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特集テーマ：「リテラシー調査の意義と課題」について

『基礎教育保障学研究』編集委員会

　リテラシーは、社会で不自由のない生活を送るうえで、そして人が人として自分らしく
生きるうえで欠かすことができない重要なものであることは言うまでもない。それは、本
学会にとっても追究すべき最も重要な課題の一つである。
　海外では、PIAACの読解力調査をはじめ、各国で内容や方法も様々なリテラシー調査
が実施されている。例えば、お隣の韓国では、成人を対象とする文解（識字）能力調査が
3年に1度実施されている。
　一方、日本においては、非識字率が極めて低いという政府の見解のもと、70年以上、
本格的なリテラシー調査が実施されないままとなっている。しかしながら、夜間中学には
学び直しを目的とした若年層の生徒が増え、また日本語教室には数十年の滞日歴があって
も読み書きがほぼできない外国人学習者が集うというのが実践現場の実態である。
　リテラシー調査の目的は、リテラシーの教育を必要とする人を把握し、教育に接続し、
そのQOLを改善することにある。そして同時に、調査の結果を政策に反映することによ
って、その教育を持続可能なものとすることにある。
　今号の特集には、研究大会の特定課題シンポジウム「基礎教育を保障する社会の基盤と
なる日本語リテラシー調査の意義と留意点」の発表内容を発展させた3本の研究論文と3

本の報告が投稿され、掲載することができた。国内外のリテラシーをめぐる課題がクリテ
ィカルに分析されており非常に興味深く、またそれらをもとに今後の研究や実践に向けた
展望も示されている。さらに、特集テーマのもとに掲載されたもう1本の報告は、韓国に
おける最新の文解能力調査に関するものである。韓国の最近の文解教育や調査の動向を知
ることができるだけでなく、今後、日本で識字能力調査をデザインするうえでも参考にで
きよう。
　どの論稿からも、様々な角度からリテラシー調査の今日的な意義や課題が見えてくるは
ずである。ぜひじっくりお読みいただきたい。
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＜報告＞

基礎教育を保障する社会の基盤となる日本語リテラシー調査の意義と留意点
─「特定課題研究」シンポジウムより─

野山広（国立国語研究所）
　
　
Ⅰ．はじめに
　
　ここでは、2016年8月の基礎教育保障学会設立時の第1回研究大会の際に掲げられた学会
のミッションの一つと捉えられる、「リテラシー（読み書き）調査」の復活、再構築に向けて、
基礎教育保障学会の特定課題シンポジウム（2021年9月19日）や野山（2021）等の内容を
踏まえつつ報告する。そのことを通して、基礎教育に関係した方々に日本語リテラシー調
査の意義や重要性、留意点についてできるだけ理解して頂き、今後の展開・状況に応じて、
パイロット調査や本調査、問題作成などに協力して頂くことを目指したい。

Ⅱ．リテラシー調査の意義と課題－「特定課題研究」シンポジウムを踏まえて

　基礎教育保障学会の第6回研究大会（北海道大学・オンライン）の二日目、9月19日（日）
の午後に、「基礎教育を保障する社会の基盤となる日本語リテラシー調査の意義と留意点」
というテーマで以下のような特定課題シンポジウムが開かれた。
　
特定課題シンポジウム：
「基礎教育を保障する社会の基盤となる日本語リテラシー調査の意義と留意点」

　パネリスト：
横山詔一（国立国語研究所）
「日本人の読み書き能力1948年調査を知り、現代のリテラシー調査を考える」

上杉孝實（京都大学名誉教授、基礎教育保障学会前会長）
「リテラシー調査の意義と留意点―基礎教育保障の観点から―」

大安喜一（ユネスコ・アジア文化センター）
「リテラシー調査開発の重要性－欧州やアジアの動向を踏まえて」

コメンテーター：
前川喜平（基礎教育保障学会）
工藤慶一（基礎教育保障学会、北海道に夜間中学をつくる会）
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コーディネーター（司会）：
野山広（基礎教育保障学会、国立国語研究所）

