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特集テーマ:「基礎教育保障とメディア情報リテラシー」について

『基礎教育保障学研究』編集委員会

　ソーシャルメディアが社会のインフラとして大きな影響力を持ちつつある。新型コロナ
ウイルス感染症の流行は、学校のオンライン授業の実施のみならず特別定額給付金の申請
などをめぐって、その影響力はますます高まった。本学会でも法政大学で開催予定だった
第5回研究大会はオンライン開催を余儀なくされた。その研究大会のテーマは、ユネスコ
が主催するグローバル・メディア情報リテラシー・ウィークと連携した「SDGsとメディ
ア情報リテラシー」であった。当初は、韓国のメディア情報リテラシーを推進する韓国視
聴者メディア財団のシン・テソプ理事長（当時）が講演する予定であったが、準備の遅れ
から挨拶のみとなった。その後、2020年11月28日に日韓MIL交流フォーラムを開催し、テ
ソプ氏の講演が実現した。
　今回の特集では、シン・テソプ氏の講演の元となった「韓国におけるメディア情報リテ
ラシーの現状と諸問題」を寄稿いただいた。なお、講演記録は『メディア情報リテラシー
研究』第2巻第2号（法政大学図書館司書課程）に掲載されている。同誌にはユネスコによ
る「万人のための万人によるメディア情報リテラシーに関するソウル宣言」およびユネス
コからの同フォーラムに対する挨拶「メディア情報リテラシー発展のためのグローバル・
パートナーシップの活性化」（アルトン・グリズル氏）も収録されており、一読されたい。
法政大学図書館司書課程のサイト（https://lc.i.hosei.ac.jp/）からダウンロードできる。
　このほか、研究大会シンポジウムで報告を行った坂本旬氏（会員：法政大学）「基礎教
育保障としての批判的デジタル・インクルージョン：ディスインフォデミックへの対応を
中心に」（展望論文）、西村寿子氏（非会員：NPO法人FCTメディア・リテラシー研究所）「新
型コロナ下におけるニュース番組とメディア・リテラシー─FCTの事例から」（研究論文）、
松本恭幸氏（非会員：武蔵大学）「平和教育、環境教育における博物館の活用促進に向けて」
（研究ノート）の各論文を掲載した。いずれも基礎教育保障学会にとって新たな地平を開
く論考である。
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＜展望論文＞

基礎教育保障としての批判的デジタル・インクルージョン：
ディスインフォデミックへの対応を中心に

Critical Digital Inclusion as the Guarantee of Basic Education :

Focusing on Responses to the Disinfodemic

　
坂本旬（法政大学）

SAKAMOTO, Jun（Hosei University）
　
　
Ⅰ．はじめに
　
　新型コロナウィルス感染症（COVID-19）流行は、さまざまな分野でさまざまなデジタ
ル機器活用の必要性を呼び起こした。特別定額給付金申請をめぐって自治体の現場が混乱
したことは記憶に新しい。入力ミスの確認に手間取り、オンライン申請を印刷せざるを得
なくなった自治体もあったという。特別定額給付金のようなすべての国民にとって必須の
申請も手続きがデジタル化されても、それに伴う支援環境が伴わなければ十分な活用はで
きない。令和2（2020）年版『情報通信白書』は、政府が2020年4月22日に行政手続きの
デジタル化を推し進める「デジタル強靭化戦略」の策定を決定したことを紹介しつつ、「セ
キュリティを確保した上で5Gなどを活用し、高齢者、障害者、ICTに不慣れな人を含め、
誰一人取り残すことなくデジタルの恩恵を享受できる、インクルーシブな社会の実現を図
ることが求められている」と書いている（総務省、2020b,pp.165-166）。確かに、「デジタ
ル強靭化戦略」には「高齢者、障害者、ITに不慣れな方々も含めてデジタルの恩恵を受け
ることができる、デジタル・インクルーシブ社会の構築」という文言や「高齢者等がICT

機器・サービスの使い方を身近に相談できる『デジタル活用支援員』の推進に必要な制度
整備」を目標に、「2019年度（令和元年度）には基礎調査を実施し、今後に向けた仕組み
の構築」（総務省、2020b, pp. 462-463）を目指している（1）。
　臨時休業を余儀なくされた学校も同様である。ICT環境が整わず、その活用も十分では
なかったため、ほとんどの学校がスムーズにオンライン授業へ移行することができなかっ
た。2020年6月23日時点での調査によると、4月1日以降も臨時休業を実施した小中学校は
99％であった。そのうち21日から40日休業した学校は小中学校とも、65％程度であった。
しかし、休業中に実施した学習内容は、教科書などの紙の教材が小中学校ともに100％で
あったが、他方、同時双方向型オンライン指導については、高校ではほぼ半数の学校が取
り組んだにもかかわらず、小学校で8％、中学校でも10％に過ぎなかった（2）。学校にお
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けるオンライン教育についても「デジタル強靭化戦略」の一環として組み込まれているが、
オンライン教育に関する格差の解消への取り組みの具体策についてはこれからの課題であ
る。基礎教育保障の立場から言えば、これらはデジタル・インクルーシブ社会の構築をめ
ざすデジタル・インクルージョン（社会的弱者を含むすべての個人とコミュニティによる
デジタル環境へのアクセスと活用を保障する活動）の問題だと言えるだろう。
　もう一つの課題はオンライン偽情報である。2016年の米大統領選以降、「フェイクニュ
ース」が大きな問題となり、2020年の米大統領選では「Q アノン」と呼ばれる陰謀論が世
界中に流通し、2021年2月6日に起きた米国議事堂襲撃事件の要因の一つとなった。このよ
うに世界的な情報環境の大きな変動により、オンライン情報評価能力の育成を重視する教
育政策は世界的な趨勢である（坂本、2019a）。しかしながら、日本ではオンライン偽情報
問題が教育政策上の課題として議論されることはほとんどなかった。坂本（2020b）は「子
ども・若者を含むすべての市民がデジタル・リテラシーを有し、市民社会に参加すること
は基本的人権の一つであり、デジタル・シティズンシップの土台となる」（p.13）と述べて
おり、この問題については2019年の総務省有識者会議「プラットフォームサービスに関す
る研究会」によってようやく議論の緒についた。
　こうした状況認識を前提に、本稿は次の2点を目的とする。第一に、COVID-19流行下
におけるユネスコのメディア情報リテラシーとデジタル・インクルージョン政策・運動の
動向を概観することである。第二に、オンライン偽情報問題に対応する日本の行政や民間
組織の動向に焦点を合わせ、課題を明らかにすることである。
　メディア情報リテラシーおよびデジタル・インクルージョンという二つの概念は、ユネ
スコが用いているにもかかわらず、日本の学術界においてさえ十分に知られているとはい
えない。まず、世界的な影響力を持つユネスコのメディア情報リテラシーおよびデジタ
ル・インクルージョン概念を確認することが必要であろう。そして、2020年11月にユネス
コが韓国ユネスコ国内委員会と協力して開催したグローバル・メディア情報リテラシー・
ウィークで発表したソウル宣言を取り上げる。なお、ユネスコによれば、メディア情報リ
テラシー（MIL）とはメディアリテラシーと情報リテラシーを統合し、デジタルリテラ
シーやコンピュータリテラシーなど多様なリテラシーを包含する多元的リテラシーである
（UNESCO、2013, p.54）。
　一方、日本におけるオンライン偽情報問題への政策はどのように進められており、どの
ような問題があるのだろうか。本稿ではⅢ章で総務省の政策、Ⅳ章で民間団体の動向を取
り上げて検討する。そして、最終章で明らかになった課題を整理し、新たな研究の方向性
を展望したい。次章ではデジタル・インクルージョンとユネスコのメディア情報リテラシ
ー政策の動向を検討する。
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Ⅱ．ユネスコのデジタル・インクルージョンとメディア情報リテラシー
　
１．デジタル・インクルージョンとは
　インターネットはもはや社会のインフラになったといってよい。しかし、一方で、それ
に伴うデジタル環境とスキルがすべての人に保障されていなければ、インフラとして十分
な機能を果たしていないと言えるだろう。とりわけ、震災や水害のような災害が起こった
時には大きな問題となる。さらに、非識字者や在日外国人にとっては、文字とデジタル環
境という二重の障壁が存在することになる。デジタル環境が普及すればするほど、このよ
うなデジタル格差が拡大し、それに伴って社会の不平等は拡大する。デジタル格差は、国
内のみならず、世界中で大きな課題となっている。デジタル格差を解消し、あらゆる市民
がデジタルの恩恵を受けるための社会理念がデジタル・インクルージョンである。坂本 

（2020c）は、デジタルリテラシーをテーマとして取り上げており、アメリカにおけるデジ
タル・インクルージョンの基本的な考え方を紹介している。この論文によると、アメリカ
では2010年3月17日に公表された全米ブロードバンド計画に対応するために、博物館図書
館サービス振興機構（IMLS）が報告書「デジタル・コミュニティの構築：行動のための
フレームワーク」を公開し、それに基づいて全米でデジタル・インクルージョンに向けた
取り組みを進めている。同報告書によるとデジタル・インクルージョンには以下の内容を
含んでいる。
　

 ・すべての人が高度なICTの利点を理解している。
 ・すべての人が高速インターネット接続機器やオンライン・コンテンツに公平かつ手頃
な価格でアクセスできる。

 ・すべての人がこれらの技術を利用して、教育的、経済的、社会的な機会を利用するこ
とができる。（IMLS、2012,p.1）

　
　そして、上記の技術を活用する能力がデジタルリテラシーである。ただし、米国図書館
協会（ALA）によるとデジタルリテラシーは技術の活用能力以上のものであり、「ICTを
用いてデジタル情報を発見、理解、評価、創造、伝達する能力であり、認知および技術的
スキルの双方を必要とする」。さらにデジタルリテラシーとは以下のような能力を持った
人だとされる（ALA Digital Literacy Taskforce、2013,p.2）。
　

 ・多様なフォーマットのデジタル情報を発見、理解、評価、創造し、伝達するために必
要とされる多様な技術的・認知的スキルを有している。

 ・多様なテクノロジーを適切かつ効果的に利用して、情報の検索、結果の解釈、情報の
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質の判断ができる。
 ・テクノロジー、生涯学習、個人のプライバシー、情報管理の間にある関係を理解する。
 ・これらのスキルと適切な技術を、友人や同僚、家族、時には一般の人々とのコミュニ
ケーションや協働のために用いる。

 ・これらのスキルを用いて、市民社会へ積極的に参加するとともに、活力と情報、参加
者に満ちたコミュニティに貢献することができる。

　
　このように、デジタル・インクルージョンにはデジタルリテラシーと市民社会参加の要
素、すなわちシティズンシップの概念が含まれており、単なる技術の供与ではない。アメ
リカでのデジタル・インクルージョンの実現に際しては、公共図書館が大きな役割を担っ
ている。ビザーは「アメリカの図書館と司書は、全国のデジタルリテラシーとデジタル・
インクルージョンの取り組みの最前線にいる」と述べており、公共図書館が重要な機能を
果たしていることがわかる（Visser、2013,p.108）。
　デジタル・インクルージョンの理念を遡れば、2003年に開催された国連世界情報社会サ
ミットの宣言にたどり着くだろう。宣言は国際社会がデジタル格差克服のための行動をと
るように要望しつつ、次のように主張している。
　
　情報へのアクセスとグローバル・コモンズ（地球共有資源）としてのコミュニケーシ
ョン手段は参加型で、普遍的で、包括的で、民主的でなければならない。アクセスの不
平等は、南北問（原文ママ）の格差だけでなく、先進国および発展途上国にそれぞれ長
く存在する不平等という点からも取り組んでいかなければならない。克服すべき障壁は、
経済、教育、技術、政治、社会、民族、年齢にまつわるものであり、ジェンダーの不平
等な関係は、これらの障壁のすべてに深く埋め込まれているため、特に取り組んでいく
必要がある。（FCT市民のメディア・フォーラム、2004,p.9）
　
　宣言はさらにリテラシー教育の必要性に言及する。
　
　情報を持ち、教育を受けた市民を育てる、すなわち、市民をエンパワーする教育、情
報を獲得するための様々な手段、研究成果の産物にアクセスできる市民だけが、知識社
会に完全に参加し、有効に貢献できる。よって「開発の権利に関する宣言」と国際人権
宣言で述べられているように、教育を受ける権利を認めることが不可欠である。
　情報社会における個人とコミュニティに力を与えるような能力開発の動きには、基本
的なリテラシーとICTを活用した技能に加えて、メディア・リテラシーと情報リテラシー、
情報と技術を検索し、評価し、利用し、創造する能力が含まれる。（FCT市民のメディア・
フォーラム、2004,p.15）

6



基礎教育保障学研究　第５号　2021.08

　デジタル・インクルージョンという用語は使われていないが、ここで表現されているこ
とは、まさにデジタル・インクルージョンそのものであり、さらにユネスコと国連文明の
同盟（3）が2008年のパリ会議で構想したMILプログラムにつながるものであった。また、
MILにはデジタルリテラシーが含まれるが、ユネスコによれば、デジタルリテラシーは「現
代社会のあらゆる分野を対象としたライフスキル」であり、単なる情報機器の活用能力で
はない（UNESCO、2011）。
　
２．デジタルリテラシーと識字能力の関係
　ユネスコはデジタルリテラシーと識字能力（リテラシー）との関係はどのように考えて
いるのだろうか。ユネスコは2018年に「低スキル・低リテラシーの人々のためのデジタ
ル・インクルージョン：ランドスケープ・レビュー」を公表した。このレビューはユネス
コと英国のピアソン社が共同で進めているリテラシープロジェクトに関し、十分な識字能
力やデジタルリテラシーを持っていない人たち（非識字者を含む）に対してどのようなデ
ジタル・ソリューション（解決策）が求められるか、検討したものである。デジタル・ソ
リューションには、この問題に対するデジタル技術やシステム開発と教育政策の両方を含
んでいる。つまり、デジタル・ソリューションは、「供給側では、デジタルスキルやリテ
ラシーの学習・実践機会を提供し、需要側では、デジタル・ソリューションによって人々
の生活に付加価値を与え、デジタルスキルの学習欲求を高める」ことになる。そのため
にデジタル活用とそのためのスキル、そして識字教育との関係の研究を深める必要がある
（UNESCO 、2018,p.14）。
　本稿ではこの報告書を詳細に紹介する余裕はないが、ユネスコとピアソンが進めるユネ
スコ＝ピアソン・イニシアティブは、識字教育とデジタルリテラシー教育がデジタル・イ
ンクルージョンという大きな枠組みの中で統合されていることを確認したい。ユネスコは
次のように述べている。
　
　基本的な識字能力は一般的にデジタルリテラシーの前提と考えられているが、識字能
力の低い利用者がごく基礎的なデジタルサービスを利用し始めるにつれて、この順序は
疑問視されるようになってきた。リテラシーの形態が相互に関連していることは、どち
らが先に必要かに関わらず否定できない。（UNESCO、2018,p.35）
　
　基礎教育保障にかかわる研究や運動にとって、このユネスコの指摘の意味は大きい。識
字能力がなければデジタル機器は使えないという考え方はユネスコの調査を通じて誤りで
あることが明らかになりつつある。識字教育とデジタルリテラシー教育を一体的に進める
必要性が示唆されているからである。ユネスコのデジタル・インクルージョンは、識字教
育を含むものであり、それを可能にするのが、デジタル技術開発を含むデジタル・ソリュ
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ーションである。
　
３．ユネスコ・ソウル宣言が意味するもの
　一方、ユネスコは世界中でMILプログラムを進めているが、COVID-19の世界的流行に
伴って、「COVID-19レスポンス」と「ディスインフォデミック（偽情報大流行）防御キ
ャンペーン」を始めた。そして2020年のグローバルMILウィークのテーマは「ディスイン
フォデミック（偽情報大流行）に対抗するための万人のための万人によるメディア情報リ
テラシー」であった（坂本、2020b）。本来、MILプログラムは国際図書館連盟をパートナ
ーとして進められており、デジタル・インクルージョンのための大きな役割を担っている。
しかし、偽情報問題はさらにもう一つの役割を図書館に与えることになった。坂本（2019b）
は図書館がオンライン偽情報問題に対して果たした役割をまとめているが、COVID-19は
その役割を加速化させたと言える。グローバルMILウィーク終了後の2020年11月3日、ユ
ネスコはソウル宣言を発表した。長文であるため、一部を引用する。
　
　私たちは次のように主張する。批判的思考に取り組んでいるすべての人のためのメデ
ィア情報リテラシーを強化することが、人々がICTと関わる際の批判的思考と真偽判別
力を強化する持続可能なアプローチをもたらす。とりわけ危機的な状況下でのICTとの
関わり方について、人々の批判的思考と識別力を強化するのである。したがって、私た
ちは、デジタルでつながる時代に「万人のための万人によるメディア情報リテラシー」
を促進すべきであると考える。
　これに関連して、私たちは次のことを約束する。
1. 情報へのアクセスや質の高い教育など、COVID-19流行によって大きく拡大した格差
への幅広い取り組みを通して、MILを推進し、誰一人として取り残さない。

2. インターネット通信回線業者、学識経験者、NGO、国際・地域組織、通信規制当局、
メディア、市民社会、若者、コミュニティからのMILおよびMIL政策への参加を促進
する。

3. 偽情報大流行、気候変動などに取り組むためにMILの取り組みを強化することを提唱
するとともに、人権であるだけではなく、偽情報の解決策の一部でもある表現の自由
と情報へのアクセスの尊重を求める。

4. AIなどの技術の透明性、包括性、安全性を確保するために、機関や企業の倫理的枠組
みにMILへの配慮を取り入れる。

5. 技術決定論に対処するためのMILイニシアティブを提唱する。（UNESCO、2020）
　
　このように、ユネスコのMILプログラムは誰一人として取り残さないデジタル・イン
クルージョンを前提としつつ、それに批判的思考の視点を加え、COVID-19によって世界
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中に拡大しつつある偽情報の氾濫に対抗し、すべての人の人権と表現の自由、情報へのア
クセスを保障しようとするものである。こうして考察を進めると、検討すべき課題として、
非識字者や低識字能力者が識字能力とデジタル機器を扱うためのスキル、そしてアクセス
環境を得て、市民社会に参加するためのデジタル・インクルージョン政策と偽情報大流行
に抵抗するメディア情報リテラシー政策の二つがあるようにみえる。しかし、この二つを
分離すべきではない。なぜならば、文字のみならず映像や音楽を含む多様なメッセージを
批判的に読み解く能力がなければ、真に民主社会の担い手としての市民になることはでき
ないからである。このように問題を設定すると、研究すべき対象はデジタル・インクルー
ジョンを担う行政や図書館などの公共施設、市民活動、学校教育など、幅広いものとなる。
次章では、その研究の第一歩として、ソウル宣言でも強く指摘された喫緊の課題であるデ
ィスインフォデミック（偽情報大流行）と情報通信行政および研究の動向に焦点を当てる
ことにする。
　
Ⅲ．日本の情報通信行政における「ICTリテラシー」政策の現状
　
１．総務省によるICTリテラシーの定義
　日本では、用語としてユネスコの「メディア情報リテラシー」は用いられておらず、文
科省では「情報活用能力」、総務省では「ICTリテラシー」や「ICTメディアリテラシー」
といった用語が用いられている。しかし、それらはどちらもICTの活用能力を中心とした
概念である。しかし、近年「フェイクニュース」問題の深刻化とともに、徐々に情報評価
能力への着目が始まっている。学校教育においては、情報モラル教育にオンライン情報の
評価の要素が含まれている。それ以外にはメディアリテラシー教育や情報リテラシー教育
として一部オンライン情報評価教育が実践されている。本章では日本の情報通信行政を担
う総務省の政策を取り上げる。
　総務省は、従来から学校外のICTリテラシー教育施策を行っている。具体的には子ども
たちのインターネットの安全な利用に関わる普及啓発を目的とした出前講座である「e-ネ
ットキャラバン」、「放送番組やインターネット等各種メディアを主体的に読み解く能力や、
メディアの特性を理解する能力、新たに普及するICT機器にアクセスし活用する能力、メ
ディアを通じコミュニケーションを創造する能力」であるICTメディアリテラシーの向上
を図ってサイトや教材などを開発・掲載する活動、そしてトラブル事例集やテストを実施
している青少年のインターネット・リテラシー向上策である（総務省、2020b,p.465）。
　総務省による有識者会議「プラットフォームサービスに関する研究会」は2020年2月に
最終報告書を公開した。その中で「偽情報の拡散を防ぐためには、利用者が情報を適切に
読み取るためのICTリテラシーを身につけることが必要である。具体的には、偽情報を容
易に信じて拡散等しないようにする判断能力や、信頼性のある情報源を確認する能力など
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が求められる」と述べ（総務省、2020a,p.45）、「総務省は、ICTリテラシー向上の推進に
当たって、行政や民間団体、通信事業者等による既存の施策について、どのような主体・
場所（学校等の教育現場、それ以外など）において、どのような観点からICTリテラシー
向上の取組が実施されているかを整理し、様々な主体の連携を促進することが適当であ
る」と指摘する。さらに「行政や民間団体のみならず、プラットフォーム事業者と協働し
たICTリテラシー向上の取組を推進していくことが適当」であり、「利用者が十分かつ信頼
できる情報をもとに正確な判断を行うことを可能にする、いわゆる消費者へのエンパワー
メントに資する積極的なICTリテラシー向上への貢献が期待される」と述べている（総務省、
2020a,pp.46-47）。この報告書からも分かるように、オンライン偽情報に対する対応策が重
視されている。
　
２．有識者会議と揺れ動くリテラシー概念
　ただし、有識者会議議事録を読むと最初から「ICTリテラシー」という用語が使われて
いたわけではない。第6回に配布された中間報告案では「メディアリテラシー」と書かれ
ている（4）。そして第11回には有識者として東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授
の水越伸を招き、「メディアリテラシー」についてのヒアリングが行われた。第14回の主
要課題の検討案では「メディアリテラシー」の文言は消え、項目案として「リテラシー教
育の推進」という表現となった（5）。おそらくヒアリングの結果、「メディアリテラシー」
という用語はそぐわないと判断されたのであろう。さらに第16回の論点整理では「情報リ
テラシー教育の推進」という用語となり、「プラットフォーム事業者のサービスに関する
具体的な仕組みや、エコーチェンバーやフィルターバブルといった現代の情報メディア環
境の特性、その環境の中でフェイクニュースが拡散する仕組みを学ぶことで、フェイクニ
ュースに対抗する情報リテラシーを身につけることが重要ではないか」、「利用者がフェイ
クニュースの被害者になるだけではなく、意図せず拡散に寄与してしまい加害者になって
しまう可能性があるという点や、情報の発信には一定の責任が伴うことなどについても情
報リテラシー教育の内容に含まれることが望ましいのではないか」といった指摘がされて
いる（6）。
　このように用語の使い方が変遷し、最終案で「ICTリテラシー」という用語になる。お
そらく「プラットフォームサービスに関する研究会」としては「情報リテラシー」に落ち
着いたものの、総務省からの要望によって最終的には従来から用いてきた「ICTリテラシー」
に変更されたと考えられる。つまり、オンライン偽情報へ対抗する能力としてのこの用語
の使用に学術的な裏付けがあるわけではなく、いわば行政用語なのである。今後、総務省
は「プラットフォームサービスに関する研究会」最終報告書の提言と関連法をもとに、社
会教育分野におけるオンライン偽情報対策を検討することになると思われる。
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Ⅳ．国際大学グローバル・コミュニケーション・センター調査報告の検討
　
１．指摘された情報リテラシーの重要性
　民間の動向としては、2020年3月に国際大学グローバル・コミュニケーション・センタ
ー（グロコム）が公表した報告書「日本におけるフェイクニュースの実態と対処策」を挙
げることができる。この報告書は日本における「フェイクニュース」（7）の実態を調査して、
そこからいくつかの結論を見出し、まとめたものである。本稿にとって重要な知見として
は、以下のものを挙げることができる。以下は報告書から一部を抜粋して簡略化したもの
である（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター、2019,pp.13-14）。
　

 ・ 「フェイクニュース」は若い人の間で接触率が高く、拡散しやすい傾向があるが、「フ
ェイクニュース」を信じてしまう人の割合は世代によって変化はなく、若い人が騙さ
れやすいわけではない。

 ・研究で取り上げた9つの「フェイクニュース」はすべてファクトチェック済みだった
にもかかわらず、75％程度の人がその内容が事実であると信じていた。ファクトチェ
ックの結果は多くの人に届いていない。

 ・「フェイクニュース」を拡散する手段としてもっとも多いのは「友人・知人・家族に
直接話す」というものであり、クチコミも拡散に大きく寄与している。

 ・他の情報源を探すと「フェイクニュース」が虚偽だと気づく確率が増加する。
 ・情報リテラシーが高いと「フェイクニュース」を信じて拡散する行動を抑制する傾向
が見られた。その中でもとりわけ重要だったのが、「データ・情報の加工に気付ける
こと」であった。

 ・政治的な「フェイクニュース」は、特に「弱く支持している層」の考えを変える力を
持っている。この層は社会において多く存在する層であり、「フェイクニュース」は
少なからず選挙・政治に影響を与えていると予想される。

　
　これらの知見から次のような政策的含意が導き出されている（国際大学グローバル・コ
ミュニケーション・センター 2019,pp.14-15）。
　

1. 日本でも少なくない「フェイクニュース」が拡散されており、対策が必要
2. 「ネット上の投稿内容に関するもの」など、効果的な教育・研修を普及させる
3. 「フェイクニュース」対策に必要なのは情報リテラシーの向上
4. ファクトチェック結果が多くの人に届くようなサービス提供をする
5. ステークホルダー間連携を促進し、ファクトチェックを実施する
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6. 対策はメッセージアプリ・メールマガジンなどにも必要
　
　ここにも「フェイクニュース」対策として情報リテラシーの向上が明記されており、本
報告書の主要な結論の一つだということができる。上記の知見には含まれていないが、「フ
ェイクニュース」を拡散する理由として、「怒りを覚え、それを表現したかったから、他
の人と共有したかったから」「情報を共有して議論したかったから、他の人の意見を聞き
たかったから」が多いことが調査結果から導き出されている（国際大学グローバル・コミ
ュニケーション・センター、2019,p.56）。つまり、「フェイクニュース」拡散の原因は、情
報の真偽を見分けることができなかったことよりも、怒りと共有願望であることがわかる。
一方で、ファクトチェックの存在にも関わらず、「フェイクニュース」は広く信じられて
おり、真偽を見分けることができない実態も浮かび上がる。さらに、「フェイクニュース」
を嘘だと見抜く方法として「他の情報源を探している場合はフェイクニュースを信じてい
る人の割合が低下していることが確認される」ことを実証的に明らかにした点は重要であ
る（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター、2019,p.61）。
　
２．調査におけるリテラシー概念の問題
　この調査では、「フェイクニュース」対策として4つのリテラシーを比較し、アンケー
ト調査によって有効性を検証している。それぞれのリテラシーの定義は以下の通りであ
る。
　

 ・メディアリテラシー：特定の事象に関して、メディア情報にアクセスして分析し発信
する能力（8） 。

 ・ニュースリテラシー：ニュースが社会で果たす役割を理解する能力、ニュースを検索・
識別する能力、ニュースを作成する能力など。

 ・デジタルリテラシー：インターネットに関する知識とそれと相関している情報の読み
取り、書き込み、表示、聞き取り、作成、伝達に関する能力。

 ・情報リテラシー：情報を適切に判断し、情報を通じて決定を下す能力。
　
　調査に用いられた質問項目は以下の通りである。
　
●メディアリテラシー

1. 私はいくつかのニュースソースを用いてニュースを見ている
2. 私は自身の反応や批判を示すために、ニュース制作者に対して連絡を取っている
3. 私は自分の家族や友人と、ニュースに関して情報交換を行っている
4. 私はメディアの与える負の影響に関して、周囲の人間に注意を促している
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●ニュースリテラシー
1. 報道機関の所有者は、メディアコンテンツに対して影響力を持つと思う
2. 個人の見つけるニュースには、その個人の政治的価値観が反映されていると思う
3. 2人の人間が同じニュースを見たとしても、得られる情報は違うと思う
4. 政治候補者に関するニュースは、人々の意見に対して影響力があると思う
5. ニュースは現実よりもドラマティックに作られていると思う
6. 紛争・戦争に関するニュースは目立つように特集されていると思う

