっとも良く知るのが「当事者」である。その本人の自覚のためには、本人のみなら
ず周囲の能動的な取組が必要である。
たとえば夜間中学の入学ニーズを持つひとびとは、学びたいと思い、夜間中学等に問い
合わせをし、見学に行くことによって「当事者になる」のである。ところが、その前段階で、
そもそも学ぶ権利があることや学ぶ機会が用意されていることを、本人が自覚する必要が
ある。それではどのような作用によって本人のニーズは顕在化するのだろうか。
上野千鶴子は『ケアの社会学』において、本人のニーズが顕在化して当事者になるプ
ロセスを社会からの働きかけと本人からの働きかけとに分解して説明している（上野、

2011）。つまり第1には、行政や支援者等の第三者から広報・呼びかけ等による働きかけで
ある。第2には、本人から行政等への要求や承認を求める運動である。
ここで注意すべきなのは、前掲の上野（2008）は「クレイム申し立て活動の担い手」と
なったときに当事者になるという、社会構築主義的な見解をとっていたのに対して、上野
の『ケアの社会学』では、当事者になるというプロセスについて解釈を変化させている。
そもそも上野（2008）は伝統的な社会福祉学のニーズ判定が、専門家によるもののみとい
うことを批判するために、当事者という概念を定義して議論してきた。しかしながら当事
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者がニーズを自覚していない場合も、やはり存在するわけで、専門家、行政や支援者等の
第三者の存在もまた重要である。そのため上野は『ケアの社会学』において、行政や支援
者等の第三者と当事者を対置させるのではなく、複数のプロセスおよび主体によって本人
のニーズが顕在化し「当事者になる」ことを示した。筆者は、ニーズには「誰が・どのよ
うに」測るのかということの、捉えどころのなさに特徴があると述べたのだが、上野の『ケ
アの社会学』では、時間的な変遷と共に、さまざまな主体と本人との関わりによって当事
者になるという概念が議論されている。本稿の射程には、当事者になる前段階の潜在的な
学習ニーズや入学ニーズを持っている本人や、専門家、周囲の支援者、行政の関わりもまた、
当事者になるための重要なアクターとして含まれていると考える。そのため社会からの働
きかけと本人からの働きかけの双方が、当事者としての自覚を強化するという上野（2008）
の立場に筆者も同意し、議論を進めていくことにする。
上野の議論に戻る。二次元グラフの4つの象限に当てはめて説明してみると、縦軸が第
三者にとってニーズが顕在あるいは潜在しているかどうかの軸、横軸は本人のニーズが顕
在あるいは潜在しているかどうかの軸である。この概念の右上の第1象限より、1）承認ニ
ーズ、そして時計の反対回りに、2）庇護ニーズ、3）非認知ニーズ、4）要求ニーズと整
。
理している（上野、2011, pp.70-72）
まず、4）要求ニーズは、当事者の主観的ニーズのことを指している。伝統的な社会福
祉学の考え方では当事者の主観的なニーズのことをディマンドと言い、あるいは単なるわ
がままと分類してきた。それに対して上野（2011）は 、4）の要求ニーズとして、本人か
ら社会に対して働きかけるという意味を持たせた。ここで上野は障害者自立生活運動の例
を挙げて、24時間介護をともなう障害者の自立生活を「要求ニーズ」から「承認ニーズ」
へと変えてきた運動であることを紹介している。これは後述する高野雅夫らによる夜間中
学設置運動に対応するであろう。そうすると上野の言う承認ニーズは、目覚めた当事者の
運動によって、第三者が社会にとって必要であると認識を改めることになったというダイ
ナミックな変化をも含んでいると考えられるだろう。
また本人にとって潜在化されているニーズが、行政の広報や支援者の働きかけ等によっ
て顕在化されるならば、これは 2）の庇護ニーズに相当する。この庇護ニーズは従来の介
護・福祉分野における「潜在的なニーズ」の用法に対応している。
「庇護ニーズ」から「承
認ニーズ」への移行するためには、行政等から本人に対する呼びかけを通じたニーズの顕
在化の過程が必要である。もし本人が夜間中学で学びたいと名乗りを上げることになった
とするならば、この時点で本人は当事者となり、かつ、本人にとってのニーズは顕在化す
るため、庇護ニーズから承認ニーズへと移行すると考えられる。よって 1）の承認ニーズは、
当事者にとっても第三者にとってもニーズが顕在化されているというよりも、第三者ある
いは当事者のうちのいずれかの働きかけの結果、当事者のニーズが顕在化され、かつ社会
的に承認されている状態という、いわば運動や働きかけの成果を示しているのではないか
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と筆者は考える。
ここで最後に 3）の非認知ニーズについて説明する。上野は当事者が「感じる」ことも
できないニーズに非認知ニーズという名前を与えている。これは一見すると論理矛盾のよ
うに思える。しかし意味がある。上野の議論を要約するとこうなる。潜在ニーズが顕在
化するというプロセスは、第1にどこかで境界を引くことができないというような連続体
であることだ。つまり、あるときから急にニーズが顕在化したということではなく、徐々
に顕在化していくということをイメージしながら、上野は二次元グラフで説明したので
はないだろうか。第2に当事者や第三者が「いまだ知られていないニーズ」に目覚めるの
は、他者との（あるいは他の社会や他の時代との）比較によることが多いからであると述
べている（上野、2011, p.72）
。つまり比較は相対的剥奪感をもたらし、ニーズを顕在化さ
せる引き金となる。言い換えれば、他者や他国で可能なことが、なぜ自分たちの社会には
可能ではないのかという疑問が生まれるのである。上野は2つの事例を引いて非認知ニー
ズの説明をしている。大熊由紀子の『
「寝たきり老人」のいる国いない国』
（1991）で、高
齢者を「寝かせきり」にしない北欧の福祉先進国と比較することにより、
「寝たきり老人」
を当然視する日本社会に警鐘を鳴らしたことである。中西正司らの障害者自立生活運動も、
施設から出ることなど思いもよらない当事者たちに先行的なロールモデルを示すことで、
それが可能だとエンパワーしてきた（上野、2011, p.72）
。この2つの事例は本人と第三者
の外側からの働きかけであると上野は述べているのだが、定義の上で第三者や当事者の外
側に存在していることになる大熊や中西は、いったい何者なのだろうかという疑問は残る。
しかし他との比較を通じて本人が直接的に当事者になる、あるいは第三者が目覚めること
で本人に対して働きかけ、ニーズが顕在化して当事者になるということから、承認ニーズ
へと移行するプロセスを示したことには意味があるだろう。
ニーズとは何だろうか。中西と上野の言葉を借りて、まとめるとすれば次のようになる。
ニーズはあるのではなく、つくられる。ニーズをつくるというのは、もうひとつの社会
を構想することである（中西・上野、2003, p.3）
。
２．夜間中学のニーズはこれまでどのように表明されてきたのか
平成31（2019）年2月、茨城県常総市の市長が、茨城県で初となる夜間中学を開設する
。一方で市民より選出された教育委員からは、どの程度
ことを発表した（常総市、2019）
夜間中学に入学したいと考えているのかを知りたいという意見や、交通手段がないから通
えない方々もいるのではないかと心配する意見とともに可能なサポートを教育委員が要望
している。この発表においても教育委員の1人は「入学ニーズ」がどの程度あるのかが気
になるということを述べている。
これまで、なぜ夜間中学が存在してきたのだろうか。ここで夜間中学の歴史を少し振り
返ってみよう。戦後間もなく9年間の新学制が開始された。ところが終戦直後の混乱期に
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多くの戦災孤児や家計を助けるために学校に通うことのできない子どもたちが存在した。
そうした子どもたちになんとか教育を受けさせたいと願う教師たちが始めたのが公立の夜
間中学である。しかし国は、夜間中学開設当初から設置に対して否定的な対応をとってい
た。
「もはや戦後ではない」という風潮から、地域の教育委員会も夜間中学の必要性に対
して消極的になっていった。
夜間中学の必要性をひとびとに訴える運動の契機となったのが、行政管理庁によるいわ
ゆる「夜間中学の早期廃止」勧告である。政府の動向として重要なので勧告内容の経緯を、
大多和（2017, pp.122-127）の記述より要約しておこう。昭和41（1966）年に行政管理庁
が「年少労働者に関する行政監察」を行った。行政管理庁は、全国で156万人の年少労働
者が存在していること等が問題であると指摘するとともに、当時の労働省、文部省、厚生省、
警察庁等、そして都道府県、市町村等に対して、広く調査を実施し、是正勧告した。特に、
文部省に対する勧告として「義務教育就学者の就労について」が言及されている。抜粋す
ると「家庭が貧困などのため、昼間就労して夜間通学している。いわゆる『夜間中学校』
については、学校教育法では認められておらず、また、義務教育のたてまえからこれを認
めることは適当ではないので、これらの学校に通学している生徒に対し、福祉事務所など
関係機関との連けいを密にして保護措置を適切に行い、なるべく早くこれを廃止するよう
指導すること」とされた。ここで行政管理庁の文部省に対する勧告の説明には「義務教育
の夜間制は変則で、学校教育法にも認められない臨時的措置であり、また、生徒数が減少
し一校20名〜 50名程度（と）存続理由が薄くなっているので、これら夜間中学生に対し
昼間の学校に通学できるよう保護措置を講じ、夜間中学はできるだけ早く廃止するよう指
導する要が認められる」とあった（引用文中の丸括弧内の助詞は筆者・碓井が加筆した）
。
一方で、文部省は夜間中学の廃止に関しては慎重な対応をとり、明確な方針を示していな
いものの、この勧告が市町村教育委員会や、学校現場に何らかの影響をおよぼした。実際、
勧告が出された1966年に夜間中学校の学校数は26校だったものが、2年後に21校と短期間
で大きく減少していることから、大多和は「設置義務があるわけではなく、さらに教育条
件のうえでも諸問題を抱える夜間中学校を学校や設置自治体が廃止する根拠となり得たの
ではないだろうか」と推測している。
文部省はこの勧告を受けて即座に夜間中学を廃止するという対処をとらなかったが、学
齢児の受け入れに関しては厳しく制限するようになった。また義務教育未修了者に関して
は、文部省は昭和41（1966）年に中学校卒業程度認定試験の制度実施を決めたが、当初は
就学猶予・免除を受けた人にその対象を限定しており、原則的にはそれ以外に義務教育の
脱落者は存在しないとの立場を取っていた（江口、2016, p.36）
。
そんな中で、東京都荒川区立第九中学校夜間学級の卒業生、高野雅夫と同校教員の塚原
雄太、そして夜間中学生らが、夜間中学の実態を訴えるべく、ありのままの生活と想いを
映し出した記録映画『夜間中学生』を自主製作し、夜間中学廃止反対運動を開始した。大
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阪でビラをまくなどして夜間中学への入学希望者を見つけ出し、行政に設置を働きかけて
天王寺中学校に夜間学級が誕生した（産経新聞社、2019）
。この運動は夜間中学の必要性
が社会に知らしめられただけでなく、義務教育を終えることができなかったひとびとが夜
間中学で学びたいと名乗り出ることによって、当時の文部省が就学猶予・免除を受けた人
以外には義務教育の脱落者は存在しないとしていたことを否定したのである。繰り返しに
なるが、就学猶予・免除を受けた人以外にも義務教育未修了者が存在したのである。
その後、全国夜間中学研究会が、関係省庁や都道府県に対して夜間中学設置を要望し続
けてきた（添田、2016）
。はじめにで述べたように、夜間中学の設置拡充に向けた法的な
根拠を示す法律である教育機会確保法ができた。また同法が各都道府県および指定都市に
少なくとも1校以上設置されるということの法的な根拠となっている。
それでは夜間中学を必要とするひとびとへの行政からの呼びかけによって、入学ニーズ
は表明されたのだろうか。次章では神奈川県で実施された夜間中学のニーズ調査について、
詳細に分析してみる。
Ⅲ．ニーズ調査の分析
住民の何らかのニーズが存在することを統計的に示すことを、エビデンスまたは統計的
エビデンスという。夜間中学に即して考えるならば、学びたいという学習ニーズは多様で
ある。実際に通っている生徒のニーズは、潜在的に存在するニーズの一部である。なぜな
らさまざまな理由により通うことのできない生徒もいるからだ。たとえば夜間中学の存在
を知らない。夜間中学の存在を知っているけれども毎日通えるわけではない。学齢を超過
しても通うことができることを知らなかったり、必要なのは中学校の卒業証書ではなく、
分数の計算ができるようになることだったりと多様である。そのような中で、夜間中学へ
の入学ニーズをどのように測れば良いのだろうか。
ここで夜間中学の入学ニーズを具体的に把握しようとした試みについて調査の具体例を
見てみよう。神奈川県のニーズ調査は、夜間中学への入学ニーズを非常に多くのひとびと
が表明しているため、
本章で検討することにしたい。平成29（2017）年12月〜平成30（2018）
年1月にかけて神奈川県教委が「夜間中学に関するアンケート調査」を、横浜市と川崎市
を除いて実施した。本調査は夜間中学で勉強したいと考えているひとびとを対象としてい
る。郵送で回答した場合に、夜間中学への入学ニーズありとしてカウントしている。その
合計人数は195名であった。なお調査対象に含まない横浜市・川崎市・県外を除くと160名
であった。本稿では160名を、神奈川県の対象地域における夜間中学への入学ニーズを持
つ者として分析をすすめていく。入学ニーズの内訳を見てみると、日本の中学校を卒業し
ていないという義務教育未修了者が、全回答者のうち47.5％（76人）
、日本の中学校を卒
業しているが夜間中学で学びなおしたいという既卒者が38.1％（61人）
、現在中学生であ
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るが、夜間中学で学んでみたいという学齢期の生徒が3.8%（6人）いた。夜間中学でどの
ような科目を学びたいのか、という質問では、義務教育未修了者のうちで「日本語を学び
たい」と回答した人が最も多く、46.1％（35人）となっている。既卒者では「国語、英語、
数学、社会、日本語を学びたい」の順で希望が多く、
「音楽、美術、保健体育、技術・家庭」
の希望は少ない。 学齢期生徒は、各教科をまんべんなく希望している。
アンケート用紙は次のような場所に配架された。市役所・町村役場、公民館、公会堂、
図書館、社会福祉協議会、教育支援センター（適応指導教室）
、ハローワーク、児童相談所、
フリースクール等の支援施設、NPO関連機関等であった。この調査結果に対して神奈川県
教委は、
「調査結果をふまえて今後の方向性について本調査結果及び各市町村立中学校の
不登校や外国籍の生徒数等を総合的に勘案し、地域の実情を踏まえた夜間中学の設置につ
いて、市町村教育委員会とともに検討を進めます」と、コメントした。

図１ 神奈川県の市町村における夜間中学への入学ニーズと未就学者数

次に各市町村別のアンケート回答者数を見てみよう。図1に散布図を示した。縦軸は夜
間中学のニーズ調査でのアンケート回答者数を示している。
「夜間中学に関するアンケー
ト調査

調査結果の概要」から各市町村のアンケート回答数を引用した。横軸は平成22

（2010）年の国勢調査・未就学者数の男女の合計である(4)。ここで未就学者数は小学校を
卒業できなかったひとびとの人数である。つまり義務教育未修了者の一部である。また本
稿の議論に即して言えば、潜在的な学習ニーズと入学ニーズを持つひとびとの一部である。
アンケート回答数が顕在化した入学ニーズをあらわしている。ただし、アンケート回答数
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は未就学者数の部分集合とは限らないことに注意されたい。アンケート回答者には、たと
えば中学校を卒業しているが夜間中学への入学ニーズを持つひとびとも含まれるからであ
る。未就学者数と比較してアンケート回答者数の多い地域は、学習支援団体や自主夜間中
学等の支援団体による働きかけがあったと考えられる。アンケートに際して支援団体がど
のように当事者に寄り添っていたのかについては後述する。たとえば散布図における藤沢
市と平塚市の座標とを比べてみると、未就学者数はほぼ同じであるのにもかかわらず、平
塚市在住者のアンケート回答者数が相対的に多いことがわかる。逆に言えば藤沢市の未就
学者は平塚市と比べて、それほど入学ニーズが顕在化していないと言えるだろう。
相対的に入学ニーズが顕在化しているひとびとが多い自治体と、そうでない自治体とを
比較をするために回帰直線を引いてみた。つまり散布図のデータの真ん中あたりを通過す
るように、最小二乗法という方法によって引かれた直線が回帰直線である(5)。回帰直線は、

y=1.098+0.045x
（0.731）（0.008）
となった。ここで x は市町村別の未就学者数（男女の合計）を示す変数であり、y はニー
ズ調査のアンケートによって夜間中学を希望するとしたひとびとの市町村別の人数である。
丸括弧内の数値は、切片と係数の推定値の標準誤差を示す。決定係数 R =0.51 であった。
2

ただしサンプルサイズは 30 で小サンプルとなるため、比較的大きな外れ値の影響を受け
やすい。そのため未就学者数の標本平均を中心として、3シグマ区間を超える値をとるデ
ータを除外するという方針をとった。その結果、相模原市のデータを散布図および回帰分
析のデータセットから除外している。ただし相模原市では当事者のアンケート回答に寄り
添う取組をしている支援団体があったので、後で詳細に説明する。
ここで回帰分析の係数である限界効果について説明する。回帰分析は2つの変数の相関
が強いかどうかを示すだけでなく、その係数の大きさである限界効果も示している。既に
述べたように未就学者の人数が多い市町村は潜在的な入学ニーズが大きい。回帰式は、ま
さにその比例関係を示している。たとえば回帰式は一次関数であるため x が1増えると y
はいくつ増えるのかということを示すのだが、用いたデータに合わせて解釈すると、未就
学者数 x が1人増えると y のアンケート回答者数は0.045人増えるという比例関係になる。
係数は直線の傾きであるため数値を100倍しても比例関係は変化しない。すると未就学者
数が100人増えると夜間中学希望者数は4.5人増えることになる。この係数は点推定値だが、
推定誤差を考慮して区間推定値を表すことも多い。x の係数における標準誤差（数式にお
ける括弧内の数値）は0.008なので、これを用いて計算すると、95％信頼区間は（0.028,

0.061）となる。この幅の中に真の母数が入る確率が95％であることを意味する。おおま
かには未就学者数が100人増えるごとに、夜間中学へ入学を希望するひとびとの数は3 〜 6
人程度増えると考えられる。
この回帰直線を挟んで左上と右下の領域ができる。散布図の右下方には未就学者の数の
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多い、つまり潜在的なニーズが大きい藤沢市、横須賀市（中核市）
、小田原市がある。そ
れに比較してアンケート回答数が少ないのは、行政から本人に対する呼びかけが届いてい
ないことが考えられる。左上側に座標のある自治体には厚木市や座間市、愛川町等である。
これらの自治体は未就学者の大きさに比べて入学ニーズが相対的に多いと言えるだろう。
ちょうど神奈川県の県央部に位置している自治体になるが、学習支援団体や自主夜間中学
において学んでいる生徒に対してアンケート配布、声かけや丁寧な説明を行っていた。
ここで相模原市のデータの扱いと取組について述べる。相模原市の未就学者数は589人
と他の自治体と比べて非常に大きかった。そのため上でも述べたように3シグマ区間を超
えるデータであるためサンプルから除外した。しかしながら夜間中学で勉強することを希
望する市民が54名も確認された。相模原市の調査結果は分析からは除外されているが、相
模原市内の学習支援団体が学習者に丁寧に説明、対話しながらアンケートを記入してもら
っていることを筆者は確認している(6)。この学習支援団体について少し説明をしておこう。
この学習支援団体は20年以上前から、相模原市の県営団地内において、主に小中学校に通
っている外国につながる子どもたちを対象に、週1回無料の学習教室を開いてきた。この
学習教室に通う子どもたちの出身地は、近年多様化してきている。アンケートは学習教室
に通う学齢期の子どもたちに対してではなく、かつて、この学習教室に通っていた生徒や、
生徒の保護者に対して行っている。というのも、学習教室のスタッフと教室に通っている
子どもの関係者の間には、とても親密な関係ができているからである。信頼関係ができて
いけば、教室に通う子どもたちの関係者からスタッフに対して、さまざまな相談が持ちか
けられる。学習教室がきっかけとなり、安心して相談ができるコミュニティが形成された
のである。この学習教室のスタッフは、誰が夜間中学を必要としているのか、あらかじめ
よく理解していた。そのためスタッフは、夜間中学で学びたいと考えていそうなひとびと
に対して、スタッフの方から自宅に足を運ぶとともに、アンケートの内容を説明しながら
本人に書いてもらう、あるいはスタッフが代筆している。未就学者数に対する顕在化され
た入学ニーズの比率を見ると、相模原市は非常に高い割合となっている。したがって入学
ニーズを顕在化するという観点からは相模原市における支援団体は、本来望ましい取組で
あるのだが、統計分析の観点からは除外されていることを付記しておきたい。なお、この
調査および相模原市独自のニーズ調査を受けて、平成31（2019）年2月20日に相模原市は
。
夜間中学の設置を検討することを公表している（神奈川新聞、2019）
既に述べたようにニーズは潜在しているのだが、きっかけによって顕在化する。顕在化
するまでの時間は人によって差がある。非常に時間のかかる場合もあるだろう。夜間中学
の存在を知ることによって、はじめて学びたいというニーズが顕れる場合もあるだろう。
周囲のひとびとが寄り添い、本人が学ぶことの手応えを感じながら、共に育んでいく過程
が入学ニーズの顕在化プロセスにおいて必要であるかもしれない。学習支援団体や自主夜
間中学等の関わりは入学ニーズ顕在化において重要な役割を担っていたと言えよう。
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Ⅳ．結論と今後の課題
夜間中学で学びたいと考えているひとびとのニーズ調査はどうあるべきであろうか。ひ
とびとの学習ニーズは他者が判断するのではない。本人が自覚したときにはじめてニーズ
は顕在化され、当事者になるということを社会構築主義の考え方を用いて示した。つまり
当事者は最初から当事者であるのではなく、ニーズを自覚し、表明することによってはじ
めて当事者になるのである。ニーズを表明するということは、まず声を上げるということ
である。ただしニーズが顕在化することは、ひとりでに起こるものではなく、仲間ととも
に学びを深める中で、自分自身が当事者であることに気づくこともある。神奈川県教委の
実施した、夜間中学に対する入学ニーズ調査は「適切なニーズ調査のあり方とは何か」と
いう意味で、示唆にあふれる調査であった。なぜなら、学習支援団体や自主夜間中学等で
学んでいるひとびとの存在によって夜間中学で学びたいという思いが顕在化していること
が示されたからである。具体的にどのように示されたのかを振り返ってみよう。
本稿では、潜在的なニーズである未就学者数と顕在化した入学ニーズを示しているアン
ケート回答者数の散布図を作成した。回帰分析による推定結果から、未就学者数が100人
増えるごとに夜間中学希望者数は3 〜 6人程度増えることがわかった。また学びたいとい
う当事者に寄り添いながら、アンケート調査に積極的に協力した支援団体がいた地域は、
顕著に夜間中学での学習希望者が多かったことがわかった。ただし区間推定の結果は、た
だちに全国の予測値としてあてはめて用いることには注意が必要である。なぜならば地域
によっては夜間中学が存在しないという場合や、学びたいという当事者を支援する団体が
存在しない場合があるからである。逆に夜間中学がなかったとしても、ひとびとに夜間中
学での学びを体感できるような工夫を行い、寄り添うことによって、回帰直線の左上方向
の自治体のように、当事者の入学ニーズが顕在化される可能性が高い。京都府で行ったニ
ーズ調査は1,300人程の未就学者数に対して、顕在化した入学ニーズはわずか15人であっ
た。もし行政がひとびとに適切な呼びかけ、たとえば夜間中学のドキュメンタリー等の上
映会を実施することや、懇切丁寧に説明を行っていたとすれば学習希望者がもっと増加し
ていたのかもしれない。
本稿は、潜在化されている未就学者数と顕在化された夜間中学希望者数という神奈川県
のニーズ調査の結果を用いることにより、ニーズ調査を行っている全国の他の自治体にお
いて、比較参照が可能となる分析結果を示した。実証分析の結果は、学習ニーズ、入学ニ
ーズを持つひとびとに対する、第三者の関わり、すなわち寄り添いが重要であることを本
稿は示唆している。しかしながら残されている課題は多い。特にニーズ調査を、学習ニー
ズや入学ニーズを持っている、あるいは将来的に持つ可能性のあるひとびとに対して、ど
のように届ければ良いのだろうか。本質的な課題は依然として解消されていない。なぜな
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らば学習したいというニーズを持つひとびとは、私が思う以上に、もっと「潜在的」であ
るからだ。
墨田区立文花中学校夜間学級の日常を記録したドキュメンタリー映画「こんばんは」を
見ることで、私は当事者が学校の門をくぐることに、相当な覚悟が必要であることを知っ
た。映画に出てくる、東京都内でプレス工場を営む、夜間学級入学当時71歳の男性の語り
に着目しよう。小学校6年の時に終戦。戦後の貧しい生活の中でお兄さんとプレス工場を
営む。彼の続けている仕事は、小学校までしか行けなかったという犠牲をともなったもの
だった。彼には文字が読み書きできないという苦労があった。そのため「病院の薬局の受
付で、人差し指に包帯を巻いて、人差し指を差し出して、文字を書いてもらう」というこ
とで文字を書くことを回避していた。ところが、彼の人生で勉強をしなければならないと
強く決意した転機が訪れる。お兄さんが亡くなったときであった。兄の葬儀で身内として、
弔辞を読むという場面が訪れたのだが、弔辞が読めなかったのだ。
「そのときはしまった
と思ったけども、おそかったですよね。おそいけども勉強しなきゃいけないですよね。死
ぬ覚悟でやんなくちゃダメだとそのときはじめてね。もしここでダメだったら、自分は生
きていないと思いましたね。そのつもりで、命がけで行ったんですよね。自殺するつもり
で行ったんですよ」と。彼は69歳の春に墨田区立文花中学夜間学級の校門をくぐる（森康行、

2003）。この静かな覚悟に直面すると、私はいつも謙虚にならざるをえない。
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注
（１）夜間中学の説明に関しては『全国夜間中学ガイド』が参考になる（学びリンク編集部、2016）
。
広い意味での夜間中学の定義には、公立の中学校夜間学級だけでなく、ボランティアが支える識
字学級や自主夜間中学も含まれる。公立の中学校夜間学級はフォーマル教育で、ボランティアが
。
支える識字学級や自主夜間中学はノンフォーマル教育として位置づけられる（丸山ほか、2016）
（２）他にも碓井（2017a）は福島県内の4つの地方自治体における教育委員会実施のニーズ調査につい
て問題点を指摘している。
（３）上野千鶴子の共著者である、障害を持つ当事者である中西正司はこれまで障害当事者として自立
生活運動を行ってきた。自立生活運動とは家族の庇護の元で暮らすことか施設で暮らすことの二
者択一を迫られていた障害者にとって、第3の選択肢となる地域での生活を選択することである。
中西の始めた自立生活の初期に、八王子市内において、筆者の所属する創価大学の当時の学生た
ちが中西の運動を支えてきたことが、中西自身によって証言されている（中西、2014）
。
（４）碓井（2017b）に、国勢調査からのデータ取得方法の詳細手順を記載しているので、データを入
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手したいという方は参照されたい。
（５）正確に述べると、一次式で表現される直線に対して、直線との縦軸方向との距離を残差と呼ぶの
だが、その残差の二乗和が最小となるように切片と係数を決定した式のことである。
（６）相模原市の学習支援団体に対しては、2020年2月23日、24日に筆者が電子メールおよび電話での
インタビューによって聞きとり調査を実施した。
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How Should We Evaluate the Needs for the Evening Junior High School?
Case Study: A Survey in Kanagawa Prefecture
USUI, Takehiro (Soka University)

Abstract
"Act to Guarantee access to supplementary learning to insufﬁcient compulsory education
due to absenteeism and what not" has established in 2016. NGO and researchers claimed
that the needs surveys for evening junior high school is not enough. The survey is important
barometer because it depends on not only the method for investigation of who is and how
to estimate the amount of the people with incomplete basic education, and related with the
needs what is latent or revealed. It is also difficult for us to grasp what is the intangible
nature of the needs at all. I apply to the sociological theory of the social constructivism, and
deﬁne the needs for the studying in evening junior high school and analyzed and considered
from the needs survey held by the education board in Kanagawa prefecture. I found that the
people for needs for evening junior high school are more revealed people than other regions
when NGO is there for the people from the estimation results.
Key words:
People who did not complete basic education; Act to guarantee access to supplementary
learning to insufficient compulsory education due to absenteeism and what not; social
constructivism; rights holder; needs survey
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＜報告＞