　
1．日本人の読み書き能力1948年調査を知り、現代のリテラシー調査を考える
　横山（2021）の発表は「日本人の読み書き能力1948年調査を知り、現代のリテラシー調
査を考える」というテーマであった。発表の要旨は以下のようなものであった。なお、発
表内容の詳細については、横山（2022）を参照されたい。
　
　「日本初の科学的な読み書き能力調査は1948年（昭和23年）にGHQの提案によって
実施された。全国規模での本格的なランダムサンプリング手法が日本で初めて用いら
れ、全国270地点405会場で15～ 64歳の男女16,820人からデータが収集された。得ら
れた結果のなかで、とりわけよく知られているのがゼロ点の割合に関する記述である。
報告書『日本人の読み書き能力』（1951）はゼロ点の割合が1.7％だったことを示し、「こ
の数字は世界の各国にくらべておそらく極めてひくいものである」と結論付けている。
この言説は国内外で繰り返し引用され、いまや定説となっている。このシンポジウム
では、1948年調査で出題された問題用紙の実例、試験官による選択式問題の教示など
を時間の許す限り詳しく紹介し、この定説の妥当性について検討する。そして、日本
における現代のリテラシー調査がどのような学術的意義や社会的意義を持つのかを考
えていく。」

　
2．リテラシー調査の意義と課題―基礎教育保障の観点から―
　上杉（2021）の発表は「リテラシー調査の意義と課題―基礎教育保障の観点から―」と
いうテーマであった。発表の要旨は以下のようなものであった。なお、発表内容の詳細に
ついては、上杉（2022）を参照されたい。
　
　「リテラシー調査は、読み書き能力を中心としながらリテラシーの複数性や概念の
拡がりを念頭に置いて行わなければならない。目的は、リテラシーの獲得を必要とす
る人を把握し、その背景を知り、学習につなぐことにある。長らく全国調査がなされ
ていないが、リテラシー学習を必要としている人は決して少なくないことが、これま
での限られた調査からもうかがわれる。識字学習は、文字を取り戻す運動として展開
されてきたのであり、学習者の運営参画、相互教育、生活課題との関連づけ、自己と
社会の把握などが重視されてきた。このことを前提として、識字も多様なコミュニケ
ーション能力の中に位置づけ、規定要因を明らかにして、学習参加の契機となる調査
が望まれる。全体の平均を問題にするのでなく、必要としている人々についての詳細
な分析が課題となる。ICTの普及が進む中で、それに関するリテラシーについても検
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討が必要になっている。」
　
3．海外のリテラシー調査の動向
　大安（2021）の発表は「リテラシー調査開発の重要性―欧州やアジアの動向を踏まえて」
というテーマであった。発表の要旨は以下のようなものであった。なお、発表内容の詳細
については、大安（2022）を参照されたい。
　
　「国際的な成人教育に関する調査として、経済開発機構（OECD）による国際成人
力調査（PIAAC）では読解力、数的思考力、問題解決能力の習熟度と経済的・社会
的成果との関係性を示している。識字に焦点を当てた国際的な調査としては、ユネス
コ統計研究所（UIS）による「識字評価およびモニタリング・プログラム（LAMP）」
があり、従来の自己申告ではなく、多面的にリテラシーを調査する内容になっている。
こうした調査が、国際比較により参加国の政策立案に活用されることを主な目的とし
ているのに対し、ドイツ、フランス、韓国などでは、読み書き計算に困難を抱える低
識字者の状況を、日常生活における学習習慣や環境、雇用、健康との関係性を含めて
把握する調査を定期的に行っている。日本におけるリテラシー調査の対象、内容、方
法について、国際的な文脈を踏まえて、経験や実践の共有を進めながら議論すること
は、視野を広げると共に自らの立ち位置の確認になると考える。」