●デジタルリテラシー
1. 高度な検索を使い慣れている
2. PDFを多く使っている
3. スパイウェアを理解している
4. Wikiを使い慣れている
5. キャッシュを理解している
6. フィッシングサイトを理解している
7. タグ付けを理解している
8. JPGを理解している
9. ブログや SNSなどのソーシャルサービスを使い慣れている
10. コンピュータウイルスについて理解している

●情報リテラシー
1. 知らない概念を理解するために最も信頼でき、簡潔だが包括的に知ることができる
ツールは＿＿である。（新聞、国語辞典、百科事典、学術論文）

2. 以下のものを、きちんと事実か検証されていると思う順番に順位付けをしてくださ
い。（ブログ、新聞、学術論文、裁判所による事実の認定）

3. 以下の選択肢の中から、加工されていない生のデータを 1つお選びください。（株価
の終値、天気図、表で公表されている人口データ、グラフで公表されている人口デ
ータ）

4. 以下の遺伝子組み換え食品に関する文の内、筆者の意見が入っていないものはどれ
でしょうか。最も近いものを 1つお選びください。（遺伝子組み換え食品は世界的な
食糧危機をもたらした、2013年には新たに15の遺伝子組み換え食品が欧州で認可さ
れた、遺伝子組み換え実験は止めるべきである、大抵の遺伝子組み換え研究者は大
企業から大きな収入を得ている）

　
　分析結果を見ると、とりわけ興味深いのは、「メディアリテラシーが高い人ほどフェイ
クニュースを信じて拡散する傾向にあり、情報リテラシーが高い人ほどフェイクニュース
を拡散しない傾向にあるといえる」と指摘されている点である（国際大学グローバル・コ
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ミュニケーション・センター、2019,p.72）。そしてニュースリテラシーとデジタルリテラ
シーについては影響を与えていなかったという。ただし、メディアリテラシーの下位尺度
には「メディア情報発信」につながるものがもともと含まれているため、下位尺度で分析
をすると、「メディアリテラシーの中では、『明確にニュースを拡散する行為と相関しそう
なもの』が顕著に有意に正となっており、これらが『メディアリテラシーが高くなるとフ
ェイクニュースを信じて拡散する確率が高くなる』という結果に繋がっていた要因」であ
るという（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター、2019,p.74）。結論として、
最初の重要な知見の一つとして挙げられているように、情報リテラシーのみが「フェイク
ニュース」の拡散を抑制する効果があり、教育の場でも情報リテラシー教育が推奨される
ことになる。
　非常に緻密な実証的調査分析がされており、日本における「フェイクニュース」問題を
考察する際には有用であろう。しかし、一方で誤解を招く要素がある。これらの概念定義
と調査方法はジョーンズジャングらの論文（Jones-Jang, S.M et al. 2019）を元にしている。
元論文も同様に情報リテラシーのみに効果があると結論づけているが、留保がつけられて
いる。ジョーンズジャングらは次のように書いている。「情報リテラシーの尺度は、自己
申告によるコンピテンシー（例：メディアリテラシー、ニュースリテラシー）や認知され
た知識（例：デジタルリテラシー）ではなく、実際の知識を測定するものであり、他の3

つの尺度では不十分であった。実質的な証拠は、実際の知識と認識された知識はまったく
別の概念であることを示唆している」（Jones-Jang, S.M et al. 2019,p.13）。つまり、上記の
各リテラシーの質問項目を見るとわかるが、情報リテラシーの質問項目のみが実際の知識
を問うているのである。他のリテラシーについては自己申告に過ぎない。つまり、質的に
これら4つのリテラシーの質問は同じだとは言えない。
　また、メディアリテラシーの質問項目について言えば、イナンとテムルの論文（Inan & 

Temur,2012）で用いられている13の質問項目をまとめたものであるが、果たしてそれら
の項目がメディアリテラシー評価の尺度として適切なのか、検討の余地がある。少なくと
もニュース制作者に対して連絡を取ったり、家族や友人と、ニュースに関して情報交換を
行ったりすることは、メディアメッセージの批判的読み解きとは言えそうもない。坂本
（2020a）はメディアリテラシーにおける批判的思考を「メディア・リテラシーのキー・コ
ンセプトを土台とし、階級、人種、ジェンダー、さらにはエスニシティや障がいなどを含
む多様な社会的文脈を意識した問いが惹起する一連の思考」だと指摘している。このよう
な批判的思考を5つの質問項目で評価することは果たして可能だろうか。こうした論点は
メディアリテラシーのみならず、ニュースリテラシーやデジタルリテラシーについてもあ
てはまる。ニュースリテラシーについては（坂本、2019a）、デジタルリテラシーについて
は（坂本、2020c）に定義と学説がまとめられており、本報告書の質問項目だけでこれら
のリテラシーを評価することは困難である。
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　ジョーンズジャングらは、多様なリテラシーが曖昧な概念と一貫性のないアプローチを
持っていることを考慮するならば、調査で見出された知見は「変化するメディア環境の中
でメディアもしくは情報リテラシーの包括的なフレームワークが必要であるという考えを
裏付けるもの」であり、「包括的なフレームワークは、理論的な矛盾を減らし、実践的な
応用を結びつけ、異なるタイプのリテラシーにまたがる生涯学習の中心的な目標を強化す
るものでなければならない」と指摘している点にも注目する必要がある（Jones-Jang, S.M 

et al. 2019,p.13） 。これは教育的な観点からの指摘だと考えられるが、国際大学グローバル・
コミュニケーション・センターの報告書にはこのような教育の側の検討はされていない。
　さらに、ジョーンズジャングらは自分たちの調査が「個人がどのようにフェイクニュー
ス・ストーリーを識別しているかを明らかにしていない」と述べている。つまり、メッセ
ージの内容を読んで、「フェイクニュース」に懐疑的になる人もいれば、ストーリーの形
式や出典を調べようとする人もいる。個人に焦点を当ててはいないのである。坂本（2017）
は、スタンフォード大学歴史教育グループが2016年に中学生から大学生を対象にして行っ
たオンライン情報評価調査を取り上げている。この調査は生徒に対して、ニュースやウェ
ブサイトを見せ、その信頼性を評価させた上で、その理由を書かせるというものであった。
その結果、多くの生徒が情報源に関心を持っていないということがわかっている。この傾
向は日本でも変わらない。本当に必要なのは、実験者が「フェイクニュース」とわかって
いる情報の真偽を被験者に問うことではなく、被験者が真偽の不明な情報をどのように評
価するのか、そのプロセスを調査することである。情報リテラシー教育の有効性が明らか
になった点については、大いに評価できるが、しかし一方で、この調査結果から他のリテ
ラシー教育が有効ではないと考えるべきではない。むしろ、今後の議論と実践の出発点と
して見なすべきであろう。
　
Ⅴ．基礎教育保障としての批判的デジタル・インクルージョン
　
　本稿は基礎教育保障としてのデジタル・インクルージョンをテーマとして取り上げ、そ
の基本的な概念を検討した。そしてその延長線にあるユネスコのメディア情報リテラシー
政策と特に近年問題となっているオンライン偽情報への対応策について、日本の情報通信
行政や民間団体の研究成果を中心に検討してきた。第Ⅱ章で述べたように、デジタル・イ
ンクルージョンとディスインフォデミック（偽情報大流行）と呼ばれるオンライン偽情報
問題を含むメディア情報リテラシーは理念として一体であり、切り離すべきではない。そ
のことを明確に示すために、情報やメッセージに関する批判的思考能力形成を含むデジタ
ル・インクルージョンを「批判的デジタル・インクルージョン」と呼ぶことを提起したい。
　「批判的思考」にはさまざまな立場からの定義があるが、すでに述べたように、メディ
アリテラシーにおける批判的思考とは「階級、人種、ジェンダー、さらにはエスニシティ
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や障がいなどを含む多様な社会的文脈を意識した問いが惹起する一連の思考」である（坂
本、 2020a,p.47）。つまり、「批判的デジタル・インクルージョン」に求められる能力とは、
デジタル機器が活用できたり、オンライン情報やメッセージを読み書きできたりすること
だけではなく、情報やメッセージの社会的文脈を意識し、その意味を問う能力である。そ
れはデジタル時代の社会変革の主体形成に関わっている。このようにして、デジタル機器
の利用やインターネットへのアクセス環境の確保にとどまるデジタル・インクルージョン
の考え方と区別することができる。2020年のソウル宣言は「ディスインフォデミック（偽
情報大流行）に対抗するための万人のための万人によるメディア情報リテラシー」であり、
この定義の重要性を示していると考えられる。
　しかし、第Ⅲ章や第Ⅳ章で示したように、日本の政策や教育運動・実践は未発達な状態
にあると言える。情報通信政策における偽情報対策については、総務省はICTリテラシー、
国際大学グローバル・コミュニケーション・センターは情報リテラシーの重要性を指摘し
たが、研究・実践の土台となるべきリテラシー概念の定義は曖昧であり、批判的思考の視
点も十分とは言えない。さらにそれらのリテラシーを保障する教育政策についてはほとん
ど言及されていない。それはユネスコを代表とする国際的な研究と運動の潮流が研究者や
行政関係者から十分注目されてこなかったということでもある。今後は、基礎的理論研究
を進めつつ、行政のみならず、多様なNPOや市民組織による「批判的デジタル・インクル
ージョン」の実態と成果・課題を明らかにし、研究を進めていくことが求められる。
　
注
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Critical Digital Inclusion as the Guarantee of Basic Education :
Focusing on Responses to the Disinfodemic

SAKAMOTO, Jun （Hosei University）

Abstract

 The COVID-19 pandemic has widened the digital divide, and the spread of 

disinformation, known as the disinfodemic, has become a global challenge. UNESCO has 

been working to counter the disinfodemic and improve digital inclusion efforts through 

media and information literacy. The author calls digital inclusion, which includes the 

development of critical thinking skills about media messages and information, “critical 

digital inclusion.”
 This paper examines the report of the “Study Group on Platform Services” by the 

Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) and the report of the Center for 

Global Communication at the International University of Japan on “The Reality of Fake 

News in Japan and Measures to Deal with It” as examples of Japan’ s efforts towards digital 

inclusion and against disinformation. Critical digital inclusion in Japan is still in its infancy, 

and it is necessary to conduct research and surveys not only in the government but also in 

civic activities and schools.

Key words:

digital inclusion, literacy, digital literacy, media and information literacy, disinformation
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＜研究論文＞

     韓国におけるメディア情報リテラシーの現状と諸問題（1）（2）

Current Status and Issues of Media and Information Literacy in South Korea

　
シン・テソプ（東義大学）（3）

SHIN, Taesub（Dong-eui University）
翻訳：呉世蓮（早稲田大学）

監訳：肥後耕生（豊岡短期大学）

　
Ⅰ．はじめに
　
　MIL（Media and Information Literacy）は、「アプローチ、分析・評価、創造することが
できる能力」（4）、「あらゆる種類のコミュニケーション手段を用いてアクセス、分析、評価、
創造、行動する能力」（米国NAMLE、2018）（5）などと定義されてきた。認知心理学の観
点から認知・態度・行動層に作用するメディアや情報へのアクセス・理解・創造・参加能
力ともいえるだろう。
　韓国でMILに関わる現象が意識されはじめたのは、1970年代からである。知識人とジャ
ーナリスト、大学生による民主主義への要求から始まり、1987年6月民主抗争と市民の共
感や、1990年代からの急速な情報化により、現在まで急速に発展してきている。この論文
では、韓国のMILをまだ「力量」のないものであると捉え、「社会制度」の次元からアプ
ローチしたい。
　社会制度としての韓国MILの特性を理解し、現状を捉えることがこの論文の目的である。
そのために、次の3つのサブテーマを取り上げる。まず韓国におけるMILの現状と制度の
発足・発展過程を検討し（第Ⅱ章）、第二に韓国MILの現在の姿を主なアクター中心に捉
え（第Ⅲ章）、第三にこれらを土台に韓国MILの方向性と課題を診断するものである（第
Ⅳ章）。
　　　
Ⅱ．韓国MILの発展過程
　
１．1970〜1987年の韓国MIL
　韓国における社会制度としてのMILが現在の姿に発展し始めたのは、1970年代である。
当時、韓国では「反共」と「経済開発」を前面に出した軍事独裁がますます厳しくなって
きた時代である。1972年、朴正煕政権は終身執権のための「10月維新」を断行し、1974年、
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軍部独裁を批判する記者を大量解雇させた。メディアは屈服したが、解雇された記者は屈
服しなかった。解雇された記者は言論の自由と民主主義を要求して批判的知識人と市民と
連帯して抵抗を続けた。
　70～80年代、韓国の主流メディアは権力者に不利な真実は隠蔽したり歪曲したりした。
そして権力者に有利な虚偽事件を捏造した。解雇ジャーナリスト・知識人・大学生・市民
は「伝単紙」という形式の地下新聞や壁新聞によって真実を報じた。そして1984年、つい
に非合法・代替メディアである『言葉』紙が、政権の事前検閲「報道指針」（6）を暴露する
にいたった。権力の監視・弾圧1号の対象である『言葉』は、影響力を拡大し、成長し続け、
1987年6月民主抗争以後、国民の募金をもとに『ハンギョレ』新聞の創刊につながる。言
論の自由と民主主義をめざしたこのような市民の要求と闘争は、主権在民の意識を呼び起
こした。これはメディアリテラシー実践であった。
　70～80年代は、韓国のメディアリテラシーが市民の抵抗により芽生え、市民社会運動の
一つとして成長した時期である。市民団体は、メディアの歪曲と操作を監視するモニタリ
ング活動とその要員養成のためのメディア教育（7）を組織した。そしてメディアとコンテ
ンツを批判的に読み解くための市民教育へと進んでいった（8）。1986年、野火のように広
がったKBS受信料拒否運動は（9）、国民レベルのメディア教育でもあった。
　　　

表1　韓国メディア教育の展開過程

 (キム・ソジュン·ジョン・スヨン 2019, p.18)

　
２．1988〜1997年の韓国MIL                                
　韓国の歴史で1987年6月民主抗争とこれに伴う軍事独裁政権の終息は時代を分ける大き

21



基礎教育保障学研究　第５号　2021.08

な分岐点である。監視と検閲などマスコミに対する政権の恣意的な統制が禁止され、選挙
による政権交代が可能になった。自由な労働組合活動も可能になり、思想と表現の自由な
ど人権の保障の幅も拡大された。これらによって韓国の政治・経済・社会・文化全般に大
きな変化が引き起こされた（10）。
　他方、6月民主抗争は「不完全な革命」「半分の勝利」とも呼ばれることもある。軍事独
裁を終わらせ、民主主義を導き出したが、軍事独裁勢力は民間人の立場から1987年12月の
選挙によって再び権力を得たのである。盧泰愚政府はマスコミの構造を改編した。メディ
アを許可制から登録制に変えて、既存の少数主流メディアに加えて財閥と保守キリスト教
が総合日刊紙の市場に新たに参入することができるようにした。過去の政府の垂直的な言
論統制は権力・資本・メディアの水平的な癒着に変わったのである（11）。
　1990年代は、このように変化した現実に対応して各分野で民主主義に一歩近づくための
改革の要求が噴出した時期であった。メディア分野では、野党と批判的知識人及び市民団
体は、表現の自由、公的情報に対する知る権利、放送の公共性・公益性、視聴者の権益保
障などの立法を要求した。1990年代には韓国メディアリテラシー制度の根底が形成される
時期ともいえる。
　市民団体は、メディア監視とモニタリングを拡大し、活動家の養成プログラムを体系化
した。一般市民の多様なメディア教育も本格的に拡大し始めた。この時期、市民団体はジ
ャーナリスト・知識人たちとともに放送の公益性・公正性及びパブリックアクセス（public 

access）などの制度的メディア改革を要求した。
　　　
３．1998〜2007年の韓国MIL
　新しい放送法が施行された2000年代は、特に盧武鉉政府が任期を終える2008年2月まで、
現在につながる韓国MILの枠組みが作られた時期である。言論の自由と放送の独立性など
の言論民主化のために、市民の覚醒と支持を引き出した市民社会団体の熱意と努力にMIL

に親和的な政府の政策的支援が加わった結果であった。　
　1998年に発足した金大中政府は、1998年12月から1999年2月までに社会的合意機構であ
る「放送改革委員会」（12）を構成・運営した。そして、その提案に基づいて、2000年3月
に放送の独立性・公共性・公益性及び視聴者権益増進を強めた新しい放送法が制定・施行
された。この時、視聴者の権益増進を目的とするパブリックアクセスとそのためのメディ
ア教育が法律的根拠を持って、これに基づく政府の支援政策が始まった（13）。
　放送パブリックアクセスプログラム、地域共同体ラジオ、メディアのモニタリング、メ
ディア教育プログラム、メディア教育政策と現状についての調査研究、教育課程と教材の
開発、各種セミナーなどMIL関連政府支援が本格化した。市民社会団体は、言論モニタリ
ングを拡大・多様化しており、一般市民のためのキャンペーンと教育も拡大・強化した。
　市民のメディア参加とそのためのメディア教育を専門的にサポートする地域メディアセ
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ンターも相次いで設立された。2002年韓国初の民間独立メディアセンターである「メディ
アクト」、2003年「馬山MBCメディアセンター」をはじめ、地域MBCが運営する6つのメ
ディアセンター、2005年「金海映像メディアセンター」を筆頭に、文化体育部と地方政府
が支援する14の地域映像メディアセンター、「放送委員会」が支援した「釡山視聴者メデ
ィアセンター」（2005年）と「光州視聴者メディアセンター」（2007年）が引き続きオープ
ンした。
　「メディアクト」（2002年5月開館）は韓国初のメディアセンターである。「韓国独立映画
協会」が市民主導型によるメディアセンターの設立を市民社会におけるアジェンダとして
提起し、文化体育部傘下機関「映画振興委員会」がこれを受け入れ、委託モデル（第2セ
クターモデル）として開館した。「メディアクト」は、「市民の参加と政府の積極的支援」
による市民教育と参加のプロトタイプ（prototype）になり、韓国で市民参加・市民主導型
メディアセンター設立のブームを起こす起爆剤になった。
　「釡山視聴者メディアセンター」（2005年12月開館）もやはり「市民の参加と政府の積極
的支援」として誕生した。「釡山視聴者メディアセンター」建設は、国会の議決と政府の
推進によって始まった。市民団体、地域住民、専門家などから選ばれた14人と放送委員1

人の計15人で構成された推進委員会は、政府支援を受けながら事業の企画・決定・執行を
行う専門家と市民の代表で構成された運営委員会に一任する変形直営モデル（第3セクタ
ーモデル）を提案し、政府はこれを受け入れた。「メディアクト」運営方式よりも一歩進
んだものである。
　この時期、メディア企業のメディア教育支援も大きく増えた。韓国代表教育放送「EBS」
は、青少年を対象にメディアを批判的に理解するための一連の教育プログラムを制作・送
出し、「KBS」は、市民社会団体の活動家を対象にメディア制作の教育を実施した。イン
ターネットポータル「ダウム」は、「ダウム世代財団」を設立し、青少年を対象に、デジ
タルリテラシーを育成する「ダウムメディアスクール」「ユースボイス（Youth Voice）」な
どのプログラムを実施した。「ネイバー」もMIL研究支援に乗り出した（ジョンヒョンソ
ンほか、2009年）。
　一方、韓国では1980年代半ばから、コンピュータの普及と活用が急速に増加した。1990

年代に入ってからは、インターネットを利用した双方向通信の利用も急速に増加してきた。
金大中政府は、1997年のIMF外国為替危機を克服する過程で、情報化をその解決策として
選択し、1998～2000年の間、全国の主要拠点都市を光ケーブルで接続する超高速情報通信
網事業（14）を完成した。
　これにより、コンピュータとインターネットの利用方法及びソフトウェア制作・運営を
サポートしている各種公営・私営事業とインフラが急速に発展し、双方向の参加を特徴と
するインターネットの通信基盤の新しい「公論の場」が形成され始めた。このような変化は、
コンピューティングとインターネット活用能力向上のための教育の市場の急激な拡大につ
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ながり、以降の技術能力の向上とインターネット倫理と責任などを扱う情報リテラシーの
発展につながる。
　それにもかかわらず、この時期の公教育におけるMIL教育は、1990年代末に学校内に高
速インターネット完備のコンピュータとプロジェクションTVを設置し、放課後特別活動
にコンピュータ塾講師を招いて、コンピュータ機器操作方法とソフトウェアを教育するレ
ベルを大きく抜け出せなかったのである。そこで学生たちは校外のコンピュータ学院（塾）
に行かざるを得なかった。
　　　
４．2008年以降現在に至るMIL
　2008年に発足した李明博政府はすぐにメディアセンターに対する政策を変えた（15）。李
明博政府時代の市民主導型委託モデルである「メディアクト」の運営権は、納得がいかな
い方法により、他の事業者に引き渡され、ブラックリスト（政府に批判的な文化・芸術関
係者や団体のリスト）に掲載されたことによる波紋を呼んだ。市民中心型の直営モデルと
して独立運営された釡山・光州視聴者メディアセンターの運営も2009年1月1日付けで、政
府傘下の公共機関の「韓国電波振興院」に委託された。政府支援が入ったメディアセンタ
ーにおいて、市民参加・市民主導の可能性を排除し、政府統制を強化したものである。
　視聴者団体活動の支援事業政策も修正された。2008年名称を視聴者権益増進事業に変え
て、既存のメディア教育、放送モニタリング、キャンペーンやセミナー、企画事業、随時
サポートの5つの支援分野をメディア教育、放送環境調査、政策提案などの3つに改編した。
この三つの分野の中で、メディア教育支援の割合が70％を超えたが、大部分は政府傘下機
関に変わった釡山・光州視聴者メディアセンターに対するサポートであった。MIL関連市
民社会団体の社会参加へのサポートを減らす変化であった。
　それにもかかわらず、困難を経験した市民参加・市民主導型のメディアセンターは、
MIL教育と市民参加の拡大、地方政府とメディア企業の関心と支援拡大などに支えられ、
量的・質的成長を続けていた。韓国の市民社会の躍動性は依然として韓国MIL発展の動力
であった。　
　李明博、朴槿恵政府の時代、政府部門MIL事業の継続拡大も重要な動力であった。2010

年「韓国言論財団」「新聞発展委員会」「新聞流通院」を統合した「韓国言論振興財団」は「韓
国言論財団」の新聞活用教育（NIE）をニュースリテラシー教育に拡大した（アンジョンイム・
金ヤンウン・全ギョンラン・崔ジンホ、2018, p.25）。2014年-2020年の間、広域自治体を
圏域とする「視聴者メディア財団」傘下センターも8カ所追加された（16）。
　多様なデジタルメディアの登場に応え、デジタルリテラシー教育を行う公共機関も増え
た。2009年にインターネットの情報保護及び振興機関として設立された「韓国インターネ
ット振興院」は、インターネット倫理などの関連情報リテラシー事業に着手しており、同
年に発足した「韓国情報化振興院」も「新技術を利用したデジタルメディア制作技術とデ
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ジタル倫理教育」を開始した。
　2009年から2013年の間に順次メディアを批判的に読み、創造的に生産できるようにする
最初の学校MIL教育政策を盛り込んだ「2007年改訂教育課程」が適用された。国語・道徳・
社会・実科（技術・家庭）などの教科にメディア教育が含まれており、国語科教育課程に
メディアに関連する達成基準が提示された。高校国語カテゴリ選択科目に「媒体言語」教
科も追加された。別の正規科目「創造的裁量活動」の35のテーマの一つにメディア教育が
含まれ、制作活動中心の教科外活動に「特別活動」と「放送クラス」の活動も追加された
のである。
　2013年-2017年に適用される「2009年改正教育課程」では、新聞活用教育（NIE）が「創
造的体験活動」の「学術サークル」領域に追加された。この時期、メディア教育関連市民
社会団体とメディアセンターがメディア教育講師を学校の放課後特別活動に派遣する事業
も拡大した（17）。
　一方、ロウソク革命を背景に2017年5月に発足した文在寅政府は「第4次産業革命に対
応したインテリジェント情報社会中長期総合対策」（2017年）を発表した。これを踏まえ
て、虚偽の操作情報などの難題を解決するためのMIL教育事業を拡大しているところであ
る。関連する政府機関は、これに応えて、市民のメディアと情報に対する批判的理解能力
向上のための教育事業の拡大を推進している（18）。
　そして、その延長線でMIL関連市民社会団体と各アクティビスト・ネットワークと各公
共機関との間の水平的協力の拡大、学生の民主主義的なシティズンシップ向上のための教
育課程の補完と地域の学校メディア教育センターの設立、MILサポートを効率化して体系化
するための「メディア教育基本法」の制定などの課題が準備中であるか、推進中である。
　　　
Ⅲ．韓国MILの現状
　
　今まで韓国における中央・地方政府の省庁と傘下の公共機関、メディアセンター、市民
社会団体・専門家組織、大学やメディアなど、様々な機関や組織が公益目的のためにMIL財
貨（19）を生産し、市民に実費またはそれ以下、または無料で提供してきた。MIL財貨の主要
な提供者を中心に、学校内の公教育と学校外の生涯教育MILの現状を概括的にみてみよう。
　　　
１．学校の中のMILの現状
　韓国で「学校の中のMIL」の導入・発展は「学校の外」よりも遅れており、大変であった。
「学校の中のMIL」は教師の民主主義のための教育改革の要求とともに動き出した。
　「直選制改憲」と「軍部の退陣」を要求する市民の抵抗が漸増した1986年5月には、教師
は「教育の民主化宣言」を公表して、1987年9月に「民主教育推進全国教師協議会」を結
成する。これは1989年5月に「全国教職員労働組合」（20）の発足につながる。

25



基礎教育保障学研究　第５号　2021.08

　「全国教職員労働組合」の基本綱領の三つ目が「私たちは、学生が民主市民として自主
的な生活を享受できるように、民族・民主・人間化の教育の先頭に立つ」である。民主市
民としての力量の養成は、必然的にMILの要求につながる。
　1990年代に入ると、教師の教育民主化運動は、メディアリテラシー関連の様々な教育活
動に拡散される。1990年代後半になると、一定の経験と形態を備えた進化した形のメディ
アリテラシー教師会（21）に発展し、メディアリテラシー教育プログラムと教案・教材開発、
教育課程など政策提案、教師の研修まで活動の幅を広げていく。学校メディア教育を開拓
した教師の積極的な役割は、社会的なメディア教育での「市民参加・主導」と相互に影響
しあっている。
　一方、学校、公教育におけるすべての責任は、最終的には国家に帰属する。現在の学校
MIL教育は2017年から2020年の間に適用される「2015年改訂教育課程」に基づく。ここ
では、「コミュニケーション能力」と「知識処理能力」が総論において核心力量（キー・
コンピテンシー）として規定されて、メディアリテラシー教育が以前よりも重要になって
いる。国語・道徳・社会・美術などの関連科目にメディアリテラシー教育達成基準が導入
され、国語教育では「言語とメディア」という教科書出版も行われた。別の教科構成と創
造的体験活動や自由学期制を活用したプロジェクト授業も可能になった。
　教育部は一歩踏み出して、2018年11月に「民主市民教育の活性化のための総合計画」を
策定した。短期的に教育課程の一部改正により、総論に民主市民要素を強化し（22）、中長
期的に2022年の教育課程全面改正時に「民主市民養成」という教育目標を達成するために、
すべての教科の民主市民教育の要素を強化し、政策研究と公論化過程を通して市民教育の
核心科目の育成方案（23）を設けるという内容である。
　「教育部」は、2019年7月「学校メディア教育内実化支援計画」も策定した。この計画は
学校教育課程を通したメディア教育支援、学生のメディア教育の機会拡大、教員のメディ
ア教育力量強化、学校メディア教育のための支援システム構築などの内容を含めている（24）。
　　　
２．学校外のMILの現状
　ここでは、韓国におけるMIL教育（25）の主要行為者である政府とその傘下の公共機関、
地域メディアセンターとして、最近注目されているマウル（まち）コミュニティメディア
を中心に説明する（26）。
　政府省庁の中では「放送通信委員会」「文化体育観光部」「科学技術情報通信部」などの
省庁と「視聴者メディア財団」「韓国言論振興財団」「韓国情報化振興院」など傘下機関
が、中心的役割を担っている。他のすべての省庁もMILと接点を持っている。「保健福祉部」
の障がい者のメディア・情報アクセス権保障、「女性家族部」の青少年活動振興のメディ
ア理解と活用及び移民の子どものメディアアクセス支援などがその例である。
　特に「行政安全部」は、「都市再生プロジェクト」の増加と地方政府のマウルコミュニ
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ティメディアサポート事業の拡大にMIL事業との接点が急激に大きくなっている。地方政
府と地方教育行政機関の地域密着型MIL事業も急増している。上記の中心省庁以外の他の
行政機関と傘下の公共機関は、MIL事業を主にコラボレーションの形で進めており、ます
ます拡大する傾向にある。
　　　