自主夜間中学「えんぴつの会」における
高齢中国帰国者への日本語教育実践報告
奥元さえ美（自主夜間中学「えんぴつの会」スタッフ）

Ⅰ．はじめに
筆者が、自主夜間中学「えんぴつの会」においてＮさんに出会ったのは、2018年1月の
ことである。Ｎさんは、80代の女性で中国からの帰国者である。当時筆者は、大学院の日
本語教育研究科修士課程に在籍し、夜間中学及び自主夜間中学で行われる日本語教育につ
いての研究をしていた。その研究の一環として「えんぴつの会」の門を叩き、Ｎさんに出
会った。
筆者は日本語教師として20年活動してきたが、教育対象は、ほとんどが日本語学校や大
学などで学ぶ留学生であったため、高齢者への日本語教育は未経験であった。しかも、Ｎ
さんは中国において義務教育等の教育を一切受けたことのない非識字者であった。筆者は、
Ｎさんの日本語教育の担当となり、週に1度、ともに勉強するようになったが、当初は何
をどのように教えるのがＮさんのためになるのかわからず、Ｎさんの学習方法を模索した。
その結果、
「日記を書く」ことがＮさんに適した日本語の学習方法であると結論付け、こ
れを実践してきた。筆者は、この方法がＮさんの変容につながったのではないかと考えて
いる。
本稿は、Ｎさんへの日本語教育実践を報告し、高齢日本語学習者への日本語教育のあり
方および、高齢日本語学習者が、自主夜間中学において日本語を学ぶ意義について考察す
る。
Ⅱ．自主夜間中学「えんぴつの会」
Ｎさんが学ぶ「えんぴつの会」は、東京都墨田区において活動する自主夜間中学である。
自主夜間中学とは、ボランティアなどが運営する民間の夜間中学である。自主夜間中学に
は、公立夜間中学を卒業した後も学びを継続したい、居住地域に夜間中学がない、公立夜
間中学への入学条件が満たされない、週5日の通学は無理だが、1週間に数日ならば学習を
続けたい、日本語を学びたい、という人々が通っている。様々な理由で義務教育を受けら
れなかった人々のために、自主的なかたちで義務教育保障の場を提供しているのが自主夜
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間中学である。
「えんぴつの会」は、
1990年に活動を開始した「多門寺学習会」
（のちに「さざんかの会」
）
とその他の教室が合流し、2003年に名称を「えんぴつの会」として発足した。現在は、公
立夜間中学卒業生が多く学んでいるが、日本語学習の場としての役割も果たしている。
基本の活動は、
毎週月曜日と木曜日、
午後2時から3時35分まで（間に15分程度の休憩あり）
で、2020年1月現在、学習者約15名が、スタッフ約15名とともに国語・数学・社会・日本
語などを学んでいる。また、学習者も運営に携わるスタッフとなり、年間行事を実行して
いる。
「えんぴつの会」の年間行事には、1年間の学習のまとめでもある「自由発表会」や、
学習者の意見を反映した「特別授業」
、
「ハイキング」などがある。
Ⅲ．高齢中国帰国女性Ｎさんの背景
Ｎさんは、現在80代前半の中国帰国（元中国残留孤児）女性である。7歳の時に中国の
養父母に預けられた。その家には、Ｎさんよりも小さい「義理の弟」が二人いた。養母が
病弱だったため、預けられた当初からＮさんは養母と共に家事を行っており、小学校には
通わせてもらえなかった。Ｎさんが10歳の時に養母が亡くなると、Ｎさんは一人で家事を
担わなければならなくなり、ますます学校へ通う機会が遠のいた。こうしてＮさんは、中
国において義務教育等をまったく受けていない非識字者となった。
Ｎさんが日本に帰国したのは今から約30年前である。ご主人・2人の娘さん（Ｎさんの
三女と四女）とともに帰国し、当時埼玉県所沢市にあった「中国帰国者定着促進センタ
ー」
（2016年3月閉所）に入所した。そこで行われていた日本語教育プログラムを受講する
予定だったが、入所後間もなくご主人が病気で倒れて、その看病に追われたため、Ｎさん
は日本語教育プログラムをほとんど受講できなかったという。そして、入所から4か月後に、
現在の居住地である東京都墨田区に引っ越した。
（ご主人は入院中だったため、その3か月
後に合流した。
）
その後は、あとから中国から呼び寄せた娘さん2人（長女と次女）と計6人で生活をして
いた。ご主人の日本語力は定かではないが、4人の娘さんは生活に困らない日本語を短期
間で習得したという。Ｎさん自身が日本語を理解しなくても、生活にそれほど不便を感じ
なかったと思われる。
今から15年ほど前にご主人を亡くし、4人の娘さんはそれぞれ家庭を持ったため、Ｎさ
んは現在一人暮らしである。しかし、居住しているアパートには日本人の友人が複数おり、
自治体が主催する中国帰国者の懇親会で知り合った中国人の知人もいるという。その中国
人の紹介で、Ｎさんは2017年に「えんぴつの会」に入会した。
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Ⅳ．
「日記を書く」学習方法を取り入れる前のＮさんの日本語力と日本語の学習内容
１．入会当初（2017年）
Ｎさんは、
「えんぴつの会」に入会してはじめて、日本語教育を受けることとなった。
Ｎさんが「えんぴつの会」に入会したころ、筆者はまだ「えんぴつの会」のスタッフと
なっていなかったため、これは前任者の話であるが、Ｎさんは、入会後まずひらがな・カ
タカナの読み書きの習得に取り組んだ。それまでにも多少自学していたと思われるＮさん
は、短期間でひらがな・カタカナを習得し、漢字と日本語初級文型の学習を開始したとい
うことである。
２．入会１年後（2018年前半）
Ｎさんが「えんぴつの会」に入会してから1年ほどたった2018年1月、筆者は「えんぴつ
の会」のスタッフとなり、Ｎさんの日本語教育の担当となった。筆者は月曜日の担当をし、
木曜日は他のスタッフが担当した。本節では、2018年前半ころのＮさんの日本語力と、Ｎ
さんの日本語学習の詳細について述べる。
①Ｎさんの日本語力
まず、Ｎさんの日本語力について述べる。Ｎさんの日本語は「片言」であった。前任者
は中国語が堪能だったため、必要な時は中国語で話していたということだが、筆者は中国
語がまったく分からない。加えて、Ｎさんはほとんど漢字を理解しないので、筆談も不可
能である。それでも、Ｎさんは知っている単語を並べて意思を伝えようとし、筆者もそれ
を理解しようと努めた。当時のＮさんの日本語力の詳細については、次の通りである。
Ｎさんが運用できた名詞は、年月日や曜日、家族の名称、体の部位、調理用具や調味料、
食材など、ごく身近な語彙である。また、暑い・寒い、痛いなどの感覚、甘い・辛いなど
の味覚、大きい・重い・高い・安いなどの身近な形容詞を理解・運用していた。動詞の運用も、
ごく身近なもの─食べる・飲む・買う・見る・聞く・作る・行く・歩く・乗る・降りるな
ど─に限られていた。
しかし、これらの語彙のほかに、Ｎさんは自分の身に起きたことや特別伝えたいことな
どについての語彙を知っていた。例えば、子どものころ中国の養父母に預けられたことを
話したとき、
「お母さん、私達邪魔、邪魔」と、
「邪魔」という語彙を使った。
「所沢のセン
ター」に入所したこと、ご主人が「脳梗塞で倒れた」こと、
「娘、花粉症です」
「友だち、がん、
亡くなりました」などである。Ⅲで記述したＮさんの背景は、通訳などを通して語られた
ことではなく、Ｎさんが日本語学習の合間に、直接筆者に日本語で話してくれたことである。
②Ｎさんの学習内容

2018年前半のＮさんの学習内容について述べる。そのころＮさんは、名詞述語文、形容
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詞述語文、動詞述語文の学習を終えて、動詞の活用形を用いた文型の学習をしていた。
Ｎさんと筆者の日本語学習は次のような順序で行った。授業開始後、前回の授業からそ
の日までの1週間に起こったことについて、Ｎさんに話してもらう。そして、その内容か
ら、筆者が話題を広げてさらにＮさんから発話を引き出す。次に、
「えんぴつの会」が使
用していた夜間中学のオリジナル教材である「初級日本語ドリル」を用いて、初級文型の
学習を行う。筆者が文型の意味・使い方・形を説明したあと、Ｎさんは教材の指示に従って、
学習文型を含んだ文を書く。そしてその後、学習した文型を用いて、Ｎさんの生活を表現
する会話練習をする。
文型の学習は、どうしても「書く」活動が中心となった。Ｎさんが書くことが好きだった
ことと、Ｎさんが実はほとんど文型の意味を理解していなかったため、例文を書き写すしか
なかったことが理由だ。動詞の活用のルールも1グループ（五段活用）の動詞に関してはほ
とんど覚えられず、授業時間内に少し覚えても、次の週にはきれいに忘れていた。
漢字学習は、筆者の担当ではない木曜日に、日本人の小学校低学年向けの漢字ドリルを
使用して行った。書くことが好きなＮさんは、漢字学習にも大変熱心に取り組んでいたと
いう。
Ⅴ．Ｎさんの学習方法の変更 ─「日記を書く」学習方法へ─
Ｎさんとの日本語学習を始めて半年ほど経ったころ、筆者は、今までの学習方法がＮさ
んに適しているとはいえないのではないか、学習方法を見直すべきではないかと考え始め
た。上述の通り、Ｎさんが文型の意味をほとんど理解していないと思われたこと、動詞の
活用など、文型の形のルールを覚えられないこと、使用教材の場面や語彙がＮさんに合っ
ていないと考えられること、さらに学習が自己表現につながっていないことからである。
このころ、他の学習方法を試してみた。例えば、初級の学習者向けの多読教材を用いた
学習や、学習した文型を使った会話タスクなどである。Ｎさんは、とても真面目で熱心な
学習者であるから、筆者が示す学習方法を受け入れ、大変熱心に取り組んでくれた。しかし、
どれもＮさんの生活に役立つとは思えず、Ｎさんの自己表現につながっていないという思
いが筆者の中に常にあった。
最終的に、筆者は「日記を書く」ことがＮさんに合った日本語学習の方法なのではない
かという結論を出した。以下に、その理由を述べる。

1つ目に、上述の通り、Ｎさんが「書く」という活動を好んでいたからである。Ｎさん
が書くことが好きなのは、Ｎさんが中国語の「非識字者」であることが大きく影響してい
ると思われる。Ｎさんが初めて読み書きができるようになったのは、日本語の「ひらがな・
カタカナ」である。そして、母語である中国語では読み書きできなかった「漢字」を多少
なりとも運用できるようになり、
「漢字仮名交じり文」を書くことができるようになった。
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ここにＮさんの喜びがあったと思われる。また、Ｎさんは、
「書くことが勉強である」とい
う学習観を持っていると思われた。これらのことから、
「漢字仮名交じり文」を「書く」こ
とがＮさんの喜びとなり、勉強したという達成感につながることなのではないかと考えた。

2つ目に、Ｎさんには、今後新しいことばや文型を覚えてもらうことを目標とするので
はなく、今持っている日本語力で表現してほしいと考えたからである。牲川（2011）は、
日本語教育の目標を日本語能力の育成であることを前提としながらも、日本語が「できる
ようになりたいという思いを育むことをめざす」
（p.74）ことを提案している。また、日本
語能力育成をめざす日本語教育は、
「今ある力で自信を持って表現し合おうとする意欲を
奪ってきた。
」
（p.75）とも述べる。筆者も、Ｎさんに今ある力で自信を持って表現しても
らいたい、できるようになりたいという思いを育て、サポートしたいと考えた。

3つ目に、Ｎさんに自分自身について表現してほしいと考えたからである。細川（2012）は、
日本語教育実践において「バーチャル・リアリティ（仮想現実）を排する」
（p.212）こと
が重要であると述べる。Ｎさんにも、日本語教材にある架空の誰かが体験したことでなく、
Ｎさん自身の体験を書くことが必要であり、意味があると考えた。
以上のような理由でＮさんの学習方法を「日記を書く」ことと決定し、2019年3月から
この学習方法を実践した。
Ⅵ．
「日記を書く」学習方法の実践とＮさんの変容
「日記を書く」学習は、まず、Ｎさんが自宅で日記を書き、それを「えんぴつの会」に
持参する。そして、筆者とともにその日記を読み、日本語を直しながら、Ｎさんが情報を
補足したり、筆者が質問したり話題を発展させたりする。また、適宜関連した日本語の語
彙や表現などを学ぶという内容で行われた。
この活動を続けていくうちに、Ｎさんに変容が見られた。Ｎさんの変容を①日記の形式、
②日記の内容、③漢字への意識、④Ｎさん自身の変容、の4つに分けて報告する。
１．日記の形式
日記を書き始めた当初は、筆圧が弱いのか文字が薄く、ひらがなが多い文章で、文字の
バランスも悪く、
全体的に弱々しい印象だった。日記としての形式も整っていなかった（資
料1）
。しかし数か月後には、これが大きく変化した。筆圧の強いしっかりした文字で、漢
。
字も多く、文字のバランスも日記の形式も整い、力強さを感じるようになった（資料2）
このことから、Ｎさんの中に、日本語を書くことに対する自信が芽生えたことがうかが
える。Ｎさんは、もともととても丁寧に文字を書いていたが、毎日のように文章を書くこ
とで、形式にも配慮しながら、しっかりとした文字を書くことに対して自覚的になったと
思われる。
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資料１

資料2

２．日記の内容
活動開始初期は、
「〜に行きました」
「〜を買いました」という文の羅列であった。また、
日記に登場するのはＮさんのみだった（資料3）
。しかし、しばらく経つと「買う」だけだ
った文が、
「〜を作りました」
「おいしかったです」と発展した（資料4）
。人物も、Ｎさん
、筆者をはじめとする「えんぴつの会」
だけでなく、Ｎさんの娘さんや病院の医師（資料5）
。
のスタッフが登場するようになった（資料2）
これらのことから、日本語の文章について意識的になったことがわかる。色々なことば
を使おうとする意欲も見られる。また、日記を書くことで視野が広がったことがうかがえ
る。日記に書く場面が多様化し、Ｎさんの意識が外へ向かうようになったと考えられる。
資料3

資料5

資料4

３．漢字への意識
Ｎさんは、
「えんぴつの会」で日本語を学び始めたころから既に漢字学習意欲が高かっ
たが、日記を書き始めたころはひらがなが目立つ（資料6）
。しかし、数か月後には意識的
。特に、商品名が増えた。スーパーなど
に漢字を書くようになったことがわかる（資料7）
で買ってきたもののラベルを見て漢字を書いているのである。また、地名や地域のセンタ
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ーなどの固有名詞を書くようになったので、何を見て書いているのか聞いたところ、外出
する際に筆記用具を持参し、街の中で目に付いた漢字を書いているという。この積極的な
姿勢には驚かされた。外出時の出来事を日記に記す回数も増えた。日記を書くことが、
日々
の気持ちに張りを与えたのではないだろうか。
資料7

資料6

４．Ｎさん自身の変容
「日記を書く」学習を進めるうちに、日記の形式や内容だけでなくＮさん自身にも変化
が見られた。この学習を始めたころ、Ｎさんと筆者の学習歴は1年以上となっていたので、
既に信頼関係ができていたと筆者は考えているが、Ｎさんから筆者への質問などは少なく、
筆者からの一方的な働きかけによる学習だったと認識している。しかし、日記を書き始め
てから、徐々にＮさんに変化が現れてきた。まず、よく笑い、大きい声で話すようになった。
そして、自ら話題を提供して自分自身について積極的に話し、さらに「先生はどうですか」
と筆者に質問を投げかけるようになった。日記に記した内容に関するもの、例えば家族の
写真や友だちからもらったものなどを「えんぴつの会」に持参し、それらを筆者と共有し
ようとする行動も増えた（資料8-1、8-2）
。筆者が日記に登場する回数も増え、その日に学
習した語彙を使って日記を書くこともあった（資料9）
。
日記を書くことで、日本語を使うことに自信を持ち、筆者にも積極的に働きかけを行う
ようになった。また、視野が広がり、他者への関心が生まれたと思われる。
資料8-1

資料8-2

資料9
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Ⅶ．結論
Ｎさんは、今ある日本語力で自らの日々について書き記した。新しいことばや表現を使
うことはほとんどなかったが、ほぼ毎日日記を書き、その文章や内容は進化した。このこ
とは、Ｎさんの、日本語での自己表現が「できるようになりたいという思いを育む」
（牲川、

2011）ことができたことを示しているのではないか。
『私』の体験」
また、細川（2012）は、バーチャル・リアリティー（仮想現実）を排し「
（p.212）によって学習することが、言語活動能力を育成すると述べている。Ｎさんが自ら
の経験を日記に書いたことが、Ｎさんの言語活動能力を育成したと言えるであろう。
Ｎさんの日記は、温かさと一生懸命さにあふれている。これは、Ｎさんの人柄そのもの
である。細川（2012）は、
「
『私のことば』とは、具体的な顔を持った個性あるものとして
表れる。その具体的な顔や個性とは、人それぞれの人格であり、人柄である。
」
（p.208）と
述べている。Ｎさんは、
「Ｎさんのことば」
で表現することができたのではないかと思われる。
この「日記を書く」学習においては、読み手の存在が重要であると考える。Ｎさんは日
記の読み手である筆者を意識して日記を書いている。細川（2012）は、
「私のことば」で
表現できたと実感できる条件の一つとして、相手に伝えたことが反応として自分に戻って
くることを挙げている。読み手である筆者が日記に対して反応することで、Ｎさんは自己
表現できたと実感し、それが、さらに書くことへのモチベーションとなったのではないだ
ろうか。
以上のことから、Ｎさんのような高齢日本語学習者に対しては、日本語能力を育成する
ことを目指すのではなく、まずは、日本語による自己表現が「できるようになりたいとい
う思いを育む」ことを目標とし、自らのことを他者へ向かって発信する機会を与えたい。
高齢日本語学習者は、自主夜間中学において日本語を学び、日本語で自己表現することに
より、新たな生きがいを見つけたり、視野を広げたりできるのではないだろうか。自主夜
間中学は、そのような学習者に対して、学習者に合った活動を提案し、自己表現のサポー
トをする場、他者へ発信する場としての役割を果たすことが期待される。
引用文献
牲川波都季、
「表現することへの希望を育てる─日本語能力と表現観教育─」
、
『早稲田日本語教育学』
、

2011年、8-9：73-78
細川英雄、
『
「ことばの市民」になる─言語文化教育学の思想と実践』
、ココ出版、2012年
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基礎教育保障学会では、2017年から2年間、公益財団法人トヨタ財団より助成を受け、
韓国の全国文解・基礎教育協議会とともに活動を行った。アジア諸国と連携して基礎教育
研究を進めるためのネットワーク構築を目指し、まずは隣国の韓国との実践研究の交流を
行うことが目的であった。特別報告という形での原稿は本学会誌としては初めての試みで
あるが、学会として取り組んだ活動の報告を掲載するものである。
なお、本プロジェクトに関する活動の記録はこの限りではなく、学会ウェブサイトの特
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において、既にその成果を公開している。合わせて、
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＜特別報告＞

日韓基礎教育共同プロジェクトの成果と展望
上杉孝實（基礎教育保障学会会長）
・大安喜一（ユネスコ・アジア文化センター）
・
金侖貞（東京都立大学）
・坂本旬（法政大学）
・新矢麻紀子（大阪産業大学）
・
添田祥史（福岡大学）
・棚田洋平（部落解放・人権研究所）
・
長岡智寿子（田園調布学園大学）
・肥後耕生（豊岡短期大学）
・森実（大阪教育大学）

Ⅰ．はじめに
人間として文化的な生活を送るうえで不可欠なものとして、識字などの基礎教育は、経
済的に発展した国にあっては初等教育からさらに中等教育の段階に至るまで、義務教育の
範疇で扱われるようになっている。日本にあっても、学校教育の普及によって、今日で
は非識字の問題はないかのようにとらえられがちであった。国による識字調査さえもが、

1950年代半ば以後行われていない。しかし、差別、貧困、病気、障害、戦争などの影響に
より、不就学であったり、長欠であったりして、義務教育を終えることのできなかった人、
たとえ義務教育を修了していても、十分な学力を身につけることのできなかった人が少な
くないことが明らかになってきている。このような成人が、全国各地の識字・日本語教室、
公立夜間中学校、自主夜間中学などで学んでいるが、その背後には、基礎教育を必要とし
ながら機会を持たないきわめて多くの成人が存在する。
識字運動は、部落解放運動の中から広まり、様々な立場の人に広がりを見せた。植民地
化により来日を余儀なくされ、文字の習得の機会を持てなかったコリアンに加え、その後
中国からの帰国者や労働政策による新渡日の人も多くなり、あらためて基礎教育を必要と
する人が増加しているのであり、国際的な人の交流促進もあって、今後その傾向はさらに
強まることが予想される。識字が前提とされる社会では、非識字の状態に置かれた人は、
そのような人が多い社会以上に生活を営む上で多大の困難に直面している。
日本における識字を含む成人基礎教育は、実践の展開に比べ、その研究には遅れが見ら
れた。海外ではこれらの研究が盛んになっているのであり、その動向を踏まえての比較研
究も重要になっているが、欧米に比べてアジアとの比較研究は少ない。識字も、読み書き
を通じて自己を規定している社会に目を向け、それを変える力ととらえられるようになっ
ている。
このようなことから、2016年に基礎教育保障学会が設立され、実践と研究の接合が図
られた。2017年には、アジア諸国と連携して基礎教育研究を進めるためのネットワーク
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構築を目指して、まず隣国の韓国との実践研究の交流を行うため、トヨタ財団の国際助
成プログラムに応募して採択され、以後2年間韓国の全国文解・基礎教育協議会とともに
取り組んだ。韓国は、日本の植民地政策によって母語の習得が妨げられ、第二次世界大戦
終結直後は非識字者が多数であったのに加えて、朝鮮戦争による学習機会の喪失もあった
段階から、文解教育(1)を中心とした成人基礎教育の推進によって、著しい成果を上げてき
ている。平生教育法がその支えになりながら、その限界も指摘されている。一方日本では、

2016年の教育機会確保法で夜間中学校の振興が図られているが、その前進は遅々たるもの
である。展望を拓くために日韓が相互に実践・研究の交流を行う意義は極めて大きいので
ある。
以下、次章でプロジェクトの目的と推進体制について確認した後で、各事業の取組と成
果について述べ、最後にまとめと展望を示す。
（上杉孝實）

Ⅱ．プロジェクトの目的と推進体制
これまでアジアにおける基礎教育保障問題は、発展途上国の問題として認識されてきた。
しかし、経済的発展を遂げ、学校教育制度が普及した日本や韓国のような国では、経済的
事由や移民問題等により、基礎教育の機会から排除された人々の学び直し支援等、先進国
特有の課題が浮上している。
日韓両国ともに、戦争や差別などにより教育機会を奪われた従来の高齢学習者層に加え
て、グローバル化や現代の貧困・格差、学校教育の機能不全などにより若年学習者層も増
加している。前者については、スタッフも含めた参加者の高齢化に直面しており、自国
内の交流や情報だけでは展望が見いだせない状況にある。後者については、
「新しい経験」
であり、試行錯誤の日々が続いている。先進国における基礎教育保障問題は、基礎学力保
障のみならず、他者や社会への信頼の回復、自己肯定感の向上、育児や就労の知識や技能
の獲得など教育・福祉・労働・市民的権利の保障にまたがる複合領域として現れる。欧米
の経験は参考になるが、そのまま転用することは難しい。支援の実際においては、教育制度、
労働慣行、家族形態などアジア特有の文脈を考慮した対応が求められるからである。
そこで、本プロジェクトは、日本の基礎教育保障学会と韓国の全国文解・基礎教育協議
会の協力を軸に、基礎教育保障に関する政策立案、教材開発、スタッフの養成と研修に関
する知見を交流するとともに、実践と研究と政策をつなぐ領域横断的な組織づくりのあり
方について、相互交流することにした。アジアにおける基礎教育保障の解決にむけた国際
協同をめざし、2017年11月から2019年11月までに次の活動を行った。
① 実践課題、
政策、
スタッフの養成等に関する知見を共有するための「学びあい交流会」
を日韓交互に開催する。
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② 日韓それぞれの優れた教材と教材開発の視座と方法を相互に翻訳し、公開する。
③ 日韓両国の基礎教育保障の現状と課題をまとめたブックレットを作成し、公開する。
④ 日韓の識字学習者の交流を重ねて、日韓識字学習者共同宣言を採択・発表する。そ
の記録動画を作成し、ネット配信を行う。それにより現場のエンパワメントをめざす。
⑤

プロジェクト終了後も活動を継続させるために、
「アジア基礎教育保障ネットワー
ク会議」の設立準備を進めていく。

⑥ 成果を一般公開するための特設ホームページを開設する（http://asia-net.jasbel.org/）
。

図１ 本プロジェクトの全体像と推進体制

本プロジェクトの全体像と推進体制を図1に示した。基礎教育保障問題は、教育・福祉・
労働・市民的権利の保障などさまざまな領域にまたがる。そこで求められる交流は、特定
の領域間の個別交流ではなく、領域横断的な組織的交流である。そのために、日本と韓国
の双方に情報や人的ネットワークの結節点としての「ハブ機関」を設定する。日本側は基
礎教育保障学会が、韓国側は全国文解・基礎教育協議会がハブ機関となる。
全国文解・基礎教育協議会は、
「教育平等・幸せの分かち合い」をビジョンに1999年に
設立されたネットワーク組織である。識字・成人基礎教育に関する社会的支援システムの
整備、識字・成人基礎教育支援の専門家養成、市民教育プログラムの開発と実施、識字教
育機関に対するコンサルティングを行っている。ソウル、京畿、忠清、釜山、恵南、全羅
に支部をもつ（https://literacy1999.org/ 及び http://cafe.daum.net/literacy2007）
。
「躍動するアジアにおける基礎教育
トヨタ財団から2年間で合計700万円の助成を得た（
保障のための共同探究ネットワークの構築」
）
。これについては、日本側400万円（予備費
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含む）
、韓国側300万円をそれぞれで管理することとした。さらに、本プロジェクトと並走
する科研費も獲得し、成果の分析と発信に努めた（基盤研究（C）18K02350「東アジア先
進国における基礎教育保障モデルの構築にむけた日韓比較研究」
）
。
以下、各事業の成果を述べていくが、有形の成果物はすべて特設ホームページに一般公
開している（図2）
。ぜひ、活用いただきたい。

図２ 特設ホームページの仕様（http://asia-net.jasbel.org/project）
（添田祥史）
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Ⅲ．学びあい交流会
１．第1回 日本開催（大阪府堺市）
「学びあい交流会」は、実践課題、政策、スタッフの養成等に関する知見を共有するた
めのシンポジウムや実践交流を目的として、日韓交互に合計4回開催した。
第1回目は、韓国側関係者が来日して、2017年12月1日〜 2日にかけて、大阪府堺市で開
催された第63回全国夜間中学校研究大会(2)を視察した。併せて、夜間中学の現場見学も行
った。大会期間中は、昼食会場として近隣のレストランを借り切った。韓国語話者を各テ
ーブルに配置することで、食事を共にしながら交流できるように工夫した。
韓国側の参加者を表1に示した。本プロジェクトの韓国側ハブ機関である全国文解・基
礎教育協議会関係者に加えて、全国夜学協議会、韓国文解教育協議会からも参加があった。
大会主題、夜間中学生の体験発表の原稿を事前に提供いただき、韓国語に翻訳した。本プ
ロジェクト・メンバーによる通訳に加えて、大阪の識字教室の関係者と学習者に通訳をお
願いした。
表１ 第1回 学びあい交流会 韓国側参加者（敬称略、順不同）

滞在2日目は、予定を変更して、リバティおおさか（大阪人権博物館）で開催されている
夜間中学増設運動の企画展を見学することに
なった。午後からは「教育機会確保法の成立
過程と意義」についての合同学習会を行った。
講師は、関本保孝さん（えんぴつの会／元公
立夜間中学校教諭）と庄司匠さん（夜間中学
と教育を語る会）が務めた。終了後、韓国側
の訪問団が宿泊するホテルのレストランを借
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り切り、懇親会を開催した。リレートーク方式で、感想を述べあった。
滞在3日目の午前中は、日韓合同プロジェクト会議を開催した。今後のプロジェクトの
内容とスケジュールについて協議した。
キム代表からのお礼状には、
「日本の識字学習者と識字教育関係者の規模と情熱に大変
驚き、夜間中学校の施設と具体的な制度に対してとても羨ましく」思えたこと、
「教育機
会確保法制定以降の日本の動きが非常に気になっていたので、韓国の文解教育に関する法
制化を準備するにあたり、大変意義深いものとなった」とある。
（添田祥史・肥後耕生）