　
4.「特定課題研究」シンポジウムの概要
　本シンポジウムは、本学会の研究委員会で企画をして、今後、日本で再構築される予定
の日本語リテラシー調査（パイロット調査）について、報告、発表、質疑応答、意見交換
を通じ、識字調査に関する理解を深める目的で行われた。
　はじめにコーディネーター（野山）の趣旨説明があり、前半では3名のパネリストが発
表を行った。
　1つ目の発表（横山氏）では、本調査の元となる「日本人の読み書き調査」（1948年）の
概要の説明に加え、報告書において日本人の非識字者率が低いと結論付けられたことへの
疑問が呈された。今後、GHQ文書との対照を進めることの重要性も挙げられた。
　2つ目の発表（上杉氏）では、まず国際的なリテラシーの概念、リテラシー調査の必要
性が示され、次に日本で実施された小規模な調査例をもとに、調査のあり方や内容に関す
る課題が示された。調査のあり方では、困難を抱えている人の実態を把握できること、調
査を学習支援につなげること、調査内容では、ICTの活用等、個人の生活環境に合わせた
内容を検討する必要があること等が示された。
　3つ目の発表（大安氏）では、海外のリテラシー調査の動向が報告された。欧州やアジ
アの状況を踏まえながら、動向を概観したあと、ドイツ、フランス、韓国での実施例が紹
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介された。海外の知見から、識字能力を連続的なものとしてとらえることの重要性等が述
べられた。
　後半は、コメンテーター 2名のコメントと、パネリスト、フロアとの意見交換が行われた。
最初のコメント（工藤氏）では、調査の課題として、日本語の特徴（文字の種類、漢字の読み、
字体など）を盛り込むこと、日本語を母語としない人への調査方法を検討すること、調査
協力者の個別の事情を反映させること等が挙げられた。次のコメント（前川氏）では、日
本語のリテラシー調査には、文字体系、話し言葉と書き言葉の違い等、複数の課題がある
ことが指摘された。また、複数言語の話者が在住している現状では、調査すべきことは日
本語のリテラシーだけではないことも述べられた。
　質疑応答やフロアからの意見では、音声言語を介した調査方法（インタビュー等）の重
要性が指摘された。また、識字調査は教育や社会福祉政策に生かすための基礎データを提
供し得ることや、複数の省庁を巻き込んだ実施の可能性についても意見が挙がった。さら
に、1955年調査の結果の重要性や調査結果の国際比較、障碍者のリテラシー等、活発な意見・
情報交換がなされた。
　
Ⅲ．リテラシー調査の開発、パイロット調査の実施に向けて

1．1955年の調査を踏まえて
　1948年の調査から7年後の1955年に実施された調査では、15～ 24歳の青年層から2,000

人、調査対象地域を関東と東北に限定し、読み書き能力の試験が実施された。
　「読み書き能力が無く、日常生活に支障があると明らかに認められるもの」と判定され
た割合は、関東地域で9.5％、東北地方では15.7％であった。これらの人々は、UNESCO

の「機能的識字能力（functional literacy）」を欠く者というカテゴリーに分類されるもので
ある。それでは、調査問題に1問も回答できなかった者を、前回1948年の試験と同様、完
全文盲（1）と定義すると、完全文盲、つまり非識字者の比率は関東地域で0.1％、東北では
0.8％であり、その比率は減少していた。
　
2．リテラシー調査の問題開発に向けて
　1948年や1955年の調査結果を踏まえて、当時の「読み書き調査」と今日的なリテラシー
論との関連や、この3年間実施してきた挑戦的萌芽研究や、基礎教育保障学会で議論され
た結果を踏まえると、現代の時代に応じたリテラシー調査を開発・構築、実施しようとす
る場合、「ひらがな・カタカナ・漢字の書き取りや読み、文章理解などを問う問題」だけ
でなく、例えば、所属する集団やコミュニティ（人々との相互作用）の中で自分が置かれ
ている状況の説明をしたり、声を出す力等に関しても測定できるような工夫が必要になっ
てくることが予測される。
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　また、大安（2021、2022）の内容や、リテラシー調査の先進国（ドイツ、韓国、豪州、
フランスなど）の調査結果等についても情報収集、意見交換をして、例えば、CEFR（欧
州共通言語参照枠）の6段階の言語能力レベル（A1～ C2の6段階）のうち最も低いA1レ
ベルや、それよりも低いA0という仮設定のレベルの試験（ドイツの調査で実施）の活用、
援用などを考える必要があるだろう。そうしたものを参考にしながら日本でのリテラシー
調査の開発に生かしていくことが肝要である。
　
Ⅳ．おわりに―今後に向けての展望

　2020年の国勢調査では、これまでの長年の基礎教育関係者から調査関連機関への交渉や
ロビー活動の成果もあり、最終学歴の区分を改善した調査が初めて行われた。そのことで、
義務教育未修了者の正確な人数が判明した。その数は、「未就学」（小学校を卒業していな
い者）が約9万4千人、「小学校卒業」が80万4千人、合計89万8000人超、つまり約90万人
存在することが明らかになった。
　こうした数を踏まえ、さらには、人の移動が活発な現代社会や、移住者が増加するこれ
からの多文化共生社会をイメージした上で、日本語リテラシー調査の設計をしていく必要
がある。また、その設計の際には、日本語・日本文化や日本語リテラシーの理解、受容、
共有の在り方の変容や多様性を想定し、多様な言語・文化背景を持った日本語使用者の言
語生活の実態を把握した上で、将来的にどのような日本語リテラシー調査を行なえば、基
礎教育を保障できる社会を構築できるのか考えておく必要があろう。
　「特定課題研究」シンポジウムでコメンテーターを務めた前川氏は、今後居住者が増え
ると推測される外国人（日本語非母語話者）を視野に入れつつ、移民政策とリテラシー調
査の関係について次のように述べている（前川 2022）。
　
　「外国人の日本語リテラシー政策は本来移民政策の一環として考えられるべきもの
だろう。労働政策や福祉政策を含め、外国人を移民として正面から受け入れる移民政
策をとることが、本来は先決問題のはずである。」