表２　省庁別MIL事業遂行現況

　
３．「放送通信委員会」と「視聴者メディア財団」 
　「放送通信委員会」（27）は、放送・通信分野のメディアリテラシー教育を勧めている。主
な業務は、2つである。第一に、対市民メディア教育・参加支援政策と視聴者メディア財
団の支援である。第二に、幼児・青少年・成人・教師・障がい青少年など階層別カスタマ
イズ型インターネット倫理教育（28）、コンテンツの普及、キャンペーンで構成された「健
全なインターネット利用環境造成事業」である。 2020年、ここに民間ファクトチェック
を有効にするための「インターネット環境基盤づくり」事業が加わる。
　「視聴者メディア財団」（29）は、市民のメディア教育・参加を支援するリテラシー専門機
関である。放送法の規定に基づき、三つの事業を遂行している。まず、学校教育と生涯教
育の領域でアクセス・理解・創造・参加の需要カスタマイズ型リテラシー教育の実行（30）、
第二に、教育・施設機器のレンタル・製作支援・メンタリング・コラボレーション事業な
どを通じた市民のパブリックアクセスとマウルコミュニティメディアの参加支援、第三に、
字幕・手話・画面解説などの視・聴覚障がい者のメディアアクセス支援と発達障がい者の
ための教育コンテンツの提供などである。
　「視聴者メディア財団」は、2020年「放送通信委員会」の選定により、「インターネット
環境基盤づくり」事業が追加された。「韓国語ベースのAIファクトチェックの基盤技術の
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造成」、「国民参加型ファクトチェックプラットフォームの構築」、「ファクトチェック市民
教育」などが主な内容である。非政府・非営利法人形態の独立した民間のファクトチェッ
ク専門機関の発足と、それに伴う様々な民間ファクトチェックの活性化を目指す。市民の
MILの力量を向上させるための役に立つインフラを造成することである。
　　　
４．「文化体育観光部」と「韓国言論振興財団」
　「文化体育観光部」（31）は、文化・芸術の理解と享有及び映画・放送番組の市民制作や新
聞リテラシー向上を担当している。「韓国言論振興財団」を通じたメディアリテラシー教育
事業、「映像委員会」（32）を通じた地域映像メディアセンター支援事業、「文化芸術振興院」（33）

を通じた学校文化・芸術教育事業を進めている。
　「韓国言論振興財団」は、メディアサポート、研究・調査、マスコミ能力の強化、メデ
ィア教育、政府広告代行などの事業を行っている。この中、メディア教育事業は、学校教
育と生涯教育の領域におけるメディア、特にニュースへのアクセス・利用能力、批判的理
解能力、表現・コミュニケーション能力、プロシューマー（Prosumer）としての責任と市
民意識を促進することを目的とする（34）。新聞活用教育（NIE）からニュースリテラシー
教育へ、再びメディアリテラシー教育を一般化できるように拡大していくところである。
　　　
５．「科学技術情報通信部」と「韓国情報化振興院」
　「科学技術情報通信部」（35）は、韓国社会の急速な情報化の過程で、関連産業の振興と人
材育成及び社会的弱者支援の中枢的役割を果たしてきた。MIL面では、学生と一般市民の
情報化技術・機器活用能力の向上及び特に社会的弱者層のアクセス・利用格差の緩和に大
きく寄与してきた。最近では、4次産業革命の分野でその役割を続けている。その代表的
なものが「韓国情報化振興院」を通じた「デジタル包摂社会の実現」事業である。
　「韓国情報化振興院」の「デジタル包摂社会の実現事業」は、「社会的弱者のデジタル活
用基盤の拡大」、「知能情報社会デジタル力量強化」、「デジタル社会革新として共同体問題
解決」を通じて健康で生産的な知能情報社会の組成を支援する事業である（36）。全国民を
対象に、差別なく、新技術とインターネット倫理・虚偽の情報を教育し、インターネット・
スマートフォンの依存を解消し、情報疎外階層を支援する事業を行う。
　「科学技術情報通信部」はそれ以外にも「韓国インターネット振興院」の個人情報保護
教育など「汎国民情報保護意識の向上」（37）事業、「韓国電波振興協会」の「放送通信サー
ビス活用・被害予防教育」事業と「個人メディアクリエイター養成支援センター」（38）事
業にも対応している。
　
６．メディアセンター
　韓国におけるメディアセンターは、2021年5月現在52か所が運営中である（39）（表3）。
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表３　メディアセンター設立・運営状況

(2021年5月現在、全国メディアセンター協議会ホームページに掲載されているメディアセンター現況の資料に基づき、最近の変更を
反映させて作成)
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このうち、政府による設立が46か所、市民社会団体などの民間設立が6か所、政府運営は
34か所、民間運営は18か所である（40）。52か所のメディアセンターのほとんどが市民社会
のニーズから始まり、それに対する政府の財政支援という応答から設立された。この運営
においても市民参加・市民主導がますます広まっている。
　メディアセンターは、それぞれ設立主体と根拠法令も異なり、政府の財政支援の有無や
規模、運営方式も様々である。しかし、メディア教育、創作支援、施設・機器のレンタル、
映画・映像上映などのプログラムの直接運営や支援などの基本的な機能は似ている。アク
セス・理解・創造・参加の制度的拠点であり、市民の中心として、これまで大きな役割を
果たしてきた。
　52か所のセンターのうち、36か所が「全国メディアセンター協議会」を構成して政策と
事業のコーディネートと相互協力を行っているが、不十分である。様々な機能を持ったメ
ディアセンターが市民と協力してより多く設立され、効率的・体系的に運営されるよう支
援する国と地方自治レベルの政策が必要である。

●マウルコミュニティメディア
　マウルコミュニティメディア（41）は、ますます重要となったMIL拠点である。メディア
リテラシーとマウルコミュニティ運動の組み合わせによって、地域住民の主権の向上とコ
ミュニティの繁栄を一緒に図ることができる将来の中核のMILインフラとして注目されて
いる。市場経済が拡大して個人主義が深刻化し、民主主義が形骸化されている。これに対
する反応として、メディアを介し、民主的共同体を生活世界と結びつける市民の努力があ
る。すなわちこれは民主主義的なシティズンシップを復元するもう一つの形態のMIL運動
だと考えられる。
　韓国のマウルコミュニティメディアの歴史は浅く、開始段階にある。「非営利組織が共
同体としてのマウルを舞台に共同体の維持・発展を目的として活動するメディア」という
基準（チェソンウン、2010, p.11）を用いた2019年11月の調査によると、韓国のマウルコ
ミュニティメディアは、総数348か所であり、（図1）のように急激に広がっている（42）。
　金ヤンウンなどの調査（金ヤンウン他、2019）によると、メディアセンターが所在する
地域においては、マウルコミュニティメディア活動が多かったのである。マウルコミュニ
ティメディア348か所のうち232か所（66.65％）において、メディアセンターと活動が連
携していた。メディアセンターがマウルコミュニティメディアの初期安定化と持続及び拡
大に大きな役割を担っており、特にメディアセンターの公募事業と教育・装備・スペース・
制作・メンターなどの支援が有効であったことが明らかにされた。「マウルコミュニティ
メディア活性化条例」があるか、もしくは制定準備中である地域は、それらがない地域よ
りもマウルコミュニティメディア活動が活発であった。しかし現実は、まだメディアセン
ターのない地域や条例のない地域がはるかに多い（金ヤンウン・崔ソンウン・高ヨンジュン・
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ウォンハンソブ、2019）。

Ⅳ.韓国MILの主要な諸問題
　
　現在、韓国MILの現状と制度は、1970年代の軍事政権の開発独裁に抵抗して、市民が民
主主義を求めて闘争する過程で形成された。1987年6月民主抗争による「半分の勝利」は、
市民が参加して主導するMILの発展につながった。1998年～2007年、金大中、盧武鉉政府
時代の市民の原動力と政府の積極的な支援が一致した。これを契機に「市民の参加と政府
の支援」が調和した韓国型MILの枠組みが形成される（43）。李明博、朴槿恵政府時代、一
定の屈曲を経たものの、今韓国のMILは、市民の参加と政府の前向きな政策を追い風に「成
熟した民主主義」のためのMIL、次のステップのMILを模索する新しい変化の時期に入っ
ている。この文脈を背景に韓国MILが一歩進むための重要な課題として考えられるものに
ついて述べる（44）。
　
１．バランスと実践のMIL：バランスの取れたMIL教育、偽情報・嫌悪表現への実効的な対応
　世界が偽情報と嫌悪表現の氾濫に疲弊している。韓国もそうである。韓国MIL教育は

図１　年度別マウルコミュニティメディア数の変化

※その他=開設年度の不明確なもの
（金・ヤンウンほか, 2019）　

その他※
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パブリックアクセスの拡大と急速な情報化に応じて、技術習得中心の制作教育に重点を置
いてきた。現在は、アクセス・理解・創造・参加を一緒に考慮したバランスの取れた教育
が必要である。また、偽情報・嫌悪表現・サイバー暴力など、現実の問題に実効的な教育、
つまり認知・態度・行動を同時に考慮した教育が必要である。
　また、信頼性と影響力のある非政府・非営利のファクトチェック専門機関をはじめ、人
権否定の不法コンテンツの生産と流通を監視し、責任を問うアクティブな市民組織と専門
機関が必要である。これらはMIL教育・実践のインフラである。市民社会と市場では、こ
れらのインフラが一定レベルで装備できるように市民と政府と市場の緊密な協力が欠かせ
ないのである。
　　　
２．情報社会化とパンデミック：On-Off line並行教育システムの確立
　韓国社会は、情報化の進展によりデジタル空間とオンライン活動が急激に拡大している。
COVID-19の大流行で、その速度はさらに速くなった。学校教育と生涯教育の全領域にお
けるOn-Off line並行教育システムの確立は、避けられない課題である。MIL領域も同様で
ある。デジタル空間で動作するMILオンラインポータルの構築・運営はCOVID-19流行中、
韓国において急遽その第一歩を踏み出した（45）。これは、学校や社会の領域において大小
さまざまな規模を持ち、特色のある地域現場メディアセンターと協調して活動する必要が
ある。これを拡張・高度化して完成度を高め、市民─政府─市場が協力して総合的なサイ
バーメディア教育センターの構築・運営に進む必要がある。
　　　
３．デジタル・インクルージョン：格差を解消するMIL
　情報化と第4次産業革命の進展により全世界がデジタル格差の問題に直面しており、こ
のデジタル格差解消に悩まされている。韓国は短期間でダイナミックな民主化・産業化・
情報化において数多くの発展を成し遂げたが、その副作用で二極化が悪化したうえに、デ
ジタル格差が重なってきた。韓国政府はデジタル格差の解消を国家的な課題としている。
MIL教育の拡大は、その方案の一つである。これにより、政府はアクセスと活用の情報リ
テラシー教育における社会的弱者のための教育の比重を大きく高めている。しかしながら、
ここで停止してはいけない。より積極的で、細かい政策が加わるべきである。適切なレベ
ルに達するように、リソースの投入量を増やし、経済弱者・高齢者・障がい者・移民・脱北者・
僻地住民など社会的弱者のさまざまな実生活に役立つように、事業の内容とシステムを改
善・拡充する必要がある。
　　　
４．MIL基本教育化：MIL教育、すべての市民の基本教育として
　学校MIL教育において求められる変化の方向は、学校の基本的な教育である読み、書き、
計算にメディアリテラシーを加えることである（46）。韓国の学校教育（47）も早急に同じ方
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向に進む必要がある。同時に、視野を拡大し、すべての市民が享受できるMIL教育として
進める必要がある。広域・連携メディアセンターなどのメディア教育・参加の拠点を拡大し、
「小規模密着型教育」など、全国民にカスタマイズされた教育を強化する一方で、疎外さ
れる市民がいないように「アウトリーチ教育」などを拡大すべきである。
　　　
５．MIL基本法の制定:財源拡大と効果的使用及び省庁間協力・連携の制度化
　これまで政府のMIL事業は、各省庁の固有業務の中に閉じ込められていた。省庁間の
協力と調整も容易ではなかったし、大きな枠組みでの能力を結集することも困難であった。
大きな原因は、MIL基本法の不在である（48）。MIL基本法を制定し、市民社会─国家─市
場のそれぞれの役割を高め、水平的協力・連携のガバナンスを構築する必要がある。財源
投入を拡大し、効率を高めなければならない。そして上述したように、さまざまな課題を
成功裏に解決できるように支えるべきである。
　　　
Ⅴ.おわりに
　
　韓国における複数の政府省庁と公共機関がMIL事業を徐々に増やしている。市民団体
も伝統的なダイナミズムを活かし、メディアセンター・マウルコミュニティメディア・活
動家ネットワークなどを介して奮闘している。調査・研究も目に見えるほど活発化してい
る。しかし、韓国のことわざのように「三斗の珠もつないでこそ宝」（玉磨かざれば光なし）
である（49）。
　韓国では、その玉（真珠）を糸に通すことを始めたばかりである。2020年8月27日、社
会関係長官会議において「放送通信委員会」「教育部」「文化体育部」「科学技術情報通信部」
「行政安全部」などの関係省庁合同で「デジタルメディア・コミュニケーション能力強化
総合計画」（50）を策定し、その実施に入ったのである。要は「オン・オフラインメディア
教育のインフラを拡大し、国民のデジタルメディア制作能力とメディア情報判別能力を強
化し、思いやり・参加のデジタル・シティズンシップ拡大」に乗り出すのである。
　そしてそのために、まず、政府と官民協議体である「デジタルメディアリテラシー協
議体」（51）を構成・運営して、メディア教育の総合的支援のための「メディア教育基本法」
の制定を推進することにした。韓国で行われている最近の変化と将来の模索は、2018年3

月「EU評議会」がEU全加盟国に勧告した「メディア多元主義と所有権の透明性を促進す
るためのガイドライン」のうち、第10条「メディアリテラシー政策の方向性」の附則に定
められた6つの要求（52）と脈を同じくしている。
　学校と社会、官民において長い間積み重ねて進めてきた日韓両国のMILの取り組みが「よ
り成熟した民主主義」の段階へと進むために意味のある踏み台になるように願っている。
また、韓国と日本両国がお互いに助け合う関係で両国のMILの発展に互いに力になること
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を切望する。ユネスコによるグローバルMILウイーク2020において、「万人のための万人
による情報リテラシーに関するソウル宣言」を採択した。この宣言には、各国政府・市民
社会・専門家との協力と国家間の協力に対する格別の要請が盛り込まれている。日韓両国
の継続的な対話と協力が続けられることを期待する。
　　
注

（１）This Work was supported by Dong-eui University Foundation Grant (2012)

（２）この論文は、 2020年11月28日に開催された第1回日韓メディア情報リテラシー交流フォーラム：
ポストグローバルMIL国際会議(Media Information Literacy in East Asian Contexts: Initiating 

dialogue and collaboration)において発表した筆者の講演文を加筆・修正したものである。
（３）東義大学校 メディア広告学部教授、tsshinjp@gmail.com

（４）Ofcom. (2004). “Strategies and priorities for the promotion of media literacy: A statement.” 
London: Ofcom. p.3

（５） https://namle.net/resources/media-literacy-defined/(最終アクセス 2021.5.5.)

（６） 「文化公報部」の広報政策室に兵士が派遣され、国内のすべてのニュース報道の可否、記事の位
置と大きさ、タイトル、本文の内容、写真まで具体的に決定・指示する極端な事前検閲があった。
全斗煥政権発足直後から1987年6月民主抗争に屈服するまで毎日実施された。

（７） 代表的な例として、70～80年代に解雇された記者が中心となって1984年に作られた「民主言論
市民連合」がある。この組織は、1991年から現在までの言論学校、新聞・放送批評チーム、新
聞・放送モニター教室、映画ビデオクラス、インターネットジャーナリズム講座とアンチ朝鮮講
座、パブリックアクセスの市民映像祭、選挙報道モニター教室、選挙報道監視団教育、ジャーナ
リスト志望学生の大学言論講座、市民記者養成のためのライティング講座、フォトジャーナリズム、
ビデオジャーナリスト教育、メディア懸案の月例講座、メディア批評に特化した時事ユーチュー
バーになる教室など、一般市民対象のメディア教育と市民参加メディア監視活動を活発に展開し
ている（金ウンギュ、2011. 民主言論市民連合、2017）。

（８） 1973年「第1次司教マスコミセミナー」で、カトリック教会司祭たちを対象にした初のメディア
教育が実施された。1980年6月にはカトリック教会明洞聖堂で一般人のためのメディア教育講演
会が開かれた。1984年には「韓国女性団体協議会」が一般市民を対象に、第1期マスコミモニター
教育を実施し、マスコミモニター会議の構成・運営を開始した。 

（９） 1984年「全羅北道カトリック農民会」は「私たちは、歪み・偏りの放送であるKBSを見ないので
視聴料も出さない」という運動を始め、全国的に拡散した。1986年2月11日には「KBS-TV視聴
料拒否キリスト教汎国民運動本部」が発足した。市民は視聴料を拒否する署名運動に参加したり、
「KBS-TVを見ていません」というステッカーを自宅や乗用車に付けたりして視聴料納付を拒否し
た。市民の反応は爆発的であった。1987年6月民主抗争以後、1989年まで女性団体を中心に縮小
しながら展開した後、消滅した。

（10） 6月民主抗争は経済的にも大きな変化を引き起こした。この抗争は、労働者とともに行った市民
革命であり、労働者の闘争は「賃上げ→分配の改善・内需拡大→生産性・競争力の向上→国民経
済の拡大・産業構造の高度化」の好循環につながった。大幅な賃金上昇（特に1987年-1989年の3

年間75％の賃金上昇）があり、1986年から1996年までの製品のコストのうち賃金の割合が10％か
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ら15％に上昇した。分配の改善効果が大きく発生し、内需拡大と輸出増大が並行しながら、経済
が大きく成長した。

　　　<韓国1986-1991 1人当たりのGNI成長率、統計庁>

　　　年度 　1986 　1987 　1988 　1989 　1990 　1991

　　　成長率 　14.4％ 　25.7％　33.5％　22.2％ 　13.5％ 　15.6％
（11）70～80年代に解雇された記者が国民株の形式によって、新しく創刊した「ハンギョレ新聞」を

既存の保守新聞と新たに市場に参入した大手・巨大宗教新聞が包囲し、市場で圧倒的な優位を
構造化して、私営商業放送「SBS」を許可し「権言水平癒着」と「資本による言論統制」として、
マスコミ構造を改変したものである。（資本による言論統制は、今も続いている。）「KBS」と
「MBC」など、公営メディアに対して政権による統制を維持した。これに加えて盧泰愚政府は「報
道協力」という名前の言論統制システムを密かに運用した。メディアの取材・編集の政府の介入
がひそかに継続されたのである。

（12）「放送改革委員会」は、その構成において保守から進歩まで、利害関係が対立する様々な事業者
と中立的な専門家にいたるまで包括した。放送改革委員会は、放送の独立性・公共性・公益性・
公正性、視聴者権益と福祉の向上、独占防止と公正な競争、放送・通信融合時代の積極的な取り
組みなどの主要な方針を合意した。その提案を具体化した2000年の新しい放送法は、国からの独
立性を確保するために、放送政策権を政府から独立した規制機関である「放送委員会」に帰属させ、
公営放送の経営者と監督者選任に政府が関与できないようにした。公営放送の予算と人事そして
基本運営方針の決定権も公営放送に与えられた。また、資本からの自律性向上のための所有・進入、
許可・再許可、編成、商業財源（間接負担）、番組の制作・編成と広告営業の制度的分離などを再
整備した。

（13）2006年～2007年の支援事業は、メディア教育、放送モニタリング、キャンペーンやセミナー、
企画事業、随時サポートの5つのカテゴリーであった。メディア教育の比重が39.2％で最も大き
く、153団体のうち60団体が実施した（アンジョンイム・金ヤンウン・全ギョンラン・崔ジンホ、
2018）。

（14）これを契機に、情報通信技術関連の情報産業が急速に発展し、国民の多数が高速インターネット
を安く利用できるようになった。コンピュータとインターネットユーザーが急増しており、情報
技術の発展とそれに伴う産業人材需要の増大に呼応し、その有効利用のための「アクセス」を中
心とする情報リテラシー教育も大幅に拡大した。

（15）李明博・朴槿恵の両政府時代、メディア教育・参加支援事業は、内容と目的選定において、政治
的介入がされているといった論議を呼んでいた。政府による市民団体の活動支援が官主導に流れ、
市民社会を対象化し、変化させたという批判もあった（アンジョンイム他、2018）。公共機関の
メディア教育は、アクセス・理解・創造・参加中の制作技術中心のアプローチに重点を置いてい
るといった不均衡を見せていた。

（16）既存の釡山・光州センターと新たに設立されたセンターを統合管理するための「視聴者メディア
財団」が2015年に設立された。

（17）政府傘下の「韓国言論財団」は、学校に退職したジャーナリストを新聞活用教育（NIE）講師と
して派遣する学校支援事業を1999年7月に始めた。

（18）「視聴者メディア財団」「韓国言論振興財団」「情報化振興院」などの公共機関は、虚偽の操作情
報に対する適切な対応とファクトチェックの方法を扱ったリテラシー教育を2018年から大幅に拡
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大・強化し始めた。
（19）メディアと情報に対する市民のアクセス・理解・創造・参加能力の形成・向上・実践をサポート

するために効用（使用価値）があると予想され、その効用に合わせて目的意識的に作られ、提供
される有形・無形のすべてのことをいう。

（20）1960年4・19革命以後結成された最初の教員労組は1961年の5・16軍事クーデターで脈が途絶えた。
以後教師は「大韓教育連合会」（今の「韓国教員団体総連合会」）を除く任意の他団体の活動も行
うことができなかった。朴正煕政府の維新体制下の学校教育が政治権力によって制御され、入試
に偏重し、学校の組織が官僚化されるなどの問題が累積した。学校では、10月維新による朴正煕
政府の永久執権を韓国の実情に合った民主主義と教えなければならなかった。1980年代に入って
教育現実の不合理を心配する教師の小グループ活動が現れ始めた。1981年8月に「アラム会事件」、
1981年9月に「ブリム事件」、1982年12月「オソン会事件」、1983年11月「教科書分析事件」などは、
教師の小グループ活動に対する政府弾圧の結果である。教師は学校外の社会団体に参加し、連帯
活動も拡大する。「大韓キリスト教青年会連盟、YMCA」、「初等教育者協会」、「YMCA中等教育
者協会」、「大韓女子キリスト教青年会連合会、YWCA」、「サウ会」、「興士団教育文化研究会」な
ど教師の集会や活動が組織された。これらの力を合わせ、1986年5月に、教師は「教育民主化宣言」
を発表した。1987年9月には、全国規模の「民主教育推進全国教師協議会」が設立され、1989年5

月に、組合員1万5千人の後援教師3万人の「全国教職員労働組合」（以下全教組）の結成につなが
る。しかし、盧泰愚政府は「全教組」を不法団体と指定し、拘束107人、非拘束165人、罷免134人、
解雇1,560人など大々的な弾圧に出てきた。「全教組」は、教育改革と解雇教師復職闘争に乗り出し、
「教育部」が提示した「先脱退後復職」の方針（1993年7月）を受け入れ、1994年3月1,329人の解
雇教師が復職する。以後、金大中政権発足直後の1998年2月に政府は、韓国政府への「すべての
教員の労働組合結成・加入の許可、全教組認定、公務員の結社の自由保障に対する「国際労働機
関、ILO」の理事会の勧告を受け入れて「労使政委員会」を通じて、教員労組を認めることになる。
以後、1999年1月に「教員の労働組合設立及び運営等に関する法律」が国会を通過し、1999年7月
1日結成10年ぶりに「全教組」は合法化される。しかし、李明博政権時代の2010年「雇用労働部」
は「全教組」に解職教員の組合員資格剥奪を要求して「解雇者組合員認定」など5つの規約の是正
命令を通知する。「全教組」がこれを拒否し、朴槿恵政府初年度の2013年10月「雇用労働部」は、
全教組の「法外労組」であることを通知した。7年後の2020年9月に至って「最高裁」は「全教組」
の2013年法外労組処分が違法であることを最終的な判決をし、「全教組」は再び合法化された。

（21）「全国国語教師会」内のメディア教育の授業コンテンツの開発を目的とする「媒体研究会」が
1998年に結成され活発に活動している。「基督教倫理実践運動」の「メディアアカデミー」コース
を受講した教師が、2000年に結成した「きれいなメディアのための教師会」（ケミドン）は、メディ
アと青少年文化を融合させたMIL教科と教案の開発と普及を続けている。この他にもニュースリ
テラシー中心の「韓国言論振興財団」で活動している教師の研究集会、映画を媒介にMILを研究
する「全国映画教育研究会」、映画を読む教育のための小学校教師会「エデュシネ」等、多くの教
師が自らMIL教育の前面に出ている。2019年には、教師や研究者などの学校メディアリテラシー
教育界の様々なメンバーが政策とプログラムの開発と、国民SNS広報に一緒にすることを目的と
する「全国メディアリテラシー教師協会」（KATOM）が発足した。

（22）これをもとに小学校では教科間、教科と創意体験活動間の連携・結合を介したテーマ別統合学習
によって、中学校では自由学期制のテーマの選択とサークル活動の連携によって、そして高校で
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は共通科目の「統合社会」を民主市民教育の中核教科として活用することによって、民主市民教
育を強化する。

（23）小中学校では、既存の教科を活用する案、別の科目を新設する案、既存の教科を統合して（仮称）「市
民」に転換する案などを検討する。高校では、高校単位制と連携して、選択科目（市民、ディスカッ
ション、メディアリテラシーなど）を開設する案、既存の教科を「市民」に転換する案、一般教
養科目の一部として含める案などを検討する。

（24）この計画にともない、各市道教育庁の「学校メディア教育センター」の運営が進められ、2020

年7月忠北・京畿・大邱などの3カ所の「学校メディア教育センター建設計画」の審査が完了し、
進行中である。

（25）ガンジンスクらは（ガンジンスク・チョジェヒ・チョンスヨン・朴晟佑、2017）、インターネッ
ト検索によって、2017年5月から8月の間、韓国全域でメディア教育を実施する機関とプログラム
の状況を調査した。これは韓国の学校外MIL教育の現状の全体像の理解に役立つ。これによると、
2017年は568の機関・団体が3,343のメディア教育プログラムを実施している。このうち1,750の
プログラム（52.4％）が無料であり、実行機関・団体は自治体、委託機関、公共機関、営利組織
の4種類であった。自治体が直接運営するプログラムが全体の75.4％（2,519件）で圧倒的に多く、
政府や自治体から委託を受けて行われるプログラムは520件（15.6％）であった。中央政府・地方
政府傘下の公共機関は、170のプログラム（5.1％）を行っており、大学付設生涯教育院やデパー
トなどの民間の営利目的で実施されるメディア教育プログラムは、134件（4.0％）であった。

（26）この他にもMIL関連の内容を扱う各種メディア、パブリックアクセスの専門チャンネル、教育現
場のメディアリテラシー活動家の多様なネットワーク、教育と研究を担当する大学と学会、営利
目的の教育機関など、さまざまなプロバイダが活動中である。