２．第2回 韓国開催（ソウル、プチョン）
第2回学びあい交流会は、2018年9月17日〜20日にかけて、韓国（ソウル特別市・プチ
ョン市）で開催した。日本から総勢19名で訪韓した。第3回学びあい交流会での日韓基礎
「よみかき教室ふくおか」
教育宣言づくりワークショップ（2019年3月福岡開催）を見据え、
の学習者3名とスタッフ3名にも参加してもらった。

1日目は、入国後の夕刻から仁寺洞テファビル会議室にて、日韓合同プロジェクト会議
を開催した。韓国からは6名が参加し、プロジェクトの進行状況と今後の計画を確認する
とともに、第3回学びあい交流会に向けての協議を行った。夕食後には、プロジェクト実
務者会議と、景福宮夜間観覧を行う2つのグループに分かれた。

2日目は、2 ヶ所の文解教室を訪問した。午前中には、プルンオモニ学校を訪問した。ム
ン・ゾンソクさんによるプルンオモニ学校の紹介や文解教育の現況についての説明、プル
ンオモニ学校の学習者との交流、
教室見学や授業参観を行った。韓国伝統のシッケ
（甘米汁）
とソンピョン（松餅）をいただきながら、学習者の教室での様子についてお話を伺い、学
習者の紹介映像を鑑賞しながら交流した。午後には、サムソン実業学校を訪問した。アン・
ジンヒョンさんによるサムソン実業学校の紹介や韓国における成人の学歴認定と認定プロ
セスについての説明、教室見学や授業参観を行った。特に、成人初等学歴認定課程の区分、
成人初等文解教育課程の編成について学んだ。夕刻には、研究者や実践家を交えての合同
学習会・交流会を開催した。韓国側からは、ユン・ヨガクさん（国家平生教育振興院院長）
、
シン・ギョンソクさん（国家平生教育振興院国家文解教育センター長）
、イ・ヒスさん（中
央大学校）
、イ・ジヘさん（翰林大学校）をはじめとする、総勢23名が参加した。出席者
の紹介に続き、チェ・ゾンボクさん（古康総合社会福祉館）による日韓識字交流の経過報
告を共有し、出席者全員が感想や識字・基礎教育への想いを語り合いながら交流を深めた。

3日目は、午前中にソウル南山ツアーをした。午後には、京畿道富川市ポクサゴル文化
センターで開催された「2018全国文解ひろば―文解、わたしを踊らせる！―」
（全国文解・
基礎教育協議会主催）に参加した。年一回、文解月間に合わせて、全国の文解教室の学習
者が集い、舞台発表や詩画作品展示を行っている。学習者が準備した合唱、ダンス、演劇
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などの舞台公演、標語パフォーマンス、詩や
自伝などの朗読、千字文の暗唱など、日頃の
学習成果の発表があった。学習者の発表や語
りのなかで「文字を学ぶことによって自信が
つき、今では自分の人生を生きている」とい
うことばが印象的であった。学びを通しての
生きる喜びや幸せを、みんなで歌い、踊りな

写真２ 第２回学びあい交流会会場にて

がら互いに激励し合い、分かち合う場となっていた。会場に集まった人数に驚き、学習者
が発表する姿に感銘を受けた。
このように、第2回学びあい交流会では、文解教室の訪問、合同学習会、全国文解ひろ
ばへの参加を通じて、韓国文解教育の現状について学びを深めるだけでなく、学習者との
交流、日韓の学習者同士の交流ができたことに大きな意義があった。
（肥後耕生）

３．第3回 日本開催（福岡県福岡市）
「学びあい交流会」の第3回を、2019年3月27日から30日までの日程で開催した。これま
での2回の「学びあい交流会」は日本と韓国でそれぞれ開催し、各国における識字・基礎
教育関連施策等の学習や、教室訪問や関連集会への参加をとおして、日韓の識字・基礎教
育の現状と課題について互いに学びを深めた。それらの成果をふまえながら、第3回の交
流会では、
「日韓識字・基礎教育共同宣言づくり」に向けたワークショップを実施した。
日本側の参加者は33名で、うち8名が全国各地（北海道、大阪、兵庫、福岡、沖縄）の

6教室からの学習者であった。韓国側の参加者は31名で、うち9名が8教室からの学習者で
あった。
「共同宣言づくり」の会場である、福岡大学セミナーハウスで開会式を行った後、
開催地の自主夜間中学「よみかき教室ふくおか」を視察した。参加者全員で「故郷の春」
やアリランを合唱した。
共同宣言づくりにあたって当初は、素案を予め作成したうえで参加者に提案し、その内
容を参加者間で検討するといったワークショップの形式を考えていた。しかし、日韓のプ
ロジェクト・メンバーでの議論を経て、最終的には、学習者の「声」を素材として一から
共同宣言をつくっていくことにした。具体的には、
「日韓識字・基礎教育学習者による共
同宣言づくりワークショップ」と銘打って、識字・基礎教育の学習者どうしが「子どもの
頃にじゅうぶん学べなかった理由、教室などにいくことになった経緯」
「教室などにいっ
てよかったこと・かわったこと」
「識字を学ぶ場に対するねがい」を主なテーマに、1グル
ープに学習者4 〜 5名ずつ、4グループにわかれて語りあい、交流した。それらの学習者
の「声」をもとにして、識字・基礎教育の場で大切にされてきたことを「共同宣言」とす
ることをめざした。なお、各グループには、両国のファシリテーターと記録担当者、通訳、
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写真３ よみかき教室ふくおかの視察

写真４ ワークショップの様子

付添の支援者が入り、学習者の交流をサポートした。
学習者どうしの経験交流がうまくいくのかどうか懸念していたが、交流はスムーズに展
開することができた。識字・基礎教育を求める学習者の経験や思いは国を超えて共通して
おり、それらは言語の違いを越えて共有され、共感された。同じように苦しい経験をして
きた者どうしであり、その苦しさを識字学習によって乗り越えてきた者どうしであること
が話しあうことですぐにわかった。そのような安心感と共感性のもと、お互いに旧知の仲
であるかのように、学習者は次々と声を紡ぎ出し、交流を深めていた。
（棚田洋平）

４．第4回 韓国開催（ソウル）
福岡でのワークショップが終了してから、そこでの学習者の発言を振り返り、印象に残
る文言を集めて、宣言の草案が作成された。2019年3月30日には、
「子どもの頃に学べなか
ったからこそ、いまの幸せがある」と題する宣言草案ができていた。この後、草案を韓国
語にも翻訳して、日韓のワークショップ参加者に草案を読んでいただいた。日韓の双方か
らさまざまな声を返していただいて、草案は練り上げられていった。
草案への提案を受けて、さまざまな変化が生まれた。提案されたさまざまな文言が組み
込まれた。それだけではなく、さらに大きな変化があった。
草案からの大きな変化の一つは、政府や社会への要求項目を盛り込んでいったことであ
る。最終的には、8項目にわたる要求項目があげられた。この8項目は、その後日韓両国の
政府に対する要望書を提出する際の骨格となった。
草案からの大きな変化のもう一つは、タイトルについてである。
「子どもの頃に学べな
かったからこそ、いまの幸せがある」という
当初のタイトル案について、
「学校教育を受
けられなくてよかった」といった誤解を招く
恐れがあるという意見もあり、
最終的には「日
韓識字学習者共同宣言」というタイトルに変
更された。

2019年9月27日には、ソウルでこの共同宣
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言を発表する集会が行われた。
「日韓識字教育強化
のための国際シンポジウム」と題するこの集まりに
は、日本からの25人を含め、全体で約500人の参加
があった。
シンポジウムは、世宗文化会館内にある世宗ホー
ルで行われた。シンポジウムが始まる直前には、韓
国各地の識字学習者が、歌や踊り、演劇などで雰囲
気を盛り上げた。特に、教室のようすを表現した劇
では、教室によくいる学習者の様子が描かれ、笑い
あり涙ありで識字の大切さが表現されていた。最後
には学習者がしみじみと生い立ちや思いを語り、大
きな拍手を受けて終わった。その後、日韓の代表か
らあいさつがあった。日本側からは、本学会会長

図３ 共同宣言冊子の表紙

の上杉孝實さんがあいさつした。次いで、来賓な
どのあいさつである。韓国の国会議員、ソ・ヨンギョさんは識字の現場で20年間ほど活動
してきた人である。彼女の発言は一つ一つ参加者に届いたようで、会場から繰り返し拍手
や歓声が返されていた。その後、両国それぞれの識字の現状と課題について、韓国からは
イ・ジヘさん、日本からは森実が報告した。さらに、パネルディスカッション形式で、6
人のパネリストが韓国の識字教育政策のあり方について問題意識を述べた。最後には日韓
双方の学習者たちが舞台に上がり、共同宣言の要求項目を読み上げ、会場からそれに応え
て、宣言が採択された。
なお、日韓識字学習者共同宣言について日本では冊子が作成され、配布されている
（図 3 ）(3)。
（森実）

Ⅳ．ブックレット刊行事業
１．執筆者・編集者・翻訳者
当初の計画に即して、日韓それぞれの識字・基礎教育をめぐる歴史や現状、今後に向け
た課題などをまとめるブックレットの作成を行った（図4）(4)。2017年の段階でおおよそ
の内容について確認がなされ、その後はそれぞれの国で企画し、執筆作業が進んだ。
日本では、被差別部落の識字運動、夜間中学、地域日本語教育という三つの柱を設けて
執筆することとなった。その後、日本の教育制度についても歴史や輪郭を記す必要がある
ということになった。最終的に部落の識字運動は菅原智恵美さん（大阪市立大学大学院）
と森実（大阪教育大学）が、夜間中学については関本保孝さん（えんぴつの会）が、地域
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日本語教育については森実と新矢麻紀子さん（大
阪産業大学）が、日本の教育制度については上
杉孝實さん（基礎教育保障学会）がそれぞれ執
筆した。日本側の編集を担当したのは森実である。
韓国では、分担執筆というスタイルはとらず、
キム・インスクさん（
（社）全国文解・基礎教育
協議会）
、ムン・ゾンソクさん（プルンオモニ学
校）
、チェ・ゾンボクさん（古康総合社会福祉館）
、
キム・ゾンチョンさん（堤川ソルメ学校）
、ノ・
ビョンユンさん（堤川ソルメ学校）が共同で執
筆に当たった。韓国側の編集担当者はムン・ゾ
ンソクさんである。
翻訳は、金侖貞さん（東京都立大学）
、肥後耕
生さん（豊岡短期大学）のお二人である。金侖貞

図４ ブックレット表紙

さんが韓国語の論考を日本語に訳した。肥後耕生さんがおもに日本語の論考を韓国語に訳
した（ただし、森の「発刊に当たって」は金侖貞さんの韓国語訳による）
。肥後耕生さん
による韓国語訳は、南相瓔さん（金沢大学）に翻訳校閲をお願いした。
２．編纂する上での留意点と本書の特徴
本書を編むにあたっては、いくつかのことが特に重要になった。
一つ目は、識字と日本語学習、文解と韓国語学習の関係の違いである。日本における識
字―日本語学習と、韓国における文解―韓国語学習とのあいだには、さまざまな違いがあ
る。韓国では、文解は文解として政策が展開され、一方で外国人の韓国語学習は韓国語学
習として、法律も制度や政策もそれぞれ別個に組み立てられている。それに対して日本で
は、法律や政策が立ち後れている。識字の法律や政策もほぼなく、その一方で何よりも移
民政策が存在せず、当然のように移民のための日本語学習を促進する政策がこれまでなか
った。韓国は法律によって文解活動が促進された面があるが、逆に法律に縛られて学歴取
得が重視され、識字現場の多様性が弱まってきた。日本では法律がないために条件整備が
進みにくいが、自由に展開されている面がある。
二つ目は、識字・文解運動における学校教育と社会教育の位置づけである。
日韓のズレのもう一つは、学校教育と社会教育との関係であろう。韓国では、文解教室
を卒業して小学校・中学校の学歴を取得し、さらに、上級学校に進んでいくケースがみら
れている。この是非はともかく、制度的に学校教育と社会教育とが結びつけられようとし
ていると言えよう。それに対して日本では、両者の結びつきが弱いと言わなければならな
い。結果として、日本では、夜間中学で教えているのはおもに公務員として採用された教
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員である。その一方で、社会教育で学習者に伴走するのは市民ボランティアである。けれ
ども、夜間中学においても社会教育においても、学習者に即して取り組んでいる人たちは、
社会教育や学校教育の枠を超えて学習者の生活と権利を守るために活動を展開している。
制度が確立していないことにかかわって、良い面が生まれているかもしれないのである。
三つ目は、日韓をつなぐ存在として在日韓国・朝鮮人の積極的位置づけである。もう一つ、
日韓の関係に関連して押さえるべきは、歴史的な事柄である。上のようなことも関連して、
日本では被差別部落の識字運動と、在日韓国・朝鮮人をおもな学習者とする夜間中学とい
う二つの集団が識字運動の大きな担い手となってきた。被差別部落の側が社会教育中心で、
在日韓国・朝鮮人の側が夜間中学という学校教育中心であった。このことは、さまざまな
意味を含んでいる。
在日韓国・朝鮮人の存在は、日本による朝鮮侵略を抜きに考えられない。在日韓国・朝
鮮人の人たちは識字・文解運動という面でも日本と韓国をつないでくれる重要な存在だ。
日本においては、被差別部落と在日韓国・朝鮮人だけではなく、たとえばニューカマーの
識字・日本語学習、障害者の識字学習、アイヌ民族にとってのアイヌ語学習など、さまざ
まな課題が浮かび上がってくる。こうした学習者の存在についても、被差別部落や在日韓
国・朝鮮人の識字運動と関連付けて展開することができるはずである。しかし、この点は
これまで十分できているわけではない。そういう広がりも、
部落と在日、
とりわけ在日韓国・
朝鮮人の学習支援を考えることによって生まれやすくなるであろう。
本書の第1の特徴は、以上のような問題意識も共有しつつ、それぞれの実践や研究に関
わるメンバーが執筆しているということである。これまでの日韓でのやりとりをふまえて、
それぞれの原稿は、歴史、制度、政策、現場の実践などを盛り込むかたちで作成されている。
第2の特徴は、
「このブックレットが現場の人たちにとって意味あるものにしたい」とい
う思いを抱きつつ、執筆に当たったということである。それぞれの国の現場に関わってい
る人たちにとって、自分たちの取組を振り返るきっかけとなることを願っている。
第3の特徴は、論点を明確にしたり、日韓のズレをわかりやすく描いたりするために、
さまざまな試みを行っているということである。お互いの国から学ぶことによって、それ
ぞれの国の政策や実践を前に進めることができるはずである。
ブックレット作成にあたっては、多くの方たちにお世話になった。
（森実・金侖貞）

Ⅴ．教材翻訳事業
１．教材翻訳事業の目的と趣旨
教材翻訳事業は、日本と韓国における成人基礎教育の教育現場において、どのような教
材がどのように選択あるいは開発され、学習活動としてどう活用されているのかを両国の
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言語に翻訳し紹介し合い、学び合うことを目的として実施されたものである(5)。
「教材」を見れば、そこの教育機関でどのような教育が目指されているかがわかると言
っても過言ではないほど、教育において教材は重要なものであり、教材を知ることはコー
スデザインを知るための最も有効な方法の一つであると考えられる。
本章では、その事業について報告する。執筆は、1、2、4節を本事業日本側責任者の新矢が、

3節を教材翻訳の大部分を担当した金侖貞が行った。
この事業では、成人基礎教育のなかでも、韓国では文解教育、日本では識字教育と呼ば
れるリテラシーの教育にかかわる教材が中心に扱われている。各教材の原書を示し、それ
を日本語と韓国語の両言語で読めるように翻訳を行った。また、その教材の開発の趣旨、
目的、教授方法等についての解説文（解題）を付けた。
本事業のメンバーは、韓国側の責任者を全国文解・基礎教育協議会代表のキム・インス
クさんが、日本側の責任者を新矢麻紀子が、韓国語教材の日本語翻訳を金侖貞が、日本語
教材の韓国語翻訳を金侖貞、肥後耕生さん、夜間中学教員の金香都子さんが、韓国語ネ
イティブチェックを金侖貞が、日本語ネイティブチェックを新矢麻紀子が、それぞれ担当
した。
２．教材の選定
どの教材を翻訳するのがいいか。数多ある素晴らしい教材のなかから「代表的な教材」
を選ぶことは、最も時間を要し苦心したプロセスである。相手国メンバーの関心について
聞き取り、また、各領域の専門家の意見を聴取しながら選定を行った。
韓国側の教材は全て「文解教育」の現場で使用されているものである。それに対し、日
本側の教材は、
「被差別部落の識字教育」
「夜間中学」
「地域日本語教育（移住外国人対象）
」
の各現場のものである。その差異は、第Ⅳ章にも述べられているように、両国の教育政策
や制度の違いによるものである。韓国では韓国人への文解教育と外国人への第二言語とし
ての韓国語教育の線引きが明瞭であるのに対し、日本における外国人への第二言語として
の日本語教育は識字教室でも実施されている。また、韓国では文解教育機関で学歴認定が
可能となり、学校教育と社会教育の接続が強まっているのに対し、日本では学校教育にお
ける識字教育は夜間中学が、社会教育での識字教育は被差別部落の識字学級をはじめとす
る識字教室が担っている（詳しくは、特設ホームページに掲載されている本事業のブック
レットを参照されたい）
。
なお、これらの違いが教材内容や今回の教材選択の方針にも反映されており、留意すべ
き視点である。
表2に韓国と日本の教材リストを示す。
これらに加えて、本事業全体の趣旨説明文を新矢が作成した。解題は全訳を、教材につ
いては対訳表示とし、PDFファイルをダウンロードできるようにした。
（図5）
。
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図５ 翻訳教材の一例
表２ 翻訳教材のリスト

３．教材翻訳をとおして見えてきたことー翻訳者の視点から
日本と韓国の教材を翻訳するにあたって、最も心がけていたのは、分かりやすい文章に
することであった。もちろんそれは、翻訳では基本的な原則であるが、教材の一部分を見
せているだけに、だれが読んでも分かりやすいように意識していた。
また、韓国だけでなく、日本の識字教育の教材を担当して、印象に残っているのは、韓
国が色や絵を多く使っているのに対し、日本の場合はテキスト中心であることである。今
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回選んだ教材の範囲での話ではあるが、韓国の場合、毎年、詩絵展が国家文解教育センタ
ー主催で開催されていることを考えても、文字だけでなく、色を使って表現することが重
視されており、それが教材づくりにも反映されているようにみえる。
そして、学びあい交流会で夜間中学を見学した韓国側の参加者に言われたことは、夜
間中学の教材として使われていたプリントのことであった。先生方が手作りで用意し、毎
回配られ、綴っているものを机の横にかけていること、非常によく考えてプリントの教材
がつくられていることが印象に残っていたという。製本・印刷にかかる費用が日本より
は手ごろである韓国では、民間でも教材を冊子として作成して、配ることはよくみられ
るし、教材関連の公募事業に応募して予算をとってくることも多く行われているようで
ある。
今回、韓国側の教材は、国が開発・制作した学歴認定課程の教材と、民間開発の教材の
両方を紹介した。2007年の識字教育の制度化以降に、学歴認定と非学歴認定の2つが識字
教育の現場で行われている。非学歴認定の場合は、民間の識字教育機関が自らの団体の精
神を反映した教材をつくっており、また、学習者一人一人の物語を絵本にするといったユ
ニークな実践を展開していることは注目に値する。
今回の教材をご覧になるにあたって、共通性を有しつつ違いを持つ日韓の識字教育への
比較の視点を持ちながら見て頂きたいと思う。
４．教材翻訳事業を終えて
本事業に携わるなかで、両国に共通していたことは、各現場の教員をはじめ教育に携わ
る人々が、学習者の背負ってきた歴史や背景、思いを理解し、学習者の生活の質を高め、
自尊心を取り戻せるように、様々な工夫を凝らして教材開発に取り組んでいたことである。
そのような教材開発者の学習者に対する温かい思いを共有できたことは同じ教育者として
とても幸せである。
教材の選択と提供、解題の執筆をご快諾くださった方々、翻訳者の方々にこの場を借り
て心からお礼を申し上げます。
（新矢麻紀子・金侖貞）

Ⅵ．プロジェクトを通した学びと変化
１．変化の記録動画
今回のプロジェクトでは、合計4本の記録動画が生まれた。日本側は坂本旬が、韓国側
はキム・クァンホさんが作成した(6)。
学習者の変化を記録するためには、動画が最適である。文字による記録には時間がかか
り、リアルタイムで進行する学習のプロセスを記録することは困難である。ただし、動画
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はただ無闇に撮影すれば良いのではない。撮影した後には必ず編集が必要である。では、
学習者の変化を記録するための動画撮影および編集の基本とはいかなるものだろうか。参
考になるのはアメリカのメディア・リテラシー・センター（Center for Media Literacy）が
作ったメディア・リテラシーの5キー・クエスチョンである。読解と制作の2種類が用意さ
れているが、ここでは制作のキー・クエスチョンを参考にする。
（坂本旬「メディア・リ
テラシー教育のコア・コンセプトの理論と展開」
『法政大学キャリアデザイン学部紀要』
、
第16号、2019年）

5キー・クエスチョン（制作）
１．私は何を制作しているのか？
２．私のメッセージはフォーマット、創造性、テクノロジーに意見が反映されているか？
３．私のメッセージはターゲット・オーディエンスの心を捉え、動かしているか？
４．私はコンテンツの中で、価値観やライフスタイル、視点を明確かつ一貫して構成し
たか？
５．私は目的を効果的に伝えたか？
これら5つのキー・クエスチョンでは、まず5点目の動画制作の目的を明確にすることが
重要である。そのためには、3点目のターゲット・オーディエンスを明らかにしなければ
ならない。わかりやすく言い直すならば、誰に対して、何のために作るのか意識化するこ
とである。動画制作が研究目的であれば、あらゆるシーンをさまざまな角度から撮影する
必要があるが、オンラインで不特定の視聴者に短いクリップを見せることに主眼があるな
らば、長時間の撮影はむしろのちの編集の手間を増やすことになる。
短い動画ほど、編集の重要性は高くなる。編集は2点目のフォーマット、創造性、テク
ノロジーと深く結びつく。言いかえれば、表現方法であり、そのために用いる技術といっ
てよい。編集は制作者の視点がそのまま反映されるため、どのような視点から何をどのよ
うに表現するのか、十分に考えることが求められる。それは第4点目の制作者が伝えよう
とする価値観や視点と関係する。
学習者の変化を表現する5分程度の動画制作に必要なカットとは何であろうか。学習者
の変化を、学習者を知らない視聴者でも理解することができるカットの特徴は、感情が明
確に読み取ることができる点にある。とりわけ1〜2日間のワークショップの場合、長時間
かかる人格的な変化を期待することはできない。むしろ、人と人との出会いやストーリー
テリング、対話を通した感情の変化に焦点を当てることが重要である。
実際に日本側が制作した2本のビデオのうちの1本は福岡での交流会1日目をまとめたも
のである（図6）
。この動画では、最後にみんなでアリランの合唱で終わるように制作した。
合唱はただ見るだけではなく、音声によって見る人の心を動かす力があるからである。
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図６ 1日目の記録動画

一方、二日目はワークショップ主体の動画であるが、日韓の学習者は班に分かれ、それ
ぞれの班には通訳とファシリテーターが配置された。すべての班の話し合いを記録するこ
とはできない。話し合いの様子をわかりやすく表現するためには話し手の表情をクローズ
アップで撮影することが必要である（図7）
。

図７ 2日目の記録動画

ワークショップ終了後には学習者が次回の交流会の開催の約束を日本側の上杉会長に取
。話し合いは座って行われるため、動
り付ける場面があり、そのシーンを挿入した（図8）
きに乏しく平板なシーンになりがちだが、こうした動きのあるシーンは視聴者を引き込み
やすくなる。
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図８ 編集上の工夫の一例

いかなる動画も現実をありのままに伝えるのではなく、制作者の視点から再構成された
リプリゼンテーションであることを制作者は十分に意識しなければならない。その上で、
あらかじめ決められた制限の上で、何をどのように伝えることができるのか考える必要が
ある。その上で、改めてこれらの作品を見ると、現実を歪めることなく、学習者の驚きや
喜びといったさまざまな感情の変化を適切な方法で再表現できたと言えるのではないだろ
うか。
（坂本旬）

２．日本側の学びと変化
本プロジェクトを通じて、日本側の学びとその変化については、次のとおりである。
一つ目は、全国文解・基礎教育協議会主催の学習発表会を実際に体験できたことであ
る。韓国では毎年9月を識字月間と設定しており、学習者が集う「識字広場」などのイベ
ントを開催し、社会全体に学習活動の意義を発信することを重視している。文字の読み書
きを学ぶおとなの人たちが各地から集い、歌、踊り、朗読、詩や絵画作品の展示なども含め、
学習活動への想いを表現する発表の場でもある。私たちは2018年9月、2019年9月と二度
にわたり、
「識字広場」に参加させていただいた。学習者の顔ぶれが圧倒的に女性である
ことも驚きの一つであり、それは、これまでに多くの女性たちが戦争や貧困等により、学
ぶ機会を逸してきたことを物語っている。特に、高齢の女性たちの学びへの意欲とたくま
しさについて痛感する機会となった。
二つ目は、学歴認定制度に見られる制度面のサポートの内実を知れたことである。韓国
の識字教育（文解教育）は行政面でのサポートを受けていることもあり、教材や学習活動
を尊重する環境の他、学歴認定制度などの基礎教育をめぐり、学ぶことへの支援体制が整
えられている。基礎教育の機会を逸してきた人が成人してから学ぶ学習活動の記録を「学
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習歴」として換算し、国が学歴として認定する制度は、残念ならが現在の日本においては
存在しない。しかし、他のアジア諸国においては、特に90年代以降、インドネシアやフィ
リピンなどで多く導入されるようになったイクイバレンシー（Equivalency）制度がある。
イクイバレンシー制度によるプログラムは、
「既存のフォーマルな学校教育または職業教
育と同等の代替教育（Alternative Education）
」と定義される。学習活動を国が認定するこ
とで学びを評価していくことが社会的にも学習活動を奨励することとなっている。このよ
うな制度面でのサポートを整えることも、社会全体で学習活動を保障していくプロセスで
あると考えられよう。
三つ目は、学びあい交流会を通じての学びと変化である。2年間のプロジェクト期間、
日韓のプロジェクト・メンバーや学習者が相互に訪問し合い、交流の機会を育んできた。
特筆すべきは、日本と韓国の学習者がそれぞれに暮らす社会は異なっていても、まるで古
い友人に再会したように打ち解け合えたことであろう。自身の生い立ちや経験を語り合う
姿には感動を覚えた。学習者の方々の中には、おそらく、他者には積極的に話したくない
ようなつらい思い出等もあったはずである。しかし、交流活動を通じて、心の内に秘めて
いた想いを発信する姿は、学ぶことにより取り戻した自信や今後の希望とも考えられ、個々
の語りがもたらすエネルギーを貴重な学習材料として評価し、伝えていくことの意義を確
認した次第である。このことは、成人教育としても大きな意味があるのではなかろうか。
成人の学習者の主体性や彼らの社会経験を尊重していくことが重要となる。今後は、成人
期の学習活動をより有意義なものに展開させていく手法や理論についても考えていく必要
性があろう。
（長岡智寿子）

３．韓国側の学びと変化
韓国と日本の識字交流は、今まで何度もあり、1990年代に始まっていた。今回の学び
あい交流会をはじめとした韓日交流が、従来の交流と違う点は、安定的で持続的な交流が
できたことで、日本の識字教育について正確に知る結果につながったことである。例えば、

2回目の変化の記録で、チェ・ゾンボクさんは、「本プロジェクトを通じて、少しずつ今ま
で気付かなかったところを正確に知るようになったのは、非常に評価すべきことだ」とし
ている。短期間の交流では知り得ないことが、継続した交流の中で、より明確に日本の識
字教育の現状が見えてきたことは、韓国側にとって大きな学びの1つであったと思う。
もう1つの特徴は、実践家、研究者、そして学習者を交えた交流が可能となり、学習者
が自分の「声」を発信するという機会になり得たことがある。今までの識字教育交流をみ
ると、実践家や学習者中心の交流、研究者間の交流はみられたが、韓国と日本の実践家、
研究者、学習者が同じ場に集まって交流できたことは、今までは見られなかった試みであ
り、重要な成果の1つであった。この交流の中で生まれた学習者一人一人の「声」が、
「韓
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日識字学習者共同宣言」に具体化され、社会に発信するという成果をあげている。2019年

3月の福岡で開催された学びあい交流会で、通訳を介しながらも、自分の想いを「ことば」
としている中で、緊張が解けていき、学習者同士が互いの経験に共感している様子がみら
れていた。この交流会の経験が、韓国に戻ったときに、学習者の自信にもつながっていた
ことを、実践家の方から聞いている。自分も、韓日交流の、まさに「当事者」であること
を自覚できるよい機会であったと思う。4回目の変化の記録で、ムン・ゾンソクさんも、
「学
習者自らが主体となって『自ら語れ』という命題を改めて悟ったこと」を今回の交流の影
響であると指摘している。
「学習の主体性に影響を与え、
より堂々とした学習者になること」
が、本交流の成果であったことは、評価すべきであろう。
最後に、今回の韓日交流を通して、韓国の識字教育のこれからの方向性への模索を「再」
認識するきっかけにもなっていたようにみえる。4回目の変化の記録で「韓国の文解教育
の持続可能性に向けて検討していきたい」ということを、本交流のもう1つの影響として
ムンさんは触れており、日本の基礎教育保障学会との交流を通して「基礎教育」の重要性
をより深く意識する機会になっていたのではないだろうか。
今回の韓日交流を、今後も持続的で安定的なものへと続けるための方法を模索していく
ことが、私たちに残された課題である。
（金侖貞）

Ⅶ．まとめと今後の展望
日韓の識字・基礎教育交流から明らかになったことは、成人の基礎教育においても、正
規の学校の必要性である。その意味で日本の夜間中学校が、正規の中学校として位置づい
ていることが注目される。ただし、その教育課程は、成人の特性を踏まえ、地域の生活に
根差した柔軟なものでなければならず、教育機会確保法でそのことが規定されたことは評
価される。その観点から養成された教員が配置されなければならないが、現実はまだ距離
がある。
同時に、生活を担いながら学び続けることを可能とし、生涯学習を支えるうえで、社会
教育における成人基礎教育の機会の提供も欠かせないことであり、その公的な保障が求め
られる。その点では、韓国の平生教育法に識字・基礎教育の規定があることの意味は大き
いが、学校教育としての法整備を求める声もある。
これらの教育において、識字学級の実践に見られたように、学習者が主体となって運営
されるしくみを整えることが課題となっている。多様な学習者に応じた教育の展開には、
個別的な対応が欠かせず、多くの学習支援者が必要となるが、学びが実践と結びついたも
のになり、広がりを持つためにも、学習者の連帯が重要となるのであって、プロジェクト
全体を通して共同学習の意義を再確認することになった。今後基礎教育の実践を豊かにす
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るために、今回の成果を手がかりに、他のアジア諸国を含めた共同の取組を進めたい。
今回の日韓基礎教育共同プロジェクトを国際教育協力の文脈からとらえると、少なくと
もふたつの意義が見出せる。ひとつは、日韓共同宣言として、学習者の主体的な参加と、
その声をまとめる機会があり、発信されたことにある。ユネスコなどの国際会議の場では、
政策担当者や事業担当者による意見交換が中心である。
「意識高い系」の若者による会合
などはある一方で、非識字者は、往々にして研究や事業の対象であり、事例として紹介さ
れても、当事者としての声を届ける宣言文等はほとんどなかった。この宣言文から、今後
の国際教育協力における学習者の視点の重要性を改めて認識できた。
明らかになったもうひとつは、教育先進国である日本と韓国における基礎教育の課題が
顕在化され、その取り組みが内外に発信されたことである。これまで「万人のための教育」
などの国際目標においては、日韓は途上国を技術及び財政支援する立場であった。両国内
の非識字は主に個人の問題とされる一方、他のアジアの国々では基礎教育普及が社会課題
として認識され、学校外教育における学力認定制度を充実させてきた。日韓両国がアジア
諸国の実践や知見を検証、考察し、活用するための契機となった。

2030年に向けた「持続可能な開発目標（SDGs）」では、教育を含めた17の目標が設定さ
れている。SDGsは途上国と先進国がともに取り組んでいく、グローバルな視点が必要と
される。この日韓共同事業は、アジアにおける「学びあい」の広がりと深化に向けての起
点となるであろう。
（上杉孝實・大安喜一）

注
（１）韓国において「文解」という言葉は、日本の「識字」と同じ意味で、
「文字解読」
「文章理解」
「非
識字からの解放」という意味で使われる。
（黄宗建、南相瓔訳「民族の独立と文解教育運動―韓国
識字運動の歴史的考察―」日本社会教育学会編『国際識字10年と日本の識字問題』東洋館出版社、

1991年、106頁）
（２）全国夜間中学校研究会の年次大会で例年12月に開催される。
（３）特設ホームページの「学びあい交流会」のコーナーからダウンロードできる。
（４）特設ホームページの「ブックレット制作」のコーナーからダウンロードできる。
（５）特設ホームページの「教材翻訳」のコーナーからダウンロードできる。
（６）韓国側作成の動画（キム・クァンホ作）2本も含めて特設ホームページの「変化の記録」のコー
ナーから視聴できる。

本プロジェクトは、トヨタ財団国際助成プログラム（D17-N-0185）およびJSPS科研費

18K02350の助成を受けたものです。
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特別寄稿
公益財団法人トヨタ財団「国際助成プログラム」に関連し、特別寄稿として、次の2名
の方がにご寄稿いただいた。
・李智惠（イ・ジヘ）氏（翰林大学校）
：
「韓国の識字教育と識字政策の課題」
トヨタ財団「国際助成プログラム」において、日韓識字教育強化のための国際シンポジ
ウムを開催した（2019年9月27日：韓国ソウル・世宗文化会館於）
。その際、李智惠氏には
韓国の識字教育についてご報告いただいた。本誌においても特別寄稿として紹介する。
・千成浩（チョン・ソンホ）氏（ノドゥル障碍人夜学）
：
「“学びと闘争の空間” としてのノドゥル障碍人夜学」
千成浩氏には、トヨタ財団「国際助成プログラム」において来日の際、学びあい交流会
において韓国の夜学に関する貴重なお話を伺った。現在は、ノドゥル障害者夜学にて活動
されている。障害者の基礎教育保障については本学会においても研究課題であるため、そ
の実践についてご寄稿いただいた。
文責・
『基礎教育保障学研究』編集委員会
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＜特別寄稿＞

한국의 문해교육과 문해정책의 과제
이지혜（한림대학교）

Ⅰ．들어가며
문해교육에 관한 나의 첫 기억은 , 1987 년 여름이다 . 우연히 , 황종건 교수님이 ASPBAE
의 지원으로 수행하신‘도시저소득층여성의 문해문제와 사회교육참여조사 : 서울 , 대구, 광
주 6 개 지역을 중심으로’
（황종건·윤복남·이지혜 , 1987）연구에 조사원으로 참여한 것
이 문해교육과 내 인연의 첫 시작이다 . 볕이 따가운 여름 , 한 손에는 조사지 , 다른 한 손에
는 조사 답례품용 비누상자를 그득 들은 채 , 이른바‘달동네’를 누볐다 . 길가다가 아무나
붙들고 , 동네에 글 모르시는 분 있으신지 여쭙고 , 물어물어 그 댁을 찾아가 문을 두드리고
통사정하여 한 명의 비문해자라도 더 찾아서 조사지를 작성하는 것이 내 일이었다 . 돌이켜
생각해보면 , 전혀 과학적인 표집도 아니었지만 그 때는 그런 생각을 하지 못했다 . 또 하나 내
가 몰랐던 것은 , 문해교육과의 나의 인연이 이렇게 길고 오래갈 것이라는 사실이다 . 그 작은
우연은 , 나의 석사학위 논문이 되어주었고 , 박사를 마친 후에는 나의 주요한 연구주제가 되
었다 . 30 여 년이 지난 지금 , 내가 문해교육에서 받은 만큼 기여했는지를 생각하면 , 그리 자
랑스럽기만 한 것은 아니다 . 해야할 몫을 하기보다는 , 할 수 있는 최소한밖에 하지 못한 것
같아 부끄러운 마음이 크다 . 그러나 여전히 문해교육에 관심갖는 연구자가 많지 않아 , 부족
한 능력에도 차마 피하지 못하고 오늘 이 자리까지 오게 되었다 .
그동안 문해교육은 많은 변화와 성장을 경험했다 . 수많은 현장의 실천가들은 묵묵히 열악
한 환경을 버텨냈고 , 앞장 서서 변화를 주도하였다 . 여기에 김종서와 황종건 , 김신일 등과
같은 선구자적인 연구자들이 있었고 , 정책의 실마리를 열어준 정책 담당자들과 국책기관의
노력이 있었다 . 지금까지 문해교육이 이룬 성과는 民 - 官 - 硏의 협력에서 비롯했다는 생각
은 변함이 없다 . 현장이 선도하고 정책과 연구가 뒤에서 밀며 온 문해교육은 지금 어디까지
왔으며 , 어디로 가야할까 .
Ⅱ．문해교육 정책의 성과
오랫동안 우리 안에 실재하나 , 마치 실재하지 않는 것처럼 간주되던‘비문해’문제는
1990 년을 지나며 비로소 정책적 관심이 서서히 재점화되기 시작하였다 . 이후 각고의 노력
끝에 , 2007 년 이후는 이른바‘제도화기’를 맞이하였다 . 그 결과 문해교육 정책은 가시적
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인 성과를 낳았다 . 상세한 내용은 별도의 史實 정리가 있을 것으로 생각하여 , 여기서는 간
략히 제시하겠다 .
첫째로 , 문해교육 제도화를 위한 법적 근거를 정립하였다 . 2007 년 평생교육법 전부 개
정과 함께 문해교육은 재정 지원과 학력인정 체제 구축을 위한 법적 근거를 갖게 된다 . 주요
한 관련 법령 변화는 아래 표와 같다 .
< 표 1> 문해교육 관련 주요 법령 변화 (1)

그 결과 , 가장 최근에는 성인문해교육지원조례가 시의회를 통과한 서울시를 비롯하여 모
두 6 개 광역지방자치단체（서울 , 대전 , 경기 , 경북 , 울산 , 전북）가 지원의 법적 근거를 마
련하였다 . 기초자치단체에서도 2019 년 현재 모두 53 개 지역이 성인문해교육 지원을 위한
별도의 조례를 제정하였으며 , 계속 확산 중이다 .
둘째로 , 법적 근거에 따라서 문해교육 지원을 위한 추진체제가 확립되었다 . 2008 년 국가
평생교육진흥원 설립 이래로 꾸준히 요구되었던 문해교육 지원정책 총괄 기구로서‘국가문
해교육센터’가 2016 년 법 개정에 따라 설립되었다 . 각 광역 시 . 도에서도 문해교육지원 정
책을 총괄하는 시도 문해교육센터를 설립하기 시작하여 , 2019 년 현재 7 개 시도에 설립되
었고 곧 서울시에서도 출범 예정이다 . 이에 따라 국가 수준에서는 교육부와 국가평생교육진
흥원 , 지역 단위에서는 광역지방자치단체로 이어지는 성인문해교육 지원 체제가 갖추어졌다
는 점도 중요한 성과이다 .
셋째로 , 학습자들의 문해학습의 참여 성과를‘학력’으로 인정받을 수 있는‘학력인정제
도’가 체계화되었다 . ｢ 평생교육법 ｣ 제 40 조에 의거한‘성인학습자 학력인정제도’는 18
세 이상 성인학습자가 시·도교육청이 설치 또는 지정한 문해교육 프로그램을 이수하고 , 학
력충족여부 심사를 거쳐 초·중학교 학력을 인정받도록 한다 . 문해교육 프로그램을 통한 성
인학습자 학력인정체제는 교육부와 국가평생교육진흥원 ,17 개 시·도교육청 , 문해교육기관
의 추진체제로 구분되는데 아래와 같이 역할을 나누어 담당한다 .
< 표 2> 성인문해 학력인정 추진체제
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넷째로 문해교육의 질 제고를 위한 지원 정책이 확대되었다 . 문해교육에 참여하는데 필요
한 최소한의 학습여건 조성을 위해 성인문해 교과서를 무상 보급하고 , 교육기관이 없는 소외
지역에는 문해교육을 위한 성인 문해 교육방송（EBS 성인문해교육프로그램）을 제작·방영
하였다. 또한 일상생활에 필요한 생활문해교육 프로그램을 지원하기 위해‘생활문해 교과서’
（금융문해 , 교통안전문해 등）를 개발하는 등 문해교육 참여 촉진을 위한 다양한 사업을 추
진하였다 . 또한 문해교원 양성을 위한 자격연수도 꾸준히 실시하여 , 문해교사의 전문성을 높
이기 위한 노력도 전국적으로 지속되고 있다 .
다섯째로 , 성인 기초 생활문해 수준 진단을 통한 국민 기초 문해역량 강화를 위하여 , 국
가 통계청의 승인을 받은 전국 단위 문해조사를 3 년 주기로 실시하고 있다 . 문해교육 대상
자에 대한 파악을 위해 2013 년 국민 문해능력 측정 도구를 개발하고 , 2014 년 전국 성인문
해능력조사를 실시하였다 . 2014 년 성인문해력조사는 전국 17 개 시도에 거주하는 18 세 이
상 성인 4,057 명을 대상으로 조사 검사를 이용한 대면 면접 조사로 실시하였다 . 2017 년은
2014 년 조사에 이은 2 차 조사로 , 외국인도 응답할 수 있는 문항으로 일부 교체하고 전국
4,000 여 가구를 대상으로 조사를 실시하였다 .
위와 같은 정책적인 노력들은 시스템을 구축하고 문해교육의 기회를 확대하고 , 질적 향상
에 기여한 것은 분명하다 . 직접적으로는 다음과 같은 수적인 변화로 표현된다 .
< 표 3> 성인문해교육 지원 및 참여대상 변화 추이 (2)

이같은 꾸준한 노력들로 인하여 문해에 대한 사회적 관심과 인식도 높아져 , 관련 TV 예능
프로그램과 다큐영화（
‘칠곡가시나들’,‘시인할매’
）가 제작되기도 하고 문해학습자들의
성과를 책으로 엮어내는 경우도 많아졌다 . 최근에는 문재인대통령이 SNS 에서 문해학습자
들의 글모음집 출판을 축하하기도 하고 , 대통령의 부인인 김정숙여사가‘칠곡가시나들’다
큐영화 출연학습자들에게서 받은 손편지가 기사화되었다 (3). 이처럼 지난 연간 , 문해교육을
둘러싼 내외 여건과 인식은 조금씩 전진해왔다 .

< 그림 1> 문해 관련 다큐영화 포스터
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Ⅲ．문해교육 정책의 한계
문해교육 정책이 촉발한 성과들은 결코 쉽게 얻어진 것은 아니다 . 매 단계 , 매 장면 마다
수많은 이들의 치열한 노고로 쌓아온 것이다 . 그러나 , 아직도 갈 길이 멀다 .
첫째 , 성인문해교육 지원의 법적 근거는 마련되었으나 , 실질적인 재정지원은 여전히 답보
상태이다 . 국가 수준의 법령과 지자체 차원에서의 지원 조례 제정은 계속 늘어났으나 , 실제
지원 예산은 큰 변동이 없이 정체되어 있다 . 2006 년 13 억 남짓이던 국고지원액은 아직까지
도 연간 지원액이 30 억에 못미친다 . 참여 기초지자체가 늘어나고 사업 샐행시 대응투자 요
청 비율이 다소 높아지면서 , 지역에서의 대응투자액은 2018 년 현재 66 억 원으로 늘어나긴
했지만 , 참여기관과 참여학습자 수에 비춰볼 때 학습자 또는 기관 당 지원액은 늘어났다고
보기 어렵다 . 이마저도 지자체장의 정치 성향이나 관심 주제에 따라서 변동되는 경우가 많아
지역에서의 안정적인 예산투입을 기대하기 어렵다 (4).
< 표 4 > 2006~2018 년 성인문해교육 프로그램 운영 지원 현황 (5)

둘째로 , 공공성의 기반 없이 도입된 학력인정제도가 오히려‘학력’이라는 틀 안에 문해
교육을 가두어 버렸다 . 학력인정제도 도입 이후 교사와 교육과정 , 시설여건 등이 체계를 갖
추었으며 , 이는 개별화되어있던 문해교육을 표준화함으로써 교육의 질을 담보한 것도 사실이
다 . 하지만 , 문해학습자들이 학습성과를 보다 쉽게 인정받을 수 있게 하려던 도입 취지와 달
리 , 실제 방식과 절차는 종래의 학교교육제도를 그대로 모사하였다 . 즉 , 국가의 책무성과 공
공성을 담보하는 공교육 제도의 토대는 생략된 체‘외형적 모사（外形的 模寫）
’만이 이루
어져 학습의 형식화를 초래함으로써 오히려 부작용을 낳게 된 것이다 . 학력인정과정 참여 학
습자에 관한 연구 결과 , 문해학습자들과 교육 여건이나 계속 학습을 할 수 있는 체제는 거의
갖추어지지 않은 상태에서 , 자신들에게 적합하지 않은 교육에 참여하고 있었다 . 학령기 학
생 대상의 무상 중학교육제도가 시설 , 교원 , 운영경비 등을 대폭 지원하는 것과 달리 , ‘수
업료 무료’외에 중학과정에 등록한 문해학습자를 위한 복지는 전무한 상태이다 .‘교실’과
‘교사’만이 제공될 뿐 , 기타 중학생들이 누리는 지원（방과후프로그램 , 학습멘토링 , 휴식
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공간 등）은 문해학습자들에게는 철저히 배제되어 있다 . 이러한 점에서“비문해 성인은 의무
교육 유예자로서 무상 문해교육은 국가의 책무”라는 법적 명제는 거의 실현되지 못하고 있
는 상황이다 . 무상교육의 일환으로서 학력인정 문해교육제도의 취지를 온전히 살리기 위해
서는 일반 초등과 중학 무상교육에 상응한 공적 지원이 이루어져야 할 것이다 .
또한 , 학력인정제도의 교육프로그램은‘체계성’은 갖추었으되 ,‘계속성’은 갖지 못하
고 있다 . 학력인정제도의 도입은‘기초문해 - 초등문해 - 중학문해 과정’이라는 새로운 문
해교육 경로를 제시했다는 점에서 그 의의가 크지만 , 중학문해교육이‘종결교육’이 되는
한계가 있다 . 고졸 학력을 취득하려면 검정고시를 보거나 , 방송고등학교나 학력인정고등학
교에 입학해야 한다 . 문해교육 학습자 중 60 대 이상이 73.8%（2014 년 현재）인 점을 고
려할 때 , 인터넷을 통해 주로 수업을 하는‘방송통신고’나 고등학교 교육과정을 거의 그대
로 가르치는‘학력인정고등학교’나‘검정고시 학원’은 문해학습자들에게 현실적인 대안이
되기 어렵다 . 이러한 문제는 기본적으로 문해교육에 대한 공적 지원을 확보하기 위한 논리로
서‘중학 무상교육’이 활용되었고 , 그 결과 개방성을 전제로 하는 문해교육을 학교틀에 갇
히게 하는 모순에서 기인하는 것이다 . 이에 따라 기존의 학교제도의 모순 , 즉‘학력（學力）
’
이 아니라 학교 이력인‘학력（學歷）
’중심의 접근이 문해교육 분야에서도 답습되고 있는 것
이다 (6).
여기에 더하여 , 더욱 심각한 문제는 다수의 학력미인정 문해교육프로그램은 이러한 지원
조차 배제된다는 점이다 . 학력미인정 문해교육은 교육청 지원에서는 전적으로 배제되며 , 지
자체의 예산지원에서도 자주 배제된다 . 재정지원의 규모 자체가 작기도 하지만 , 지원 대상
내에서도 더욱 취약한 학습자와 교육프로그램은 오히려 사각지대에 놓이게 되는 것이다 .
셋째로 , 문해교육에 대한 사회적 관심이 높아지는 것은 바람직하지만 , 그 바탕에 깔려 있
는 문해학습자에 대한‘대상화 - 타자화’의 시선이 우려된다 . 그간 국가평생교육진흥원과
관련 민간단체 문해교육에 대한 홍보와 관심을 불러일으키고자 최선을 다해왔으며 , 그 결과
이제는 적어도‘문해교육’이라는 용어 자체는 상당히 일반명사로 받아들여진다 . 몇 해 전
만 해도 정책관련 소통에 앞서 ,‘문해교육’이라는 개념 설명에 소진해야했던 것을 생각하
면 격세지감（隔世之感）의 성과이다 .
그러나 이 과정에서 일반인이 접근가능한 소통을 위해 활용되었던 문해학습자들의 슬픈
서사는‘문해학습자’를 고령 - 여성 - 저학력자로 손쉽게 전형화되었으며 ,‘문해’개념은
낮은 수준의 기초입문단계로 한정되었다 . 그러나 문해학습자를‘한글 배우는 [ 가엽고 귀여
운 ] 할머니’로만 바라보는 것은 자칫 위험할 수 있다 . 이는 문해학습자의 주체적인 목소리
를 지우는 것일 뿐만 아니라 , 우리 안에 편재（遍在）한 비문해의 보편성에 대한 인식을 차
단한다 . 타자화된 문해학습자는‘나 - 우리’와 분리된‘너 -그들’이다 . 비문해의 문제는
어디까지나 슬픈 과거를 지닌‘그들’의 문제로 , 연민과 시혜의 주제로 치환된다 . 문해교육
을 다룬 TV 예능 프로그램에 대하여 , 한 평론가는 이런 리뷰를 남겼다 .
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하지만 < 가시나들 > 의 시선은 조금 다르다 . 개 짖는 소리를“멍멍”이 아닌“공공”
으로 적는 것은 다양성의 인정이다 . 하지만“결혼은 선택”이라는‘아모르 파티’의 가사
가“결혼은 꼭 해”
로 바뀌거나 , 김춘수의 < 꽃 > 에 대한 감상이“영감의 꽃이 되고 싶다”
고 귀결되는 것에 더 이상 질문하지 않는 것은 의아하다 . 이들의 말 속에 담긴 이데올로기
적 함의를 한 귀로 흘려버리며 , 소통이 된 듯한 분위기에 취하는 것은 상대를 주체로 인정
하지 않는 태도다 . 이는 어린이 , 장애인 , 이주노동자 등과 대화할 때 자주 빠지는 오류로 ,
상대를‘무해한 타자’로 둔 채 모든 말을 수긍하겠다는 자세를 취하지만 , 정작 그들의 말
뜻에 귀 기울이지 않는 태도다 . 라디오 프로그램에 보낸 노년 여성의 편지는 글을 몰라서
겪었던 과거의 고통보다 배움에 도전하는 현재의 기쁨에 방점이 찍힌 내용이었지만 , 눈물
이 부각되는 분위기 속에서 자칫 이들이 연민의 대상으로 비치진 않았는지 우려스럽다 (7).

문해교육 참여자의 문해학습 이전 일상 속 비문해 극복 경험에 관한 연구에서도 나타나듯
이 (8), 이들이 이루어온 개인적 분투의 연대기적 서사와 그 결과 형성된 독자적인 목소리는
더욱 적극적으로 존중될 필요가 있다 .
그러나 이와 더불어 재차 확인해야하는 것은 , 비문해의 보편성이다 . 문해에 관한 문헌들
이 거듭 강조하듯이 ,‘문해’는 단수（單數）가 아니라 ,‘복수（複數）
‘이며 문해의 준거는
지금 이 시각에도 진화 중이다 . 강조되어야하는 것은 단순히 정서적 공감과 연민이 아니라 ,
‘비문해’를 나와 우리의 문제로 받아들이고 개인적 사회적‘문해’의 진보를 위한 사회적
책무의 확인과 공동대응 전선을 세우는 것이다 . 사회변화와 보폭을 맞추기 위한 개인적 - 사
회적 노력은 언제나 진행형이며 , 여기에서는 누구도 예외가 될 수는 없다 .
넷째로 , 아직까지는 문해교육 지원정책 기획과 수행에 있어서 , 기초연구를 토대로 하는 증
거기반（evidence-based）전략 수립이 매우 미흡하다 . 지금까지 문해교육 정책은 기초연구
보다 정책수립이 앞서 왔으며 , 현장실천과 이론화 작업 사이의 선순환적 연결을 구축할 여력
을 갖지 못했다 . 학습자들의 시급한 요구와 정책 추진 기관의 긴박함이 맞물린 가운데 , 한정
된 자원으로 임시 대응을 하기에 급급하였다. 가까스로 국민문해능력 조사를 만들어서 시행
하고 있으나 , 예산제한으로 인하여 지역별 분석 내지는 기초단계의 세분화된 실태진단을 할
수 있는 표집 규모를 확보하지는 못하고 있다 .
또한 , 문해학습자의 배경요인별 다양한 특성을 이해하기 위한 연구라든지 효과적인 교수
학습방법을 실험하고 제안할 수 있는 연구는 이르지 못한 채 , 당위적 선언적 명제만이 반복
되고 있다 . 문해학습자들이‘누구’이며‘어떻게’촉진할 수 있을지에 대해서는 실천가들의
개인경험과 숙련에만 의존하고 있는 상황이다 .
거시적인 관점에서도 비문해 문제에서의‘젠더’와‘계급’의 중첩성이 명백함에도 불구
하고 , 이를 직접적으로는 다루지 못하고 있다 . 젠더 - 계급요인을 이해할 때 , 비문해의 누적
그리고 향후 발생할 것으로 전망되는 새로운 비문해 대물림에 대한 이해와 대안 제시가 가능
할 것이다 .
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Ⅳ．문해환경의 변화
문해교육 정책 방향을 고민하기 위해서는 근래 문해환경의 변화에 대한 숙고가 전제되어야
한다 . 문해환경의 변화에서는 최근 몇 가지 변화가 두드러진다 .
첫째는 , 문해 필요 수준의 고도화와 다원화이다. 문해수준의 고도화 및 다원화 과제이다.
삶과 배움의 기초역량으로서‘문해’는 사회변화와 더불어 기대하는 수준과 영역의 변화가
불가피하다 . 이처럼 진화하는 개념으로서‘문해’를 둘러싼 변화는 앞으로도 더욱 가속화될
것으로 전망된다 . 2015 년 인천에서 열린 < 세계교육포럼 World Education Forum> 에서
채택된 인천선언（Incheon Declaration）은 Education2030 의 목표로 모든 이들에게 포
괄적이고 평등한 양질의 교육과 평생 학습을 제공하겠다는 의지를 담았으며 , 무엇보다도‘문
해’의 중요성을 강조하였다 (9). 이때의‘문해’는 21 세기 일상생활 핵심기술로 문자 , 수리 ,
과학 , ICT, 재정 , 문화 및 시민 등의 영역까지를 포함한다（교육부 , 2018）. 이는 OECD 의
PIAAC 조사에서“문해란 다양한 맥락과 관련된 인쇄 및 문서 자료를 사용해 식별 , 이해 ,
해석 , 생성 , 의사 소통 및 계산을 수행하는 능력이다 . 읽고 쓰는 능력은 개인이 그들의 목
표를 성취하고 , 그들의 지식과 잠재력을 개발하고 , 그들의 사회와 더 넓은 사회에 완전하게
참여할 수 있도록 하는 일련의 학습을 포함한다 .”라고 규정하는 것과 같은 맥락이다 (10).
즉 , 앞으로 필요로 하는 문해수준은 현재보다 높은 수준으로 점차 상향될 것이며 , 문해교육
의 영역은 금융 , 정보기술 , 문화 등 다양한 부문으로 확장될 필요가 있다 . 최근 들어 강조되
고 있는 , 디지털 리터러시를 넘어서는 미디어리터러시 혹은 알고리즘 리터러시（Algorithm
literacy）등은 이같은 경향을 반영한다 .
둘째는 , 문해력의 세대간 , 계층간 격차의 심화이다 . 문해력 격차는 여러 조사에서 일관되
게 나타난다 . 2014 년 조사에 이어 , 2017 년 조사에서도 성인문해능력은 성별 , 연령별 , 소
득별로 큰 차이를 보인다 .