（27）放送と通信に関する政策の策定と規制及び利用者保護等の業務を管掌する。
（28）インターネット倫理教育は、2020年までに100万人の教育修了を目指す。
（29）「視聴者メディア財団」は「放送通信委員会」傘下の公共機関である。韓国市民のMIL向上のた

めに、全国拠点10の広域市道でメディアセンター（Community Media Center）を運営している。
差別なく市民のニーズにカスタマイズされたメディアリテラシー教育サービスと参加支援サービ
スを実施している。障がい者・移民などのメディアの社会的弱者には、格差の減少を目的に、よ
り手厚く提供する責務を遂行している。

（30）「視聴者メディア財団」の教育事業は、認知・態度・行動の各レベルで検討を行っている。たとえば、
最近急激に比重が増している「虚偽情報・ファクトチェック教育」は、認知レベルを超えて望ま
しい態度形成と現実的な対応マニュアルを一体化した統合教育を目指している。

（31）文化・芸術・映像・広告・出版・刊行物・体育・観光、国政広報と政府の発表に関する事務を管
掌する。

（32）地域にある「映像メディアセンター」の構築・運営支援事業、28の地域にある「映像メディア
センター」と3つの「コンテンツを味わうことから」を通じた映像文化体験事業などがある。

（33） 学校の「創造的体験活動」教科に合わせ、演劇、映画、ダンス、漫画・アニメ、工芸、写真、デ
ザインなどの7つの分野で芸術講師と関連機材を支援する事業、子ども・高齢者・福祉機関・軍隊・
学校外の青少年、受刑者・北朝鮮離脱住民の文化芸術のアクセスとコミュニケーションを支援す
る事業である。

（34）「韓国言論振興財団」は、学校のメディア教育事業としてメディア教育講師学校派遣、教師のメディ
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アリテラシー教育支援、メディア教育教材の開発、教授学習資料と授業指導案等の各種教育資料
を搭載したメディア教育ポータル（FORME）の運営、優秀事例の普及のためのメディア教育全
国大会の開催、メディア教育政策の策定と発展方策の模索のための産学フォーラム運営、青少年
ファクトチェックコンテストなどの事業を行っている。ソーシャルメディア教育事業では、メディ
ア教育の運営が可能な地域機関の地域密着型メディア教育支援、NIE大会・NIEキャンプ・教師
保護者研修などの新聞社のメディア教育プログラムのサポート、福祉施設・地域教育庁保護者支
援センター・公共図書館などのメディア教育講師を派遣して、社会的弱者のメディア教育をサポー
トするメディア教育生涯教室運営、大学のニュース活用正規講座開設支援などの事業を進めている。

（35） 科学技術政策の策定・総括・調整・評価、科学技術の研究開発・協力・振興、科学技術人材の養
成、原子力研究・開発・生産・利用、国家情報化企画・情報保護・情報文化、放送・通信の融合・
振興と電波管理、情報通信産業、為替及び郵便振替に関する事務を管掌する。

（36） 次の12の細部課題に取り組む。①国民のデジタル・シティズンシップ保障及びデジタル・インク
ルージョン社会実現のための政策、②健全なデジタル文化構築やデジタル社会イノベーションの
生態系構築のための政策開発・サポート、③汎国民インターネット倫理とサイバー暴力予防教育、
広報など、健全なインターネット利用の文化構築、④デジタルと依存解消政策策定・事業の推進、
⑤デジタル情報格差、情報アクセシビリティ、スマートフォンやそれらへの依存、インターネッ
ト利用実態調査・分析、⑥情報弱者デジタル不平等解消教育及び関連コンテンツ、教育システム
のサポート・運営、⑦創造的なICT人材発掘・育成とSW女性人材の需給活性化推進、⑧情報通信
機器・補助機器の普及、技術開発支援と情報アクセシビリティの向上、⑨インターネット倫理体
験館、インターネット倫理大展の運営、⑩インターネット倫理教育コンテンツの開発、普及及び
統合ポータル構築・運営、⑪インターネット中毒対応センター（スマート休息センター）の構築・
運営及び専門人材の養成、⑫手言葉音（手話）センター運営と通信中継サービスを提供。

（37）「韓国インターネット振興院」は、このために、小・中・高等学校対象に情報保護進路体験教育の運営、
一般国民対象情報保護オン・オフライン実践キャンペーン、高齢者などの情報弱者対象の情報保
護意識向上教育などの事業を進行中である。

（38）「韓国電波振興協会」は、このセンターを介して、①クリエイター新人発掘育成、②クリエイター
専門教育、メンタリング、ネットワークのサポート、③国内外のセミナーやワークショップの運営、
④個人メディア・イベントの運営、⑤個人メディア産業の動向分析などの業務を行う。

（39）メディアセンターは、2002年市民主導の民間メディアセンターが最初に開かれて以降、現在ま
で政府部門と民間部門、またはこれらの協働として増え続けてきた。今後も増加し続ける見込み。
最近、ソウル市冠岳区、釡山広域市北区、大邱広域市寿城区、亀尾市、清州市、世宗特別自治市、
牙山市、昌原市、ヨス市などでメディアセンター設立の準備をしている。京畿道の金浦市、始興市、
全州市もメディアセンターの設立についての議論が進行中である。

（40）政府設立は「放送通信委員会」 が10か所、「文化体育観光部」と地方政府の協働設立が24か所、「映
画振興委員会」が 1か所、地方政府が11か所であり、民間の領域は、「MBC」が大株主である「放
送文化振興会」が 3か所、市民社会陣営が3か所である。

（41）「マウル」という地理的性格と「コミュニティ（共同体）」という社会的な性格の二つを持ったメ
ディアを意味する。「コミュニティ（共同体）メディアとしてのマウルのメディア」と表現するこ
ともできる。マウルメディア、コミュニティメディア、市民メディア、独立メディア、参加メディ
ア、草の根メディアなど様々な用語として使用されており、2012年「ソウル市民のメディア参加
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とメディア民主主義の強化のための政策討論会」以後、この用語はますます使われるようになった。
（42）ソウル・京畿・仁川などの狭い首都圏に206か所（59.2％）が集まっている。人口比でみると、

平均的である。
（43）韓国では、市民社会領域のMIL組織と活動が先に現れ、以降、民主主義が一定の水準に発展した。

そして政府がMILの市民側の専門家のニーズに応え、サポートする法制度と政策を推進した。こ
れは、韓国における下からの民主化が進められたことと同じである。

（44）一方、韓国の代表的なメディア教育研究者であるアンジョンイム教授は、2018年に韓国メディ
ア教育政策の変化の過程と改善案の研究で、韓国のメディア教育政策を市民社会領域の成果が導
き出した下からの政策だったが、後に規模など外縁の拡大にもかかわらず、政策の成熟と充実は
満たされていなかったと判断している。そして、近年は新たな社会の変化が始まっており、新
たなメディア教育問題が提起されていると判断した（アンジョンイム・金ヤンウン・全ギョンラ
ン・崔ジンホ、2018）。それから2年後の2020年11月28日にアンジョンイム教授は、ソウルGMIL 

Conference韓国セッションテーマ発表「韓国MIL教育の歴史と展望」において、韓国MILの現状
を①メディアセンターインフラ、②教育対象の多様性、③メディア教育事業と実行機関の多様性
など、3つの特徴をあげて要約し、将来のための主要なアジェンダ（agenda）として①学校・市
民社会・政府の政策融合を通じたガバナンス構築、②オンライン技術とオフライン空間性を融合
したオンライン・オフラインのメディア教育モデル開発、③デジタル技術とデジタル・インクルー
ジョンを融合した新デジタル技術格差の解消など3つを提示した（アンジョンイム、2020）。

（45）2020年9月10日「視聴者メディア財団」でメディアリテラシー教育オンラインプラットフォーム
メディオン（MediOn）を構築し、その運用に入った。

（46）2019年2月に英国庶民院デジタル、文化、メディア・スポーツ委員会が「偽情報と『フェイクニュー
ス』：最終報告書（Disinformation and 'fake news'：Final Report）」で提案した（アンジョンイム、
<中央日報>時論,2020.9.23）。

（47）すべての教科におけるメディアリテラシー教育を実行できるようにシステムを保持し、これに
準拠するメディアリテラシー教育の概念、目標、原理、内容、要素、指向等に関する基準を設け、
教育資料を開発し、教師のMIL教育能力強化を支援することを始めなければならない。

（48）韓国は、MIL関連教育を規定した法律がまだない。「放送法」「放送通信発展基本法」「国家情報
化基本法」「文化芸術教育支援法」がそれぞれのメディア・情報教育について部分的に規定してい
るだけである。

（49）部分部分がせいぜいうまくいっても、調和して一つにまとまっていないと、その光を放つことは
難しいという韓国のことわざである。

（50）「政府、デジタルメディア利用力量強化総合計画発表」<記者協会報＞金ゴウン記者,2020.08.27

（51）メディア教育機関（「視聴者メディア財団」「韓国言論振興財団」「韓国情報化振興院」「韓国教
育学術情報院」）、専門家・学者（専門家、研究者、メディア教育教・講師）市民社会団体（視聴
者団体、消費者団体）で構成される。2020年10月16日、最初の会議が開かれた（「コロナ19の直
撃弾を撃たれたメディア業界、このように変わった」、＜メディア今日＞グムジュンキョン記者、
2020.12.10）。

（52）「EU評議会」は、その政策ガイドラインにおける加盟国に次の6つを要請した。①メディアリ
テラシーを促進する立法や政策をより強化すること、②国家別アクションプランを策定・実行し
て目標を達成するための資源を支援し、③学校と社会の全領域でのメディアリテラシーを促進し、
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体系的な教授学習法を開発し、教師のための研修プログラムを推進すること、④加盟国の公共メ
ディアとコミュニティメディアがメディアリテラシーを促進するために重要な役割を果たすこと
ができるよう支援すること、⑤独立した規制機関と機構がメディアリテラシーを促進するために
必要な機会と資源を確保することができるよう支援すること、⑥メディアへの制作過程に及ぼす
影響要因をよく理解できるよう、メディアの所有権・組織体系・財務状況等の情報の透明性を確
保すること。

Recommendation CM/Rec(2018)1[1] of the Committee of Ministers to member States on media 

pluralism and transparency of media ownership (Adopted by the Committee of Ministers on 7 

March 2018 at the 1309th meeting of the Ministers' Deputies)
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※編集委員会による注記

　2020年11月28日、法政大学図書館司書課程主催「第1回日韓メディア情報リテラシー交
流フォーラム」がオンラインで開催され、シン・テソプ氏が「韓国におけるメディア情報
リテラシーの現状と諸問題」と題した基調講演を行った。本論文はその講演の元となった
論文に本学会紀要向けに加筆修正して寄稿されたものである。なお、当日の講演記録は以
下の文献に収録されている。
シン・テソプ（翻訳：呉世蓮）「韓国におけるメディア情報リテラシーの発展過程」
法政大学図書館司書課程『メディア情報リテラシー研究』：2（2）、2021、107-129。

　なお、シン・テソプ氏は講演当時、韓国視聴者メディア財団の理事長であったが、その
後退職し、現在は東義大学校メディア広告学部の教授である。
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Current Status and Issues of Media and Information Literacy in South 
Korea

SHIN, Taesub（Dong-eui University）

Abstract

 Media and Information Literacy (MIL) in South Korea began as a civic movement by 

intellectuals, journalists, and students during the military dictatorship in the 1970s. After 

the June Conflict and the end of the military dictatorship in 1987, the guarantee of freedom 

of thought and expression was also expanded. In the 1990s, opposition parties, critical 

intellectuals, and civil society groups demanded legislation on freedom of expression and the 

right to know, as well as institutional reforms such as public access for the media. The 2000s 

saw the beginning of government support for MIL, including public access. Regional media 

centers were also established. In 2009, the 2007 Revised Curriculum, which incorporates 

critical reading and creation of media, was applied. We have now entered a new phase in the 

search for a MIL for a mature democracy.

 And in 2020, UNESCO announced the “MIL Seoul Declaration by All for All” at the 

Global MIL Week. From now on, it is expected that there will be continuous dialogue and 

cooperation between Japan and South Korea for the development of MIL.

 Today’ s challenges include the following: 1. Achieving a balanced MIL and dealing with 

disinformation and hate speech. 2. Establishing an on- and offline education system. 3. 

Achieve digital inclusion. 4. Guarantee MIL as a basic education to all citizens. 5. Enact the 

“MIL Basic Law” . In Korea, the relevant ministries and agencies have jointly decided on the 

“Comprehensive Plan for Strengthening Digital Media and Communication Capabilities.” In 

other words, the plan aims to expand the infrastructure of on- and offline media education, 

strengthen the people’ s ability to produce digital media and discern media information, and 

expand the digital citizenship of compassion and participation. 

Key words:

media and information literacy, media literacy, disinformation, media center, journalism
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＜研究論文＞

新型コロナ下におけるニュース番組とメディア・リテラシー
─FCTの事例から

News Programmes under the Novel Coronavirus Pandemic and Media Literacy- From the 

Case Study of  FCT

　
西村寿子（NPO法人FCTメディア・リテラシー研究所）

NISHIMURA,Hisako（NPO FCT Media Literacy Research Institute）

Ⅰ．はじめに

　私たちは、活字からインターネットまで多種多様なメディアが偏在するメディア社会を
生きており、実際に経験することよりもはるかに多くのことをメディアによって把握し、
日々の行動の判断基準としている。この1年間は、メディアからの情報は、「新型コロナ」
で埋め尽くされてきた。私たちは、感染を避けるために人との接触を避けることを求めら
れる状況の中で、メディアは私たちの生活でいっそう大きな位置を占めるようになった。
　メディアとは、一般的にコミュニケーションを媒介する手段をさすが、本稿において
は、次の定義を用いる。「メディアとは世界への透明な窓を提供しているのではない。メ
ディアは世界を記号化し構成したリプレゼンテーションやイメージを間接的に伝える経路
を提供している。メディアは介在する。メディアは世界への直接的な入り口ではなく、世
界の選択的解釈を提供している」（デビッド・バッキンガム、2006,pp.8-9）。リプレゼンテ
ーションとは、「実社会の人びと、場所、出来事、考え方などをメディアを通して再構成し、
再提示すること、再構成された『現実』」（デビッド・バッキンガム、2006,p.235）である。
また、メディア・テクストとは、「メディアの個々の制作物（映画、テレビ番組、書籍、雑誌、
新聞などの発行物、広告、web上の情報）やその一部をさすが、基本的には読むことが可
能な記号システムすべてをさす」（鈴木、2013,p.17）。たとえば、私たちが無数に起こっ
ている出来事のごく一部を選択し、編集し、加工された「現実」をニュースとして読んだ
り、見たり、聞いたりして、それを自然なものとして受け取る時、ニュースが構成する「現
実」が私たちの「現実」を構成する（鈴木、2013,p.19）。一方でSNSの急速な拡大によって、
私たちが、ツイッターやインスタグラムでニュースを話題にして拡散、発信することで私
たちもメディアが構成する「現実」を強化する一員になっている。したがって、メディア
について学ぶこと、すなわちメディア・リテラシーは、社会を構成する市民である私たち
にとって必要不可欠な学びであると考えられる。
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　2020年9月6日基礎教育保障学会第5回研究大会基調報告「すべての人のためのすべての
人によるメディア情報リテラシー」（法政大学、坂本旬）で示された「メディア・情報リテ
ラシー」（以下、MIL）の実現は、メディア・リテラシーと情報リテラシーの統合という
私たちにとって大きなチャレンジであるとともに、メディア・リテラシーとMILの間にあ
るものは断絶ではなく、連続性の側面で捉えるとそのキーワードは、クリティカル（critical）
にメディア社会と向き合うことによる市民のエンパワメントであると考える。
　本稿では、ⅡではFCTメディア・リテラシー研究所創設の理念とクリティカルをキーワ
ードとするメディア・リテラシーへの展開を整理し、Ⅲでは、最近のFCTの実践例として
新型コロナウイルス下のテレビニュース報道の分析について述べ、最後にMILに向けた課
題を考察する。
　　
Ⅱ．メディアの公共性を問いかけた市民の取り組みから

１．創設の理念と活動の経緯
　FCTは1976年から「子どものテレビ」について、子どもの問題を社会全体の問題として
考えていくことと、電波の持つ公共性を議論する中で1977年10月に創設セミナー「子ども
とテレビの公共性」を開催して「子どものテレビの会」として創設された。その後、1999

年にNPOとしての認証を受けている（1）。定款には、「メディア・リテラシーの獲得を目指
すことによって、メディア環境という観点から、子どもの権利の確立と、男女共同参画社
会の形成の促進を図ることを目的にする」と掲げている。創設以来、2006年まで代表を務
めた鈴木みどりは、設立の目的について、「テレビをはじめとするメディアの問題につい
てオーディアンス、研究者、メディア関係者といったそれぞれの立場を超えて、社会を生
きる一人ひとりの市民として集い、実証的な研究と実践的活動を積み重ねていくためのひ
ろば（＝フォーラム）を創る」こと、合わせて「このことは、活動への参加を通して、性別、
年齢、職業、人種や国籍、社会的地位などにかかわるあらゆるステレオタイプを問い直し、
メディアの「意味」を社会的文脈で読み解く力の獲得を目指すこと。また、自らメディア
を分析して実証的なデータを作り、それに基づいて社会に参画し、発信するということに
他ならない」としている（鈴木、2001,pp.6-7）。
　メディアにかかわる問題について市民の役割とメディア・リテラシーの関係について、
鈴木は次のように整理している。社会におけるメディアのかかわりに関する「規範理論」は、
1950年代にアメリカで提起され、60年代に「社会的責任論」として理論化された。「社会
的責任論」の第1人者であるシュラムは、マス・コミュニケーションにおける責任の担い
手は、メディア、市民、政府であり、その三者による責任の微妙なバランスが求められる
としている。鈴木は「社会的責任論」は、市民がクリティカルなオーディアンスになるこ
との重要性と、その後のメディア・リテラシーの展開を示唆していると指摘している（鈴木、
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2004,pp.146-150）。
　FCTの活動の目標は、公共の課題であるメディア問題の解決に向けて、メディア（組織、
企業）や政府の手にだけ委ねるのではなく、市民も社会的な責任の担い手になることにあ
ったと理解できる。次に主な活動について述べる。
　　
２．主な活動─多様な活動がメディア・リテラシーを基礎に
　FCTは、メディアの問題について実証的な研究と実践的活動として、次の活動を展開し
てきた。これらは、FCTのインターネットサイトから大部分を閲覧することができる。
①　フォーラムや研修セミナーの開催
　時々に発生するメディア問題をテーマにしてメディア・リテラシーワークショップを組
み込んだフォーラムの開催やメディア・リテラシー研修セミナーを実施している。国際フ
ォーラムでは、1992年と2002年にカナダのジョン・プンジャンテ氏（2）、2007年にはデビ
ッド・バッキンガム氏（3）を招いて研究交流を深めてきた。
②　メディア分析調査やメディア報道の検証
　市民（視聴者・読者）の視点から行うメディア分析調査は、第1回テレビ分析調査報告
書『子どもの見ている番組とCM』（1981年11月）から、第8回テレビ分析調査報告書『テ
レビと阪神大震災：メディア・リテラシーのアプローチによる』（1995年11月）まで報告
書が発行されている。また、突発的に起こる事件や事故、選挙報道についても分析を行っ
ている。
③　メディアに対する提言や申し入れ、市民の権利を確認する憲章の起草
　提言や憲章は、FCTが発表したものに限らず国内外のNPOによるものも紹介している。
④　定期刊行物や分析調査報告書の刊行
　1981年から視聴者から視聴者へ、そして研究者へ、放送・広告関係者へ送られる手作り
情報として『fct　GAZETTE』（4）を創刊し88号（2006年3月）まで刊行している。
⑤　グローバル・ネットワークの構築
　グローバルなネットワーク活動の一つとしては、市民により5年に一度、地球上で一斉
にニュースメディアをジェンダーの視点からモニターするプロジェクトとしてGMMP（グ
ローバル・メディア・モニタリングプロジェクト）への参加がある （5）。
　　
３．クリティカルなメディア・リテラシー
　1992年にFCTが翻訳出版したカナダ・オンタリオ州教育省の『メディア・リテラシー　
マスメディアを読み解く』は、日本にメディア・リテラシーを体系的に紹介した初めての
出版物であった。
　森本は、日本におけるメディア・リテラシー研究を概観しそれは、主に社会学的見地か
らなされており、鈴木みどりは解釈学的研究、社会科学研究、映画・テレビ制作研究の3
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つの視点からメディア・リテラシーの成立過程を述べていると分析している（森本、2014，
p.11）。鈴木は、メディア・リテラシーの成立過程を整理し、基本的枠組み─定義、基本概
念、分析モデルと分析方法、学び方─を提起している（鈴木、1997,pp.2-39）。その後、大
学での研究・教育、市民講座での実践と検証を経て、基本概念の一部を修正し学び方の基
本要素を整理した（鈴木、2000,pp.14-29）。
　井上輝子は、鈴木の最大の功績の一つは、クリティカルをキーワードとするメディア・
リテラシーの考え方、分析方法、学び方を日本に導入したことだと指摘している（6）。本
稿でメディア・リテラシーにおけるクリティカル（critical）とは、「テクストの意味、歪み、
価値観について深く考え、多面的に読み解いていこうとする視点、立場」と捉えている（鈴
木、2013,pp.16-17）。次に鈴木の論考によって、クリティカルであることをどのように捉
えてきたかを見ていきたい。
　鈴木は、環境化するメディア社会において、メディアの「ものさし」で物事を見て判断
することをやめて、自らの人間的な感覚や感情に基づいて判断することがクリティカルに
メディアと向き合うことであるとしている（鈴木、1992,pp.124-125）。「ものさし」を捨て
るとは、視聴者・読者である私たちが視点を転換することに他ならない。鈴木は、メディ
ア社会を生きる上で積極的に自分の生き方を選びとっていこうとすれば、市民がメディア
からの情報を一方的に受容するのではなく、能動的にメディアと向き合う必要があり、そ
れを可能にするのがメディア・リテラシーであるとしている（鈴木、1997,pp.3-4）。　
　メディア・リテラシーの取り組みにおいて、クリティカルな読みとは、メディア・テ
クストを否定的に捉え、批判することではなく、客観的に分析的に読み解くことであ
るが、その際に「マイノリティ市民（社会的少数者）の視点」を重視している（鈴木、
2000,p.22）。マイノリティ市民の視座を強調する背景には、日本のメディアによる社会的
文化的な同質化が著しく進行していることがある。つまり、メディア内容はマジョリティ、
すなわち社会の主流を占める人々の視点が強くなりがちであるからだ。そこで、「マイノ
リティ市民の視点」─ジェンダー、子ども、高齢者、障害者、人種・民族的マイノリティ
など社会で周辺化されている人々の視点─からメディアを分析することによって、主流メ
ディアによるテーマや地域の偏り、偏見やステレオタイプに気づくことができる。さらに、
メディア所有のあり方を含めメディアと市民との不平等な関係に気づくことによって市民
としての「コミュニケートする権利」の自覚につながる。メディア・リテラシーはそのた
めの取り組みだということである（鈴木、1997,pp.17-21）。
　鈴木は、デジタル・デバイドとマイノリティ市民の問題について、次のように述べている。
「メディアの商業化にこれ以上拍車がかかれば、第3世界の人びとに限らず「メディアをも
たない者」の側にいる地球上の圧倒的多数の人びとが、情報の単なる消費者と位置づけら
れて、自分以外のだれかが構想し作り出す情報の一つを選ぶことができる程度の選択の自
由しか持てない状態へと追い込まれていくだろう」（鈴木、2003,p.68）、だからこそ、沈
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黙をより強いられがちなマイノリティ市民のエンパワメントにとってもメディア・リテラ
シーが重要な意味を持つのである。このようにメディア・リテラシーは、何か「正しい読
み」を教えてもらうわけではないし、「正しい情報」と「間違っている情報」を識別する
ものでもない。ワークショップという場では、基本概念を意識しながらメディア分析を行
い、一人ひとりが違うということを大切にしながら、多様な読みや価値観を共有して学び
合うことを目指している。自分の読み、自分の価値観を含めて他者との対話を通して内省
を引き出す学びを目指している。
　レン・マスターマンは、クリティカルなアプローチによるメディア・リテラシー研究の
基礎をつくった研究者である（マスターマン、2010）。「メディア・リテラシー 18の基本原則」
でメディア・リテラシーを学ぶ意味を次のように述べている（鈴木、2000,pp.103-104）。
　

 1. メディア・リテラシーは重要で意義のある取り組みである。その中心的課題は多く　
の人が力をつけ（empowerment）、社会の民主主義的構造を強化することである。

 2. メディア・リテラシーは生涯を通した学習過程である。ゆえに、学ぶ者が強い動機を
獲得することがその主要な目的である。

 3. メディア・リテラシーは単にクリティカルな知力を養うだけでなく、クリティカルな
主体性を養うことを目的とする。

　
　『新版Study Guideメディア・リテラシー入門編』は、以下のようにメディア・リテラシ
ーの定義、基本概念、メディア研究モデル、学び方の要素を述べているが、これらすべてが、
クリティカルな分析において必要な要素である。
　メディア・リテラシーの定義は①市民がメディアをクリティカルに分析、評価する、②
メディアにアクセスする、③多様な形態でコミュニケーションを創りだす、という3要素
からなる学びのプロセスである。
　基本概念は、イギリス、カナダのメディア・リテラシーの取り組みに源流を持つが、メ
ディアに共通する性質を表している。メディア・リテラシーワークショップの中で行うメ
ディア分析を通じて8つの基本概念を理解し身につけていく。
　「メディア・リテラシーを学ぶ上で不可欠なメディア分析では、相互に関連する数多く
の要素を視野に入れて『意味』を読み解いていく」 ことが重要である。メディア研究モデ
ル の「①メディア・テクスト、②オーディアンス、③テクストの生産・制作」という3領
域を視野に入れた学びの場を作ることが重要である。
　　
定義
　「メディア・リテラシーとは、市民がメディアを社会的文脈でクリティカルに分析し、
評価し、メディアにアクセスし、多様な形態でコミュニケーションをつくりだす力をさ
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す。また、そのような力の獲得をめざす取り組みもメディア・リテラシーという。」
　
基本概念（Key Concept、以下KC）

KC1：メディアはすべて構成されている。
KC2：メディアは「現実」を構成する。
KC3：オーディアンスがメディアを解釈し、意味をつくりだす。
KC4：メディアは商業的意味をもつ。
KC5：メディアはものの考え方（イデオロギー）や価値観を伝えている。
KC6：メディアは社会的、政治的意味をもつ。
KC7：メディアは独自の様式、芸術性、技法、きまり／約束事（convention）をもつ。
KC8：クリティカルにメディアを読むことは、創造性を高め、多様な形態でコミュニ
ケーションをつくりだすことへとつながる。

　 

　　 

図１　メディア研究モデル／ 8つの基本概念（鈴木〈2004〉p.25より転載）

　近年、2016年のアメリカ大統領選挙などを契機にフェイク・ニュースやポスト・トゥル
ースといった社会現象が現れるなかで、クリティカルにメディアと向き合うこと、クリテ
ィカルなメディア・リテラシーについて関心が高まり活発に研究が行われている。
　森本（2014）は、フランクフルト学派の批判理論、批判的教育学、クリティカルリテラシー、
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マスターマン及びバッキンガムのメディア・リテラシー教育論における「批判」について
体系的に分析し、その中で共通しているのは、「『批判』の目的として支配─被支配という
関係が存在しない社会、対等な社会をめざすことであった」と述べ、分析の結果、獲得目
標とする「批判」の内容を次のように示している。
　
①　 「なぜ」、「誰が」、「誰に向けて」テクストがつくられているのかという多様な観点か
ら問いかけを行う
②　テクストを多面的に分析・評価する
③　自分の価値判断について問い直す（内省する）（森本、2014,pp.94-95）
　
　坂本は、日本と欧米のメディア・リテラシー理論を検討し、メディア・リテラシー理論
における批判的思考の概念を明らかにしようとしている。坂本は、「メディア・リテラシ
ーにおける批判的思考とは、メディア・リテラシーのキー・コンセプトを土台とし、階級、
人種、ジェンダー、さらにはエスニシティや障がいなどを含む多様な社会的文脈を意識し
た問いが惹起する一連の思考である。」（坂本、2020,p.47）とし、今日の偽情報時代におけ
る批判的メディア・リテラシーの意味について、ケルナーとシェアの論考を手掛かりに「批
判的メディア・リテラシーはその原理として、階級、人種、ジェンダーなどの概念が持つ
政治性を内包しているが故に、グローバル・シティズンシップやデジタル・シティズンシ
ップの概念と直接接合することができる（坂本、2020,p.48）と述べ、今後の展望を示唆し
ている。村上は、クリティカルなメディア・リテラシー教育について分析することを通して、
学校内外で批判的思考を醸成する必要があるとしている（村上、2021）。
　
Ⅲ．新型コロナ下のニュース番組分析