< 그림 2> 문해력 격차 현황 (11)

더욱 심각한 것은 현재 문해학습자들이 성장과정에서 불리한 여건으로 교육의 기회를 놓
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친 것과 마찬가지로 , 지금 자라나는 아동 세대들도 가정의 사회경제적 여건에 따라 비문해
내지 저문해가 될 가능성이 높다는 사실이다 . 한 시민단체가 2018 년 말 펴낸‘초등학생의
교과 어휘력 격차’연구보고서는 서울·인천·경기 지역의 초등학교 24 곳（46 개 학급）5
학년 학생 1133 명을 조사 대상으로 어휘력을 점검해 분석했다 . 그 결과를 보면 , 경제력이
높다고 평가되는 지역일수록 고득점 집단의 비율이 높은 반면 경제력이 낮다고 평가되는 지
역일수록 저득점 집단의 비율이 높은‘어휘력 격차’가 나타났다 . 이 연구 결과에 따르면 ,
학생들의 어휘력은 주거환경（지역）이 양호할수록 , 부모의 경제력이 높고 지원이 많을수록
높고 , 반대로 주거환경이 열악할수록 , 조손가정이나 다문화가정처럼 부모의 지원이 적을수
록 낮았다 (12).
< 표 5> 배경변인에 따른 초등학생 어휘력 점수 차이 (13)

위와 같은 연구결과는 비 / 저문해（非 / 低文解）대물림이 계속 이어질 수 있다는 사실을
보여준다 .
셋째로 , 문해교육 참여 학습자의 고령화이다 . 2018 년 기준 , 성인문해교육 지원사업에 참
여하는 학습자를 성별로 살펴보면 , 대부분의 학습자가 여성으로 참여자의 95.6% 를 차지하
고 있고 , 연령대 별로 살펴보면 , 70 대가 49.6% 를 차지하여 그 비율이 가장 높았으며 , 60
대（23.7%）, 80 대 이상（15.1%）순으로 나타났다 (14).

< 표 6> 2018 년 성인문해교육지원사업 성별·연령별 참여 현황

2018 년 참여 학습자 가운데 , 70 대 이상 학습자는 64.7% 로 , 전년도인 2017 년도（70
대 이상 문해교육 참여자 , 62.6%）에 비하여 고령학습자 참여비율이 전년 대비 2.1% 증가
한 것을 알 수 있다 (15). 현재 우리 사회의 인구고령화 추세를 고려할 때 , 이같은 문해 교육
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참여자 고령화는 급속하게 진행될 가능성이 높다 .
넷째로 , 문해교육 비참여 학습자의 다원화를 반영한 문해교육 대상의 확대문제이다 . 기초
문해교육과 학력인정교육프로그램 위주의 종래의 문해교육지원사업은 저학력 중고령 여성을
주대상으로 하고 있다 . 그러나 목표 문해수준이 고도화 및 영역 다원화가 이루어진다면 , 문
해교육대상의 확장은 불가피하다 . 기존의 저학력 중고령 여성학습자에서 벗어나 , 청소년과
청년을 위한 문해교육 또는 이주민 가정을 위한‘가족문해’, 장애인과 재소자 뿐만 아니라 ,
저숙련 저문해 노동자 등 다양한 대상으로의 확장할 수 있는 방안을 도입해야할 것이다 .
이밖에 , 문해교육 현장실천가의 소진과 고령화 문제 역시 고려할 필요가 있다 . 열악한 활
동여건으로 인하여 신규 활동가들의 유입은 원활하지 못하고 , 기존의 실천가들은 과로와 부
담으로 인하여 번아웃되어가고 있는 상황이다 . 여기에 시간제 자원봉사자 혹은 교강사들이
유입되면서 , 문해교육 실천가들의 구성과 지형 역시 달라져 , 앞 세대 활동가들과 같은 역동
과 헌신을 갖춘 다음 세대로의 원만한 교체 전망은 밝지 않다 . 실제로 , 유서 깊은 문해교육
기관들 중 일부가 스스로 문을 닫는 사례가 점차 늘어나고 있다 .
Ⅴ．문해교육의 방향과 과제
문해교육 제도화 이후 확인된 것은‘당위성’과‘선의’가 지원확대를 보장해주지는 않는
다는 점이다 . 문해교육에 대한 관심과 지원은 일정한 지점에 멈추어 서서 더 이상 움직이지
않는 것처럼 보인다 . 문해환경의 변화를 반영하고 , 정체（停滯）된 문해교육 지원을 타개할
수 있는‘시즌 2’에 대한 준비가 필요한 때이다 . 새로운 논의의 시작을 위하여 , 다음과 같
은 몇 가지 제언을 하고자 한다 .
첫째는‘비문해’의 보편성을 반영하여‘문해’개념과 대상 인식의 프레임을 확대 적용하
여 새롭게 지원체계를 구축하는 방안을 검토할 필요가 있다 . 예를 들어 , 문해교육의 범주를
세 가지로 유형화하여 , 저학력 - 고령 - 여성 중심 전통 문해학습자는‘학습복지’로서의 문
해교육을 제공하고 , 청년과 이주민 등의 비전통 문해학습자는 직업기초역량에 초점을 둔‘기
초교육’대상으로 포지셔닝한다 . 여기에 사회변화에 적응을 도모하는 중장년 학습자들은 문
해력 갱신 중심의‘[ 기초역량 ] 지속교육’대상으로 자리매김한다 . 이를 통해 , 문해학습을
특정 대상과 수준에 한정되는 시혜적 정책이 아니라 , 전 생애단계 다양한 수준의 구성원들
다수에게 필요한 학습활동으로 재개념화한다 . 즉 , 문해의 사회경제적 임팩트를 부각시킬 수
있는 문해교육의 큰 그림을 통해 , 문해를 주변부적인 아젠다가 아닌 주요 아젠다로 전환하기
위한 큰 그림을 다시 그릴 필요가 있다 . 문해교육을 과거의 결손에 대한 국가적‘책무’가
아니라 , 미래의 사회경제 참여를 위한‘투자’로 인식될 수 있도록 노력하는 것이 필요하다 .
둘째 , 문해교육의 컨텐츠와 접근 방식에 있어서 , 學歷 인정 내지는 學歷보완을 겨냥하는
학력 중심 접근 방식을 깨고 ,‘학습복지’와‘노인복지’의 관점에서의의 자원 확보를 추진
할 필요가 있다 . 문해교육 참여 학습자의 고령화로 인하여 , 문해교육 참여 동기와 목표가 변
화하고 있다 . 단순히 인지활동 중심 문해능력 향상을 위한 것이라기 보다는 , 동료학습자들
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과의 커뮤니티 활동 참여 혹은 문화예술과 결합한 활동에 대한 요구가 많아질뿐만 아니라 ,
‘치매예방’을 위한 참여요구도 높아지고 있다 . 이는 우리 사회가 당면한 고령화문제에 대응
에 있어서 , 문해교육의 엄청난 잠재력을 보여준다 . 이제까지 문해교육 전담기관이 축적해온
중고령학습자 대상의 교육 전문성은 고령화 사회의 매우 귀중한 자산이 될 것이다 . 기존의
중고령학습자 대상 문해교육을‘융복합형 학습복지’
‘치매예방 노인복지’의 방향으로 적극
전환한다면 , 재원의 출처는 교육부나 교육청을 넘어서서 문화부와 보건복지부 . 지자체 일반
등으로 확장가능할 것이다 .
셋째 , 문해연구의 논의와 층위를 다양화하는 것이 필요하다 . 문해력 진단과 정책방향 설
정을 위한 문해조사의 확대 - 체계화를 필두로 , 문해와 문해교육 자체에 관한 연구를 풍부
화하여 이론적 실제적 지지 논거를 확장해가는 것이 필요하다 . 미시적으로는‘문해’의 의
미와 과정에 대한 이해를 깊게 하거나 (16), 교수학습방법을 위한 연구가 필요하다 (17). 실천
현장에서는 실천가들과 연구자가 함께 결합하여 교육실천을 혁신해갈 수 있는 참여행동연구
（Participatory action research: PAR）방법의 적용도 더욱 확대되는 것이 긴요하다. 거시
적으로는 중고령 비문해자가 어떻게 문해학습 기회로부터 체계적으로 배제되었는지를 밝혀
서 , 비문해의 사회구조적 요인을 규명하는 것이 필요하다 . 이를 통해 , 비문해 / 저문해 대물
림의 결과이자 또 다른 대물림의 시작이 될 수 있는 청소년·청년 비문해를 해결할 수 있는
방안을 함께 찾아야 한다 .

문해교육의 현재 모습에 답답한 마음을 감출 수 없으나 , 근래 몇 가지 움직임은 문해교육
지원확대에 대하여 긍정적인 기대를 품게 한다 . 경기도평생교육진흥원에서는‘경기도 평생교
육 의무교육화 정책 개발에 관한 기초연구’를 연구진들에게 발주하였으며 , 2021 년 전면 시
행을 목표로 시작된 고교 무상교육제도는 성인학습자들이 재학하는 방송통신고교에도 적용
예정이다 . 돌이켜 생각하면 , 문해교육의 앞날이 장밋빛으로 보인 적은 한 번도 없었다 . 그러
나 , 우리는 함께 걸어왔고 앞으로도 그럴 것이다 . 함께 가는 그 길에 , 한일 두 나라의 문해
교육자와 학습자들도 손 잡고 가기를 기대한다 .
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&sid1=111&rankingType=popular_day&oid=277&aid=0004409028&date=20190209&ty
pe=1&rankingSeq=10&rankingSectionId=102.
（13）출처: 위와 같음.
（14）교육부·국가평생교육진흥원（2019）. 2018년 평생교육백서.
（15）교육부·국가평생교육진흥원（2018）. 2017년 평생교육백서.
（16）예를 들어, D.Willlingham
（정옥년.이지혜 역）
（2019）. <리딩마인드: 우리는 어떻게 글을 읽는가>.
학이시습출판사.
（17）예를 들어, <효과적인 성인문해교육 교수방법, 현장사례와 적용>（정옥년·허준·이지혜 역,
2018）. 국가평생교육진흥원.
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＜特別寄稿翻訳＞

韓国の識字教育と識字政策の課題
李智惠（翰林大学校）
翻訳：金侖貞（東京都立大学）

Ⅰ．はじめに
識字教育に関する私の最初の記憶は、1987年の夏である。偶然黄宗建先生がASPBAE
の支援で行った「都市低所得層の女性の文解問題と社会教育参加調査‐ソウル、大邱、光
（黄宗建・尹福南・李智恵、1987）という研究に、調査員として
州6つ地域を中心に‐」
関わったのが、識字教育との出会いの始まりであった。日差しの強い夏、片手には調査紙
を、ほかの手には調査の謝礼のための石鹸箱をいっぱい抱え込みながら、いわゆる「ダル
トンネ（貧しい街）
」を歩き回った。道で行き交う人を捕まえて、まちに文字の知らない
人がいるかどうかを聞いて、そのお宅を訪ねて門を叩き、頼みに頼んで、一人でも非識字
者を探して調査紙を作成するのが、私の仕事であった。いま考えてみると、科学的なサン
プリングをしたわけではなかったが、当時は全くそういうことに気づかなかった。もう一
つ、その時知らなかったのは、識字教育と私との関係がこれだけ長続きするという事実で
あった。この小さな縁は、私の修士論文となり、博士課程を終えてからは、大事な研究テ
ーマとなった。約30年が過ぎたいま、振り返ってみると、識字教育に関わることで得たも
のに比べ、識字教育の発展への寄与に関して、私はたいしたことはできていないと感じる。
なすべき役割を果たしたというよりは、できる最小限のことしかできなかったようで、恥
ずかしい気持ちが大きい。しかし、依然として識字教育に関心をもつ研究者が多くないの
で、力不足でありながら断ることができず、ここまでやってきたのである。
この間、識字教育は多くの変化と成長を経験した。多くの現場の実践家たちは、黙々と
劣悪な環境に耐えながらも、変化を引っ張ってきた。そこには、金宗西、黄宗建、金信一
などの先駆的な研究者がいて、また、政策の道を切り開いてくれた政策担当者や政府支援
研究機関の努力があった。いままで識字教育が成し遂げた成果は、
「民‐官‐学」の協力
によるものであったのは間違いない。現場が引っ張り、政策と研究が後ろから押しなが
ら進んできた識字教育は、いまどこまで来て、これからどこに向かっていくべきなのだ
ろうか。
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Ⅱ．識字教育政策の成果
長らく社会の中に実在していたが、まるでないようにみなされていた「非識字」問題は、

1990年を過ぎてやっと政策的関心が少しずつ再び高まり始めた。それ以降、ただならぬ努
力の末、2007年以降は、いわゆる「制度化」の時代を迎える。その結果、識字教育政策は、
可視的な成果を生み出してきた。詳しい内容は、別途史実の整理が必要であると思うので、
本稿では簡略に提示する。
第一に、識字教育の制度化のための法的根拠を定立した。2007年の平生教育法の全部改
正とともに、識字教育は、財政支援と学歴認定体制構築のための法的根拠を有することと
なる。主な関連法令の変化は、＜表1＞の通りである。
表１ 識字教育関連の主な法令の変化(1)

この結果、最近では、成人識字教育支援条例が市議会を通ったソウル市を始め、6つの
広域地方自治体（ソウル、大田、京畿、慶北、蔚山、全北）が支援の法的根拠を整備した。
基礎自治体も、2019年現在53地域で成人識字教育支援のための条例を別途制定しており、
この動きは広がり続けている。
第二に、法的根拠に基づき、識字教育支援のための推進体制が確立された。2008年に国
家平生教育振興院が設立されて以来、ずっと要求されてきた識字教育支援政策の総括機構
として「国家文解教育センター」が2016年の法改正で設立された。各広域自治体の市・道
においても、識字教育支援政策を総括する市道文解教育センターが設立され始め、2019年
現在7の市・道に置かれ、ソウル市においても発足予定である。これによって、国レベル
では教育部と国家平生教育振興院が、地域レベルでは広域地方自治体へとつながる成人識
字教育の支援体制が整えられたという点は、重要な成果である。
第三に、学習者が識字学習に参加した成果を「学歴」として認定する「学歴認定制度」
が体系化された。
「平生教育法」第40条による「成人学習者学歴認定制度」は、18歳以上
の成人学習者が市・道教育庁が設置又は指定した識字教育プログラムを履修すると、学歴
充足の可否について審査を経て、小学校・中学校の学歴が認められるようになった。識字
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教育プログラムを通じた成人学習者の学歴認定体制は、教育部と国家平生教育振興院、17
の市・道教育庁、識字教育機関の推進体制に区分されるが、次のように、役割を分担して
いる。
表２ 成人識字学歴認定の推進体制

第四に、識字教育の質を高めるための支援政策が拡大された。識字教育に参加するのに
必要な最低限の学習環境の醸成のために、成人識字教科書を無償で普及し、教育機関のな
い地域には、識字教育のための成人識字教育放送（EBS成人識字教育プログラム）を制作・
放送した。また、日常生活に必要な生活識字教育プログラムを支援するために、
「生活識
字教科書」
（金融リテラシー、交通安全リテラシーなど）を開発するなど、識字教育への
参加促進のための多様な事業を推進した。さらに、識字教員を養成するための資格研修も
実施し続け、識字教師の専門性を高めるための努力も全国的に続いている。
第五に、成人基礎生活識字のレベル診断を通した国民基礎識字力を強化するために、国
家統計庁の承認を受けた全国単位の識字調査を3年ごとに実施している。識字教育の対象
者を把握するために、2013年に国民識字能力測定ツールを開発し、2014年に全国成人文解
能力調査を実施した。2014年の成人文解能力調査は、全国17市道の18歳以上成人4,057人
を対象に調査検査を使った対面面接調査で実施した。2017年は、2014年調査に続く2次調
査で、外国人も答えられる問題項目に一部修正し、全国4,000世帯を対象に調査を実施した。
このような政策的な努力が、システムを構築して識字教育の機会を拡大し、質的向上に
資したのは明らかである。直接的には、次のような数的変化で現れている。
表３ 成人識字教育支援及び参加対象の変化推移(2)
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このようなたゆまぬ努力により、識字に対する社会的関心と認識も高まり、関連するテ
レビ番組やドキュメンタリー映画（
「漆谷の娘たち」
、
「詩人ハルメ（お祖母ちゃん）
」
）が
製作され、識字学習者の成果を書籍化するケースも多くなった。最近は、文在寅大統領が

SNSで識字学習者たちの文集の出版を祝ったり、大統領夫人の金正淑さんが「漆谷の娘た
ち」に出演した学習者からもらったお手紙について報じられていた(3)。このように、近年
識字教育をめぐる内外の環境や認識は少しずつ前進してきている。

図１ 識字関連ドキュメンタリー映画のポスター

Ⅲ．識字教育政策の限界
識字教育政策がもたらした成果は、決して簡単に得られたわけではない。段階ごとに、
場面ごとに、数多くの人々の努力の積み重ねによるものであった。しかし、道のりはまだ
遠い。
第一に、成人識字教育支援の法的根拠は整備されたが、実質的な財政支援は依然として
足踏み状態である。国レベルの法令と自治体レベルの支援条例の制定は、増えてきている
が、実際に支援する予算は、大きな変動なしに停滞している。2006年に約13億ウォンであ
った国庫支援額は、いまも年間支援額が30億ウォンを下回る。支援事業に関わる基礎自治
体が増えていき、事業を実施する際の対応投資の要請比率がやや高まることによって、地
域からの対応投資額は2018年現在66億ウォンまで増えたが、参加機関と学習者数に照らし
てみると、学習者又は機関ごとの支援金額が増えているとは言い難い。これさえも、自治
体の首長の政治的性向や関心によって変わる可能性が大きいので、地域からの安定的な予
算支援を期待することは難しい(4)。
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表４ 2006 ～ 2018年成人識字教育プログラム運営支援の状況(5)

*成人識字教育プログラム支援費に限る。
**恩恵を受けた者は、公募事業プログラムへの参加者、学歴認定識字プログラム登録者、無償教材の普及人員などを含ん
だ数値である（2015年‐2018年）
。
。
出展：国家平生教育振興院、2018年成人識字教育支援事業運営報告書及び内部資料（2018）

第二に、公共性の基盤なしに導入された学歴認定制度が、むしろ「学歴」という枠組み
の中に識字教育を閉じ込めてしまった。学歴認定制度の導入以降、教師とカリキュラム、
施設などの体制が整えられ、いままで個別化していた識字教育を標準化することで、教育
の質を担保したのも事実である。しかし、識字学習者の学習成果をより簡単に認めようと
した導入当時の趣旨とは異なり、従来の学校教育制度から実際のやり方と手続きをまねし
て取り入れている。つまり、国の責務性と公共性を担保する公教育制度の土台はないまま、
「外形的模写」だけで成り立ち、学習の形式化をもたらすという副作用を生じさせてしま
ったのである。学歴認定課程に参加している学習者に関する研究の結果、識字学習者と教
育環境や、継続学習の体制がほとんど整備されていない状態で、識字学習者が自分自身に
適していない教育に参加していることが分かった。学齢期の生徒対象の無償の中学校教育
制度に、施設、教員、運営経費などを多く支援しているのに対して、
「授業費無償」以外は、
中学校課程に登録した識字学習者のための福祉はない状態である。
「教室」と「教師」の
み提供されるだけで、中学生たちが享受する支援（放課後プログラム、学習メンタリング、
休息空間など）から、
識字学習者たちは徹底的に排除されている。こういったことから、
「非
識字の成人は、義務教育の猶予者として、無償の識字教育は国の責務」であるという法的
命題は、ほとんど実現されていない状況なのである。無償教育の一環として、学歴認定識
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字教育制度の趣旨を、完全に活かすためには、小学校と中学校の無償教育に相当する公的
支援が行われるべきである。
また、学歴認定制度の教育プログラムは、
「体系性」はあるものの、
「継続性」は併せ持
ちえていない。学歴認定制度の導入は、
「基礎識字‐小学校識字‐中学校識字課程」とい
う新しい識字教育の道を提示したという点で、その意義は大きいが、中学校識字教育が「終
結教育」になる限界がある。高卒の学歴を取得するためには、検定考試（卒業資格認定試
験：訳注）を受けるか、放送高校か学歴認定高校に入らなければならない。識字教育の学
習者に60代以上が73.8％（2014年現在）であることを考えると、インターネットを通じて
授業を行う「放送通信高校」か、高校の教育課程のほとんどを教えている「学歴認定高等
学校」や「検定考試塾」は、識字学習者たちに現実的な方法にはなりにくい。こういった
問題は、基本的に識字教育に対する公的支援を確保するための論理として、
「中学校無償
教育」が活用され、その結果、開放性を前提とする識字教育を、学校の枠組みの中に閉じ
込めてしまう矛盾から生じたことである。従って、既存の学校制度の矛盾、つまり、
「学力」
ではなく、学校の履歴である「学歴」中心のアプローチが、識字教育分野においても踏襲
されているのである(6)。
これに加えて、もっと深刻な問題は、多数の学歴未認定の識字プログラムは、こういっ
た支援さえからも排除されることである。学歴未認定識字教育は、教育庁の支援から完全
に排除され、自治体の予算支援からもたびたび排除される。財政支援の規模自体が小さい
ということもあるが、支援対象の中でももっと脆弱な学習者と教育プログラムが、逆に制
度の死角地帯に追いやられてしまうのである。
第三に、識字教育に対する社会的関心が高まるのは望ましいことであるが、その土台に
敷かれている識字学習者に対する「対象化‐他者化」の視線が懸念される。この間、国家
平生教育振興院と、民間の識字教育関連団体が、識字教育の広報と関心を引き起こすため
に尽力してきており、その結果、いまは少なくとも「識字教育」ということばそのものは、
一般名詞として受け入れられている。何年か前まで、政策関連の議論をする前に、
「識字
教育」という概念の説明に時間を費やしていたことを考えると、この成果には隔世の感が
ある。
しかし、このプロセスの中で、人々に分かりやすいコミュニケーションをとるために活
用された識字学習者の悲しい叙事は、
「識字学習者」を、高齢‐女性‐低学歴者として典
型化し、
「識字」概念は、低いレベルの基礎入門段階に限定されてしまった。しかしなが
ら、識字学習者を「ハングルを学ぶ[可哀想でかわいい]おばあちゃん」としてのみ捉える
のは危険である。これは、識字学習者の主体的な声を消してしまうことであるだけでなく、
私たちの中に遍在している非識字の普遍性に対する認識も遮断してしまう。他者化された
識字学習者は、
「私‐私たち」と分離された「あなた‐かれら」である。非識字の問題は、
あくまでも悲しい過去をもつ「かれら」の問題で、哀れと施しのテーマとして置き換えら
169

基礎教育保障学研究 第４号 2020.08

れる。識字教育を取り上げるテレビ番組について、ある評論家は、以下のレビューを残し
ている。
しかし、
「娘たち」の視線は少し違う。犬が吠えている音を「モンモン」ではなく、
「ゴ
ンゴン」と書くのは多様性の認定である。しかし、
「結婚は選択」とする「アモール・フ
ァティ」
（キム・ヨンジャさんが2013年に発表した歌のこと：訳注）の歌詞が「結婚は必
ずしなければならない」となったり、キム・チュンスの詩「花」の感想が「あなたの花に
なりたい」と帰結してしまうことに、これ以上疑問を呈しないのはおかしい。かれらの言
葉に含まれているイデオロギー的含意を聞き流し、分かっているような雰囲気に浸ってい
るのは、相手を主体として認めていない態度である。これは、子ども、障害者、移住労働
者などと会話するときに陥りやすい誤りで、相手を「無害な他者」にしたまま、すべての
言葉に頷こうとする姿勢を取りながらも、いざかれらの話には耳を傾けない態度である。
ラジオに送られた老年女性の手紙は、字を知らず苦労していた過去の苦痛より、学びに挑
戦しているいまの喜びに焦点を当てた内容であったが、涙が浮き彫りになる雰囲気の中で、
ややもすればかれらが憐憫の対象に映らないのか、気がかりである(7)。
識字教育の参加者の識字学習以前の日常における非識字の克服経験に関する研究におい
てもみられるように(8)、かれらが成し遂げてきた個人的な奮闘の年代記的な叙事と、その
結果形成された独自の声は、より積極的に尊重される必要がある。
しかし、これとあわせて、再度確認しなければならないのは、非識字の普遍性である。
識字に関する文献が強調しているように、
「識字」は単数ではなく「複数」であり、識字
の準拠は、いまも進化し続けている。強調すべきなのは、単なる情緒的共感と憐憫ではなく、
「非識字」を、私と私たちの問題として受け止め、個人的・社会的「識字」の進歩のため
の社会的責務の確認と共同対応の体制を整っていくことである。社会変化と歩調を合わせ
るための個人的‐社会的努力は、いまも進行形であり、ここにおいてだれも例外となって
はならない。
第四に、現在識字教育の支援政策の企画と遂行において、基礎研究を土台とする証拠基
盤（evidence-based）戦略の確立がまだ十分ではない。いままで識字教育政策は、基礎研
究よりは政策樹立を優先し、現場実践と理論作業の間の循環的つながりを構築する力を持
ちえなかった。学習者の緊急なニーズと政策推進機関の緊迫感が合わさっているなかで、
限られた資源で臨時対応をするばかりであった。やっと国民識字能力調査を作成し、実施
するようになったが、予算の制限によって地域別の分析乃至は基礎段階の細分化した実態
診断ができる標本抽出の規模を確保できていないのである。
また、識字学習者の背景要因別の多様な特性を理解するための研究や、効果的な教授学
習方法を実験し提案できるような研究には発展できず、当為的宣言的な命題ばかりを繰
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り返している。識字学習者は「誰」であり、
「どのように」促進していけるのかについて、
実践家たちの個人的な経験と熟練だけに依存している状況である。
マクロ的観点からも非識字問題における「ジェンダー」と「階級」の重層性は明らかで
あるにも関わらず、それを直接的に取り上げてはいない。ジェンダー−階級要因を理解で
きた時に、非識字の累積、そして、これから発生していく新しい非識字の連鎖に対する理
解と解決方法の提示が可能となるであろう。
Ⅳ．識字環境の変化
これからの識字教育政策の方向を考えるためには、近年の識字環境の変化に関する理解
が前提にならなければならない。識字環境をめぐっては、最近いくつかの変化が目立って
いる。
第一に、識字の必要水準の高度化と多元化である。つまり、識字レベルの高度化及び
多元化の課題である。暮らしと学びの基礎力量として、
「識字」は社会変化に伴い、期
待するレベルと領域の変化が不可欠である。このように、進化する概念として「識字」
をめぐる変化は、これからも一層加速化していくと思われる。2015年に仁川で開かれ
た＜世界教育フォーラムWorld Education Forum＞で採択された「仁川宣言」
（Incheon

Declaration）は、Education2030の目標に、すべての人々に包括的で平等な良質の教育と
生涯学習を提供していくという意志を盛り込んでおり、何よりも「識字」の重要性を強
調している(9)。このときの「識字」は、21世紀の日常生活の中心技術として、文字、数
。これ
理、科学、ICT、財政、文化及び市民などの領域までを含む（教育部、2018年）
は、OECDのPIACC調査で「識字とは、多様な文脈に関連した印刷及び文書資料を使っ
て、識別、理解、解釈、生成、コミュニケーション及び計算を遂行する能力である。読み
書き能力は、個人がかれらの目標を達成し、かれらの知識と潜在力を開発し、かれらの社
会とより広い社会に完全に参加できるようにする一連の学習を含む」と規定しているのと
同じである(10)。すなわち、これから必要となる識字の水準は、現在よりもっと高いレベ
ルにまで漸次高められるのであり、識字教育の領域は、金融、情報技術、文化などの多様
な分野にまで拡張していく必要がある。最近強調されているデジタル・リテラシーを超え
た、メディア・リテラシー又はアルゴリズム・リテラシー（Algorithm literacy）などは、
このような傾向を反映している。
第二に、識字力の世代間、階層間の格差の深化である。識字力の格差は、いくつかの調
査で一貫して現れている。
「成人文解能力調査」の2014年調査に続き、2017年調査におい
ても、成人識字能力が性別、年齢別、所得別で大きな差を見せている。
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性別

毎月の
世帯所得別

女性が
男性より
女性

毎月の世帯所得が
低いほど

男性

100万ウォン未満

年齢別

500万ウォン以上

地域別

60代未満→ 60代→
70代→ 80代以上に
なればなるほど

農山漁村が
大都市より
60 代未満

60代

70代

ソウル
及び
広域市

80代以上

中小
都市

農山
漁村

図２ 識字力の格差現況(11)

さらに深刻なのは、現在の識字学習者が成長の過程で不利な環境によって教育の機会を
逃したのと同じように、いま成長している子ども世代にも、家庭の社会経済的環境によっ
て、非識字又は低識字になる可能性が高いという事実である。ある市民団体が2018年末に
出した「小学生の教科語彙力の格差」研究報告書は、
ソウル・仁川・京畿地域の小学校24校（46
クラス）5年生生徒1,133人を対象に、語彙力を調べ分析した。その結果をみると、経済力
が高いと評価される地域であればあるほど、高い得点集団の比率が高い反面、経済力が低
いと評価される地域であればあるほど、低い得点集団の比率が高いという「語彙力の格差」
がみられた。この研究結果によると、生徒たちの語彙力は、住居環境（地域）が良好であ
るほど、保護者の経済力が高くて支援を多く受けるほど高い一方で、住居環境が劣悪であ
り、祖孫家庭、または国際結婚家庭のように、保護者の支援が少ない場合には低かった(12)。
表５ 背景要因による小学生の語彙力の点数差(13)

以上のような研究結果は、非識字・低識字が世代間で続くという事実を見せてくれる。
第三に、識字教育に参加する学習者の高齢化である。2018年現在、成人識字教育支援
事業に参加する学習者を性別でみると、ほとんどの学習者が女性で、参加者の95.6％を占
めており、年齢別でみると、70代が49.6％を占めてその比率が最も高く、60代（23.7％）
、

80代以上（15.1％）の順になっている(14)。
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表６ 2018年成人識字教育支援事業の性別・年齢別参加現況

*その他：外国人（10代）などを含む。
。
出展：国家平生教育振興院、2018年成人識字教育支援事業プログラム開設現況報告書（2018年）

2018年に参加した学習者の中に70代以上の学習者は64.7％で、前年度の2017年度（70
代以上の識字教育参加者62.6％）に比べて、高齢学習者の参加比率が前年対比2.1％増加し
たことが分かる(15)。現在の韓国社会の高齢化の趨勢を考えたとき、このような識字教育参
加者の高齢化は急速に進展していく可能性が高い。
第四に、識字教育の非参加学習者の多元化を反映した識字教育対象の拡大問題である。
基礎識字教育と学歴認定教育プログラム中心の識字教育支援事業は、低学歴中高齢女性を
主な対象としている。しかし、目標の識字水準が高度化かつ領域の多元化が実現されれば、
識字教育対象の拡張は必至である。既存の低学歴中高齢の女性学習者から、青少年と青年
のための識字教育又は移住民家庭のための「家族識字」
、障害者と在監者だけでなく、低
熟練低識字労働者など、多様な対象へと拡張していける方案を導入すべきである。
そのほかに、識字教育の現場実践家の消尽と高齢化の問題も検討すべきである。劣悪な
活動環境のために新しい活動家の流入はままならず、既存の実践家は過労と負担でバーン
アウトしている状況である。ここに、時間制のボランティアや教師・講師たちが入ることで、
識字教育実践家の構成や全体像も変わってしまい、今までの活動家たちと同じような力動
と献身的な姿勢をもつ次世代への円満な交代の展望はそれほど明るくない。実際に歴史の
長い識字教育機関の中では、自ら辞めていく事例も少しずつ増え続けている。
Ⅴ．識字教育の方向と課題
識字教育の制度化以降に確認できているのは、
「当為性」と「善意」が支援拡大を保障
してくれないということである。識字教育に対する関心と支援は、一定の地点で止まり、
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これ以上動いていないようにみえる。識字環境の変化を反映して、停滞した識字教育支援
を打開していける「シーズン2」に向けての準備が必要な時である。新しい議論を始める
ために、次のようないくつかの提言をしたい。
第一に、
「非識字」の普遍性を反映して「識字」概念と対象認識の枠組みを拡大適用し
て新しく支援体制を構築する方案を検討する必要がある。例えば、識字教育の範疇を3つ
に類型化して、低学歴‐高齢‐女性中心の伝統的な識字学習者は、
「学習福祉」としての
識字教育を提供し、青年と移住民などの非伝統的な識字学習者は、職業基礎力量に焦点を
当てた「基礎教育」の対象に位置づける。これに加え、社会変化に適応しようとする中壮
年学習者には、識字力の更新を中心とする「
［基礎力量］持続教育」の対象とする。これ
を通して、識字学習を特定の対象とレベルに限定した恩恵的政策ではなく、一生涯の多様
なレベルの多数の構成員に必要な学習活動へと再概念化する。つまり、識字の社会経済的
インパクトを浮き彫りにできるような識字教育の全体像を通して、識字を周辺的なアジェ
ンダではなく、主要アジェンダへと転換していくビック・ピクチャーを再び描いていく必
要がある。識字教育を過去の欠損に対する国家的「責務」ではなく、未来の社会経済参加
のための「投資」として認識するように努力していくことが必要である。
第二に、識字教育のコンテンツとアプローチのやり方において、学歴認定又は学歴補完
をめざす学歴中心のアプローチから脱し、
「学習福祉」と「老人福祉」の観点からの資源
確保を進めていく必要がある。識字教育に参加している学習者の高齢化によって、識字教
育への参加動機と目標が変わってきている。単に認知活動中心の識字能力を向上するため
のものというよりは、学習者同士のコミュニティ活動への参加や、文化芸術活動に対する
ニーズが多いだけでなく、
「アルツハイマー予防」のための参加ニーズも高まってきている。
これは、韓国社会が直面した高齢化問題への対応において、識字教育の多大なる可能性を
示してくれるものである。いままで識字教育の担当機関が蓄積してきた中高齢学習者対象
の教育専門性は、高齢化社会において貴重な資産になるであろう。既存の中高齢学習者対
象の識字教育を、
「融複合型学習福祉」
「アルツハイマー予防の老人福祉」の方向へと積極
的に転換していけるのであれば、教育部や教育庁だけでなく、文化部や保健福祉部、自治
体などへと財源を拡張していくことができる。
第三に、識字教育の議論と層位を多様化していくことが必要である。識字力の診断と政
策の方向設定のための識字調査の拡大‐体系化を筆頭に、識字と識字教育に関する研究を
豊かにし、理論的・実践的な論拠を広げていくことが求められる。ミクロ的に「識字」の
意味とプロセスに対する理解を深める研究(16)、教授学習方法のための研究が必要である(17)。
実践現場においては、実践家と研究者が一緒に教育実践を革新していける参加型アクショ
ンリサーチ（Participatory action research：PAR）方法の適用も、より拡大してくことが
重要である。マクロ的には、中高齢の非識字者がどのように識字学習の機会から構造的に
排除されてきたのかを明らかにし、非識字の社会構造的要因を究明することが必要である。
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これを通して、非識字・低識字の連鎖の結果であり、新たな悪循環の始まりとなりえる青
少年・青年の非識字を解決していく方法を模索していかなければならない。
いまの識字教育の姿にもどかしい気持ちを隠し切れないが、最近のいくつかの動きは、
識字教育の支援拡大に対して前向きな期待を抱かせる。京畿道平生教育振興院では、
「京畿
道平生教育の義務教育化政策開発に関する基礎研究」を研究者たちに依頼しており、2021
年の全面施行を目標に始まった高校無償教育制度は、成人学習者たちが在学する放送通信
高校にも適用される予定である。振り返って考えると、識字教育の未来がバラ色にみえた
ことは一度もなかった。しかし、私たちは一緒に歩んできており、これからもそうなるで
あろう。一緒に歩いていくこの道に、日韓の識字教育者と学習者も手をつないでいくこと
を期待する。
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＜特別寄稿＞

“배움과 투쟁의 공간” 으로 노들 장애인 야학
천성호（노들장애인야학）

Ⅰ． 서론
1． 들어가며
한국에서 1898 년 야학（夜學）이라는 민중들의 학교가 만들어지고 실천되어 온지 120
년의 시간이 흘렀다 . 한국의 야학은 민중（民衆）들의 교육적 요구와 지식인들의 응답으로
전국의 곳곳 설립되었고 , 야학의 교육 실천은 한국사회의 시대 문제와 만나 다양하게 전개되
었다 . 야학의 역할에서 가장 핵심적인 방향은 민중들은 현실 문제에 해결을 요청하였고 , 그
들에게 지식인들은 교육을 통해 비참한 현실을 개선하기 위해서 끊임없이 노력하고 , 실천하
였다는 점이다 .
이점에서 , 1990 년대을 중심적으로 등장한 장애인 야학은 크게 보면 야학의 중심적 방향
의 하나로 본다 . 예를 들면 , 1980 년대 노동자 민중의 열악한 조건이 사회 문제화되면서 노
동자들 스스로의 의식화와 조직화를 위한 방안으로 노동야학（勞動夜學）이 서울을 비롯한
전국에 수 백 개의 야학 만들어진 것과 같은 이유이다 . 노동자 민중의 노동조건을 개선하고 ,
민주화된 사회를 열망하는 바램을 담은 것이다 .
장애인 야학（障碍人夜學）은 1980 년대 최초로 인천의 작은자 야학이 설립된 것으로 기
록되었고 , 1990 년대 몇 개의 야학들이 초보적 상태로 설립되면서 장애인 야학이 나타났다 .
2000 년대 넘어오면서 장애인 야학들은 장애 운동 , 대중적 장애해방운동과 결합하면서 전
면적으로 등장하게 된다 . 이 시기에는 전국에 장애인 야학들은 다양하게 설립되었다 .
이 글은 장애인 야학의 중심적인 역할을 하면서도 장애인 야학의 역사를 새롭게 쓰고 있
는 서울의 노들 장애인 야학의 역사와 전개 과정을 기술하고 , 노들 장애인 야학의 교육 실천
의 특성을 밝히려고 한다 . 또한 노들 야학의 교육 실천과 투쟁의 과정을 통해 노들 장애인
야학이 갖는 고유한 운동의 특성을 설명하려고 한다 . 노들 장애인 야학의 현황을 설명하고 ,
노들 야학의 교육 실천의 가치와 의의를 정리한다 . 이를 통해 기존의 제도권 학교와 다른 차
이를 설명하고 , 노들 장애인 야학과 장애 해방 운동과 긴밀성을 갖는 특성을 파악하고 , 한
국사회에서 노들 장애인 야학 만이 갖는 야학 운동 , 장애 해방 운동의 가치와 의의를 말하려
한다 .
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Ⅱ． 본론 : 노들 야학의 배움과 투쟁
1． 노들 장애인 야학의 역사와 전개

장애인 야학의 1982 년 인천에서 문을 연 미문（美門）야학에서 출발해서 1993 년 서울
의 노들장애인야학（이하‘노들 야학’
）이 설립되었다 (1). 이후 대부분의 장애인 야학들은
2000 년대를 넘어서 설립되었다 . 전국장애인야학협의회 자료（2020）에 의하면 전국에는
소속된 장애인 야학은 27 개이다 .
노들 야학이 만들어진 배경은 1987 년 청소년 동아리도 구성된 장애인 문제 연구회였
던“울림터”가 장애 문제는 사회구조적으로 해결되어야 할 문제라는 접근하면서부터 이
다 . 그래서 울림터 활동가들은 1987 년 대통령선거를 앞두고‘장애인 고용촉진법제정’과
‘심신장애자복지법 개정’투쟁을 전개하였다 . 이 투쟁을 거치면서‘장애인운동청년연합회’
가 만들어지고 , 장애 대중을 의식화하고 , 조직화하기 위해 야학을 만들 필요성이 제기 되었
다 (2). 장애 민중과 활동가들이 만나기 위해 야학보다 좋은 형식은 없었다 . 의식화와 조직화
의 방식에 있어 긴밀하게 장애 민중을 만나는 곳 , 그 현장이 야학이었다 .
1993 년 8 월 8 일 서울의 뇌성마비 장애인 복지관인 정립회관（正立會館）에서 탁구장
한 편을 빌려 , 11 명의 교사와 11 명의 중증장애인 학생으로 노들 야학이 개교하였다 . 이름
을‘노들’이라고 한 것은“노란들판”을 줄여서 붙인 이름이며 , 봄 , 여름 열심히 일하여
가을이 추수하는 농부처럼 야학이 되자는 뜻이다（2）. 당시의 야학의 학생들은 정립회관내
의 정립전자에서 일하는 학생들로서 낮에는 일하고 , 밤에는 검정고시를 열심히 공부하는 것
이 목적이었다 . 그러나 학생들에게 정립회관에서 전자부품공장과 기숙사에서 24 시간으로
구성된 생활에서 벗어나 하루에 저녁 6 시 ~10 시까지 4 시간 , 한 주에 5 일동안 교육을 받
는다는 것 , 배운다는 것은 충분히 가치 있는 일이었다 . 사람을 만나는 것 , 새로운 것을 배운
다는 것은 세상을 새롭게 보고 다가가는 계기가 되었다 .
노들 야학의 정체성
（正體性）은 2001 년 장애인 이동권 투쟁으로 결정적으로 변화되었다 .
2001 년 지하철 4 호선 오이도 역에서 노부부가 수직형 휠체어 리프트에서 추락사하는 사고
가 발생하였고 , 이를 계기로 장애운동단체들은‘장애이동권쟁취를위한연대회의’를 결성해
서 이동권 투쟁을 전개되었다 . 지하철 선로 점거 , 버스 점거 , 국가인권위원회 점거 등 목숨
을 걸고 투쟁하였다 . 사다리를 같이 목에 걸고 , 쇠사슬을 서로를 묶어 버티는 투쟁을 통해
서울 지하철 전 역사에 엘리베이터 설치 , 저상 버스 도입 등의 성과를 얻는‘교통약자의 이
동편의 증진법’이 제정하였다 . 이때 야학은 교사 , 학생들은 이동권 투쟁의 있어 중요한 역
할을 하였다 . 노들 야학의 학생들이 살기 위해 , 학교를 가기 위해 이동권이 필요했고 , 이동
해야 했다 .
“이때부터 노들 야학은 본격적인 길거리 투쟁에 나섰다 . 학생과 교사들은 버스를 막았고 ,
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철로에 자신의 몸을 묶었다 . 사회전체를 이동시키지 않고서 학교조차 갈 수 없다는 걸 , 사회
전체를 새로 배우게 하지 않고서는 야학에서의 작은 배움도 불가능한다는 것 , 학생이 되려면
먼저 투사가 되어야 한다는 것 , 이것이 노들 야학의 정신이다”
（4）.
노들은 학생의 이동이 아니라 사회전체를 이동시키기 위해 투쟁했고 , 이 시기를 중심으
로 노들 야학은 새로운 장애 해방 운동의 변화를 이끌었고 , 이것은 노들 야학이 야학（夜學）
에서 야학（野學）으로 정체성이 변화되는 중요한 계기가 되었다 .
중증장애인 학생들에게 먹고 , 자고 , 이동하기 위해서 , 생명과도 같은 교육을 받기 위해서 ,
자립생활을 통해 자유를 얻기 위해서 활동지원사는 필수적인 요소이다 . 활동 지원사 제도가
없기에 야학의 교사들이 그 몫을 고스란히 맡아야 했다 . 학생들을 등 / 하교를 지원하기 위
해서는 저녁 6~10 시까지의 수업을 지켜 내기 위해 오후 2 시부터 서울 전 지역을 봉고차로
돌면서 학생들을 이동시켰고 , 수업이 끝나는 밤 10 시부터 새벽 2~3 시까지 서울지역을 돌
면서 학생들을 하교 시켰다 .
밥을 먹는다는 것은 누군가에게 자연스러운 일상이지만 , 활동지원사가 없을 때 , 이 조차
도 중증장애인들에게 일상이 되지 못했다 . 밥을 함께 먹는 것도 쉽지 않고 , 때로는 먹을 수
가 없어 굶으면서 학생들은 야학에 나왔고 , 교사들은 같이 굶으면서 일상을 지켜냈다 .
2006 년 4 월 27 일 한강대교를 4 시간에 걸쳐 기어가면서 활동지원사를 제도화하기 위해
투쟁하였고 , 2007 년 4 월 마침내 활동 지원사 서비스가 전국적으로 시행되었다 . 여전히 한
사람당 한 달에 180 시간으로 부족했지만 , 중증장애인들이 집에서 나와 밥을 먹고 , 야학에
나오고 , 사람들과 함께 살아 갈 수 있는 기본적인 토대가 마련되었다 . 이후의 활동지원 시간
을 확대하는 투쟁은 지속적으로 전개되었다 .
2012 년 8 월 21 일부터 2017 년 8 월 25 일 1,842 일 동안 서울 광화문 농성장에서“장
애등급제 폐지와 부양 의무제 폐지”를 위해 투쟁하였다 . 마침내 보건복지부 장관이 방문으
로“장애인의 완전한 통합과 참여 , 장애등급제의 폐지 , 장애인권리보장법 제정 , 장애인을 수
용시설 중심에서 탈시설 지역사회 중심으로 전환 할 것”약속 받았다 (3). 지금까지도 이 해
방의 과제들 - 장애등급제 폐지 , 부양의무제 폐지 , 장애인집단거주시설폐지 - 을 위해 투쟁
하고 있으며 , 중증장애인의 공공 일자리 1 만개 , 장애인의 문화예술에 대한 향유 권리에 대
한 다양한 투쟁들을 전개하고 있다 .
노들 야학은 혁명적이 20 년의 시간 동안 장애해방운동 투쟁에 있어 중심적 역할을 하였
고 , 이는 긴밀하게 전체 장애해방운동과 연결되어 있었다 . 노들 야학의 장애해방운동의 중
심이었고 , 장애해방운동의 중심에는 노들 야학이 있었다 .

2． 노들 장애인 야학의 교육과 실천
노들 야학은 설립 초기에는 검정고시 과목 중심의 야학이었다 . 그러나 이동권 투쟁 , 활동
지원사 제도화 투쟁 , 장애 성인 교육권 투쟁 등 다양한 투쟁속에서 가속도가 붙으면서 정체
성도 변하였다 . 정체성（正體性）이라는 것이 , 본디 변하지 않는 특성 , 또는 성격이라고 보

179

基礎教育保障学研究 第４号 2020.08

지만 , 점점 역사의 시간이 붙으면서 노들 야학의 정체성도 점점 변화하였다 . 설립 초기의 야
학
（夜學）으로 존재했던 노들은 야학
（野學）으로 존재와 실천이 전환되었다 . 그것은 바로“노
들장애인야간학교”학교라는 좁은 형태와 교육이라는 좁은 체계를 넘어서는 것이었다 . 학교
와 교육을 넘어“들판의 학교 , 거리의 학교”라는 새로운 정체성의 획득이다 .
노들 야학의 수업은 저녁 5 시부터 6 시 30 분까지 1,2 교시 , 6 시 30 분부터 저녁 급식을
먹는다 . 7 시 30 분에서 9 시까지 3,4 교시가 이루어지며 , 주 4 일의 수업으로 월 , 화 , 목 ,
금요일에 수업이 이루어진다 .

표 1．노들 야학 수업 시간표 2020 년 -1 학기

노들 야학은 청솔 1 반
（푸른 소나무 : 발달장애인반）, 청솔 2 반
（초등 저학년）, 청솔 3 반
（초
등 고학력）, 불수레반（불의 수레 : 중학교 과정）, 한소리반（하나의 소리 : 고등학교 과정）
으로 구성되어 있으면 총 62 명이 학생들이 재학하고 있다 . 학생들의 장애 특성으로는 최중
증 뇌병변 장애들이 대부분이고 , 전체 학생에서 15 명 정도는 지적 / 발달 장애인으로 구성
되어 있다 . 교과목은 총 33 개의 과목이며 , 30 명의 교사가 수업을 담당하고 있으며 , 9 명의
상근 교사（야학 전체 상근활동가는 총 13 명）가 수업에 참여하고 있고 , 이를 제외한 교사
들은 대부분 급여 없이 자원활동으로 야학에 참여하고 있다 .
가장 기본적인 수업은 국어 , 수학 , 영어 , 과학 , 역사 이다 . 이 과목들이 기존의 수업과는
차이가 있다면 , 정규 학교의 교육 과정보다는 수준이 높지 않고 , 속도가 높지 않다는 것이
다 . 교과과정도 정규 학교의 내용을 답습하기 보다는 야학의 현실 , 장애인에 현실에 맞게 개
편하여 교육과정을 구성한다 . 교육내용은 지식으로 쓸모보다는 실제 장애인의 삶과 생활에
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필요한 내용으로 구성하는 경우가 많다 . 그러므로 노들 야학의 교육과정은 학교 밖의 들판의
배움을 더 존중한다 . 책 속의 지식보다는 책 밖의 사회 , 사람의 경험이 더 중요하다 .
월요일의 1~2 교시는 인문학 수업이다 . 장애인들에게 먹고 살아야 할 빵도 필요하지만 ,
“왜 살아야 하느냐”에 대한 스스로의 자각이 필요했다 . 2008 년에 현장 인문학 수업으로
철학 수업이 시작되었다 . 장애인 학생들에게 가해지는 차별과 배제 , 억압과 소외를 자신의
관점에서 성찰하는 것 , 그리고“삶을 살아내는 것”이 중요하다 (4).
목요일은 특별활동 시간이다 . 학생들이 자신이 하고 싶은 활동을 선택해서 배우는 것이다 .
이중 음악대는 특별하다 . 학생들의 자신의 장애를 특성에 맞게 악기를 변형하여 , 자신의 방
식으로 노래를 부르고 , 자신의 방식으로 악기를 연주한다 . 그 불협화음의 아름다운 조화를
보여준다 . 음악대는 그러한 불일치와 다름 , 차이를 그대로 드러내는 방식으로 연주를 한다 .
그래서 아름답다 .
권익옹호반은 장애인들이 권익을 옹호하기 위한 활동하는 것이다 . 노들 야학과 통합 운영
되는 수업으로 노들 전체 단위（노들 야학 , 노들 장애인자립센터 , 장애인자립센터“판”
）가
연대하여 교실에서의 수업과 현장 수업으로 번갈아 가면서 수업이 진행된다 . 현장 수업으로
는 장애인의 권익 옹호에 관한 집회 참여 , 기자회견 , 지역사회의 장애인 이동권과 접근권에
관한 홍보 및 개선 활동 , 자체 교양 교육 활동 등으로 이루어진다 .
이외에 야학에서 중요한 사업으로 학생에게 무상으로 밥을 먹는 것이었다 . 학생과 교사가
함께 밥을 먹는 것은 그 자체로“평화”이다 .
식사하셨어요 ? 라는 흔한 안부 인사를 나누기 어렵던 시절이 있었습니다 . 계단 때문에 들
어갈 수 있는 식당이 없어서 , 혼자 밥을 먹기 어려운데 , 활동보조인도 없어서 , 밥을 사 먹기
엔 주머니 사정이 좋지 못해서 , 밥 한끼 제대로 먹지 못하고 야학에 오던 학생들 .

2014

년 노들 야학은 어떻게든 함께 먹어보자는 마음으로 급식을 시작했습니다 . 중증장애인 학생
들과 교사 , 활동보조사가 모여 함께 밥을 먹는 일상을 꾸리는 일은 생각보다 더 만만치 않았
습니다 .“일상”이라는 말은 내가 노들에서 배운 가장 멋진 말이었습니다 . 그리고 가장 단
단한 말이었습니다 (6).
노들 야학은 매년 5 천만원이 넘는 급식비를 들여 학생들이 무상으로 밥을 먹기 위해 , 그
무모한 시도를 지금까지 해오면 일상을 버텨내고 있다 . 서울시와 서울시 교육청은 예산이 없
다고 학생들 급식비를 지원하지 않아서 노들은 소중한 밥을 지키기 위해 매년 한번 후원 주
점을 통해 비용을 마련하고 , 부족한 예산을 어렵게 마련하고 있다
낮 수업은 2016 년 낮에 나와서 무료한 일상을 보내야 했던 학생들에게 낮 시간（낮 1 시
30 분 ~4 시 30 분）동안 다양한 활동 위주의 수업이 진행되었다 . 처음에는 중증장애인 , 발
달 장애인 함께 수업을 진행하는 방식에서 진행되었다 . 이 수업은 2017 년 8 월부터 A 장애
인 집단거주시설에서 10 명이 발달 장애인 이용자들이 나오면서 , 야학의 학생 10 명과 함께
전체 발달장애인 20 명으로 구성된 주간의 발달장애인 평생교육 프로그램이다 . 매 수업에
20 명의 학생과 6 명이 교사들이 공동으로 만들어 가는 수업이다 .“천천히 , 즐겁게 , 함께”
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라는 방향을 두고 , 발달장애인의 자립생활 , 문화예술 , 직업 체험에 관련된 프로그램을 운영
되고 있다 .