１．分析の背景
　FCTが実施した阪神大震災翌日（第1回GMMP実施日と重なっていた）のニュース番組
の「今日1日のドキュメント」の調査では、映像言語をいくつかのパターンに分類し数量
化し可視化することでニュース番組がどのようなものの考え方で構成されているのかを
市民（オーディアンス）の視点に立ち分析している（FCT、1995、宮崎、1997）。それは、
市民（オーディアンス）が、「テレビが提示する「現実」がどれほど自然に見えても、起
こっている出来事を、そのまま映し出しているのではないことを、日常のテレビ視聴の中
で意識化すること」（FCT、1995,p.2）を重視してきたからである。また、分析については、
ジェンダー、子ども、外国人市民などマイノリティ市民の視座から行ってきた。それは、「主
流メディアによるテーマや地域の偏り、偏見やステレオタイプに気づくことができる」（鈴
木、1997, pp.17-21）と考えてきたからである。
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　FCTでは、2020年2月から毎月、夜のテレビのニュース番組を定期的に録画し、
GMMP2020に向け準備を始めた。GMMPとは市民（オーディアンス）が世界共通のコ
ードをもとに「ニュースのトピック」「ニュースの地域」「ニュースに登場する人」など
をコーディングし、数値化することによって、ニュースにおけるジェンダーの偏りを明
らかにする取り組みである（7）。GMMPの意義は、テリー・ハマノが指摘するように「見
えないものを見えるようにする」取り組みである（ハマノ、2004年）。FCTでは、これま
での分析同様、市民（オーディアンス）の側から、新型コロナウイルス下のニュースを
GMMP2020の分析方法を用いてジェンダーの偏りを実証的に明らかにしたいと考えた。
　　
２．分析方法
　分析対象は、5月21日、7月16日の夜のテレビのニュース番組（NHK「ニュース7」、テ
レビ朝日系「報道ステーション」、TBS系「ニュース23」）である。長年の実証的な分析調
査から放送時間が異なる3番組を対象にすることで、番組が想定するターゲットオーディ
アンスの違いからニュース項目の構成に違いが見られると考えた。番組構成とニュースに
登場する人物（以下、登場人物）について、GMMP2020の分析シート（8）を使用して登場
人物の性別、属性を数量的に明らかにする。なお、GMMP2020では、ニュース番組のキ
ャスターやレポーターなど制作者サイドの人々もカウントするが、今回は、登場人物を分
析する。ニュース番組の登場人物を「発言あり」「映像のみ」に区分してカウントし（複
数回登場する場合はその都度カウントする）、発言がある場合には、その内容を記録する。
登場人物の属性と発言、行動を通してさまざまな価値観やものの考え方を読み解く手がか
りになると考え、「発言あり」「映像のみ」を区分することにした（鈴木、2013,pp.98-118）。
性別・年齢は映像で映し出された外見容姿で判断し、職業社会的地位は、テロップや状況
設定を参照してGMMP2020の分類を使う。
　　
３．「緊急事態宣言」解除の日（2020年5月21日）
　中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関する報道が日本でも本格的に始ま
ったのは、2020年1月20日頃である。2月27日に安倍首相（当時）が、3月2日からの全国
一斉の学校臨時休校を突然要請して、子ども、学校、保護者など社会的に混乱を招いた。
感染拡大を受けて、首相は4月7日に6都府県、その後、全国に対して5月6日までの「緊急
事態宣言」を発出した。しかし、「緊急事態宣言」によっても感染拡大は収まらず医療現
場の逼迫や病床の不足、マスクやガウンなどの不足も伝えられる中で、首相は当初5月6日
までとしていた宣言を5月末まで延長し、その後、5月21日に北海道と首都圏を除き5月25

日に解除することを発表した。　
　表1は、5月21日3局の開始から3番目までのニュース項目である。制作者サイドの判断基
準（ニュースバリュー）によって番組は構成される。「ニュース23」は、黒川検事長の辞
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職をトップで伝えるが、後の2局は「緊急事態宣言」解除をトップにしている。
　

表１ 2020年5月21日局別3大ニュース項目、時間量  

　次に番組構成の特徴を述べる（表1）。
　①　NHK「ニュース7」
　「三大ニュース」は構成の流れがつながっていて、No.1で首相の宣言解除発表の後、即、
関西で外出する人びとの映像が続き、さらに、解除されない地域では経済的な逼迫を伝え
ている。No.1の映像は、夕刻、官邸の会議、記者に囲まれた首相の発表に続き、No.2の映
像は、宣言が解除された大阪・新世界からの中継、大阪・京都・兵庫で宣言解除への「街の声」
で構成されている。「長い、もうええわ」（大阪・男性・30代）、「ソーシャルディスタンス
を守る」（大阪・女性・70代）、「第2波が心配」（京都・女性・30代）、「気が緩むのは当たり前、
また気を引き締めて」（姫路・男性・70代）と続く。
　②　テレビ朝日系「報道ステーション」
　No.1では、宣言解除の大阪に焦点が当たり、最初に映像で吉村知事を映し出し、次に首
相の「25日に解除も可能」との会見。続いて吉村知事が「大規模施設も解除」「ウイルス
と共存する第2ステージへと進みたい」と会見。それを受けて「街の声」として「ちょっ
と早い」（女性）、「経済を回したい」（男性）など3人と大阪市立科学館学芸員（男性）「今
は慎重に」という両者の意見を提示している。
　No.2では、吉村大阪府知事へのインタビューは中継で約7分に及び、大阪府だけではな
く広く感染対策について意見を聞いている。
　No.3では、松戸市と札幌市の介護施設を取り上げている。介護施設の逼迫状況を取り上
げる希少なニュース項目だが、松戸の施設で語っているのは、介護施設（デイケア）の女
性経営者だけであり、松戸市で映し出される高齢の利用者、ヘルパー、看護師（いずれも
女性）の発言はない。
　③　TBS系「ニュース23」 
　「ニュース23」は、黒川検事長辞職や「桜を見る会」前夜祭告発をNo.1、No.2で取り上
げている。黒川検事長辞職は、「ニュース7」「報道ステーション」でも伝えるが、「桜を見
る会」は、他局にはない項目である。
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表２　2020年5月21日3大ニュース項目の登場人物・性別・職業別（マルチ集計）

　表2を見ると、「ニュース7」の登場人物計は女性が20人（「発言あり」11人、「映像のみ」
9人）、男性が25人（「発言あり」15人、「映像のみ」10人）である。職業社会的地位では、「言
及なし」の女性12人、政治家男性の9人が最も多い。「発言あり」と職業社会的地位を見る
と女性「発言あり」11人のうち「言及なし」9人、 男性「発言あり」15人のうち6人の政治
家が最も多い。 

　「報道ステーション」は、登場人物計は女性が22人（「発言あり」15人、「映像のみ」7人）、
男性が17人（「発言あり」14人、「映像のみ」3人）である。職業社会的地位では、「言及な
し」の女性7人、政治家男性11人が最も多く、「言及なし」の女性に次いで多いのは、事務員・
接客業5人、介護従事者4人である。「発言あり」と職業社会的地位を見ると女性「発言あり」
15人のうち「言及なし」5人、 男性「発言あり」14人のうち8人の政治家が最も多い。 

　「ニュース23」では、登場人物計は女性が17人（「発言あり」11人、「映像のみ」6人）、
男性が70人（「発言あり」26人、「映像のみ」44人）である。職業社会的地位は、「言及なし」、「政
治家」、「裁判官・弁護士」の女性4人、政治家男性49人が最も多い。「発言あり」と職業社
会的地位を見ると女性「発言あり」11人のうち政治家4人、 男性「発言あり」26人のうち
20人が政治家で最も多い。
　　
４．「GoToキャンペーン」東京除外の日　2020年7月16日
  5月25日には首都圏、北海道の緊急事態宣言が解除されて、6月18日には県境を越えた移
動自粛も解除される。政府は、感染収束後に実施するとしていた「GoToキャンペーン」
を開始しようとしていたが、7月16日は、東京で617人という解除後で最多の感染確認者を
受けて、東京をこの政策から除外することを決めた日である。表3は、3局の開始から3番
目までのニュース項目である。3局とも東京除外をトップニュースにしている。
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表３　2020年7月16日局別3大ニュース項目、時間量

 

　次に番組構成の特徴を述べる（表3）。
　①　NHK「ニュース7」
　No.1では、国交省大臣が記者会見で、「7月22日から実施するが東京は除外することを
提案する」と述べる。これに対し、5人がコメントするが、政府の方針に批判的な意見や
キャンペーンの実施の是非を問う声もない。No.2では、小池知事、吉村知事、長野県知事、
東京都医師会副会長が登場する。女性は小池知事だけである。
　No.4では、国会での各党との質議応答で、西村大臣が素早く回答するシーンの連続とな
っている。登場する政治家は国民民主党の伊藤孝恵議員以外、12人が男性議員である。
　②　テレビ朝日系「報道ステーション」
　No.1は、27分54秒と長いニュース項目で大きくは2つの部分に分かれ、前半は「GoToキ
ャンペーン」東京除外の政府発表とそれに対する反応（東京都・地方自治体、国会・政治家、
東京都内こども園）で構成される。東京都・地方自治体の反応は小池知事、林文子横浜市長、
島根県丸山達也知事、「経営者」男性、政府幹部および都庁幹部（いずれも男性、吹き替
え音声のみ）。国会・政治家は、児玉龍彦参考人（国会）、麻生財務大臣（パーティー会場）、
吉村知事（大阪・心斎橋の検査場）、こども園は、保育士、子ども、保護者（いずれも女性）
となっている。後半は、分科会メンバーである小林慶一郎氏（東京財団政策研究所、専門
はマクロ経済）を中継でスタジオに招き、キャスターがインタビューする。　
　③　TBS系「ニュース23」 
　No.1は、キャンペーンそのものに疑問を持つ意見を登場させている。「街の声」6人（女
性3人、男性3人）のうち、東京除外に保留・反対2人で4人は、「東京は今大変」「今GoTo

をすること自体非常識、危機感が分かっていない」（東京、女性）、観光業関係者5人のう
ち4人も不安や反対意見を表明している。例えば、「感染を拡大するので絶対嫌、経済より
終息」（青森県浅虫「辰巳館」女将）。自治体首長も「感染防止の成果が一瞬で奪われる可
能性がある」（中村時広愛媛県知事）との声が取り上げられている。キャンペーンに賛成
するのは、ANA社長、JR東日本会長などの経営者である。
　No.2は、東京での感染拡大と逼迫する医療機関の声を伝えている。東京都の保健所職員
4人、医学部教授2人が登場する。「保健所の入院調整件数要請依頼が、先週から3倍、7月
12日は90件」（医学部教授）、「今後増えてくると保健所の中だけでは難しい」（江戸川保健所）
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など保健所の窮状を発言する。「街の声」は、4人登場するが、「親が心配しているので早
く帰る」（池袋、女性）「電車を使わず、遊びに行かない」（羽田空港、男性）などいずれ
も不安を伝えている。
　

表４　2020年7月16日3大ニュース項目の登場人物・性別・職業別（マルチ集計）

 

　表4は、3番目までのニュース項目に登場する人物の人数である。「ニュース7」の登場人
物計は女性が7人（「発言あり」6人、「映像のみ」1人）、男性が22人（「発言あり」20人、「映
像のみ」2人）である。職業社会的地位では、政治家が最も多く女性3人、男性16人。「発
言あり」と職業社会的地位を見ると女性「発言あり」6人のうち政治家3人、 男性「発言あり」
20人のうち16人の政治家が最も多い。 

　「報道ステーション」の登場人物計は女性が12人（「発言あり」9人、「映像のみ」3人）、
男性が36人（「発言あり」21人、「映像のみ」15人）である。職業社会的地位では、政治家
が最も多く、女性6人、男性14人である。「発言あり」と職業社会的地位を見ると女性「発
言あり」9人のうち政治家4人、男性「発言あり」21人のうち7人の政治家が最も多く、研究者・
医者、著名人4人が続く。 

　「ニュース23」の登場人物計は女性が15人（「発言あり」13人、「映像のみ」2人）、男性
が50人（「発言あり」27人、「映像のみ」23人）である。職業社会的地位では、女性は「言
及なし」5人、男性は政治家20人が最も多く、著名人10人が続く。「発言あり」と職業社会
的地位を見ると女性「発言あり」13人のうち「言及なし」5人、 男性「発言あり」27人の
うち7人の「言及なし」が最も多く、政治家5人、研究者・医者、著名人4人と続く。
　　
５．結果と課題
１） 分析結果と考察  
　5月21日、7月16日の3局のニュース番組の3大ニュースに登場する人物の性別・属性・発
言の有無について分析を行い次のことが明らかになった。
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①　女性が登場するニュース項目
　政治のニュース（緊急事態宣言解除やGoToトラベルの東京除外の決定など）は、男性
政治家が多数登場する。一方、女性政治家は東京都の小池知事が「発言あり」「映像のみ」
ともに複数回登場する（5月21日「ニュース23」を除く）以外は、林文子横浜市長、郡和
子仙台市長のみ、国会議員は、森まさこ法務大臣、田村智子氏、（5月21日「ニュース23」）、
伊藤孝江氏（7月21日「ニュース7」）が1回ずつ登場するだけである。政治のニュースで女
性の登場が共通するのは、政府の決定への反応を示す「街の声」の部分である。また、女
性が登場するニュース項目は、5月21日「報道ステーション」No.3（介護現場崩壊のニュ
ースのなかでデイケアの利用者、従事者が登場）7月21日「報道ステーション」No.1（GoTo

トラベルの東京除外に対する反応で東京都内の子ども園の保育士、子ども、保育者が登場）
と、「ニュース23」No.2（医療の逼迫を伝える保健所職員）など高齢者のデイケアや子ど
も園などケア、医療に関わる場である。
②　登場人物
　登場人物の性別人数を見ると両日ともに偏りがあることがわかった。5月21日の「ニュ
ース23」は、登場人物計は女性が17人、男性が70人でおよそ4倍と最も偏りが大きい。7月
16日は、3局とも5月21日よりも性別による偏りが大きく、男性は女性のおよそ3倍であった。
　「発言あり」の登場人物をみても、5月21日の「報道ステーション」以外は、両日とも男
性「発言あり」が多い。7月16日「ニュース7」は、「発言あり」女性6人、男性20人であり、
男性は女性の3倍以上であった。
　職業社会的地位を見ると5月21日は、女性は各局とも「言及なし」が最も多いのに対し
て、男性は、各局とも政治家が最も多い。7月16日の「ニュース7」「報道ステーション」は、
男女とも政治家が多く、「ニュース23」では、女性は「言及なし」男性は「政治家」が多
く登場した。両日とも、男性、女性の職業社会的地位を見ると種類が限られているが、女
性の方がより限られた種類であることがわかる（表2、表4）。
　「発言あり」と職業社会的地位を見ると、5月21日「ニュース7」「報道ステーション」で
は、「発言あり」女性では「言及なし」が多く、「発言あり」男性では政治家が多かった。「ニ
ュース23」では、男女とも政治家であった。7月21日では、「ニュース7」「報道ステーショ
ン」では、男女とも政治家であり、「ニュース23」では、男女とも「言及なし」であった。
　以上のように、両日のニュース番組に登場する人々を｢ニュース項目｣、｢性別｣、「発言
あり」「映像のみ」、｢職業社会的地位｣の点から数量的に分析したところ、両日とも女性の
登場、発言は男性と比較して少ない。女性が登場するのは、男性政治家が決定を伝え、そ
のことに感想を述べる「街の声」、介護や保育などケアの現場であった。職業社会的地位
や名前を明示することは、発言に権威を与えていることに対して、「街の声」の人々は、「言
及なし」で、名前や職業の紹介はなく年齢（年代）と取材地が示され無名の人々として構
成される。番組構成で宣言解除やGOTOキャンペーン東京除外など政府発表と「街の声」
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を対比させている。その際、限られた女政治家以外はすべて男性政治家が登場し、「街の声」
に女性を多く登場させている構成が、ジェンダーの偏りを生んでいると考えられる。また、
登場する女性の職業社会的地位の種類が登場する男性よりも限られていることを考えると、
介護や保育などケアの現場に女性を登場させることは、性別役割意識を感じさせる。
　両日とも政治家が最も多く登場するが、女性政治家は首長、国会議員とも男性政治家と
比較して人数、発言回数も限定されている。東京都知事がたまたま小池氏なので登場頻度
が高いが、国会でも政治家といえば男性政治家の登場を前提として構成していると考えら
れる。
　ニュース番組は、各局とも女性キャスターが登場してコメントしている時間量が長いの
で、一見、多数の女性が登場しているように見える。数量分析によって、ニュース番組に
登場する人数、発言、職業社会的地位など性別による非対称的なリプレゼンテーションに
なっていることを明らかにした。
２）課題　
　今回の数量分析だけでは不十分な点について述べる。分析したニュースでは、政治家や
官僚を「発言あり」、「映像のみ」、「クローズアップ」などの映像技法を駆使して構成して
いる。映像技法の分析によってニュース項目の構成や提示する意味とジェンダーの関係を
明らかにすることについては、今後の課題としたい。分析結果をもとに、偏りのあるリプ
レゼンテーションの背景を産業や制度的な側面（たとえば、放送局で働く人々のジェンダ
ー比）を含めて考察し、市民（オーディアンス）の立場から課題を提案する必要がある。
　　
Ⅳ．今後に向けて

　本稿ではFCT創設の理念とメディア・リテラシーへの展開を整理した。メディア問題を
公共の課題であると考えた人々によって設立されたFCTは、メディア問題をメディア（組
織、企業）や政府の手にだけ委ねるのではなく、市民も社会的な責任の担い手になること
を目的に、実証的なメディア分析にもとづいて社会的な発信を行い、その後、メディア・
リテラシーとして理論的に整理し、クリティカルをキーワードにしたメディア・リテラシ
ーの学びの場を創っていくことに力を注いできた。続いて、最近のFCTの実践例として新
型コロナウイルス下のニュース番組をGMMP2020の分析方法を用いて「性別」、「発言あり」
「映像のみ」、「職業社会的地位」、「ニュース項目」から数量的に分析したところ、ニュー
ス番組に登場する人数、発言、職業社会的地位など性別による非対称的なリプレゼンテー
ションを明らかにした。
　今日、活字メディア、映像メディア、インターネットを核とするデジタルメディアな
ど多種多様なメディアが融合し私たちの生活の隅々にまで入り込んでいる。バッキンガ
ム（2019）は、少数の会社がメディア環境を独占する今日のデジタル資本主義においても、
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ソーシャル・メディアについてクリティカルに学ぶ上でメディア・リテラシーの基本概念
の源流となった4つの概念─メディア言語、リプレゼンテーション、制作、オーディアン
ス─をあてはめて分析できると述べている。バッキンガムの考えは、2007年に日本で講演
した時以来、この点において変更はない（5）。メディア・リテラシーの基本概念をデジタル
メディアの時代において要請されるメディア・情報リテラシーの基本概念として適用でき
るとするバッキンガムは、両者の連続面を強調していると考えられる。もちろん、デジタ
ル資本主義におけるメディアの生産・制作面での研究を深め、学びの場を創る際に最新の
メディア状況から学習者が興味を持つ分析の開発や制作活動を通してメディア・リテラシ
ーの基本概念を学ぶ方法を追究していく必要がある。デジタル・デバイドを解消し市民の
エンパワメントにつながるメディア社会を作っていく上では、たとえ迂遠に見えても、ク
リティカルをキーワードにメディア・リテラシーを獲得した人々がその担い手になってい
くのではないかと考えられる。
　人間を中心においた公平なコミュニケーションのあり方を展望する「世界情報社会サミ
ット（WSIS）」へ提案された「市民社会宣言」（9）は、社会のあるべき姿について、「私たちは、
人間を中心にする包括的で公平な情報コミュニケーション社会を築くことに取り組んでい
る。誰もが情報や知識を自由に創造し、アクセスし、利用し、共有し、普及することができ、
そうすることで個人、コミュニティ、国民が生活の質を向上させ能力を十分に発揮できる
ようエンパワーされる社会」と述べている。そして、あるべき社会に向けた中心となる原
則と課題には、「ジェンダーにかかわる問題に焦点を当て、ジェンダーの平等、差別の禁止、
女性のエンパワメントに根源的に取り組み、そうした取り組みが情報コミュニケーション
社会における公平で、人間中心の開発にとって譲ることのできない絶対条件」としている。
宣言は、このような社会に向けて、とりわけ「若い人、高齢者、女性、障害を持つ人、先
住民族の人、移民、難民および紛争後に帰還した人の生涯を通した視点からのニーズ」に
応えるメディア・リテラシーと情報リテラシーの能力を開発する必要があり、デジタル・
デバイドの解消とグローバルな知識のコモンズ（共同利用地）に向け市民社会の行動を呼
びかけている。
　市民が、クリティカルにメディアを意識化し能動的なコミュニケーションをつくりだし
ていくことは、「市民社会宣言」に記されている人間を中心とする包括的で公平な情報コ
ミュニケーション社会への一歩であると考える。
　　
注

（１）FCTは、2006年以降、NPO法人FCTメディア・リテラシー研究所として活動している。『fct　
GAZETTE』、2006年、No.88

（２）『fct　GAZETTE』、2002年、No.78

（３）デビッド・バッキンガム「基調講演：テクノロジーを超えて　デジタル文化世代の学びを再考する」
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http://www.mlpj.org/ct/ct-pdf/fum_30f.pdf (2021年2月20日閲覧）
（４）『fct　GAZETTE』は、現在サイト上ですべて閲覧できる。

http://www.mlpj.org/pb/publi.shtml#1 (2021年2月20日閲覧） 
（５）https://whomakesthenews.org/the-gmmp/gmmp-2020/　(2021年2月20日閲覧）
（６）井上輝子「鈴木みどりさんの研究から今、私たちが受け継ぐもの」、2018年、「鈴木みどりメディ

ア・リテラシー研究基金10周年記念フォーラム」
http://www.mlpj.org/ct/ct-pdf/10th_forum.pdf (2021年2月20日閲覧）

（７）FCTは、1995年に実施された第1回目のGMMPから参加し日本側のコーディネーターを務めてき
た。GMMP2020は第6回目にあたる。分析にあたっては、コアグループ（高橋恭子・新開清子・佐々
木はるひ）を作って、分析を進めている。本稿で使用したデータもそこで得られたものである。

（８）Monitoring Methodology Guides and Coding Tools

https://whomakesthenews.org/monitoring-methodology-guides-and-coding-tools/

     (2021年2月20日閲覧）なお、GMMP2020の分析シート等を用いるが、基本的に複数で確認し判断する。
（９）　訳責FCT「人間のニーズに応える情報社会の実現に向けて」、『fct　GAZETTE』、2004年、82：
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News Programmes under the Novel Coronavirus Pandemic and Media 
Literacy- From the Case Study of FCT

NISHIMURA, Hisako （NPO FCT Media Literacy Research Institute）

Abstract

　This paper summarises the philosophy, activities and approaches toward media literacy at 

the FCT Media Literacy Research Institute. At the FCT, we consider issues related to media 

as issues of public interest and have been studying them from the perspective of citizens 

(i.e. the media audience). A critical approach to media literacy is based on definitions, 

basic concepts, media analysis models and learning through dialogue. As a case study, we 

performed quantitative analyses on people who appeared in news programmes during the 

novel coronavirus pandemic, following the method used in the Global Media Monitoring 

Project (GMMP) 2020. The attributes of people we analysed include their gender, 

professional and social status, whether their remarks were covered in the news story (“with 

remarks” ) or whether they appeared only as visual subjects (“visual only”), and the subject 

of the news story in which they appeared. The study has revealed asymmetric representation 

of gender in terms of the number of people who appeared in the news stories, the coverage 

of their remarks and their professional/social status. We believe that citizens’  critical media 

awareness and proactive communication are a step forward towards information societies 

that are people-centred, inclusive and equitable, as stated in the Civil Society Declaration.

Key words:

analysis of news programmes under the novel coronavirus pandemic, critical approach, FCT 

philosophy and activities, GMMP2020, media literacy
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＜研究ノート＞

平和教育、環境教育における博物館の活用促進に向けて
Greater Use of Museums for Peace and Environmental Education

　
松本恭幸（武蔵大学）

MATSUMOTO, Yasuyuki（Musashi University）

Ⅰ．はじめに

　1998年に告示された小中学校学習指導要領、翌1999年に告示された高等学校学習指導要
領では、それぞれ博物館のような社会教育施設を活用した学習活動展開が促され、そして
小中学校で2002年度、高等学校で2003年度からの実施によって、特に社会（地理歴史）や
総合的な学習の時間での地域の博物館を活用した調べ学習や表現活動の取り組みが、全国
各地の学校で行われるようになった。
　だが博物館と学校との連携による博物館の活用は、学校（教員）側での地域の博物館に
ついての理解不足や、博物館側での学校教育への対応力不足等の問題もあり、今日、必ず
しも十分に行われているとはいえない状況である（1）。特に平和教育や環境教育の分野で
の活用は、地元以外からも多くの修学旅行生の訪れる広島平和記念資料館、長崎原爆資料
館、沖縄県平和祈念資料館、水俣病資料館等の著名な大規模施設を別にすると、平和教育
や環境教育の分野で重要な展示をしているにも関わらず、学校関係の利用が意外と少ない
中小規模の施設は各地に多数ある。公営と比べて民営の施設では、学校関係の利用がほと
んどないところもある。
　本稿では、平和教育や環境教育に関わる内容の展示を行っている民営の博物館（2）として、
長野県長野市のもうひとつの歴史館・松代、群馬県館林市の足尾鉱毒事件田中正造記念館、
山梨県甲府市の山梨平和ミュージアム、長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館の4館を取り
上げ、平和教育、環境教育における博物館の活用促進に向けて、主に博物館側の抱えてい
る課題について整理したい。

表１　調査対象の概要
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Ⅱ．もうひとつの歴史館・松代の取り組み

　長野県長野市の松代町には、第二次世界大戦末期に旧日本軍が本土決戦に備えて何千人
もの朝鮮人労働者を使って建設しようとした松代大本営跡があり、その一部である象山地
下壕が一般公開されている。この象山地下壕の隣に建てられた民間の博物館が、もうひと
つの歴史館・松代である（3）。
　

　　 2020年8月31日　著者撮影

写真１　長野県長野市にあるもうひとつの歴史館・松代

　1985年に長野市の篠ノ井旭高校（現在、長野俊英高校）で沖縄の戦跡見学をした沖縄
戦研究班の生徒達が、松代の地下壕を平和のための史跡として保存・公開することを市長
に提案し、それをきっかけに市民レベルで地下壕の保存・公開を求める運動が起きたため、
1989年から一部公開が始まった。ただ長野市による象山地下壕の位置づけとしては、商
工観光部観光振興課が管轄していて、観光スポットとしての公開の意味合いが強く、当
初、地下壕工事の際の強制連行、強制労働に関する記述が案内板やパンフレットになかっ
た。そのためそのことを問題視した市民の抗議によって追加で記載されたものの、今度は
異なる立場の市民の抗議もあって削除されるという紆余曲折を経て、2014年からは両論併
記の形となっている（4）。
　そしてボランティアスタッフとして館内の受付や解説を担当している原昭己によると、
松代大本営の地下壕掘削工事にともない、元製糸工場の集会所だった建物が工事関係者向
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けの慰安所となり、戦後、1991年にその慰安所だった建物が道路工事で取り壊されようと
した際に、「松代・朝鮮人『慰安婦』の家を残そう実行委員会」が発足して建物を解体し
た木材を保存し、1996年に象山地下壕入り口に土地を確保し、当初、「慰安婦の館」とし
て慰安所だった建物を復元しようとしたという。だが地元で反対運動が起きたことや募金
が集まらなかったこともあり（5）、1998年2月に地下壕工事の事実を伝えるもうひとつの歴
史館・松代としてプレハブの建物でオープンし、仮展示室からスタートして徐々に開館日
数を増やしていった。そして2013年に慰安所の建物を復元する代わりに、もうひとつの歴
史館・松代の奥に吹き抜けのスペースを増築するのに保存していた木材を使い、そこを「歴
史を考える空間」として主に慰安所関係の展示に充てている。
　もうひとつの歴史館・松代は象山地下壕に隣接していることもあり、無料の象山地下壕
を見学に来た人の一部が有料のもうひとつの歴史館・松代の方にも自然に流れてくるこ
ともあって、コロナ以前には週6日の開館で年間5,000人以上の来館者があった。他の小規
模な平和教育に関連した展示を行っている博物館と比べると、来館者の数はかなり多いが、
地元の中学生や高校生が個人で来ることはあっても、地元の学校の教員が平和教育の一環
で生徒を引率して来ることはないという。一方、他所の地域の小中高校からは、数は多く
ないものの象山地下壕ともうひとつの歴史館・松代の見学をセットで、ガイドを頼まれる
ことはあるとのことだ。
　博物館の収入は、展示内容が植民地だった朝鮮半島から動員された人達による地下壕の
工事と慰安所の歴史といった内容に限られていることもあり、入館料も一般200円と安価
で、関連する書籍販売と合わせて年間200万円程で、5名程の地元のボランティアスタッフ
でなんとか運営している状態である（6）。こうした限られたマンパワーの中、原は「かつ
ての戦争の記憶のある世代が、家族をともなって来館することが多いが、出来れば若い世
代に松代の歴史遺産を通してかつての戦争のことをつたえるため、平和教育での利用拡大
に力を入れたい」という。
　ただ長野市の方で象山地下壕を、沖縄における戦跡のように平和教育のための素材とし
て活用していこうとする方針がないと、地域でかつて建設反対運動が起きた歴史もあり、
地元の学校が平和教育の一環で、もうひとつの歴史館・松代での校外学習を企画すること
は、今後ともあまり期待出来ないのではないか。またもうひとつの歴史館・松代の展示の
テーマが、朝鮮人の強制連行、強制労働、そして慰安婦といった、今日、政治的に大きな
問題になっているもので、一部の志のある教員に引率された他所の地域の学校からの訪問
は多少あるものの、こちらも拡大していくのはかなり難しい状況である。
　　
Ⅲ．足尾鉱毒事件田中正造記念館の取り組み

　群馬県館林市にある足尾鉱毒事件田中正造記念館の前史として、第二次世界大戦終了後
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の翌1946年に、足尾銅山鉱毒事件の被災地だった渡良瀬村（現在、館林市）で子ども会「伸
び行くクラブ」が誕生し、広瀬武をリーダーにかつて鉱業停止請願事務所が置かれた雲龍
寺の祭りで、田中正造の演劇を上演する取り組みが行われたこと、及び1953年に館林市の
小学校の社会科教員の布川了が、足尾銅山鉱毒事件の教材化に取り組み、小学校社会科副
読本『のびゆく館林』に初めて田中正造について記載したことがある（7）。
　　

2020年10月24日　著者撮影

写真２　群馬県館林市にある足尾銅山鉱毒事件田中正造記念館

　その後、この2人を中心とした有志による田中正造についての勉強会がスタートし、
1973年に布川が水俣で開催された「公害と教育」研究集会に参加したことをきっかけに、
同年、第1回渡良瀬川鉱毒シンポジウムが館林市で開催される。そして1975年に後の田中
正造記念館設立の母体となる渡良瀬川研究会が発足し、定期的に公開研究会が行われるよ
うになった。
　この渡良瀬川研究会の活動を経て、1996年に田中正造記念館設立に向けた動きがスター
トし、1998年には教育研究全国集会で記念館建設趣意書が配布され、渡良瀬地区の区長13

名による「足尾鉱毒事件田中正造記念館建設に関する請願書」が市議会に提出され、足尾
鉱毒事件・田中正造記念館建設促進会が結成された。建設促進会では、岩波書店から寄贈
された『田中正造全集』関係二次資料の整理と目録作り、公害の原点学習教材ビデオの制
作等に取り組む中で館林市と話し合いを重ね、2006年10月に市が所有する木造の旧渡良瀬
保育園園舎の一室を借りて、田中正造記念館をオープンすることになった。そして建設促
進会は、記念館を運営するNPO法人となった。なお2011年の東日本大震災の後に、旧渡良
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瀬保育園園舎は耐震強度が不十分なことから、新たに市が古民家を改装して家賃無料で貸
し出すことになり、2013年に移転して今日に至っている（8）。
　田中正造記念館を運営するNPO法人の副理事長の松本美津枝によると、田中正造記念館
の展示は、広瀬、布川両名が収集した主要な文献をもとに、NPOで展示作成委員会を立ち
上げて、パネル等を全て手作りで作成しているという。田中正造記念館は多くの人に見学
してもらうため入館料が無料で、運営費はNPOの正会員、賛助会員からの会費と頒布物の
売上で賄っている。「ただ会員の高齢化が進んでメンバーの多くは定年退職者で、若い世
代の入会者がほとんどおらず、年会費5,000円の正会員が100名以下に、年会費2,000円の
賛助会員も100名台で、財政面ではかなり厳しい」（松本）という。
　コロナ以前の来館者数は週4日開館して年間1,000人弱で、もうひとつの歴史館・松代が
隣接する象山地下壕の集客力に依存しているのと違って、80キロ離れた渡良瀬川上流の足
尾銅山はもちろん、雲龍寺や栃木県佐野市にある田中正造旧宅等の田中正造とゆかりのあ
る場所とも離れて立地するため、施設独自に集客をしなければならない。学校関係では校
外学習で地元の小学校の生徒は来館するものの、それ以外の他所からの学校関係の訪問は
少なく、松本は「若い人達がかつての足尾銅山の問題と、今の環境問題を結び付けて学習
出来るようなイベントがもし可能なら、ぜひ企画したい」という。
　このように田中正造記念館も、かつては学校関係者が建設促進会の中心となってオープ
ンしたにもかかわらず、世代交代もあって現在は学校関係者による活用はほとんどない状
態である。ただもうひとつの歴史館・松代と異なり、地元自治体からの手厚い支援があり、
観光地として整備された足尾銅山とセットで田中正造記念館を含むかつての足尾鉱毒事件
の跡地をまわる環境教育のツアー・プログラムを、修学旅行向けに他県の中学、高校向け
に上手くPRすることが出来れば、他所からの学校関係の訪問を増やすことは十分可能であ
る。ただし今の高齢者中心のNPOにはなかなかその余力がなく、今後、ダークツーリズム
が注目される中で、群馬県、栃木県をまたいだ渡良瀬川流域の観光プロモーションが行わ
れることで、環境教育のための施設として田中正造記念館が注目されるような流れがおそ
らく必要になろう（9）。
　　
Ⅳ．山梨平和ミュージアムの取り組み

　山梨県甲府市にある山梨平和ミュージアムは、正式名称が「山梨平和ミュージアム─石
橋湛山記念館─」で、甲府空襲、甲府連隊など15年戦争に関わる資料を収集・保存・展示
して、戦争の事実と実相を次世代に伝えていくとともに、平和・民権・自由主義を貫いた
山梨県出身の石橋湛山の生涯と思想を紹介することを目的として活動している（10）。
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　　　　　　   2020年8月28日　著者撮影

写真３　山梨県甲府市にある山梨平和ミュージアム

　山梨平和ミュージアムを運営するNPO法人の理事長の浅川保は、大学で日本史を専攻し、
学生時代には家永教科書裁判の支援運動にも関わっていた。1969年に教員となり、その後、
1980年に甲府第一高校に赴任した際、日本史の授業で夏休みの課題として生徒に自身の父
母、祖父母の戦争体験記をまとめさせ、それを近現代史について教える際の参考資料に使
ったところ、多くの生徒が戦争を身近に感じることが出来た。そのため毎年、こうした授
業を続けて、1995年にそこでの戦争体験記をもとに『知っておきたいあの戦争』という本
を出版した。
　その後、1998年に自らが事務局長となり、50名程の市民と山梨県戦争遺跡ネットワーク
を結成して、県内の戦争遺跡の調査を開始し、2000年にその成果を『山梨の戦争遺跡』と
いう本にして出版した。そして2003年に山梨県戦争遺跡ネットワークのメンバーを始めと
する有志で、甲府市内に平和資料館を建設するため、山梨平和資料センター準備会を結成
して事務局長となり、浅川の退職金と集まった寄付とで土地を購入して建物を建てて展示
を整え、2007年9月に山梨平和ミュージアムとしてオープンした（11）。
　山梨平和ミュージアムでは、平和憲法の意義や戦争と平和に関する様々な情報を発信し
てそこに集まった市民が交流するセンターとしての役割を果たすため、単に常設展を行う
だけでなく、半年ごとに異なる内容の企画展を行っている。また毎月1回、平和教育シン
ポジウムを始めとする様々なトークイベントを開催しており、多い時には50名以上の人が
集まる。運営するNPOには十数名の理事がいて、毎月、理事会を開催して、半年後のトー
クイベントの企画を立てている。トークイベントでは、これまで安保法制を始めとするそ
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の時々の政治課題について正面から取り組み、また毎回、ゲストスピーカーの講演以上に
会場の参加者の議論に時間を割いてきた。
　コロナ以前の来館者は週5日の開館で年間1,500人程だが、他の小規模な平和教育関連の
展示を行っている博物館と比べると、小中高大学生の来館が多く、年によって異なるが毎
年数百名程訪れているのが特徴である。特に多いのが中学生で、甲府市内の中学校で山梨
県立博物館等とともに山梨平和ミュージアムが校外学習の施設に指定されており、そのた
め毎年10校くらいの中学校から、少人数のグループで生徒が訪れている。また地域の小
学校の生徒も数校、校外学習で教員に引率されてクラス単位で訪れている。他に大学では、
地元の山梨大学、都留文科大学、山梨学院大学等を始め、県外の大学からも教員の紹介で
主に個人で訪問する学生が多く、中にはインターンシップや卒論のテーマを深めるため通
う学生もいる。
　残念ながら高校からは毎年学校単位で来館しているところはないが、ただ山梨平和ミュ
ージアムでは山梨県教育委員会、石橋湛山記念財団、マスコミ各社の後援を得て、石橋湛
山平和賞という平和や石橋湛山をテーマに書いた論文やエッセイのコンクールを毎年行っ
ていて、そこに石橋湛山の母校である甲府第一高校の2年生が全員応募する関係で、浅川
の方で高校に招かれて石橋湛山についての講演を行っており、その後、浅川の話を聞いた
生徒が一定数、個人で来館している。また他にも近隣の甲府東高校等に平和学習に関する
テーマで講演に行った後にも、同様に話を聞いた生徒が来館しているという。
　このように山梨平和ミュージアムが平和教育の施設として広く学校関係者に活用されて
いる背景として、理事長の浅川が元高校教員で、歴史教育者協議会の山梨県の会長をして
おり、多くの県の社会科教員やそのOBと繋がりを持っていることがある。また浅川自身、
毎月、県内各地の老人会から九条の会に至るまで様々な集まりに講演に出かけており、そ
れらが山梨平和ミュージアムで行うイベントととともに地元の山梨日日新聞を始めとする
主要なメディアで紹介され、学校関係者の目に触れることが多いということもある。
　山梨平和ミュージアムは年間200万円程の維持費がかかるが、これは400人弱のNPOの
賛助会員の会費と寄付で賄っている。会員の半数以上は県外在住者だが、『平和の港』と
いう会報を年に3回送って山梨平和ミュージアムに関わりのある様々な情報を提供してい
ることもあり、特に会員数や収入が近年減少しているということもない。また毎月のトー
クイベントに招くゲストスピーカーへの謝礼は、もっぱら入館料で賄っている。NPOの十
数名の理事の半分近くは、甲府第一高校、甲府南高校、都留高校等での浅川のかつての教
え子で、運営母体のメンバーが比較的若く、「特に山梨平和ミュージアムの継続的な運営
について、今のところ不安な要素はない」（浅川）という。
　ただ一つ大きな課題となっているのが、これまで戦争体験者の語りを映像で記録してい
ないことで、「今後、そうした戦争体験者が減っていく中、これから映像での記録はぜひ
手掛けていきたい」（浅川）とのことだ。
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Ⅴ．満蒙開拓平和記念館の取り組み

　長野県阿智村には、全国で唯一の満蒙開拓をテーマにした博物館である満蒙開拓平和記
念館がある（12）。1931年の満州事変から1945年の終戦までの15年間で、旧満州国（中国東
北部・内モンゴル地区）に国内の余剰人口を入植させて防衛の一端も担わせるといった国
策として入植した満蒙開拓団は約27万人で、その内、最も多くの満蒙開拓団員を送り出し
た長野県では、3万数千人が満蒙開拓団に参加した。そしてその4分の1が、飯田市とその
周辺の南信州地域からの移民だった。満蒙開拓団は1945年8月のソ連参戦後、旧満州国を
実質的に統治していた関東軍に見捨てられ、集団自決等も含めて8万人余りが亡くなると
ともに、今日にまで至る残留孤児や残留婦人の問題を生み出した。
　　

2020年8月27日　著者撮影

写真４　長野県阿智村にある満蒙開拓平和記念館

　戦後、日本に戻ることの出来た満蒙開拓団の人々にとって、多くの犠牲者を出しただけ
でなく、侵略に加担することで現地の人達に対して大きな被害を与えた満蒙開拓の歴史は、
ある意味で「不都合な歴史」であり、また裸一貫で日本に帰国した後も日々の生活に追われ、
積極的に語り継がれることはほとんどなかった。だが満蒙開拓平和記念館の館長の寺沢秀
文は、かつて満蒙開拓団にいた父親から話を聞いて日中交流に関心を持って飯田日中友好
協会に所属し、中国残留日本人の帰国者の身元引受人になる等の活動に携わってきた。
　そんな中、かつての満蒙開拓の歴史と戦争の悲惨さについて多くの人に知ってもらうた
め、寺沢は2006年から有志とともに満蒙開拓平和記念館の建設に向けた準備会を立ち上げ
て、その事務局長に就任した（13）。準備会では各方面に建設資金の寄付を呼び掛け、南信
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州広域連合、長野県等からの助成を得るとともに、阿智村から建設場所となる村有地の無
償貸与を受けることとなった。そして市民目線で複雑な満蒙開拓の歴史についてわかりや
すく伝えることに注力してほとんど手作りで展示を整備し、2013年4月、満蒙開拓平和記
念館はオープンした。
　満蒙開拓平和記念館では、満蒙開拓の歴史に関する資料の収集、整理、活用等を行うと
ともに、展示を通して多くの人に満蒙開拓について伝えることを目指し、元満蒙開拓団員
を招いてその体験について話をうかがう「語り部の会」を開催してきた。また語り部の方
の証言を映像で記録し、館内でビデオ上映も行っている。他にも「ピースLabo.」という
地元の人達を中心に40名余りが参加するボランティア組織があり、ボランティアのガイ
ドやかつての満蒙開拓団員に聞き取りをした際の映像の文字起こし等の作業を行っている。
中国を始め海外からの来館者も訪れる中、「満蒙開拓平和記念館では満蒙開拓団の被害の
歴史と併せて、土地や家を奪われた現地の人達から見れば侵略といえる加害の歴史の両面
についてしっかり向き合い、決して満蒙開拓を美化したり正当化したりせず、なぜこのよ
うな過ちが起きたのかを共に考え、将来の平和に向けた教訓にするよう取り組んでいる」
（寺沢）という。
　満蒙開拓平和記念館がオープンした2013年度、来館者は3万人に達し、それ以降もコロ
ナの影響を受けるまで、週6日開館で平均して年間2万6,000人の来館者があった。名古屋
から車で1時間半程の場所にあるものの、これまで取り上げた他の小規模な平和教育、環
境教育関連の展示を行っている博物館と比べて、首都圏、関西圏からのアクセスが良くな
い中、集客面では大健闘している。
　満蒙平和開拓記念館では、京都府の舞鶴市にある戦後のシベリア方面を始めとした外地
からの引き揚げの歴史を記録した舞鶴引揚記念館で、地元の中学生全員が校外学習で訪れ
て学んでいるのを知り、同様に県や市町村の教育委員会や校長会等に平和教育での利用を
働き掛けた結果、地元の小中学校を中心に小中高大学合わせて年間30校以上の学校が訪れ
るようになった（14）。これまで南信州地域のほとんどの市町村の小中高校が、1度は校外
学習で訪れている。中には松川高校の一部の生徒のように、「ピースLabo.」の活動に参加
してボランティアガイド等をしているところもある。また県外からの修学旅行での訪問も、
数が少ないながらも年間数校ある。特に修学旅行のような大人数での来館については、当
初、近くの公民館を借りて説明を行っていたが、2019年に120人収容可能なセミナー棟を
増築した。
　今後の課題としては、現在、元満蒙開拓団関係の語り部として残っているのが10名程で、
90歳前後になっていつまで語り部として話せるかわからない中、ボランティアガイドをし
ている人の中から、戦争体験のない次世代の新しい語り部を育て、どのように「語り継ぎ」
を行っていくのかということがある。「ボランティアガイドは、来館した元満蒙開拓団員
やその家族と積極的に会話し、彼らの話を傾聴して交流する中で、満蒙開拓の歴史の様々
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な側面について学ぶことに務めている」（寺沢）という。また「語り継ぎ」に際して重要
なのは、かつての満蒙開拓団の写真や語り部の方の証言を記録した映像の活用で、寺沢自
身、満蒙開拓団の2世として各地で話をする際に、積極的に活用している。
　　
Ⅵ．博物館側から見た学校との連携に向けた課題（地域との関係、立地、運営面等）

　以上、4つの平和教育や環境教育に関わる内容の展示をしている民営の比較的小規模な
博物館の取り組みについて見てきたが、もうひとつの歴史館・松代、足尾鉱毒事件田中正
造記念館が、学校関係者による活用がほとんどないのに対し、山梨平和ミュージアム、満
蒙開拓平和記念館は、地元を中心に多くの学校と関係を築いて活用されている。
　その背景として、朝鮮人の強制連行、強制労働、そして慰安婦といった教科書への記載
をめぐって反対する立場の人達から意義申し立てのあるテーマについて、それらを象山地
下壕建設の歴史の中でストレートに取り上げた展示をしているもうひとつの歴史館・松代
は、多くの学校や教員が様々なところからの抗議を恐れ、校外学習や修学旅行での訪問を
躊躇するということが考えられよう。また地元自治体の長野市も、沖縄の戦跡を訪れた高
校生からの訴えをきっかけに、象山地下壕の公開に踏み切ったものの、あくまで商工観光
部観光振興課の管轄による観光スポットとしての公開で、建設にともなう朝鮮人労働者の
強制連行や強制労働、そして慰安所が置かれたことを、平和教育という文脈で考えること
についてほとんど意識しておらず、市の教育委員会のサイトでも、平和教育の素材として
活用することに積極的な記述は見当たらない。
　加えて地元との接点がほとんどない首都圏在住者が中心となって、もうひとつの歴史館・
松代を建設しようとしたことについて、かつて地元で反対運動が起きた歴史があり、今日、
緊張関係は緩和されつつあるとはいっても、それが地元の学校による校外学習の阻害要因
になっていることは十分に想像される。
　そしてもうひとつの記念館・松代が、象山地下壕という観光スポットの入り口に隣接し
て立地しており、象山地下壕の集客力をベースに一定数の来館者が自動的に流れてくるこ
とで、限られたマンパワーを無理に学校関係の誘致につぎこまなくても、一定数の来館者
に朝鮮半島から動員された人達による地下壕の工事や慰安所の歴史について伝えることが
出来るため、学校関係者への積極的な働きかけが行われていないといったこともあろう。
　一方、足尾鉱毒事件田中正造記念館の方は、館林市から博物館の建物を無料で貸出しさ
れる等、地元自治体からの全面的な支援を受けているが、最大の問題は象山地下壕に隣接
するもうひとつの歴史館・松代と異なり、鉱毒事件を引き起こした渡良瀬川上流の栃木県
日光市の足尾銅山からは80キロ離れていて、しかも栃木県と群馬県の県境をまたぐため、
観光地として世界遺産登録を目指して年間10万人以上の観光客が訪れる足尾銅山からの観
光客が、ほとんど流れてこないという点である。
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　ちなみに栃木県内には佐野市に田中正造旧宅や田中正造に関する常設展のある佐野市郷
土博物館があり、足尾鉱毒事件の展示については田中正造記念館の方が詳しくても、多く
の修学旅行生を含む観光客は足尾銅山と合わせて田中正造ゆかりの場所として、足尾銅山
から近い佐野市の田中正造旧宅や佐野市郷土博物館の方を訪れる。特に佐野市には、田中
正造の骨を分骨した「関東の三大師」の1つである佐野厄除大師があり、こちらは人気の
観光スポットにもなっていて、足尾銅山とセットで田中正造の足跡を辿る際に、多くの人
が佐野市の方を訪れる要因となっている。そのため近年のダークツーリズム・ブームの中
で、群馬県側の田中正造の骨を分骨した雲龍寺や田中正造記念館が新たな文脈で注目され
ない限り、修学旅行を企画する学校や手配する旅行会社で、足尾銅山とセットで県境をま
たいで田中正造記念館を訪問場所として組み込む流れにはならないだろう。
　なお修学旅行と異なり地元の学校の校外学習についても、田中正造記念館のある館林市
が群馬県の中心部から見て周縁に位置することや、1975年の渡良瀬川研究会発足から田中
正造記念館建設までにかなりの年月が経ち、学校関係者を中心とした初期の主要メンバー
がほとんど残っておらず、また田中正造記念館を運営する事務局に若い世代のメンバーが
入って来ないため高齢化が進んでいることもあって、周辺の学校へ田中正造記念館の環境
教育での利用に関する働きかけが十分になされておらず、今日、学校関係の訪問は限られ
ている状態である。
　ただもうひとつ学校関係の訪問が少ない理由として考えられるのは、戦後、後に渡良瀬
川研究会を立ち上げた広瀬が田中正造の演劇を上演したり、布川が小学校社会科副読本に
田中正造について記載したりした頃は、足尾鉱毒事件での田中正造の取り組みについてリ
アルに記憶している人がまだ存命だったものの、田中正造記念館が建設された頃には全て
鬼籍に入っていて、足尾鉱毒事件の（記録は残っているものの）記憶が必ずしも地域の人
達の間で十分に継承されていないことがある。なおこの問題は今後、戦争の体験者が鬼籍
に入る中、その記憶をどう継承するのかという問題にもつながる。
　　
Ⅶ．博物館と学校の連携に向けて

　山梨平和ミュージアム、満蒙開拓平和記念館が地元を中心に多くの学校関係の訪問があ
る背景として、象山地下壕や足尾銅山といった他のスポットとセットでその存在が意味を
持つもうひとつの歴史館・松代や田中正造記念館と異なり、施設独自に集客を図る必要が
あるため、開館当初から地元の学校や教育委員会の関係者に、平和教育利用に向けた働き
かけを積極的に行ってきたことがある。
　山梨平和ミュージアムの理事長の浅川は、元高校の日本史の教員で歴史教育者協議会の
山梨県の会長をしていたこともあって、かつての教え子を含む多くの社会科教員とつなが
りがあり、また独自に石橋湛山について研究する中で関係を築いた石橋湛山記念財団や山
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梨県教育委員会等の後援を得て、石橋湛山平和賞の論文、エッセイのコンクールを主催し、
県内だけでなく県外の中学、高校、大学からも多くの応募が寄せられるようになっている。
そして山梨平和ミュージアムでの毎月のトークイベントや企画展等について、広報に力を
入れて地元のメディアへの露出に努め、また様々な講演を積極的にこなすことで、学校関
係者の間でもその取り組みが知られるようになり、いくつかの県内の学校から平和教育に
関する講師を依頼されて出向き、それが生徒の来館につながるといった流れが出来た。さ
らに県内外の大学から、インターンや卒論研究を希望する学生を積極的に受け入れている。
　また満蒙開拓平和記念館では、長野県や南信州広域連合等からの助成を得て建設された
こともあり、開館当初から県や市町村の教育委員会や校長会等に平和教育での利用を働き
掛けた結果、地元の多くの学校が校外学習で利用するようになり、一部の高校生はボラン
ティアとして館内のガイドや満蒙開拓団員の方の聞き取り映像の文字起こし等に携わるよ
うになった。
　山梨平和ミュージアム、満蒙開拓平和記念館とも、平和憲法や「不都合な歴史」につい
て正面から扱っているものの、地元で熱い想いを持ったキーパーソンが中心となって立ち
上げた民営の施設のため、展示内容にどこからも干渉されることなく、地域の自治体や学
校と上手く良好な関係を築いて、多くの学校関係者に利用されている。もうひとつの歴史
館・松代のように、朝鮮人の強制連行、強制労働、慰安婦といったキーワードが正面に出
る形ではなく、地元の人間による15年戦争の中での甲府連隊や甲府空襲の歴史、満蒙開拓
団の歴史について取り上げ、来館者と対話するというスタンスの博物館展示は、いわゆる
平和教育に批判的な市民からの異議申し立てにさらされることも比較的少なく、学校や教
育委員会の理解も得やすいと言えるのではないか。
　ただ現在はまだ戦争体験の語り部となる人達もかろうじて存命しているが、今後、語り
部の人達が鬼籍に入ると、戦争体験者の記憶をどのように語り継いでいくのかという問題
を、多くの平和博物館が抱えることになる。これが上手くいかないと、平和博物館が平和
教育の分野で担う役割は大きく低下することになろう。満蒙開拓平和記念館では、戦争体
験のない次世代の新しい語り部を育てることに取り組もうとしており、館長の寺沢は、ボ
ランティアガイドをしている高校生にもその一端を担って欲しいと期待している。
　今回紹介した山梨平和ミュージアム、満蒙開拓平和記念館以外にも、修学旅行や校外学
習を積極的に受け入れて、平和教育、環境教育のための活動に取り組もうとしている中小
規模の博物館は全国に数多くある。平和博物館については、「平和のための博物館・市民
ネットワーク」という全国各地の平和博物館が集まるネットワークがあって、毎年、全国
交流会を開催して平和教育のための博学連携も含めて様々な情報交換をしており、山梨平
和ミュージアムも満蒙開拓平和記念館も参加している。
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Ⅷ．おわりに

　本稿では学校側からの平和教育、環境教育における博物館の活用についての課題や取り
組みについて触れることは出来なかったが、ただこれまで紹介したように受け入れ側の博
物館では、いわゆる「出前授業」による講演も含めてこれからの若い世代に戦争や環境問
題といった博物館の抱えるテーマについて様々な形で伝えようとしており、論文コンクー
ルのような形での参加の仕組みや、インターンやボランティアの受け入れといった対応も
している。またもうひとつの歴史館・松代や足尾銅山鉱毒事件田中正造記念館のように、
様々な事情で学校関係の訪問は志のある教員に引率される形で一部あるだけの博物館でも、
平和教育、環境教育での利用を可能なら増やしていきたいと考えている。
　多くの学校の教員が、平和教育や環境教育に関わる内容の展示をしている民営の博物館
の存在を知り、博物館というメディアを有効に活用するようになることを期待したい。
　　
注

（１）『令和元年度日本の博物館総合調査報告書』、公益財団法人日本博物館協会、2020年によると、全
国の2,314の博物館施設に対して行った調査の結果、学校から生徒が博物館に来る形での連携は多
く行われているものの、博物館が主体性を持ったり、学校と博物館が深く関わったりするような
連携が少ない（行事や授業、職場体験での来館が中心で、双方向的な取り組みになっていない）
ことが指摘されている。