표 2．노들 야학 낮 수업 시간표 . 2020-1 학기

월요일 체육 수업은 신체활동이 제한적이고 , 움직이는 것을 싫어하는 장애인들에게 조금
씩 움직이는 법 , 걷는 법 , 뛰는 법 , 도구를 이용하는 법 등을 개인별로 자율적으로 진행하는
수업이다 . 한 학생은 체육관 한 바퀴를 도는 데 1 년이 걸렸다 . 매 번의 수업에서 조금식 조
금씩 걸었다 . 중간에 포기하고 , 쉬고 , 수 십 차례의 수업이 이루어 지고 , 결국 1 년이 지나
갈 무렵 약 100 미터의 체육관 한 바퀴를 다 돌았다 . 노래 수업은 흥이 많은 발달 장애 학생
의 특성으로 즐겁게 노래를 부르는 시간이다 . 자신의 목소리로 손질과 발짓을 다하여 노래를
부른다 .
화요일 댄스 수업은 춤을 통해 자신의 스트레스도 풀고 , 자신의 몸을 통해 감정을 표현하
는 수업이다 . 춤과 율동 , 소리에 대한 다양하게 반응하고 , 자신들의 방식으로 표현한다 . 무
언가 규격화된 방식의 율동이나 춤은 가르치는 것은 일찍 포기했고 , 이제는 그럴 필요성도
느끼지 못한다 . 오직 , 학생들의 방식들로 존재하고 교사들이 서로 같이 호흡한다 .
수요일 카페 수업은 직업 체험의 일종으로 커피를 갈고 , 내려서 먹는 과정을 익힌다 . 한 달
에 한 번 팝업 카페를 만들어 광고지도 만들고 , 홍보도 하고 , 커피와 음식을 만들어 계산도
하고 , 직업을 체험하기도 한다 .
목요일 미술수업으로 자신들 만의 창작 활동을 하는 것이다 . 가는 선을 하나 그리도 것도
시간이 걸리면 , 그 가는 선이 굶은 선으로 변하는데 1 년이 걸린 학생도 있다 . 발달 장애 학
생들을 그들만의 방식으로 세상을 이해하는 작품을 다양한 공간에서 전시를 하였다 .
금요일 체험 학습은 학생들과 야외로 나가 전시관 , 박물관 , 공원 , 연극 영화를 보는 시간
이다 . 시설 밖 세상에서 학생들은 소리지르고 , 박수치고 , 노래 부르고 , 이들이 인간으로 존
재한다는 것을 사람들에게 알리는 의미도 있다 . 이제 조금씩 사람들은 이들을 받아들일 준
비를 해야 한다 . 시설에 있는 학생들에게 체험 학습보다는 야외에서 먹는 햄버거와 콜라는
좋아한다 . 교사들은 패스트푸드 섭취에 대한 건강에 대한 우려보다는 시설에서 잘 먹지 못
하는 음식에 대해 먹을 수 있는 것도 권리이고 , 그 권리를 학생들이 가질 필요가 있다고 생
각한다 . 보호 속의 안전한 삶이 아니라 , 자유 속에서 깨어지고 , 망가지는 것도 권리이자 자
립이다 . 학생들과 매주 금요일 학생들과 버스 타기를 시도한다 . 사람들에게 버스를 타는 것
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은 일상이지만 , 일상이 되지 못한 사람들에게 버스를 타는 것은 힘겹고 어려운 일이다 . 20
여년전 버스를 타는 것은 대한 이동권과 접근권에 대한 투쟁으로 저상 버스가 도입되는 제도
적 단계를 쟁취했지만 , 이제 그 단계를 넘어 노들은 버스를 타고 , 지하철을 타면서 장애인이
온전히 누릴 일상에 대한 투쟁을 진행 하는 것이다 .
장애인 집단 거주 시설에서 10~20 여년을 세상과 분리되어 시간을 보내고 세상에 나오는
사람들에게 모든 것이 두렵고 , 다르고 , 새롭다 . 그 시간만큼 학생들은 자신의 살았던 방식
으로 그대로 세상 밖으로 나오기 시작했다 . 자신만의 감정표현과 반복 행동 등이 일상적으
로 일어나고 , 다른 사람과 다른 방식으로 존재를 표현하는 학생들을 교사들이 이해하는 데
도 많은 시간이 걸렸다 . 세상에 똑 같은 사람이 없듯이 , 똑 같은 장애인도 없다 . 노들은 발
달장애 학생들이 다르게 존재하고 , 다르게 살아가는 방식으로 천천히 함께 배우고 있다 .
노들 야학은 공식적인 수업 이외에도 다양한 사업들이 있다 . 야학이 제도권 학교의 문화
의 한 형태로 비슷하게 남아 있는 것이다 . 개학식 , 방학식 , 개교 기념제 , 소풍 , 각 반 단합대
회 , 1 박 2 일 모꼬지 등이 있다 . 이외에도 다양한 인권교육 , 성교육 , 세미나 등에 학생들이
활발히 참여하고 있다 .
학생 자치회의로 총학생회장단（회장 , 부회장 , 총무）가 있으며 , 각 반의 반장 , 부반장으
로 구성되어 있다 . 매달 한번씩 각 반 학급 회의가 있고 , 한 번씩 총학생회의가 있어 학생들
의 자치활동을 하고 있다 .
장애인권교육은 서울시의 유 , 초 , 중등 학교에서 나가 장애이해교육을 하는 사업이다 . 장
애학생과 교사 한 팀이 되어 학교로 가서 장애인에 대한 이해와 인권 교육을 진행하는 것으
로 여전히 한국사회에 장애인의 이해가 부족한 현실을 조금씩 개선하는데 도움이 되고 있
다.
매년 신입교사들을 모집하고 교육하고 있다 . 신입교사들은 교육 프로그램의 목적은“장애
인이 차별 받고 사회 현실과 노들 야학의 역사를 배우고 , 노들 수업에 대한 다양한 이해 , 장
애 학생에 대해 삶을 배우고 , 서로를 배워나가는 과정”이다 . 교육으로는 한 학기 동안 전체
야학 수업에 참관 , 교사 회의 참여 , 세미나 4 회 , 반성폭력 교육 등을 이수하는 것이다 . 세
미나는 노들 야학의 소개와 이해 , 노들 야학의 역사를 이해하고 , 장애 해방 운동을 관해 역
사 , 장애인에 대한 이해 등을 내용으로 하고 있다 . 이 과정을 자원 교사가 책임감 있게 진행
되며 , 교사 수련회를 가서 정식 교사로 인준을 받고 정교사로 되어 수업을 맡게 된다 . 교사
들이 노들에 와서 시간을 함께 하면서 많은 것이 변화한다 . 가장 중요한 것은 신입 교사들이
장애인 당사자를 만나면서 장애인도 감정도 있고 , 희망도 있고 , 욕망도 있는 같은 인간이라
는“깨달음”이다 . 같은 사람의 존재임을 알게 되었다는 것이 가장 큰 배움 이다 .
비장애인 야학들이 문해（文解）교육 , 초 / 중등 과정을 교육과정에 포함해서 교육과정을
운영한다면 , 노들 야학은 초 / 중등 과정의 형식을 부분적으로 취하였지만 그 내용은“교육”
이라는 단순한 의미와 활동을 휠씬 뛰어 넘어서는 것이다, 야학이 교육활동이 중심이라고 해
도“교육”이라는 관점으로 노들의 실천을 다 담아내지 못하지 때문이다 .
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사진 1．노들 야학 2 층

노들 야학 공간은 서울 지하철 4 호선 혜화 역 마로니에 공원 근처에 있으며 , 2, 4 층 , 총
200 평의 공간을 야학으로 사용하고 있다 . 2 층은 사무실과 교실 6 개 , 휴게실 , 화장실 등
으로 구성되어 있다 . 4 층은 대교육실이 하나 있어 개학식이나 방학식에 활용하고 있다 . 또
한 학생들을 급식을 위한 급식 시설과 카페가 있다 . 그 옆에는 세미나실과 노들 장애학궁리
소가 있다 . 야학의 넓은 복도는 전동휠체어가 서로 교차해서 지나가기 위해서이다 .

3． 노들 야학 : 들판의 학교 , 거리의 학교
들판은 곡식이 자라고 , 농부가 땀 흘려 일하는 곳이다 . 가을이면 노란 들판이 되어 생산
물을 거두어 들이는 곳이다 . 농부들의 삶의 현장이고 , 삶의 생명력이 있는 곳이다 . 노들 야
학은 장애인들의 억압하고 , 배제하고 , 차별하는 이 야만적 사회를 저항과 해방의 진지가 되
려는 것 , 그래서 장애와 비장애가 존재하지 않는 평등하고 해방된 세상 , 노란 들판을 만들려
는 것이 목적이다 .
학교（學校）교육은 이전의 지식과 경험을 대체로 전수하는 기능이지만 , 장애인들에게 학
교 교육의 지식은 살아있지 못한 박제된 지식이었고 , 장애인을 억압하는 지식이고 , 체제 이
데올로기였다 . 노들의 장애 당사자가 구성하는 새로운 지식과 경험을 얻기 위해 배움을 이
어나가야 했다 . 교사들은 장애 학생 당사자에 맞게 새롭게 지식과 배움을 재구성하여야 했
다 . 장애인의 감수성 , 손짓과 발짓을 이해해야 했고 , 닿을 수 없는 말들을 이해해야 했다 .
이것들이 곧 장애인들의 말이 장애인들의“무기”가 된다 . 그래서 노들은 제도 안을 넘어 제
도 밖에 들판으로 나아갔고 치열한 삶과 투쟁을 통해 배움을 재구성하였다 . 예를 들어 발달
장애인 문해 교육은 발달장애인의 삶의 맥락（context）에 맞게 재구성하였다 . 보통 , 문해
교육에서 말하는 기능 문해 , 생활 문해는 기본적으로 읽고 쓰기 위주의 기능적이고 , 반복적
문해교육이다 . 이 방법은 비장애인 성인들에게 적합한 교육방법 일수는 있으나 , 발달장애인
들에게 글로 쓰는 반복과 숙달의 교수법은 잘 맞지 않았다 . 그래서 이들이 살아왔던 , 존재했
던 삶들을 면면히 관찰하고 다양한 삶의 상황에 맞게 연습하고 , 체험하는 방법으로 수업을
진행하였다 .
노들야학에서“현장 수업”이라는 것이 있다 . 3.26 전국 장애인 대회 , 4.20 장애인차별
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철폐투쟁의 날 , 5. 1 노동절（May day）, 11. 13 전국 노동자 대회 , 12. 3 세계 장인의 날 ,
12 월 홈리스 추모의 날 등은 수업은 교실이 아닌 , 현장수업으로 전체 학생과 교사가 참여한
다 . 수업이 교실을 벗어나 현장에 있다는 것 , 그 거리에서 이루어진 집회나 시위였다 . 그 거
리가 교실이고 , 학교이다 . 그 속에 더 큰 배움이 있다 . 연대의 힘을 배우고 , 저항의 정신을
배운다 . 학교를 벗어나 거리의 학교 , 현장에서 눈으로 보고 , 귀로 듣는 것이 살아 있는 교육
이며 , 살아 있는 학교이다 .
노들 야학을 포함해서 장애운동단체는 지속적으로 중증장애인의 공공일자리 1만개 쟁취 ,
장애인 최저임금법 제외 폐지 투쟁을 해 왔다 . 2017 년 12 월에 78 일 동안 국민연금공단을
점거했고 , 2019 년 12 월에 서울 지방노동청을 점거하였다 . 노동의 개념이 중증장애인들에
게 자본주의 생산의 결과물로 볼 수 없는 것 , 자본주의 효율성으로 장애인의 노동을 판단하
지 말 것 , 장애인의 노동의 권리를 보장할 것을 주장하였다 . 공공 일자리 쟁취 운동의 성과
로 적은 일자리였지만 , 장애인 공공일자리가 만들어지게 되었다 .
자신의 장애에 맞게 장애인들이 권익옹호 활동을 하는 것이 중요한 노동의 하나이다 . 일주
일에 20 시간 , 또는 16 시간을 정해 노동을 하고 임금을 받는 제도이다 . 노들 야학 학생들은
2019 년에는 10 여명의 학생들이 참여했고 , 2020 년에는 20 여명의 학생들이 공공일자리
에 참여하고 있다 . 노동과 배움 , 그리고 투쟁이 하나되는 과정이며 , 권익옹호 활동은 거리에
서 대부분 이루어지는 활동이다 . 2019 년 권익옹호 활동가들은 100 차례가 넘게 권익옹호
활동을 했다 . 주요한 내용은 시민들에게 장애 인권 활동 , 기자회견 , 집회 참여 등 비가 오나
눈이 오나 참여하였다 ..
Ⅲ． 결론 : 당신과 나의 해방이 긴밀하게 결합되어 있다면
노들 장애인 야학은 장애 운동을 하던 청년들이 장애 민중들을 만나기 위해 1983 년 정립
회관 탁구장 한 쪽 공간을 빌려서 만들어진 야학이었다 . 검정고시 야학의 성격을 가지면서
출발한 야학이 시간이 지나가면서 한국사회의 비참한 장애인들의 현실에 눈을 띄게 된다 . 누
구보다도 장애인 당사자 학생들이 스스로 현실에 맞서 투쟁에 전면에 나서게 된다 .
2001 년 거세게 일어난 장애 이동권 투쟁을 통해 노들 야학은 스스로 존재를 거친 들판
으로 , 거리로 나아가면서 야학의 성격도 진보적 장애 해방 운동을 하는 공간으로 바뀌는 중
요한 구심점이 되었다 . 이후 2006 년 활동 지원사 제도화 투쟁 , 2012 년 3 대 적폐 투쟁（장
애등급제 폐지 , 부양 의무제 폐지 , 장애인집단거주시설폐지）을 통해 야학은 시간적 , 공간
적 개념의 야학（夜學）에서 정체성 중심의 들판의 학교 , 거리의 학교로 야학（野學）으로
성격이 강화되었다 .
야학이 장애해방운동의 일환으로 중심으로 전개됨에 따라 야학의 교육과정과 내용도 변화
가 자연스럽게 진행되었다 . 장애 학생들에게 인문학 수업이 시작되면서 살아가는 이유를 살
핌으로 자존감이 형성되었고 , 검정고시 중심에서 생활 위주의 교육 , 지식 위주의 수업에서
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장애 당사자의 경험 중심으로 교육내용이 변화되었다 . 다양한 특활 수업을 통해 자신만의 관
심과 흥미를 찾아가려는 시도도 있었다 .
10 여년전 산 좋고 물 좋은 시설을 떠나 , 장애인들의 지역사회에서 살기 위해 탈시설이 처
음으로 시도되었다 . 이후 조금식 탈시설하고 , 자립하는 용기 있는 장애인들이 나타났고 , 노
들은 이들과 함께 배우고 , 지원하고 , 살아왔다 . 야학에서 10 여년을 활동하면서 학생들과
함께 한 한명희 교사는 노들의 가치를“개인의 일상 투쟁이 모여 서로를 만들었고 , 함께 외
치는 소리가 모두를 위한 권리로서 만들어졌던 공간이었다 . 삶의 평생을 시설에서 살다 나
온 그녀 / 그의 삶이 지역사회에서 자리잡으며 살아가는 모습을 보는 것이 , 누군가의 찬란한
생의 일부를 보았던 거 같다 . 그 시간을 함께 나눈다는 것이 서로의 삶을 지탱해 줄 수 있는
큰 힘이었고 , 감사함”이라고 말했다 .
낮 수업에 탈시설을 준비하는 발달 장애학생들이 찾아온 것은 수업에 있어서 새로운 도전
이었다 . 교사들은 이들의 낯선 느낌을 특별하게 받아들이고 , 준비하는 과정이 있었다 . 학생
들 역시 시설을 떠나 노들이라는 낯선 공간에서 무섭고 , 두려움으로 감정표현이 극에 달할
때 노들의 교사들을“우리가 무엇이 잘못 준비되었을까 ?”를 고민하였고 , 절망하지 않고
차근차근 하나씩 준비를 해 나갔다 . 학생들이 탈락하지 않고 , 지금까지 모두가 함께 할 수
있었다 .
장애인 야학은 다른 야학의 교육에서는 볼 수 없는 현장 수업이 있다 . 또한 권리옹호 활동
을 통해 학교 밖의 진실을 찾아 , 자신의 권리를 찾아 투쟁함으로서 노들 야학은“들판의 학
교 , 거리의 학교”라는 새로운 이름의 얻었다 . 이러한 이름을 얻기 위해 겸손하고 , 끈기 있
는 인내로 학생들의 장애 해방의 여정에 함께한 희생적인 교사들이 있었기에 가능했다 .
노들 야학이 지금까지 꿋꿋하게 버틴 가장 중요한 버팀목은 박경석 교장（지체 1 급）- 우
리는 그를 교장이 아닌‘고장 선생님’이라고 부른다 - 의 헌신과 투쟁이 있었기에 가능하다
고 본다 .
노들 야학은 지금까지 노들을 거쳐간 수 많은 교사 , 학생들 , 그들의 삶과 투쟁 위에서 , 현
재 노들을 지키고 있는 학생 , 교사 모두가 함께 만든 역사이다 . 노들은 장애 해방을 길을 만
들었고 , 역사를 만들었기에 우리는 모두가 자랑스럽다 . < 끝 >

사진 2．노들 야학의 행진
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＜特別寄稿翻訳＞

“学びと闘争の空間” としてのノドゥル障碍人夜学
千成浩（ノドゥル障碍人夜学）
翻訳：肥後耕生（豊岡短期大学）

Ⅰ．序論
はじめに
韓国では、1898年に夜学という民衆の学校がつくられ、実践が始まって以来120年もの
時が流れた。韓国の夜学は、民衆の教育的ニーズと知識人による応答として全国至る所に
設立され、夜学の教育実践は、韓国社会におけるその時々の社会問題と向き合いながら多
様に展開した。夜学の役割として最も核心的な方向性は、民衆が現実の問題への解決を要
請し、彼らに対して知識人たちは教育を通じて悲惨な現実を改善できるよう絶えず努力し、
実践してきたという点である。
この点において、1990年代を中心に登場した障害者(1)夜学は、大きく見れば夜学の中心
的な方向性の一つとみなせる。例えば、1980年代の労働者民衆の劣悪な条件が社会問題化
され、労働者自らの意識化と組織化のための方策として労働夜学がソウルをはじめ全国に
数百ヵ所つくられたことと同じ理由である。労働者民衆の労働条件を改善し、民主化され
た社会を熱望する民衆の願いを込めたものである。
障害者夜学は、1980年代に初めて仁川のチャグンジャ夜学が設立されたと記録されてお
り、1990年代にいくつかの夜学が初歩的状態で設立されながら障害者夜学が登場した。

2000年代に入り、障害者運動、大衆的障害者解放運動と結合しながら障害者夜学が全面的
に登場することになる。この時期には、全国に障害者夜学が多様に設立された。
本稿は、障害者夜学の中心的な役割を担いながらも、障害者夜学の新たな歴史を刻んで
いるソウルのノドゥル障碍人夜学の歴史と展開過程を記述し、ノドゥル障碍人夜学の教育
実践の特徴を明らかにするものである。また、ノドゥル夜学の教育実践と闘争の過程を通
じて、ノドゥル障碍人夜学が持つ運動の固有性を説明したい。ノドゥル障碍人夜学の現状
を説明し、ノドゥル障碍人夜学における教育実践の価値と意義を整理する。これにより、
既存の制度圏の学校との違いを説明し、ノドゥル障碍人夜学が障害者解放運動と密接な関
係にあることを示しながら、韓国社会においてノドゥル障碍人夜学が展開してきた夜学運
動、障害者解放運動の価値と意義を述べたい。
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Ⅱ．本論：ノドゥル障碍人夜学での学びと闘争
１．ノドゥル障碍人夜学の歴史と展開
障害者夜学は、1982年に仁川で門を開いたミムン夜学から出発し、1993年にソウルのノ
。以来、
ドゥル障碍人夜学（以下「ノドゥル夜学」
）が設立された（キム・ヨンオク、2009）
ほとんどの障害者夜学は2000年代に入り設立された。全国障碍人夜学協議会の資料（2020）
によると、所属している障害者夜学は全国27 ヵ所である。
ノドゥル夜学が設立された背景は、1987年、青少年サークルも構成された障害者問題
研究会であるウリントが、障害の問題は社会構造的に解決されるべき問題であるというア
プローチをしてからである。したがって、ウリントの活動家たちは、1987年の大統領選挙
を控えて「障害者雇用促進法制定」と「心身障害者福祉法改正」闘争を展開した。この闘
争を経て「障害者運動青年連合会」が設立され、障害者大衆運動を意識化し、組織化する
ために夜学を設立する必要性が提起された（ホン・ウンジョン、2016）
。障害のある民衆
と活動家が出会うためには夜学の他に良い形式はなかった。意識化と組織化を通じて緊密
に障害のある民衆と出会う場、それが夜学であった。

1993年8月8日、ソウルの脳性麻痺障害者福祉館である正立会館の卓球場を借り、11名の
教師と11名の重度障害のある学習者でノドゥル夜学が開校した。名称を「ノドゥル」とし
たのは「黄金色の大地（ノランドゥルパン）
」を略して付けた名称であり、
春、
夏懸命に働き、
秋に収穫する農家のような夜学になろうという意味である（ホン・ウンジョン、2016）
。
当時の学習者たちは、正立会館内の正立電子で昼は働き、夜は検定考試（卒業程度認定試
験）に向けて一生懸命勉強することが目的であった。しかし、
学習者たちにとって正立会館、
電子部品工場、寮で24時間過ごす生活から抜け出し、18時〜22時までの1日4時間、週5日
間の教育を受けること、学ぶことは十分に価値のあることであった。人に会うこと、新し
いことを学ぶことは、新たな世界を知り近付くきっかけとなった。
ノドゥル夜学のアイデンティティは、2001年に障害者移動権闘争により決定的に変化し
た。2001年、地下鉄4号線烏耳島（オイド）駅で老夫婦が垂直型車椅子リフトで墜落死す
る事故が発生し、これを契機として障害者運動団体は「障害者移動権を闘い取るための連
帯会議」を結成して移動権闘争を展開した。地下鉄線路の占拠、バスの占拠、国家人権委
員会の占拠など命をかけて闘争した。はしごを共に首に掛け、互いを鎖で繋いで抵抗する
闘争を通じて、ソウル地下鉄のすべての駅舎にエレベーターの設置、低床バスの導入など
の成果を得た「交通弱者の移動便宜増進法」が制定された。この時、夜学の教師、学習者
たちは移動権闘争において重要な役割を果たした。ノドゥル夜学の学習者たちが生きるた
めに、学校に行くために移動権が必要であり、移動しなければならなかった。
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写真１ バス占拠─障害者もバスに乗りたい

写真2 移動権闘争

「この時からノドゥル夜学は、本格的な路上闘争に乗り出した。学習者と教師たちはバ
スを止め、レールに自分の体を縛った。社会全体を移動できないようにし、学校さえも行
けないこと、社会全体が新たに学ぶことなしには夜学での小さな学びも不可能であるとい
うこと、学習者になるにはまず闘士とならなければならないこと、これがノドゥル夜学の
精神である」
（コ・ビョングｵン、2018）
。
ノドゥルは、学習者の移動ではなく社会全体を動かすために闘争したのであり、この時
期を中心に、ノドゥル夜学は新たな障害者解放運動への変化を導き、これはノドゥル夜学
が夜学から野学へとアイデンティティを変化させる重要な契機となった。
重度障害のある学習者が食べて、寝て、移動するために、教育を受けるために、自立生
活によって自由を得るために活動支援士は重要な要素である。活動支援士制度がないため、
夜学の教師たちがその役割をそのまま引き受けなければならなかった。学習者の登下校を
支援するためには、18〜22時までの授業に間に合うよう14時からソウル全域をワゴン車で
回りながら学習者を移動させ、授業が終わる22時から午前2〜3時までソウル地域を回りな
がら学習者を下校させた。
食事をするいうことは誰しも自然な日常であるが、活動支援士がいなければこの行為さ
えも重度障害者にとっては非日常であった。一緒に食事をすることも容易ではなく、時に
は食べることができずにお腹をすかせながら夜学に通い、教師たちも共に食事を抜きなが
ら日常を見守った。

2006年4月27日、漢江大橋を4時間かけて這って歩きながら活動支援士を制度化するため
に闘争し、2007年4月、ついに活動支援士のサービスが全国的に実施された。依然として

1人当たり1 ヶ月に180時間と不十分であるが、重度障害者が自宅から出て食事をし、夜学
に通い、人々と共に生きていく基本的な土台が築かれた。その後、活動支援時間を拡大す
る闘争は持続的に展開された。

2012年8月21日から2017年8月25日までの1,842日間、ソウル光化門座り込み場で「障害
等級制廃止と扶養義務制廃止」に向けた闘争を展開した。とうとう保健福祉部長官が訪れ
「障害者の完全な統合と参加、障害等級制の廃止、障害者権利保障法の制定、障害者収容
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施設中心から脱施設化・地域生活移行に取り組むこと」が約束された（障害等級制・扶養
義務制廃止光化門共同行動、2018）
。これまでも、これらの解放の課題−障害等級制の廃止、
扶養義務制の廃止、障害者集団居住施設の廃止−のために闘争しており、重度障害者の公
共雇用1万件、障害者の文化芸術を享受する権利のための様々な闘争を展開している。
ノドゥル夜学は20年もの間、障害者解放運動の闘争において中心的な役割を担っており、
これはすべての障害者解放運動と緊密に繋がっていた。ノドゥル夜学は障害者解放運動の
中心を担い、障害者解放運動の中心にはノドゥル夜学が存在した。
２．ノドゥル障碍人夜学の教育と実践
ノドゥル夜学設立当初は、検定考試科目中心の夜学であった。しかし、移動権闘争、活
動支援士制度化闘争、障害成人教育権闘争など、様々な闘争の中で加速度を増しながらア
イデンティティも変化した。アイデンティティというのは本来変わらない特性、または性
格であるとみるが、時の経過とともにノドゥル夜学のアイデンティティも次第に変化した。
設立当初の夜学として存在していたノドゥルは、野学へと存在と実践が転換した。それは
まさに「ノドゥル障害者夜間学校」であり、学校という狭い形態と教育という狭いシステ
ムを超えてのものであった。学校や教育を超えて「大地の学校、まちの学校」という新た
なアイデンティティの獲得である。
ノドゥル夜学の授業は17時から18時30分まで1・2限目、18時30分から給食を食べる。

19時30分から21時まで3・4限目が行われ、月、火、木、金曜日の週4日授業が行われる。
表1 ノドゥル夜学授業時間割表2020年1学期

ノドゥル夜学はチョンソル1班（発達障害者クラス）
、チョンソル2班（初等低学年）
、チ
ョンソル3班（初等高学年）
、プルスレ班（中学校課程）
、ハンソリ班（高校課程）で構成
されており、計62名の学習者が在籍している。学習者の障害の特性としては、最重度の脳
病変による障害がほとんどであり、全学習者のうち15名程度は知的・発達障害者である。
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教科目は合計33科目であり、30名の教師が授業を担当しており、9名の常勤教師（夜学全
体の常勤活動家は13名）が授業に参加しており、それ以外の教師はほとんど給与無しのボ
ランティアとして夜学に参加している。
最も基本的な授業は国語、数学、英語、科学、歴史である。これらの科目について、既
存の授業との違いがあるとすれば、正規の学校の教育課程よりはレベルを下げ、進度もゆ
っくりであることである。教科課程も正規の学校の内容を踏襲するよりは、夜学の現実や
障害者の現実に合わせて改編し、教育課程を構成する。教育内容は、知識として役に立つ
というよりは、実際の障害者の暮らしと生活に必要な内容で構成する場合が多い。したが
って、ノドゥル夜学の教育課程は、学校外の大地での学びをより尊重する。本の中の知識
よりは本の外の社会、人間の経験がより重要である。
月曜日の1〜2限目は人文学の授業である。障害者にとって生きるためのパンも必要であ
るが「なぜ生きるのか」についての自らの自覚が必要である。2008年に現場に根ざした人
文学の授業として哲学の授業が始まった。障害のある学習者への差別と排除、抑圧と疎外
を自身の視点から省察すること、そして「人生を生き抜くこと」が重要である（コ・ビョ
ングｵン、2018）
。
木曜日は特別活動の時間である。学習者が自分のやりたい活動を選択して学ぶのである。
中でも音楽隊は特別である。学習者自身の障害の特性に合わせて楽器を変形させ、独自の
方法で歌を歌い、独自の方法で楽器を演奏する。その不協和音の美しい調和を見せてくれ
る。音楽隊はそのような不一致や違い、差をそのまま表現する方法で演奏をする。だから
美しい。
権利擁護班は、障害者の権利を擁護するために活動することである。ノドゥル夜学と統
合運営されている授業として、ノドゥル全体（ノドゥル夜学、ノドゥル障碍人自立生活セ
ンター、障碍人自立生活センター「pan」
）が連帯して、教室での授業と現場授業が交互に
行われる。現場授業としては、障害者の権利擁護に関する集会への参加、記者会見、地域
社会における障害者の移動権とアクセス権に関する広報と改善活動、独自の教養教育活動
などが行われる。
それ以外に、夜学における重要な事業として、学習者への無償給食がある。学習者と教
師が共に食事をすることは、
「平和」そのものである。
食事されましたか？というありふれた挨拶を交わすことが困難であった時期があった。
階段があるために入ることのできる食堂がなく、一人で食事をすることが難しいのに活動
補助人（介助者）もおらず、ご飯を買って食べるにも懐事情が良くなく、きちんと食事も
できずに夜学にやってきた学習者たち。2014年、ノドゥル夜学は何としてでも共に食事を
しようという気持ちで給食を始めた。重度障害のある学習者と教師、活動補助士が集まっ
て共にに食事する日常を設けることは並大抵のことではなかった。
「日常」という言葉は、
私がノドゥルで学んだ最もすばらしい言葉であった。そして最も難しい言葉であった（丿
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ドゥル障碍人夜学、2018）
。
ノドゥル夜学は、学習者が無償で食事できるために毎年5千万ウォンを超える給食費を
かけており、その無謀な試みをこれまで行いながら日常に耐えている。ソウル市とソウル
市教育庁は予算がないので学習者への給食費を支援しておらず、ノドゥルは貴重な食事を
提供するために、毎年一回の後援酒場を介して費用を集め、不足している予算を苦しみな
がら捻出している。

写真３ ソウル市に対し無償給食を要求

昼間部の授業は2016年、昼間に出てきて退屈な日常を過ごしていた学習者に対し、昼間
の時間帯（13時30分〜16時30分）に様々な活動中心の授業を行った。最初は重度障害者と
発達障害者が一緒になって授業を進める形態で行われた。この授業は2017年8月から、A
障害者集団居住施設を利用する10名の発達障害者が通い、夜学の学習者10名と合わせて
発達障害者20名で構成された昼間部の発達障害者生涯教育プログラムとなった。毎回20名
の学習者と6名の教師が参加し、学習者と教師が共同で作っていく授業である。
「ゆっくり、
楽しく、共に」をモットーに、発達障害者の自立生活、文化芸術、職業体験に関連するプ
ログラムを運営している。
表2 ノドゥル夜学昼間部授業時間割表2020年1学期