（２）博物館法では、所管地域の教育委員会の登録を受けた「登録博物館」、それに相当する施設とし
て教育委員会の指定を受けた「博物館相当施設」、そして博物館法の適用を受けない「博物館類似
施設」に分かれるが、日本で一般に博物館と呼ばれる施設の大半が「博物館類似施設」である。

（３）2020年8月31日にもうひとつの歴史館・松代を訪問し、ボランティアスタッフの原昭己にインタ
ビューを行った。

（４）詳細については、「もうひとつの歴史館・松代」運営委員会編『マツシロをあるく 証言とガイド・
松代大本営と「慰安所」』（改訂第3版）、「もうひとつの歴史館・松代」運営委員会、2018年（小冊子）
参照。

（５）地元での反対運動に関しては、西条地区を考える会編『松代でなにがあったか！ 大本営建設、
西条地区住民の証言』龍鳳書房、2005年に詳しい。当初、象山地下壕のある松代市西条地区と
接点がほとんどない首都圏在住者中心の「松代・朝鮮人『慰安婦』の家を残そう実行委員会」が、
地元と十分なコミュニケーションをとらずに「慰安婦の館」を建てようとしたことで反対運動が
起きて緊張関係が続いたが、その後、徐々に地元との関係は改善してきている。

（６）他に東京に4名のメンバーが月交代で代表を務める、「もうひとつの歴史館・松代」運営委員会が
あり、維持会員が数十名、賛助会員が200名程いる。

（７）2020年10月24日に足尾鉱毒事件田中正造記念館を訪問し、NPO法人理事長の針ヶ谷照夫、副理
事長の松本美津枝にインタビューを行った。
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（８）田中正造記念館開館までの歴史は、田中正造記念館開館10周年記念誌編集委員会編『NPO法人
足尾鉱毒事件田中正造記念館開館10周年記念誌 わたらせ』、NPO法人足尾鉱毒事件田中正造記念
館、2016年（小冊子）に詳しい。

（９）ダークツーリズムとは人類の悲しみの記憶を巡る観光で、ダークツーリズム研究に携わる観光学
者の井手明は、『ダークツーリズム 悲しみの記憶を巡る旅』、幻冬舎、2018年で、足尾鉱毒事件と
田中正造を辿る1泊2日の旅として、足尾銅山から渡良瀬川を下り、田中正造記念館を経て渡良瀬
遊水地へと至るコースを紹介している。

（10）2020年8月28日に山梨平和ミュージアムを訪問し、NPO法人理事長の浅川保にインタビューを
行った。なお浅川は、かつて甲府第一高校で教えていた際に石橋湛山が校友会雑誌に書いた論文
を発見して読んだのをきっかけに、個人的に石橋湛山について調査研究するようになり、山梨平
和ミュージアムでは浅川が独自に収集した資料をもとに、石橋湛山に関する展示が行われている。

（11）山梨平和ミュージアム開館までの歴史は、浅川保（代表）、今津佑介、大倉昌幸、春日正伸、向
山三樹編『山梨平和ミュージアム─石橋湛山記念館─10周年記念誌「平和の港』10年のあゆみ』、
山梨平和ミュージアム─石橋湛山記念館─、2017年（小冊子）に詳しい。

（12）2020年8月27日に満蒙開拓平和記念館を訪問し、館長の寺沢秀文にインタビューを行った。
（13）満蒙開拓平和祈念館の開館とその後の歴史については、寺沢秀文、「語り継ぐ「満蒙開拓」の史

実─「満蒙開拓平和記念館」の建設実現まで─」、『信濃』、信濃史学会、2013年、第65巻、201-

223頁、および寺沢秀文、「「満蒙開拓平和記念館」開館から三年半を経て─記念館の現状と開館
の成果、今後の課題─」、『信濃』、信濃史学会、2016年、第68巻、817-845頁に詳しい。

（14）満蒙開拓平和記念館の運営委員の中には、地元の教育委員会関係者もいて、平和教育の場として
の活用についての教育委員会や学校等への働きかけは、開館以来、継続して行われている。
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Greater Use of Museums for Peace and Environmental Education

　　MATSUMOTO, Yasuyuki（Musashi University）

Abstract

 Museums are not currently sufficiently used for peace and environmental education, 

except for visits to large-scale museums by students on school trips. Many smaller private 

museums have important exhibits for such education, but have almost no visits from schools. 

Therefore, we held interviews with four private museums at which important exhibits related 

to peace and environmental education are shown. Based on the results, we analyzed each 

museum with regard to exhibition contents, traffic accessibility, relationship with local 

residents, and operational issues in order to determine the reasons for the number of visits 

from schools. To encourage greater use of such private museums by schools, we focused on 

their approaches to discussion of past wars and environmental destruction, and on original 

activities, such as essay contests and use of volunteer assistance.

Key words:

peace education, environmental education, greater use of museums by schools
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＜研究論文＞

夜間中学とその生徒の史的変遷過程
Historical Transition Process of the Night Junior High Schools and Their Students

　
浅野慎一（神戸大学）

ASANO, Shinichi（Kobe University）

Ⅰ．課題と方法
　
　本稿の課題は、戦後日本の夜間中学とその生徒の史的変遷過程を概観し、その歴史・社
会的意義を社会変動論の視座から考察することにある。夜間中学の全国的・通史的な変遷
の研究は1970年代にいったん途絶え（1）、2010年代以降、いくつかの試みが再開されてい
る（2）。これらの多くは、各学校・教育行政機関の史料・刊行物、および関係者の体験や
インタビューに基づき、教育学または教育実践の視座からなされてきた。
　本稿は、①夜間中学の唯一の全国組織である全国夜間中学校研究会（以下、前身組織も
含めて「全夜中研」と略称）が毎年、開催してきた大会の関係史料を素材として（3）、②
ポスト・コロニアリズムの社会変動論・社会学の視座から、この課題にアプローチする。
ここでいうポスト・コロニアリズムとは、日本で従来しばしば理解されてきたような帝国
主義・植民地支配の残滓や継続性への批判的立場にとどまらない。むしろ帝国主義や植民
地支配が終焉した後の国民主権・民族解放やそれに基づく民主主義それ自体が内包する新
たな歴史的制約に対する根底的な批判であり、それに代わるオルタナティヴな社会の理論
的模索だ（4）。また社会変動論・社会学の視座とは、生徒の社会的属性とその変化をもたら
した世界・日本社会の変動過程に焦点を当てた──いいかえれば視野を限定した──視座
である。教育課程、教育制度、教育行政、教師、教育実践、生徒と教師の関係等を含む夜
間中学の史的変遷過程を総体として把握するには、教育学や教育実践領域との学際的共同
研究が不可欠だ。本稿は今後、全夜中研大会関係以外の諸史料もふまえ、教育学・教育実
践領域との共同研究を推進するための、社会学の立場からの一つの見取り図の提起でもある。
　また本稿は、浅野慎一（2020）の知見を主な素材とする。ただし、1947年以降のすべて
の時期をポスト・コロニアリズムの観点から俯瞰し、さらに2019年度の動向の分析をふま
えて新たな時期区分を設定するなど、一定の発展的修正を試みた（5）。
　さて、戦後日本の夜間中学とその生徒は、生徒の増減とその社会的属性の変化を指標と
すれば、大きく5つの画期をもって変遷してきた。
　以下、各時期の特徴を明らかにしていこう。
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Ⅱ．敗戦後の混乱と経済的困窮（1947 〜 1954年度）
　
　まず第1期は敗戦後の混乱期で、経済的困窮に根ざす生徒が急増した1947～ 1954年度だ。
　1947年、義務教育に六三制が施行されたが、敗戦後の経済的困窮のため、新制中学に
通えない多数の学齢者がいた。そこで一部の公立中学の教師が自主的に夜間学級を開設
し、1949年以降、一部地域の教育委員会がこれを認可した。夜間中学とその生徒は急増し、
1954年度には12都府県に87校、生徒数は4350人に達した（表1参照）（6）。第1期のうちに
閉鎖された学校を含めれば、全国に93校の開設が確認し得る（7）。

表１　学校数・生徒数

　
　
　

　
　
資料：2005－A－114・117頁、2019－A－253頁。

　文部省は、夜間中学が児童労働の容認・義務教育の空洞化につながるとして、その設置・
法制化に否定的だった。一方、夜間中学を開設した現場の教師は、それが不就学生徒の救済、
義務教育完遂に不可欠と主張した（8）。全夜中研も、1954年度の第1回大会で夜間中学の法
制化について審議し（9）、1955年2月には「中学校夜間学級の法的措置に関する陳情書」（10）

をまとめた。とはいえ、第1期の文部省、および現場の教師・全夜中研はいずれも義務教
育の完遂を自明の至上目的とし、しかも夜間中学を可及的速やかに廃止されるべき暫定措
置（11）とする認識を共有していた。また、ここで論争の対象として想定されていた夜間中
学生は学齢の不就学・長欠者に限定されていた。すなわち学齢超過者への義務教育保障は
想定されていなかった。全夜中研第1回大会（1954年）の参加者は、ほとんどが夜間学級
を開設した公立中学の管理職を含む教師だった（12）。
　ただし、後の時期の全夜中研大会史料によれば、第1期の実際の夜間中学には学齢超過
の生徒も多数在籍していた（13）。戦前の義務教育修了者（小卒）が戦後、職業資格取得に
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必要な中学卒業資格を得るために、また貧困・部落差別等により戦前の義務教育すら受け
られなかった学齢超過者が、戦後の夜間中学に通学していたのである。さらに公立中学の
教師の主導ではなく、地域住民が主体となって設置・運営された夜間中学──横浜市子安
浜の夜間学級、神戸市立丸山中学西野分教場等（14）──も少なくなかった。
　
Ⅲ．高度経済成長と地域間格差・学校嫌い（1955 〜 1969年度）
　
　さて第2期は高度経済成長期で、夜間中学とその生徒が急減した1955～ 1969年度だ。特
に生徒は1955年度の5208名から1968年度には416名と、10分の1以下に激減した。また政府・
文部省による夜間中学の閉鎖圧力も一層強まった（15）。
　全夜中研大会では当初、夜間中学とその生徒の減少を「所期の目標達成」と歓迎する意
見もあった（16）。しかし議論の深化に伴い、二つの論拠で夜間中学存続の必要性が確認さ
れていった。
　一つは、地域的特徴だ。高度経済成長に伴って地域間・階級間格差が拡大し、夜間中
学が依然として必要不可欠な地域が厳然として存在することが確認された（17）。具体的に
は、①零細企業が密集し、若年労働者が流入する工業地帯（東京・神奈川・神戸）、②経
済成長から取り残され、出漁による親の長期不在・児童労働が継続する漁村（横浜・広島）、
③石炭から石油へのエネルギー転換政策によって貧困・失業が蔓延している産炭地（福岡）、
④米軍基地が立地し、独特の社会的疎外が広がる都市（立川）、そして⑤差別による貧困
が継続する被差別部落地域（兵庫・京都・和歌山）である。
　もう一つの論拠は、経済的貧困というより、むしろ学校嫌い・登校拒否による不就学者
の夜間中学への入学だ。全夜中研では当初、これを特殊な家庭環境、または生徒自身の資
質の問題と捉え、救済のための道徳教育や「躾」の方法を議論していた（18）。しかし1960

年代半ば以降、こうした問題が高度経済成長期の社会変動によって生み出された構造的な
「歪み」であり、しかも戦後の義務教育自体が、競争主義・管理主義教育──「受験主義・
学力競争」、「オートメ化されつつある人づくり」等（19）──によって「歪み」を創出して
いるとの認識が主流となった。そこで学校嫌い・登校拒否は恩恵的「救済」の対象ではなく、
教育を受ける権利の侵害と位置づけられた（20）。既存の昼間の義務教育が学校嫌い・登校
拒否を再生産する限り、夜間中学は必要であり続ける。こうした認識の変化は、憲法・教
育基本法の「教育の機会均等の原則」に基礎づけられていた（21）。1962年度以降の全夜中
研大会史料から、「不就学生徒の救済」の文言は消滅していった。
　第2期、夜間中学の廃止に反対し、増設を求める運動の中心的担い手も、公立中学の教
師から、教育を受ける機会を奪われた当事者へとシフトした。代表的人物が、髙野雅夫氏（22）

だ。こうした人々を中心とする市民運動の高揚の中で1969年、大阪に天王寺中学校夜間学
級が新設され、その他の諸地域でも生徒数が増加に反転した。
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　ただし、第2期を通じて夜間中学の生徒は全体として減少し、しかも学齢超過者の比率
が増加した。単純な比較は困難だが、生徒に占める学齢超過者の比率は1959年には41.8％
だったが、1970年には91.2％にまで増加した（23）。大阪・京都では、学齢者の入学を原則
として認めない夜間中学も新設された。全夜中研大会での議論の焦点も、第1期のそれが
学齢の長欠・不就学者だったのとは対照的に、第2期には学齢超過者に据えられた。これは、
学齢超過者への義務教育保障の進展とみなすこともできるが、しかし実際には学齢超過者
は前述の如く、第1期からすでに在籍していた。しかも生徒数は学齢者を中心に激減した。
その意味で第2期の夜間中学は、昼間の中学で急増する学校嫌い・登校拒否の学齢者の学
びの場としては十分に機能し得なかったと言うべきだろう。これは、学齢者の入学を認め
ない京都・大阪の新設校だけでなく、全国の夜間中学に共通して見られた傾向だ。
　第2期、全夜中研大会では、学齢者の入学を積極的に拒否する意見はほとんど聞かれな
かった。それにもかかわらず学齢者を含む生徒が減少した理由は、大きく二つ考えられる。
一つは、学校嫌い・登校拒否の学齢者は戦後の国民主権の下での競争主義・管理主義的な
学校そのものに嫌悪感を抱き、夜間とはいえ学校に通う意思をあまりもっていなかったと
いうことだ。そしてもう一つは、夜間中学の存続に否定的な「文部省の政策的意図的な態
度が災いし」（24）、昼間の中学から夜間中学への生徒の紹介・転籍がほとんどなされなか
ったことである。
　なお第2期、日韓基本条約締結（1965年）に伴い、韓国からの引揚者が夜間中学に入学
し始めた。ただし、全夜中研大会でこれに関する議論が本格化したのは、第3期以降である。
　
Ⅳ．学齢者・形式卒業者の排除と生徒の質の爆発的多様化（1970 〜 1998年度）
　
　第3期は、高度経済成長が終焉した1970～ 1998年度で、夜間中学とその生徒は再び増加
に転じた。特に生徒数は1970年度の686名から1998年度には3366名と約5倍に急増した。
　
１．学齢者・形式卒業者の排除、社会教育化の阻止
　第3期の一つの大きな特徴は、日本人の学齢者、および形式卒業者（長期欠席・不就学
でありながら卒業証書を授与された生徒）の夜間中学への入学が認められなくなっていっ
たことにある。
　すなわちまず学齢者の夜間中学への入学不許可措置が全国的に進み、「学齢者は昼間、
学齢超過者は夜間」といった管理的・形式的な「調整・役割分業」化が進展した。全夜中
研大会での議論は、この事態を文部省・教育委員会の不当な圧力と批判する東京、および
昼間の中学での同和教育推進による登校拒否解決の観点から学齢者の夜間中学への安易な
受け入れに慎重な大阪といった対立図式で捉えられがちだ（25）。しかし実際の全夜中研大
会では東京の夜間中学からも「慎重論」が出され、逆に大阪の学校にも「受け入れるべき」

80



基礎教育保障学研究　第５号　2021.08

との意見があり、錯綜していた（26）。また大阪の「慎重論」も、学齢者が入学を希望して
くる現実の前で、葛藤を孕む苦渋の選択だった。
　一方、形式卒業者については、1985年頃までは東京・横浜の夜間中学は柔軟にこれを受
け入れていた。大阪の学校にも形式卒業者は若干在籍し、その入学不許可は「解決すべき
課題」と認識されていた。1970年度の全夜中研第17回大会でも、形式卒業の当事者が──
「一枚の卒業証書に泣く」、「形式卒業、オール1の会」等（27）として──夜間中学への入学
を認めるよう訴えた。1970年代初頭は文部省の方針も不明確で、第17回大会に出席した文
部省の担当者は「学校長に一任。原則は不可だが、夜間中学は門戸を開いてよいと思う」（28）

旨を発言している。全夜中研内部でも、形式卒業者を「受け入れるべき」とする主張、お
よび「まず非卒業者を優先する立場から（また「卒業資格に値する学力とは何か」とい
う本質的問題を曖昧にしたまま）、形式卒業者を受け入れるべきではない」という主張等、
多様な意見が錯綜していた（29）。しかし1975年頃以降、全夜中研大会では昼間の中学での
形式卒業それ自体が実質的な義務教育を受ける権利の侵害であるとし、これを補償するた
めに形式卒業者の夜間中学への入学許可を求める意見が多数を占めるに至った（30）。
　とはいえ現実には、第3期を通して形式卒業者の入学不許可措置は全国的に浸透した。
一部地域では、卒業証書受け取り拒否を防止するためと思われるが、夜間中学の入学資格
が18歳以上まで引き上げられた（31）。また1980年代、昼間の中学で長期欠席者に対する形
式卒業措置数が増加し（32）、いわば義務教育自体の一層の「形式化」が進んだ。こうして
夜間中学では、若年の日本人の非卒業者の生徒も減少した。1970年代初頭には夜間中学で
は若年層（16～ 19歳）の生徒（＝元「登校拒否」の非卒者）が多数を占めていたが、第3

期を通して日本人の生徒は急速に高齢化していったのである（表2参照）。
　

表２　属性別生徒数（1990年度以降、全国）

注：「20歳未満」等は入学時の年齢。資料内の名称表記は年度によって変化している。
資料：当該年度の「全国夜間中学校の状況」、「地区別層別生徒数」等より作成。

　総じてこの第3期を通して、「昼間の中学に通うべき学齢者」と「昼間の中学で形式的に
ではあれ卒業証書を授与された学齢超過者」は夜間中学への入学を認められなくなってい
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った。つまり夜間中学への行政の管理強化が進み、昼間の中学と夜間中学との間で管理的・
形式的な「調整・役割分業」化が推進されたのである。1976年の第22回全夜中研大会で、
松崎運之助氏は「夜と昼との2つの義務教育への分断・複線化」自体が大問題であり、し
かもそれが「夜の中学の社会教育化」と結び付き、夜間中学廃止への道であることに警鐘
を鳴らし、さらに「行政・法律によって切り捨てられた人を、また法律で救うという悪循環」
と夜間中学法制化の矛盾・限界にも言及している（33）。現に文部省は、学齢超過者の社会
教育化の方針をしばしば打ち出していた（34）。ただし実際には、非卒業の学齢超過者の日
本人は、1998年まで夜間中学の生徒全体の概ね2割強を維持し続けた。また全夜中研も「若
年生徒」の分科会を設けて議論を深め、義務教育保障の観点から夜間中学の社会教育化に
抵抗・反対した（35）。
　
２．生徒の質の爆発的多様化──障碍者・特殊学級卒業者、外国籍または外国出身者
　さて第3期の夜間中学のいま一つの特徴は、生徒の質の爆発的な多様化だ。
　まず就学猶予・免除された障碍者、および特殊学級卒業者が多数、夜間中学への入学を
希望した。しかも彼・彼女たちは設備等の条件が許す限り、夜間中学への入学が柔軟に認
められた（36）。就学猶予・免除が適当とみなされ、または特殊学級で学んで昼間の中学の
卒業証書を受け取った生徒でも、健常者等の形式卒業者とは異なり、夜間中学への入学が
許可されたのである。このことは、義務教育で習得すべき「学力」の質、および学力の評
価基準・メリトクラシーが孕む矛盾・曖昧さを暴露し、昼間の中学と夜間中学との管理的・
形式的な「調整・役割分業」の限界を露呈させた。
　さらに外国籍または外国から新たに来住した生徒、すなわち①在日韓国朝鮮人、②引揚
帰国者、③移民、④難民（以下、「4範疇」と総称）も急増した。1990年度以降、大会関係
史料から全国の属性別生徒数の推移が確認できるが、それによれば夜間中学在籍者の約7

割が「4範疇」の生徒によって占められていた（表2参照）。
　「4範疇」の生徒は、それぞれ異なる属性・特徴をもつが、しかしいずれも国民国家・民
族解放を越えたポスト・コロニアルの主体という点では共通していた。すなわち彼・彼女
たちは「国籍－血統－文化・言語－出生地－現住地－自己定義」が複雑に錯綜し、また過
去の帝国主義・植民地支配のみならず、戦後の東西冷戦・南北格差等の歴史的文脈によっ
ても生成され、戦後の日本・世界社会（国民主権・民族解放・民主主義の社会）の中で疎外・
差別・排除されてきた人々であった。したがって「（日本）国民の養成（教育基本法一条）」
を目的とする同質的な義務教育の完遂や、それを前提とした教育の機会均等という理念そ
れ自体の限界をも露呈させた。
　夜間中学では、義務教育としての同質性に囚われない多様な教育実践──識字・基礎教
育、日本語教育等──が進められた。また生徒の多様性・異質性に即して、①戦後補償、
②民族解放・民族教育、③日本国民の権利、④多文化共生等、多種多様な理念に基づく議
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論・論争が交わされた。たとえば在日韓国朝鮮人の生徒に対しては、植民地支配の戦後補償、
民族解放・民族教育の理念が強調された（37）。これに対し、引揚帰国者の教育は単に戦後
補償・戦争被害者の論理だけでは包摂しえない複雑な現実──文化的・血統的な「半日本
人」、一世と二世の違い、多様な国籍、国家間の経済格差等──が輻湊していた（38）。南
米日系人の場合、戦後の日本政府の移民政策・米軍による沖縄統治等の背景とともに、出
入国管理法改定（1990年）以降は南北格差の下での「デカセギ」への注目がなされた（39）。
インドシナ難民は、民族解放闘争が勝利したはずのベトナム等からの脱出者であり、民族
解放や戦後補償の文脈は適用できず、「戦争犠牲者」と定義された（40）。このように多様な
歴史認識とそれに基づく教育理念が錯綜する中で、1970年代には在日韓国朝鮮人が多い関
西、および中国引揚帰国者が多い東京の夜間中学の間で一定の認識の齟齬・論争が起きた（41）。
しかし1970年代末以降、中国引揚帰国者が関西でも急増し、「すれちがいはなくなりつつ
ある」（42）と述べられるに至った。
　こうした「4範疇」の生徒の増加に伴い、全夜中研では民族的マイノリティに対して排
他的な日本社会への批判、特に学校外での差別・人権侵害への関心も強まった（43）。識字・
日本語教育は「生存権としての学び」と位置づけられ、夜間中学内部での教育実践にとど
まらず、引揚者のトータルな生活を支援する「引揚者センター」設立・拡充を日本政府に
要求する大会決議も毎年、あげられた。
　しかし、総じていえば第3期、全夜中研大会では国民国家・民族解放を越えたポスト・
コロニアルの歴史認識の十分な共有には至らなかったようである。それは、一つには、当
時の東西冷戦・南北格差が、依然として一国単位のナショナルな政治・経済構造に大枠で
規定されていたためだ。そしてもう一つには、この時期の夜間中学で、個々の生徒のリア
ルな生活実態、特に学校外での労働─生活実態の把握が希薄化したためと思われる。夜間
中学では第1期以来、1970年代前半までは生徒の学校外での労働─生活実態の詳細な調査
がしばしばなされてきた。しかし1970年代半ば以降、──おそらく日本語・言葉の壁、お
よび識字・日本語教育等の切実な緊急性のためと思われるが──生徒の労働－生活実態の
調査やそれをふまえた議論が減少していった。そこで全夜中研大会での議論も、学校・教
室の中での「言葉（識字・日本語）や文化の壁」をめぐる狭義の教育問題に視野が限定さ
れがちとなった。また「引揚者」、「引揚帰国者」、「帰国者」、「移民」、「難民」等の概念も
厳密な歴史的規定を欠き、未整理なまま錯綜していた。
　そしてこうした「4範疇」の生徒は、前述の障碍者・特殊学級卒業者と同様、学齢・既
卒でも比較的柔軟に夜間中学への入学が認められた。ここでもまた義務教育における「学
力」の質の曖昧さ・矛盾が暴露され、昼間の中学と夜間中学との管理的・形式的な「調整・
役割分業」が実質的に破綻したと言えよう。
　総じて第3期、日本人、特に若年層（学齢者・形式卒業者）の生徒が激減したにもかか
わらず、夜間中学が存続・発展し得たのは、文部省が目論む「学齢者は昼間の中学、学齢
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超過者は社会教育」といった管理的・形式的な「調整・役割分業」化が破綻したからだ。
学齢超過者への義務教育保障は、第1期以来の夜間中学の伝統、および第3期の社会教育化
への反対運動によって維持された。さらに、より一層大きな要因として障碍者・特殊学級
卒業者・外国籍または外国出身者における「学力」の質の多様さ、およびその柔軟な受け
入れが、管理的・形式的な「調整・役割分業」化を実質的に破綻させたといえよう。
　なお第3期の1980年代末以降、新渡日外国人の入学も相次いだ。ただしこれは1998年時
点でも在籍者の1割程度にとどまり、全夜中研大会でも新たな質の議論は未だ萌芽的であ
った（44）。
　
Ⅴ．グローバリゼーションと新渡日外国人（1999 〜 2018年度）
　
　第4期は、グローバリゼーション下で新渡日外国人の生徒が急増した1999～ 2018年度だ。
　この時期、夜間中学の生徒数は1999年度の3436名から2018年度の1699名に半減した。
第3期に多数を占めた「日本人」、および「4範疇」の生徒がいずれも激減したのである。
　唯一急増したのは新渡日外国人の生徒で、458人から1215人に約2.7倍になった。在籍者
に占める比率も13.3％から71.5％と圧倒的多数を占めるに至った。新渡日外国人はグロー
バルな世界市場によって創出された越境的な移民労働者（主に若年層）であり、第3期に
大きな位置を占めた「4範疇」の生徒と比べても一層、国民主権・民族解放を相対化した
ポスト・コロニアルの主体で、「国家による義務教育の保障」という理念それ自体の限界
を露呈させた。現に全夜中研第52回大会で日本弁護士連合会も、18歳以上の新渡日外国人
の場合、「日本国に対し、義務教育レベルの適切な教育の場を提供することを要求する権
利を有しているとまではいえない」（45）と報告せざるを得なかった。
　こうした変化をふまえ、全夜中研は、まず教育目的をポスト・コロニアルの新たな理念
──国民主権・民族解放を越えた普遍的人権としての学習権保障──へと本格的にシフト
させた。2003年度に日弁連に人権救済を申し立て、2008年度には「すべての人に義務教育
を！ 21世紀プラン」を採択したのである（46）。また全夜中研大会では、学校・教室内での
言葉や文化の問題にとどまらず、外国人労働者としての劣悪な労働条件の把握・改善の必
要が強調された（47）。2000年以降、大会要望書には「労働者としての権利の擁護」、「雇用
に対する抜本的な対策について」等の文言が盛り込まれた。そして過去（第1期～第3期）
の夜間中学生についても、ポスト・コロニアルの日本・世界社会が創出した人権侵害の被
害者として改めて見直す報告が増えてきた。たとえば在日韓国朝鮮人の生徒についても、
植民地支配の戦後補償・民族解放の文脈だけでなく、ポスト・コロニアルの日本と朝鮮半
島における東西冷戦（日韓条約、朝鮮戦争、済州島四三事件、韓国の独裁政権と民主化闘争、
北朝鮮での苦難と脱北経験等）、南北格差（日本に密航した在日韓国朝鮮人の苦難の生活史、
日本での不法就労）、さらに戦後の国民主権・民主主義の下で日本政府が実施した諸政策（日
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本国籍剥奪・指紋押捺、韓国籍と朝鮮籍への分断、朝鮮学校閉鎖、地方参政権の欠如）の
問題を直視する新たな歴史的視座からの報告が多数なされた（48）。
　新渡日外国人の増加により、「島国」単位の昼間の中学と夜間中学の管理的・形式的な
「調整・役割分業」は一層、空洞化していった。昼間の中学に通わない新渡日外国人の学
齢者が急増した。学齢超過の新渡日外国人の「社会教育（日本語教育等）」は、政府によ
って到底整備しきれるものではなかった。日本人・外国人を問わず形式卒業者は累積的に
増加し、その少なくない部分が中高年を含む「ひきこもり」として大きな社会問題となった。
そこで政府・文科省は2015年頃以降、それ以前の方針を放擲し、夜間中学増設・生徒数の
拡大へと大きく方針転換した。形式卒業者や一部の学齢者の夜間中学への入学も容認し始
めた。そして2016年、教育機会確保法が成立し、そうした方針転換が法的にも確定された。
2016年度以降、全国各地の夜間中学で日本人の形式卒業者の入学が報告されている（49）。
　ただし夜間中学の新渡日外国人生徒は、2017年度をピークとして減少に転じた。またそ
の出身国も中国・韓国・ベトナム・フィリピン等が減少し、ネパールが増加してきた。こ
の背景には、何よりもまず世界経済における日本の相対的な地位低下がある。またネパー
ル人の生徒は、もともとネパール国内でも特定の伝統的な移民送出地域の出身者であり、
その増加はチェーン・マイグレーションの移動先が欧米や中東から日本にシフトしたとい
う特殊事情に支えられていた。
　
Ⅵ．グローカリゼーションとディアスポラ（概ね2019年度〜）
　
　さて2019年度、夜間中学が2校増加し、夜間中学の在籍生徒数、特に日本人生徒が増加
に転じた。いましばらく趨勢を見定める必要があるが、2019年度から夜間中学は新たな第
5期に移行した可能性が高い。
　第4期以降の趨勢をふまえれば、第5期には概ね次のような変化が想定される。
　まず新渡日外国人の生徒は、ネパール人も含めて早晩、減少する可能性が高い。世界経
済における日本の相対的地位低下は継続し、むしろ急速に進行しつつある。2020年の世
界的な新型コロナ禍は、国境を越えた人の移動の減少、および日本経済の相対的地位低下
の双方を一挙に加速すると思われる。夜間中学の生徒でこれまで唯一、増加していたネパ
ール人も前述のように、もともとネパール国内の特定地域の出身者で人口規模が少ない上、
今後も継続的に移動先として日本を選択し続けるとは考えにくい。
　逆に増加が予想される生徒は、①両親の一方、または両方が外国人で幼少期に両親と同
伴して来日し、または日本で生まれた若年不登校者、および、②無戸籍者・形式卒業者・
学齢の不登校者等の若年層だ。こうした人々は、ポスト・コロニアルの日本・世界社会に
よって排除された典型的なディアスポラであり、「国籍－血統－文化・言語－出生地－現
住地－自己定義」の諸要素がまさに離散的に融合した人々でもある。たとえば、日本人と
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外国人を両親とし、各地を流浪してきた無国籍・無戸籍でセミリンガルの生徒は、いかな
る固定的な民族的自己定義を持てようか。彼・彼女たちは主に日本国内で誕生したグロー
カルな主体であり、その生活実態・アイデンティティにおいて国民主権・民族解放・多文
化共生といったナショナルな定義それ自体が溶解・離散している点で、第4期に多数を占
めた二国間を移動する新渡日外国人とも異なる。なお2019年、文科省調査によれば、外国
籍の不登校学齢者は日本に少なくとも1万9654人いて、これは在日外国籍の学齢者の15.8

％を占める（50）。学齢超過・無国籍・日本国籍取得・不法滞在等の人々を含めれば、不就
学者の実数が一層膨大であることは明らかだ。
　第5期の夜間中学を法的に基礎づける教育機会確保法は、いうまでもなく1954年の第1

回大会以来の全夜中研の法制化に向けた努力の貴重な成果だ。また直接には、第4期にお
ける普遍的人権としての学習権保障・人権救済を求める運動が獲得した重要な成果でもあ
る。ただし、「人権」概念は、国民主権（＝当該国の国籍を持たない人々の主権からの排
除）、資本主義（＝階級格差・自己責任・メリトクラシー）との間で一定の矛盾を孕むが、
しかし本質的にはそれらと両立・相互依存する近代市民社会の利己的権利だ（51）。したが
って政府・文科省も「人権としての学習権」は、「外国籍者に対する戦後補償としての義
務教育保障」等とは異なり、十分に受け入れ可能だ。その意味で教育機会確保法は、政
府・文科省が夜間中学に新たな近代的な「役割」を付託したことをも意味する。すなわち
それはまず中高年を含めて累積的に拡大再生産されてきた不登校者・形式卒業者の「受け
皿」の整備であり、今後の一層の「落ちこぼし」の持続的増産の「免罪符」・治安維持対
策だ。そして同時にそれは、戦後民主主義・国民主権によって均質化された従来の公共性・
義務教育の終焉、公立義務教育の能力主義的・階級的な多元化・複線化の一大契機でもあ
る。公立の義務教育が昼間と夜間に複線化される以上、さらなる多様な能力主義的複線化
は必然であろう。したがってまた今後の夜間中学では、完全に自発的な入学者とは言えな
い（昼間の中学から半ば強制的に送致されてくる）生徒の発生・増加、および国家・行政
による夜間中学の評価・管理（就職率・進学率・「学力」等の評価、管理的な教員人事異
動等）の一層の強化も予想される。夜間中学に能力主義・管理主義教育が一定程度、浸透
することも避けられない。1976年の第22回全夜中研大会で松崎運之助氏が危惧した「夜と
昼との2つの義務教育への分断・複線化」、および「行政・法律によって切り捨てられた人を、
また法律で救うという悪循環」が、いよいよ本格的に進展するのである。
　以上をふまえれば、今後の夜間中学に求められるものは、夜間中学生のトータルな人生・
生活を疎外する近代社会の最後の3つの障壁、すなわち①国籍（国民主権・国家単位の公
共性や管理）、②能力（メリトクラシー・競争）、③階級（経済格差・貧困）の壁を掘り崩
すような主体形成・普通教育、およびそれを可能にする「学力」と越境的公共圏の構築と
思われる。その中で特に重要な「生命線」（52）は、夜間中学に関わる人々が学校・教室内
部に視野を限定せず、生徒のトータルな人生・労働－生活過程に強い関心をもち、その人
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間としての主体性・尊厳を実現し得るポスト・コロニアルの社会変革の道筋を洞察し、そ
の中で夜間中学・「学力」が果たす役割を明確にし得るか否かにあると言えよう。
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Historical Transition Process of the Night Junior High Schools and Their 
Students

　　ASANO, Shinichi（Kobe University）

　
Abstract

 In this article I give an overview of the historical transition process of Japanese night 

junior high schools and their students after World War Ⅱ, and discuss their historical and 

social significance. I examine this topic from the viewpoint of social change theory of 

postcolonialism.

 The History of Japanese night junior high schools and their students can be divided into 5 

phases. In the first phase (1947-1954), which was the postwar chaotic period, the number of 

night junior high schools had rapidly increased to accept the increasing number of students 

who suffered from poverty.

 In the second phase (1955-1969), the rapid economic growth caused disparity in region 

and class. With the managerialism and competition-oriented education developed in 

compulsory education, the number of night junior high schools and their students decreased 

rapidly, leading to a search for new roles.

 In the third phase (1970-1998), children of school age and junior high school graduates 

were excluded from night junior high schools. Meanwhile, the role-sharing system was 

collapsed by the rapid increase and explosive diversification of students which contained 

handicapped people, special class graduates, Korean residents, returnees from China, 

Indochina refugees, Japanese immigrants, and so on.

 In the fourth phase (1999-2018), with globalization, there was an increase in the number 

of foreign students. This propelled the notion of education for universal human rights beyond 

the idea of national sovereignty and national liberation. New role-sharing for adjustments 

between junior high schools and night junior high schools were sought and the Act on 

Securing Educational Opportunities was enacted for their legal basis.

 In the fifth phase (2019- ), with development of glocalization, there is a diverse and 

increasing diaspora of students.

Key words:

historical transition, night junior high school, postcolonialism, social change theory
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書　評



＜書評＞

宋美蘭　編著
『韓国のオルタナティブスクール─子どもの生き方を支える「多様な学びの保
障」へ』
明石書店　2021年2月
　

山田泉（元法政大学）

　本書は、タイトルのように韓国におけるオルタナティブスクール（代案学校）について
数校の事例の紹介を中心として、このような学校が生まれ、伸展してきた社会的背景を分
析し、解説しているものである。比較の意味からか、あるいは似たような状況を提示する
ためからか、1校だけだが日本の高等学校の取り組み事例の紹介と背景への言及がある（第
5章）。それぞれの学校関係者へのインタビューも含めた丁寧な事例報告がなされている。
学校設立の理念、背景にある社会状況による変遷、その経緯まで詳細に記述している。さ
らに、最終章（第8章）では、卒業生の一人から聞き取りをし、卒業後の社会への接続の
問題を指摘している。
　文字どおりオルタナティブスクール（代案学校）は、公教育における一般の学校に代わ
るもう一つの学校のあり方を模索するものだが、評者はその存在理由は大きく分けて二つ
あると考える。その一つは、現在の社会のあり方およびその社会の構成員としてふさわし
い資質・能力を養成する教育観の双方を批判し、より人間として望ましい生き方が可能な
社会を構築する資質・能力を養成しようとする教育観に由る学校である。これに対しもう
一つは、教育環境を問題とし、子どもがクラスメイトや先生などとの人間関係や自己肯定
感の持てない学校生活による不登校等に対処するために必要とされる公教育、学校外の居
場所としてのものである。日本のフリースクールの活動などは、後者の場合が多いと思わ
れる。本書で扱っている代案学校は、主に前者に属するものと考えられる。もちろん、両
者は互いに影響し合ったり複合したりすることもある。
　本書の章立ては、序章、第Ⅰ部（第1､2章）、第Ⅱ部（第3､4､5､6章）、第Ⅲ部（第7､8章）
および「おわりに」となっている。
　序章では、韓国における学ぶ意味を失った「無重力」の子どもたちが生まれる背景を、
80年代、90年代、2000年代それぞれの社会状況との関係から述べている。それと関係づけ
て日本の不登校の状況について言及している。それを受けて韓国のオルタナティブスクー
ル（代案学校）の急速な広がりとそれに対する研究者の分析等を紹介し、公教育の教育内
容の変革の必要性を指摘している。90年代からのグローバル経済の下で経済的価値を優先
する競争原理の社会が学校教育に強く反映していることの問題性と人の生き方を追求しそ
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れに資する社会のあり方を学びの中心に据えるもう一つの学校（オルタナティブスクール、
代案学校）創造を目指す活動について述べている。本書は各部、各章においてそれらを掘
り下げて述べている。
　第Ⅰ部では、第1､2章に分けて、韓国の代案学校が生まれ、広がり、分化していく歴史
的・社会的な文脈を解説するとともに制度的・法的根拠・実際の教育課程・カリキュラム
内容を明らかにしている。第Ⅱ部の第3章から第6章は、実践報告を中心に都市部、農山村
部それぞれの代案学校の取組を、教育理念から取り上げて示している。第5章は、ソウル
市のアルムダン学校（中学、高校）と日本の北海道北星学園余市高等学校を対照し論じて
いる。双方とも不登校やいじめ経験者が多いということだが、生徒たちへのインタビュー
をもとに学校の特徴を記述している。両校の共通点としては、生徒が中心の学習活動を生
徒自身が協働して作り上げる中から、生きていく上での人と人との関わりの大切さを実際
に体験しながら学んでいることが挙げられよう。関わりの相手としては、親や教師だけで
はない「第3の大人」の存在の重要性を指摘している。両校の違いと思われるのは北星学
園の生徒がよく使う言葉として「素をだせる」があるということだ。日本社会および学校
文化が個人が全体に合わせることを強いていて、一般の社会では子どもといえども自分の
素直な思いを口に出せないものになっていることが分かる。人間関係構築で最も重要なも
のは互いに素のままで関わりながら相手を理解し、ともに受け入れていくことだと思われ
る。「みんな違ってみんないい」意識での人間関係構築だとも言える。第Ⅲ部の第7章は農
村共同体活動と代案学校の関係を述べているが、まさに本書で紹介している韓国における
代案学校の活動は、現状の社会のアンチテーゼとしてのもう一つの社会像、人と人が共に
関わり共に生きる「共同体」の再生を目指した社会の創造とそのための教育、学校のあり
方を問うものだということだろう。しかし、最終第8章では、代案学校卒業生の生の声を
通じて、代案学校の取り組みによって培った資質、能力が現実の市場原理の下での競争社
会で発揮することの難しさを訴えている。しかし前途が多難であっても、あるいは、多難
であるからこそ、代案学校の取り組みが社会に訴えるものは大きく、韓国の教育行政でさ
え、現状の教育をよりよく変えていくためのもう一つの教育のあり方を模索し、これら代
案学校の取り組みを注視している。その現れが、「制度内学校」（認可校）としての代案学
校の存在だと考える。
　評者は上記で代案学校の存在意義を大きく二つに分けられるとしたが、入り口のニーズ
こそ若干の違いがあっても、二つは共通部分が多い。いかなる学校での教育においても、
教育内容や方法は、そこで生きていく人々が選択する生き方とそれを実現するための社会
のあり様と不可分だということだ。かつ子どもたちの発達という面を考えると、いずれの
教育にも学ぶ主体である子どもに対しても、養成する資質・能力の内容としても、福祉的
視点が重要だからである。
　本書でのオルタナティブスクール（代案学校）の取り組み紹介は、日本を含め多くの国
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で教育とは何かを考え、国の公教育の具体的なあり方を考えるための問題提起として貴重
な示唆を与えるだろう。しかし、韓国のオルタナティブスクール（代案学校）は、まだ点
としての存在に過ぎない。これらの取り組みが一般社会に評価され、数の上でももう一つ
の教育として併置されるまでには、学校創設と併せて、関係者による一般社会への粘り強
い啓発活動が必要なことを指摘しておきたい。
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＜書評＞

生田周二著
『子ども・若者支援のパラダイムデザイン─ “第三の領域” と専門性の構築に
向けて─』
かもがわ出版　2021年5月
　

井口啓太郎（文部科学省）

　本書は、2013年頃から本格的に展開されてきた科研費研究や日本社会教育学会等におけ
る共同研究の成果を踏まえ、その代表者としてこの間の研究活動を推進してこられた著者
による単著である。その内容は、子ども・若者期の支援に関する先端的な研究やドイツと
の国際比較研究の成果を概観できる見取り図でもあり、実践者等と共同した実証研究から
析出された政策提言でもある。教育や福祉に限らず子ども・若者支援に関連する書や研究
は多岐にわたるが、巻末12頁分に及ぶ膨大な参考文献を渉猟して整理・検討される制度や
理念に関する「パラダイムデザイン」は、不安定な基盤のもと実践を支えるユースワーカ
ーや関係者にとって、確かな道標になりえるのではないだろうか。
　本書が他書の研究と異なる点について、著者は、「子ども・若者の人格形成・成長発達
にとって家庭・学校とは異なる “第三の領域” としてどのような仕組みが必要なのかを検
討している点、その際にターゲット支援だけではなくユニバーサルな側面をきちんと位置
づけることを提案している点（文化的側面の重要性）、子ども・若者支援をめぐる問題点
を四つの欠損として指摘し総合的に考えようとしている点、領域として未確立のために、
特に支援者の専門性や業務の言語化により養成・研修の枠組みの確立に資するものにしよ
うとしている点」（p.189）などを挙げている。
　日本の子ども・若者支援における「四つの欠損」、すなわち①包括的な「第三領域」、②
支援する専門職、③それらを支える学問領域、④支援における権利性、これらの欠損がパ
ラダイム不在の原因とされる。他方、著者が研究してきたドイツでは、青少年の自己実現
と移行援助を課題とする「第三の領域」としての子ども・若者支援が展開し、この理論と
実践の学問的背景に「社会教育」が位置づき、制度的に「社会教育支援」が提供されてい
ると述べる。日本の社会教育を取り巻く背景と異なるのは、「ドイツの『社会教育』は、法的・
行政的に組織された公的な援助措置である子ども・若者支援の理論と実践の学問として出
発しつつ、今日、社会福祉援助活動を含めたあらゆる年齢段階の人々に対する公的な援助
提供と関連して自己形成と生活形成に資する学問の基礎として位置づいている」（p.47）点
にある。
　確かに現在の日本の社会教育には、子ども・若者の課題に向きあうには十分な制度的・
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学問的基盤があるとはいえない。評者は過去に公民館職員として、「自立に課題を抱える
若者」を含む実践に携わってきた経験があるが、子ども・若者が抱える課題に対して、公
民館がアプローチする必要性を内外で共有するプロセス自体に多くの困難があった（井
口啓太郎「若者問題に対する公民館実践の課題と可能性」日本社会教育学会編『子ども・
若者支援と社会教育』東洋館出版、2017年）。今日、かつての青年教育の枠組みが解体し、
指導者・リーダー育成が中心の社会教育行政における青少年教育において、子ども・若者
支援に関する権利性や専門性を公的社会教育の枠組みのもとで担保することは難しくなっ
ている。
　こうした状況のなかで、近年のユースワーカーや関係者による支援者養成・研修講座の
展開、あるいは実践者による職域団体等の結成など、専門性確立に向けた動きは非常に活
発に映る。本書を読むと、こうした業界全体の活性化に、著者が研究面から大きな貢献を
果たされてきたことが理解できる。
　では、子ども・若者支援の専門性とはどのように構成されうるのであろうか。この詳細
は本書をぜひお読みいただきたいが、そのなかでも評者が興味深く感じたのは、専門的能
力の要素としてセンスに着目する議論である。本書ではセンスについて、「子ども・若者
支援の取り組みの中において、自己の生活歴や経験などを背景に、養成段階や研修で学ん
だことを踏まえつつ、目の前で起きている事象をどう読み解き対応し実践するかというポ
イントになっている」とし、「社会的ニーズを発見するなど、状況の要請に対する必要な
感受性」（p.170）と暫定的な定義づけがなされている。
　これを読んで評者が思い出したのは、資格を持ち知識やスキルを身につけていようとも、
「良い実践」ができるとは限らない、という「現場の常識」である。それはまさにセンス
と呼びうる次元の話であろう。自らの人生・生活経験に基づく価値基準を自覚し、その「も
のさし」を常に反省的に捉え返すことができるセンスはいかに磨くことができるのか。評
者はここに「社会教育的支援」の核心があるように思う。
　特に子ども・若者支援の現場では、支援の担い手に子ども・若者に近い感覚を持って、
目線を合わせながら「ナナメの関係」をつくることが得意な20～ 30歳代の若者が多い印
象がある。そのユースワーカーや支援者は、非正規雇用の不安定な条件のもとで働き、子
ども・若者の困難に向き合っている者も少なくないだろう。つまり、支援者自身も社会構
造の周辺に位置づけられ、少なからず「生きづらさ」の経験を持っていたりもする。評者
はそうした支援者それぞれの「当事者性」が、支援─被支援の「タテの関係」から共同・
協同の関係性をつくっていく実践への展開に影響を与えているように感じる。近年、ひき
こもりや発達障害、精神障害の当事者による「ピアサポート」が注目されるのも、そうし
た観点からであろう。この「当事者性」は、本書で議論されるセンスと関連するのではな
いだろうか。
　もう一つ、評者の関心からいえば、障害のある子ども・若者支援との関連も考えてみた
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くなった。本書の主眼は上述の通りユニバーサル支援の位置づけにあり、ターゲット支援
中心の「障害児者支援」は議論の対象としていないとも推測できる。ただ、ユニバーサル
な支援を目指すのであれば、インクルーシブであることも問われるだろう。たとえば若者
支援の現場においては、それぞれの困難の原因を探っていくなかで、発達障害や精神障害
の問題にぶつかるケースは少なくない。この時、「障害」の問題の捉え方が問われてくる。
あるいは行政と民間団体が協働する際の前提となる「補完性原理」の観点からは、放課後
等デイサービスをはじめとする障害福祉の制度や現状などが参考になりえる。これらの論
点もぜひ今後の研究において深められていくことを期待したい。
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＜書評＞

大重史朗著
『多文化共生と夜間中学─在留外国人の教育問題─』
揺籃社　2021年5月
　

大多和雅絵（横浜市立学校事務職員）

　本書は「公教育と住民団体やNPO法人を軸として、在留外国人が日本語を学ぶ多文化共
生社会を広義の『学校』、つまり『学びの場』と位置づけ、教育行政としての学校と住民
団体を加えた日本語教室の連携こそ、多文化共生社会を実現し、誰も取り残さない、排除
しない、とくに在留外国人の国籍など多様性を尊重した社会包摂が生まれるのではないか」
（p.4）という問いからはじまる。そして、その問いのもとで三つの仮説を論証することを
目的としている。一つは、「学びの場」の中心的存在が「夜間中学」であり「単に国際交
流事業を行うだけにとどまらない、新たな多文化共生社会という社会包摂の場を成果とし
て実現できるのではないか」（本書は、公立中学校の夜間学級とNPO法人等が運営する日
本語教室などを含めて「夜間中学」と定義している）、二つ目は、対象とする埼玉県川口
市の夜間中学の存在意義について明らかにすることは「在留外国人の学習権と行政の教育
確保義務をそれぞれ尊重して、行政と地元住民が協働して多文化共生社会を実現できる成
果を証明することになるのではないか」、三つ目は、生徒の8割以上が在留外国人であり、
日本語学習が行われている夜間中学は「言葉の壁を解決する手段」であり「多文化共生社
会を創出していると言えるのではないだろうか」という仮説である（pp.4-5）。さらに、本
書は教育機会確保法施行以降、全国に先駆けて2019年度に公立中学校夜間学級（以下、夜
間学級）を開設した川口市（千葉県松戸市にも同年に開設された）を研究対象としているが、
その理由は、多文化共生を対象とした社会学研究の領域において、未だに一定の理論構築
がなされていない地域であることによる。
　本書の構成は、著者が「範囲は教育学を超えて社会学をはじめとする多分野にわたり、
必ずしもこれまでの学問領域の一つの範疇ではない部分が少なくない」（p.3）と述べるよ
うに、多文化共生や公教育についての理論的考察などじつに多角的な視点を盛り込んで、
理論と実証研究双方から著者の仮説を立証していこうと挑んでいる意欲的な試みであるこ
とが理解できる。そのため、読み手によっておそらく様々な論点が見出されるのであろう
が、本稿では教育学のなかでも教育史の領域で実証研究を行ってきた筆者が提示でき得る
論点にとどめて二点提示し、評者としての責任を果たせればと思う。
　一つは、本書が課題とした三つの仮説と論証の適切性についてであるが、仮説自体が多
文化共生をめぐる解釈が含まれる構成になっていると思われ、何をもって検証できたと捉
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えればよいものか、不本意ながら筆者には判断が難しい。ただし、在留外国人の「学びの場」
として夜間学級や「自主夜間中学」、NPO法人等が運営する日本語教室の重要性と可能性
については著者と共有していると思われるし、さらに行政を含めた協働体制が重要である
点についても共感している。そのうえで、あえて指摘するならば、多文化共生社会の実現
においては著者が指摘するように、日本語教育が一つの重要な取り組みとなるであろうこ
とは疑う余地はないが、他方本書の理論研究で様々な指摘をするように、乗り越えるべき
問題は多岐にわたる。例えば、本書で取り上げられているように行政による外国人住民へ
の施策の策定や多言語での行政サービス、地域での日本語教育が活発に行われさえすれば、
問題が解決されるわけではないと考えられる。行政施策があるからといって、そのことと
実際の住民レベルでどのような「共生」が成立するかの間には距離があるのではないだろ
うか。
　さらに、公教育として存在する夜間学級は地域の日本語教室とは異なり、日本語教育に
特化した教育機関として存在してはいない。むしろ、これまで入学する生徒の実情に応じ
て、実態としてなされてきた経緯があろう。また、夜間学級が対象とする生徒は日本語を
母語としない在留外国人に限らず、引揚帰国者、在日韓国朝鮮人、「学びなおし」を求め
る人たちなど多様な背景をもつ。本書は、夜間学級とNPO法人等が運営する日本語教室
を含めて「日本語を学習する拠点」として「学びの場」と捉えることに特徴があるのだが、
日本語教育に限定せず、公教育としての夜間学級が多文化共生社会へどのようなかたちで
貢献でき得るのか。そこでは、教育課程などカリキュラム研究を含めて、そうした教育が
地域社会へどのような影響を及ぼしているのか。それは多文化共生社会実現のうえではど
のような意味をもつのかなど、実証的に検証する必要があるように思われる。今後の夜間
学級の意義を考える際にも重要な点となろう。
　二つ目は、「川口プラン」と夜間学級の開設や住民ボランティアによる実践との関連に
ついての疑問である。「川口プラン」は地域教育計画としての社会科カリキュラム実践と
して、研究者、教員、行政が一体となって取り組んだ地域に根差す教育運動の先駆けとし
て知られる。著者は、夜間学級や住民ボランティアによる日本語教室の開設、住民運動の
背景には「川口プラン」策定時から「新しい教育体制を敷くためのモデル地域になりうる
という歴史的な土台づくり」があったからに他ならないと指摘する（pp.154-155）。しか
しながら、こうした現代的な実践と、戦後の混乱期に立ち上がり1950年代には後退した「川
口プラン」が長い年月を経て、さらに時代状況も異なるなかで具体的にどのようにつなが
るのか。少なくとも「自主夜間中学」と夜間学級の開設過程の叙述のなかでは検証されて
おらず、本書はその関連性について十分に描き出しているとは言い難い。なお、教育機会
確保法施行以降、全国的に夜間学級の開設が相次いでいるが、川口市と松戸市は1980年代
から夜間学級の開設を目指す運動とともに「自主夜間中学」が開設されていた地域である。
言わば、長きにわたり運動が展開されていたにもかかわらず教育機会確保法のような制度
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成立を待たなくては夜間学級の開設に至らなかった地域の一つでもある。
　以上のように、筆者の関心から疑問を提示してみたが、本書は、川口市の「自主夜間中学」
の現状や川口市の夜間学級である芝西中学校陽春分校の現状が記録されており事例報告と
して評価され得るであろう。さらに著者が行った生徒へのインタビュー調査記録など、一
次資料としても貴重な資料が収められている。何より「だれも取り残さない社会を構築す
るための方策を考える著書になるよう願って書き上げた」（p.3）と著者が記しているように、
共生社会実現への著者の願いが十分に詰まった本書が多くの人のもとに届けばと思う。
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編集後記

 

　第5号には、研究論文7本、展望論文2本、研究ノート1本の投稿がありました。査読の結果、
研究論文3本（うち1本は翻訳論文）、展望論文1本、研究ノート1本が採用され、書評3本と
ともにここに掲載することができました。
　この第5号は、新たな編集委員会による初の編集作業となりました。前編集委員会から
受け継いだ知識と経験を基に、編集委員一同力を合わせ、試行錯誤しながら編集作業を進
めてまいりました。そのなかで最も重視しようとしたことは、投稿者の研究を支援すると
いう姿勢です。投稿者や査読者の方々とできるだけ丁寧なやり取りを心がけたつもりです。
今回、採用に至らなかった論文も、返却されたフィードバックを活かし、次号にご投稿い
ただけることを期待したいと思います。また、査読者の方々のご協力にもここに感謝申し
上げます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大が未だ止まらないなか、基礎教育をいかに保障してい
くのかを考え、基礎教育の現場で何が起こっているのかを伝えていくことも本学会誌の役
割の一つではないかと思う今日この頃です。
　新編集委員会へのご意見、ご要望等をいただけましたら有り難いです。今後とも『基礎
教育保障学研究』をよろしくお願い申し上げます。
　

『基礎教育保障学研究』第5号　編集委員会　2021年8月発行

編集委員長　　　新矢 麻紀子（大阪産業大学）
編集副委員長　　上杉 孝實（京都大学（名誉教授））

編集委員（五十音順）
　　　　　　　　坂本 旬（法政大学）
　　　　　　　　庄司 匠（「夜間中学校と教育を語る会」）
　　　　　　　　横関 理恵（拓殖大学北海道短期大学）

編集補助　　　　片桐 久美子（元法政大学）
英文校閲　　　　Daniel Teuber（大阪産業大学）

104