月曜日の体育の授業は、身体活動が制限的で動くことが苦手な障害者に対し、少しずつ
動かす方法、歩き方、走り方、道具を活用する方法などをそれぞれが自律的に行う授業
である。ある学習者は、体育館を一周するのに1年かかった。毎回の授業で少しずつ少し
ずつ歩いた。途中で放棄し、休み、数十回の授業が行われ、最終的には1年が過ぎ去る頃、
約100メートルの体育館を一周できた。歌の授業は、ノリのいい発達障害のある学習者の
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特性をいかし、楽しく歌う時間である。声を出し、身振り手振り、踊りながら歌を歌う。
火曜日のダンスの授業は、ダンスを通して自分のストレスを発散し、自分の身体を使っ
て感情を表現する授業である。リズムや音に合わせてダンスをし、それぞれのやり方で表
現する。何か規格化された方法によるリズムやダンスを教えることは早くに止め、今では
その必要性も感じない。ただひたすら学習者が踊りたいように踊り、それに教師が互いに
息を合わせる。
水曜日のカフェの授業は、職業体験の一種としてコーヒーを挽いて、入れて、飲む過程
を身につける。月に一度、ポップアップカフェを設置し、チラシを作成して広報を行い、
コーヒーや食べ物を作ってレジも担当し、職業を体験する。
木曜日の美術の授業は、自分たちだけの創作活動をするものである。細い線を一つ描く
にも時間がかかり、その細い線が太い線に変わるのに1年かかった学習者もいる。発達障
害のある学習者は、彼らなりの方法で世の中を理解する作品の展示を様々な空間で行った。
金曜日の体験学習は、学習者と野外に出て展示館、博物館、公園、演劇、映画を鑑賞す
る時間である。施設外の世界では、学習者たちは叫び、拍手し、歌い、彼らが人間として
存在していることを人々に知らせる意味もある。人々は彼らを少しずつ受け入れる準備を
しなければならない。施設にいる学習者たちは、体験学習よりも野外で食べるハンバーガ
ーやコーラを好む。教師たちは、ファーストフードの摂取による健康への懸念よりも、施
設で普段口にできない食べ物を食べられることも権利であり、その権利を学習者たちが持
つ必要があると考える。保護による安全な暮らしではなく、自由の中で破れ、壊れること
も権利であり、自立である。毎週金曜日に学習者たちとバスに乗ることを試みる。人々に
とってバスに乗ることは日常のことであるが、非日常である人々にとってバスに乗ること
は苦であり困難なことである。バスについては20年ほど前、移動権とアクセス権のための
闘争により低床バスの導入を勝ち取ったが、今ではその段階を超え、ノドゥルではバスや
地下鉄に乗って障害者が完全に受け入れられる日常になるよう闘争を進めるのである。
障害者集団居住施設で10〜20年余り世間と分離されながら時間を過ごし世に出てくる人
間にとってすべてのことが恐ろしくもあり、違いもあり、新鮮でもある。そこで過ごした
時間が長かっただけに、学習者たちはそれまでの生活様式のまま外の世界に出始めた。自
分だけの感情表現と反復行動などが日常的に起こり、他人とは異なる方法で存在を表現す
る学習者たちを教師が理解するまでに多くの時間がかかった。世の中に同じ人間がいない
ように、同じ障害者もいない。ノドゥルには発達障害のある学習者が多く存在し、異なっ
た生き方でゆっくりと共に学んでいる。
ノドゥル夜学には公式的な授業以外にも様々な事業がある。夜学には、制度圏の学校と
同じような文化行事がある。始業式、終業式、開校記念祭、遠足、班が団結するための大会、

1泊2日親睦会などがある。他にも様々な人権教育、性教育、セミナーなどに学習者たちが
活発に参加している。
194

基礎教育保障学研究 第４号 2020.08

学生自治会として総学生会長団（会長、副会長、総務）があり、各班の班長、副班長で
構成されている。毎月一回、各班・学級会議と総学生会議があり、学習者たちが自治活動
を行っている。
障害者の人権に関する教育は、ソウル市の幼、初・中等学校に出向き障害理解教育を行
う事業である。障害のある学習者と教師が一つのチームとなって学校に出向き、障害者へ
の理解と人権教育を進めることで、未だ韓国社会において障害者への理解が不足している
現実を少しずつ改善していくことに役立っている。
毎年、新任教師を募集して教育している。新任教師への教育プログラムの目的は「障害
者が差別されている社会の現実とノドゥル夜学の歴史を学び、ノドゥルでの授業に対する
様々な理解、障害のある学習者の暮らしに学び、相互に学び合う過程」である。教育とし
ては、1学期間夜学で行われるすべての授業参観、教師会議への参加、セミナー 4回、反性
暴力教育などを履修するのである。セミナーではノドゥル夜学の紹介と理解、ノドゥル夜
学の歴史を理解し、障害者解放運動に関する歴史、障害者への理解などを内容としている。
これらをボランティア教師が責任を持って行い、教師修練会に行き正式な教師として承認
を受けると正教員となり授業を任せられることになる。教師たちがノドゥルに来て時間を
共に過ごしながら多くのことが変化した。最も重要なことは、新任教師が障害のある当事
者に出会い、障害者も感情があり、希望もあり、欲望もある同じ人間だという「気付き」
である。同じ人間として存在することに気付くことは何よりも大きな学びである。
非障害者夜学では文解（識字）教育、初・中等課程を教育課程に含めて運営するならば、
ノドゥル夜学では初・中等課程の形式を部分的に取り入れるが、その内容は「教育」とい
う単純な意味と活動をはるかに超えるものである。夜学が教育活動中心であるといっても、
ノドゥルの実践を「教育」という観点からだけはすべて表わせないからである。

写真4 ノドゥル夜学2階

ノドゥル夜学の施設は、ソウル地下鉄4号線恵化（ヘファ）駅マロニエ公園の近くにあり、

2・4階200坪のスペースを夜学に使用している。2階は事務室と教室が6部屋、休憩室、ト
イレなどで構成されている。4階は大教育室が一つあり、始業式や終業式に活用している。
さらに、学習者の給食施設とカフェがある。その隣にはセミナー室とノドゥル障害学窮理
所がある。夜学の廊下が広いのは、電動車椅子が行き来しやすいためである。
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３．ノドゥル夜学：大地の学校、まちの学校
大地は穀物が育ち、農家が汗を流し働くところである。秋には黄金色の大地になって実
った作物を収穫するところである。農家にとって生活の場であり、生命力のあるところで
ある。ノドゥル夜学は、障害者を抑圧し、排除し、差別するこの野蛮な社会への抵抗と解
放を闘い取る場を目指し、障害者と非障害者が存在しない平等で解放された世界、黄金色
の大地をつくることが目的である。
学校教育は既存の知識と経験を伝授する機能であるが、障害者にとって学校教育の知識
は、役に立たない剥製のような知識、障害者を抑圧する知識であって、システムイデオロ
ギーであった。ノドゥルでは、障害当事者である学習者が新たな知識と経験を得るために
学びを続けていかなければならなかった。教師は、障害当事者である学習者に合わせて新
たに知識と学びを再構成しなければならなかった。障害者の感受性、身振り手振りでの表
現を理解し、届かない言葉を理解しなければならなかった。これらはすなわち、障害者の
言葉は障害者の「武器」となる。そこでノドゥルは制度の枠を超えて大地を目指し、熾烈
な暮らしと闘争を通じて学びを再構成した。たとえば、
発達障害者への文解（識字）教育は、
発達障害者の生活文脈（context）に合わせて再構成した。一般的に文解（識字）教育で言
う機能的リテラシー、生活リテラシーは基本的に読み書き中心の機能であり、反復的文解
（識字）教育である。この方法は、非障害者である成人に適した教育方法はあるが、発達
障害者にとって文字書きを繰り返してマスターする教授法はよく合わなかった。したがっ
て、彼らの生活や生き様を絶えず観察し、多様な生活状況に応じて練習し、体験する方法
で授業を行った。
ノドゥル夜学で「現場授業」というものがある。 3.26全国障害者大会、4.20障害者差
別撤廃闘争の日、5.1労働者の日（May day）
、11.13全国労働者大会、12.3国際障害者デー、

12月のホームレス追悼週間などの際には、授業は教室ではなく現場授業として全学習者
と教師が参加する。教室を抜け出して現場で授業が展開する。路上では集会やデモが行わ
れ、その路上が教室であり、学校である。そこにはより大きな学びがある。連帯の力を学び、
抵抗の精神を学ぶ。教室を出て、まちの学校や現場で直接自分の目で見て、耳で聞くこと
が生きた教育であり、生きた学校である。
ノドゥル夜学を含めた障害者運動団体は、持続的に重度障害者の公共雇用1万件確保、
障害者最低賃金適用除外廃止闘争を展開した。2017年12月に78日間、国民年金公団を占拠
し、2019年12月にはソウル地方労働庁を占拠した。重度障害者にとって、労働の概念が資
本主義によって生み出された結果であると見れないこと、資本主義の効率性から障害者の
労働を判断しないこと、障害者の労働の権利を保障することを主張した。公共雇用確保運
動の成果として、わずかな雇用ではあるが、障害者の公共雇用が創出されるようになった。
自身の障害に合わせて、障害者が権利擁護活動を展開することは重要な労働の一つであ
る。週に20時間、または16時間の労働時間を定めて賃金を受け取る制度である。ノドゥル
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夜学からは2019年に10名余り、2020年に20名余りの学習者が公共勤労事業に参加してい
る。労働と学び、そして闘争が一つになるプロセスであり、権利擁護活動の多くは路上で
展開される。2019年、権利擁護活動家たちは100回以上の権利擁護活動を展開した。その
主な内容は、市民に対する障害人権活動、記者会見、集会への参加など、雨が降ろうと雪
が降ろうと参加した。

写真５ 教育を受ける権利の保障を求めテント夜学開設

Ⅲ．結論：あなたと私の解放が緊密につながっていれば
ノドゥル夜学は、障害者運動をしていた青年たちが障害のある民衆たちと出会うために、

1983年に正立会館卓球場の片方の空間を借りて設立された夜学である。検定考試のための
夜学の性格を持ちながら出発した夜学であったが、時間の経過とともに、韓国社会の障害
者に対する悲惨な現実に目を向けはじめた。誰よりも障害当事者である学習者が自らの現
実との戦いに前面に出ることになる。

2001年に激しく起こった障害者移動権闘争を通じて、ノドゥル夜学は存在感を増し、ま
ちの路上へ進出しながら、夜学の性格も進歩的な障害者解放運動を展開する場へと変えて
いく重要な求心点となった。その後2006年の活動支援士制度化闘争、2012年の3大積弊闘
争（障害等級制廃止、扶養義務制廃止、障害者集団居住施設廃止）を通じて、夜学は時間的、
空間的な概念の夜学からアイデンティティ中心の大地の学校、まちの学校としての野学へ
と性格が強化された。
夜学が障害者解放運動の一環として、または中心となって展開することにより、夜学の
教育課程と内容も変化をもたらした。障害のある学習者に向け人文学の授業が開始され、
生きる意味を探ることで自尊心が形成され、検定考試中心から生活中心の教育、知識中心
の授業から障害のある当事者の経験中心の教育内容へと変化した。多様な特別活動の授業
を通して、自分の興味や関心を探る試みもあった。

10余年前、山と水に恵まれた施設を出て、障害者が地域社会で生きるための脱施設化
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が初めて試みられた。以後、少しずつ脱施設化が進み、自立する勇気のある障害者が現れ、
ノドゥルは彼らと共に学び、支援しながら過ごしてきた。夜学で10年余り教師として活動
しながら学習者と共に過ごしたハン・ミョン匕氏は、ノドゥルの価値を「個人の日常闘争
がまとまって互いをつくり、共に叫んだ声によってみんなの権利としてつくられた空間で
あった。それまでの人生を過ごした施設から出てきた彼／彼女が地域社会に定着しながら
生きる姿を見ることは、誰かのきらびやかないのちの一部を見たようだ。その時間を共に
共有することは、互いの暮らしを支え合う大きな力となり、感謝である」と述べた。
昼間部の授業に、脱施設化に向けて準備していた発達障害のある学習者が訪れたことは、
授業における新たな挑戦であった。教師たちは、彼らの慣れない感覚を特別に受け止めな
がら準備を進めていた。学習者もまた、施設を離れノドゥルという見知らぬ空間の中で恐
ろしく、不安でいっぱいで感情表現が極に達した際、ノドゥルの教師たちは「私たちは何
か間違って準備したのだろうか？」と悩んだが、絶望せずに着々と準備を進めていった。
これまで学習者が脱落することなく、みんなで共に過ごすことができた。
障害者夜学には、他の夜学の教育では見られない現場授業がある。また、権利擁護活動
を通じて、学校外の真実を見つけ、自分の権利を見つけて闘争することにより、ノドゥル
夜学は「大地の学校、
まちの学校」という新たな称号を得た。このような称号を得るために、
自分を犠牲にしながらも、謙虚な気持ちで粘り強く障害のある学習者たちの解放への旅を
共にした教師たちがいたからこそ可能であった。
これまでノドゥル夜学が屈することなく耐え続けてきた最も大きな支えは、パク・キョ
ンソク校長（肢体不自由1級）──私たちは、彼のことを校長ではなく「故障先生」と呼
ぶ── の献身性と闘争心があったからこそであろう。
ノドゥル夜学は、これまでノドゥルで過ごした数多くの教師、学習者たちの暮らしと闘
争に加え、現在ノドゥルを守っている学習者と教師、みんなで共に築いてきた歴史である。
ノドゥルは障害者の解放への道をつくり、歴史を築いてきた。だから私たちはがみんなが
誇らしい。

写真６ 丿ドゥル夜学の行進
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訳注
（１）原文は「障碍人」である。日本で一般的に使用している「障害者」と訳して表記するが、団体名
および機関名については言語のまま表記した。
引用文献
キム・ヨンオク、
『障害者夜学の展開と学生・教師の文化』
、大邱大学校特殊教育学科博士論文、2009
年
ホン・ウンジョン、
『黄金色の大地の夢』
、春の日の本、2016年
障害等級制・扶養義務制廃止光化門共同行動、
『障害者と貧しい人たちの人間らしい暮らしのための障
、2018年
害等級制・扶養義務制廃止を求め座り込み1842日闘争報告書』
コ・ビョングｵン、
『黙黙』
、トルベゲ、2018年
パク・キョンソク、
『今、私はさらに幸せである』
、本で開く世界、2013年
丿ドゥル障碍人夜学、
「丿ドゥル夜学後援酒場案内文」
、2018年

※千成浩氏より写真を提供いただき、翻訳原稿のみに追加掲載した。
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＜書評＞
渡辺幸倫 編著

『多文化社会の社会教育─公民館・図書館・博物館がつくる「安心の居場所」
』
明石書店 2019年3月
石川敬史（十文字学園女子大学）

安心の居場所──「国籍や出身地、あるいは民族的差異にかかわらず、それぞれの幸福
を追求することが保障され、その追求のために適切な支援を得たり、仲間と出会ったりす
ることができるような場」
（p.13） ──を創出している公民館、図書館、博物館の活動を
紹介し、社会教育の新たな可能性を提示することが本書の目的である。すなわち本書に
は、国内で「多文化多民族化」が加速するなか、
「社会教育は何ができるのか、具体的な
行動が迫られている」
（p.10）という編者の問題意識のもと、自治体や社会教育施設の職員、

NGOスタッフ、小中高の教員などに向けて、実践に対する示唆を与え、新たな取り組みに
向けて提案可能な要素や考え方を吸収してほしいという意図が込められている。
本書の構成として、まず第Ⅰ部においては、地域全体の多文化化という視点から東京都
新宿区と静岡県磐田市における「横断的事例」
（p.22）を紹介している。第1章では、先駆
的な外国人集住地域である新宿区において、図書館、博物館、日本語学校などが連携しな
がら「安心の居場所」を創出する過程と意義を考察している。第2章では、ブラジル人住
民が増加している磐田市南御厨地区を事例に、自治会組織、公民館（現・地域交流センター）
、
行政等を通した活動を紹介し、日本人も含め地域全体の生活ネットワークに根づいた活動
の重要性を指摘している。
続く第Ⅱ部から第Ⅳ部では公民館、図書館、博物館の事例がそれぞれ紹介されている。
これらの各部では、まず国内の事例が取り上げられたうえで、アジア地域の事例と、これ
までに紹介されることが少ない海外の事例を選定したという。第Ⅱ部の第3章では埼玉県
川口市の芝公民館を事例として、トルコ国籍クルド人難民申請者と地域住民との文化交流
を検討している。第4章では、韓国の社会教育・生涯学習と多文化家族支援という2つの法
体系を踏まえ、光州広域市の平生学習館と多文化家族支援センターの事例を、続く第5章
では、フィンランドの移民統合政策の一環であるフィンランド語教育を中心に、フォーマ
ルとインフォーマルな学びの場の事例を取り上げている。
第Ⅲ部（図書館）では、第6章において公立図書館の多文化サービスの歴史と現状を整
理したうえで、新宿区立大久保図書館の事例を紹介し、図書館が「安心の居場所」である
ための提言をしている。第7章では多民族国家であるシンガポールを事例として、統合と
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共生を重視する同国の歴史的背景を踏まえ、両者の視点から図書館サービスを取り上げ、
第8章ではデンマークの図書館を事例に、移民・難民に図書館サービスを届ける仕組みや
課題解決を支える多様な図書館プログラムを紹介し、特徴を考察している。
最後の第Ⅳ部では、まず第9章において国立アイヌ民族博物館の開館を念頭に、地域と
学校との連携を事例として、民族に関する活動を行う博物館の協働と連携の可能性を考察
している。第10章では、台湾原住民の歴史を踏まえ、順益台湾原住民博物館が果たす役割
を検討し、同館が原住民の伝統文化の「安心の居場所」であることを指摘している。第11
章では、ニュージーランド社会全体の課題でもある太平洋諸島移民らの「安心の居場所」
を確保することを念頭に、同国における2館の博物館の取り組みを紹介している。
本書の執筆は12名にも及び、多文化教育、生涯学習・社会教育、国際関係論、図書館情
報学など専門も多岐にわたる。よって、本書の特徴は、各章で取り上げられるさまざまな
事例が単なる施設としての活動紹介に留まることなく、制度的背景や地域社会の現況、社
会文化的背景、積み重ねられた歴史などを踏まえ、
「安心の居場所」の意義と創出される
過程の重要性を描いている点である。同時に、執筆者が各地域や施設を実際に訪問して具
体例を検討していることは、実践を担う読者に対し示唆を与え、個々の地域の実情に沿っ
た実践の創出につなげたいという本書の意図を感じる。とりわけ第1章において、川村千
鶴子による長年の調査と論考を基盤に、親密圏の拡大と公共圏との繋がり・重なりから「安
心の居場所」を検討していること、加えて「安心の居場所」を支える4つの要因を提出し
ていることは興味深い。さまざまな施設・機関による「安心の居場所」の創出が、ライフ
サイクルを視野に収めた地域内発的な多文化共創の基盤になることは、まさに同書の軸で
ある。この点について、川村の著作(1)を一読すると理解がさらに深まるであろう。
その一方で多彩な執筆者であったためか、実践の背景となる歴史、制度、地域の実情等
の扱いが各章で異なっていたこと、公民館、図書館、博物館における専門職の役割が触
れられていなかったこと、
「公民館・図書館・博物館がつくる『安心の居場所』
」に関して、
学びあいを基盤とする社会教育としての新たな可能性が十分に論じられていなかったこと
などの課題もあろう。実践例を取り上げるのであれば、
同時に、
実践を背負う担当者の声
（課
題や展望など）も聞きたかったという希望は、評者の欲張りであろうか。
かつて、同じく書名に「公民館・図書館・博物館」が刻まれた図書(2)がある。同書の「は
、
「役
じめに」には、3館の「おたがいの理論と成果をどのように交流し、共有できるか」
割を分かちあい、連携・協力の密接な網の目をつくりあげる責務がある」とある。本書に
よって、社会教育施設をはじめさまざまな機関や住民同士のつながりにより「安心の居場
所」が創出される過程に一層の関心が高まるであろう。本書には、これまでに触れられる
ことが少なかった事例が豊富に取り上げられている。国際的視野から一人ひとりの実践を
相対化し、現場で行動するためのヒントが本書に詰まっている。
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注
（１）川村千鶴子、
『多文化都市・新宿の創造：ライフサイクルと生の保障』
、慶応義塾大学出版会、

2015年。
（２）小林文人編、
『公民館・図書館・博物館（講座現代社会教育Ⅵ）
』
、亜紀書房、1977年。
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＜書評＞
万城目正雄・川村千鶴子編著

『インタラクティブゼミナール 新しい多文化社会論−共に拓く共創・協働の時代』
東海大学出版部 2020年2月
野山広（国立国語研究所）

Ⅰ．本書の目的と構成
本書の目的は、編著者がはじめにでも述べているように「外国人受入れをめぐる新しい
政策展開を踏まえ、異なる文化的背景を持つ人々と共に拓く「共創・協働」の時代をキー
ワードに、これからの新しい多文化社会について、インタラクティブに学び、議論すること」
（iii）である。
そのために、以下に説明する第Ⅰ部から第Ⅲ部までの3部構成で、出入国管理政策と改
正入管法の基礎知識から国内・国外の多文化社会の実践例を挙げながら、関連したテーマ
を、法学、政治学、社会学、経済学など学際的なアプローチから包括的に検討している。
Ⅱ．第Ⅰ部 「出入国管理政策と改正入管法の基礎知識」の概要
ここでは、日本の出入国管理政策においては、どのような政策が採用されているのか、
新しい多文化社会を検討するための基礎知識となる制度・政策について解説しつつ、今後
について検討、展望している。
具体的には、第1章「入国管理とは何か：日本の政策と2018年入管法改正」
（明石純一）
、
第2章「日本に在留する外国人の人権」
（秋山肇）
、第3章「高度人材獲得政策と留学生」
（佐
藤由利子）
、第4章「日系人と日本社会：歴史・ルーツ・世代をめぐって」
（人見泰弘）
、第

5章「日本の生産を支える外国人人材：技能実習制度と特定技能制度」（万城目正雄）、第6
章「自治体の外国人住民政策と社会保障」
（阿部治子）の論考を通して、2018年の改正入
管法、在留外国人と法、自治体の外国人住民政策と社会保障、留学生、日系人、技能実習生、
特定技能外国人の受入れをめぐる個別具体的な政策課題が扱われている。
Ⅲ．第Ⅱ部「多文化『共創』社会の実践に向けた課題」の概要
ここでは、多文化「共創」社会の実践に向けた課題に関して、以下のように多様な観点
から議論している。
具体的には、
第7章「外国人高齢者への健康支援とケアマネジメント」
（李錦純）
、
第8章「日
本語教育の役割と今後の課題：外国人受入れと日本語学校教育」（山本弘子）、第9章「外
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国人人材の獲得とダイバーシティ・マネジメント」
（郭潔蓉）
、第10章「多文化共創による
持続可能な社会開発」
（佐伯康考）の論考を通して、外国人高齢者に対する健康支援とケ
アマネジメント、日本語教育、企業経営におけるダイバーシティ・マネジメント、共創の
概念と地域社会・大学の役割に関する議論を展開している。その展開を踏まえて、地域に
おいて外国人も「生活者」として平等で安心して暮らしていける多文化「共創」社会の構
築に向けた論点を整理し、今後の課題について提起している。
Ⅳ．第Ⅲ部「海外での多文化『共創』から」の概要
ここでは、以下のような諸外国に多文化「共創」という観点から焦点を当て、多文化社
会の政策・実践例を紹介しながら、今後の日本社会の在り方に関して展望している。
具体的には、第11章「韓国の移民政策と多文化社会」
（申明直）
、第12章「難民の社会参
加と多文化社会：トルコと日本の難民受入れを事例として」
（伊藤寛了）
、第13章「ドイツ
の移民政策と地域社会：欧州難民危機を受けたドイツ社会の対応」
（錦田愛子）
、第14章
（加藤丈太郎）の論考を通し
「アメリカにおける非正規移民1.5世をめぐる政治と市民社会」
て、諸外国における多文化社会を支える政策の構築、展開の経緯、方向性等に関して実践
例を報告し、今後の課題に関して議論、提起している。そして、これらの議論を踏まえて、
終章の「新しい多文化社会論：共に拓く共創・協働の時代」
（川村千鶴子）の論考を通して、
今後の共創・協働の時代における新たな多文化社会論を展開している。
Ⅴ．基礎教育保障学の発展に向けて
紙幅の都合もあるので、以下、今後（もしも）本学会の会員や関係者が、このような啓
蒙的な普及の書（素材・教材）を発刊して基礎教育保障学を発展させようとする場合に、
本書の中で参考になるのではないかと思われた点（印象に残った特徴的な構成や記述、キ
ーワード等）を取り上げることで、書評に代えたい。
まず、本書の特徴の一つが、第Ⅰ部の直前に、
「インタラクティブゼミナールにようこそ！
本書の対象と活用術」
（川村千鶴子）という、本の活用に向けた羅針盤にあたる記述が存
在していることである。ここでは、本書をPBL(Project-Based Learning)つまり「課題解決
型学習」の素材・教材として活用するためのヒントについて触れており、第Ⅰ部からⅢ部
の各章の中でも記述している事前学習の内容、ディスカッションテーマ、ロールプレイの
テーマ、キーワード解説の意味に関しての理解促進の役割も果たしている。
例えば、第8章「日本語教育の役割と今後の課題：外国人受入れと日本語学校教育」
（山
本弘子）では、事前学習の内容として「日本語教育、と聞いて思い浮かべるのはどのよう
なことか。そして、なぜそれが思い浮かんだのか。その背景や理由を考え、仲間と話し合
ってみよう。
」と記述されている。この中の「日本語教育」の部分を「夜間中学」や「基
礎教育」などと替えても、事前学習が成立しそうである。ディスカッションやロールプレ
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イのテーマの2では「日本語を母語としない人たちにとって、日本語のどんなところが難
しいだろうか」と記述されているが、この中の「日本語を母語としない人」の部分を「日
本語の読み書きが十分に出来ない人」や「非識字者」などと替えても、テーマとなりそう
である。さらに、キーワード解説の3では「日本語教育推進法」の解説がなされているが、
この部分は「教育機会確保法（義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の
確保等に関する法律）
」の解説を行うとよさそうである。
今後、万人のための教育機会を確保できるような新たな多文化社会の構築の目指すので
あれば、その過程では、適切な言語学習の場の提供が欠かせない。欧州の複言語・複文化
環境では「言語学習の究極の目的は、コミュニケーション能力の啓培にあるが、コミュニ
ケーションは、言語が使用される文化的文脈の問題を離れては成り立たないから、言語の
教育においては、言語の能力と文化を理解する能力とは相即一体、密接不可分の関係にあ
ることを十分に認識してかかる必要がある」
（異文化間教育学会、二頁）と捉えられている。
一方、複言語・複文化環境にある外国人が多数就学する日本の夜間中学の現場において
は言語学習の一環として日本語の教育が展開されている。その現場で「多文化社会の在り
方を模索する複眼的理解とビジョンの共有」
（はじめにⅳ）がなされるのなら、夜間中学
や基礎教育に関わる実践の現場は、
多様な言語・文化背景を持った生徒や関係者間の「共創・
協働」を通じて、多様性が生み出す活力を、新しい価値の創出へと結び付けるための実践
知が蓄積される創造の場となりうる可能性が高い。
この可能性の追求に興味がある本学会の会員にとって、本書は、有意義な一冊となろう。
引用・参考文献
異文化間教育学会（1997）
『日本語の習得と文化理解』
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編集後記

この度、
『基礎教育保障学研究』第4号を発行するに際し、ご報告しておきたいことがある。
一つには、非常に有難いことに、多数の会員から貴重な研究活動の成果が届いたことであ
る。そのため、編集委員会としては、例年になく、嬉しい悲鳴を上げながら編集作業に追
われることとなった。具体的には、特集テーマとしての依頼原稿（研究論文）2本、展望
論文2本、実践論文1本、自由投稿としての論稿は研究ノート2本、報告1本であった。その他、
特別報告1本、特別寄稿2本とその翻訳原稿、そして書評2本であった。
二つには、4回目となる編集作業に対し、
「ようやく4号までたどり着いた」
「もう、第4
号を編集するまでになったのか」
、というような様々な想いが交錯したことである。創刊
号から編集作業に取り組んできた編集委員会のメンバーにとっては、手探り状態で取り組
まなければならなかった作業に始まり、これまでの数々の苦労が思い出されたからに他な
らない。編集作業を重ねるごとに見直さなければならない事柄も明らかになり、多様な会
員からなる本学会において、一定のルールに基づく「学会誌」を編集することの難しさも
痛感した次第である。
第4号の発行を最後に現在の編集委員会は解散し、新しい体制による『基礎教育保障学
研究』編集委員会にバトンタッチすることになる。おそらく、学会誌には、その時々の学
会活動の記録が掲載されることになるだろう。本学会は、未だ発展の途上にあるが、会員
による様々な活動により、学会誌も充実させていくことができればと考える。今後も、会
員の皆様へご協力をお願い申し上げる。
『基礎教育保障学研究』第4号 編集委員会 2020年8月発行
編集委員長

長岡智寿子（田園調布学園大学）

編集副委員長

石川敬史（十文字学園女子大学）

編集委員（五十音順）
坂本旬（法政大学）
棚田洋平（一般社団法人 部落解放・人権研究所）
編集補助

片桐久美子（法政大学）

英文校閲

Daniel Teuber（大阪産業大学）
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