　
　今後は、かつてドイツの政府が「移民」の存在を認めた上で移民政策へと大きく舵を切
ったように、日本政府も「移民」の存在をなるべく早く認めた上で移民政策へと舵を切り、
その政策の一環として日本語リテラシー政策を構築、展開していくことが期待されよう。
　前川氏はさらに、全国レベルのリテラシー調査の必要性や意義に関連して、次のような
ことを述べている（前川 2022）。
　
　「リテラシー政策を考えるためには、まず現状を把握するための全国調査が必要に
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なる。リテラシー調査によって政策課題を洗い出そうとする場合、その調査はリテラ
シー概念の多様性と調査対象者の多様性を踏まえたものにする必要があるだろう。日
本語における話し言葉と書き言葉の違い、複雑な文字の体系、複雑な敬語の体系、多
様な方言の存在、日本語と母語・継承語の関係、手話と日本語の関係、点字と日本文
字の関係、日本語能力と識字の連続性、非識字・低識字・低学力といった概念の連続性、
日本語や識字に課題を抱える人たちの年齢、国籍、生育歴、学習歴などの違いや障が
いの有無、特にさまざまなタイプのマイノリティグループ（その中には識字障がいの
ある人たちも含まれる）の存在を十分考慮し、どのような人にどのような課題がある
のかがきめ細かく浮き彫りになるような調査が望まれる。」（前川 2022）

　
　このような多様性を視野に日本語リテラシー調査を実施するためには、本研究において
は、「リテラシー（2）」を単なる「読み書き」としてだけ捉えるのではなく、これまでのユネ
スコの定義やパウロ・フレイレ（ブラジルの教育実践家・思想家）の理論を踏まえて、「読
み書きを必要とするあらゆる活動への参加を可能にする知識や技能を獲得し、所属する集
団やコミュニティ（人々との相互作用）の中で自分が置かれている状況を批判的に省察し
ながら有効な役割を果たすことのできる力」（岩槻 2016, pp.41-66）というように、幅広く
定義する必要があると思われる。コメンテーターの工藤氏はリテラシーの力について、「自
主夜間中学が象徴的に体現している『ともに生き、ともに学ぶ』という姿勢そのものから
生まれるのではないかとも思える。」と述べている（工藤 2022）。
　こうしたリテラシーの力は、国内外で日本語を学び、使用する者にとって、大なり小な
り必要な力だと思われるが、使用者本人の日本語の位置付け次第では、その必要の度合い
は変わって来るものと推察される。こうした状況を踏まえると、1948年の調査終了後の省
察結果（反省の弁）は、調査方法の開発の際には肝に銘じておく必要があろう。
　
　「この調査においては、表現能力（自分が人に伝えたいと思うことをコトバに表す
能力）について、全然考えなかったが、（将来的には）なんらかの科学的な調査方法
を考えて実施するべきであると思う。」（読み書き能力調査委員 1951, p.428）

　
注
（1）「完全文盲」という用語は、現在ほとんど使用されていない用語であるが、当時は使用されていた

ので、ここではそのまま提示した。意味としては、非識字者とほぼ同義と捉えられるので、この
直後では「完全文盲、つまり非識字者の比率は～」と述べた。

（2）「リテラシー」に関する広義の定義については、ユネスコの定義やパウロ・フレイレ（ブラジルの
教育実践家・思想家）の理論、岩槻（2016, pp.41-66）を参照すると、以下のように定義できよう。

　　「読み書きを必要とするあらゆる活動への参加（周辺から傍観者的に参加⇒十全に当事者として主
体的に参加）を可能にする知識や技能を獲得し、所属する集団やコミュニティ、そして、そこで
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生活する人々との相互作用の中で、自分が置かれた状況を適切に把握するとともに、言語生活の
在り方や枠組み（習慣・風習等）を理解し、状況に応じて省察（自分の位置取りを振り返ったり、
自己の置かれた状況を俯瞰して観る工夫をするなど）や対話（異なりや価値観の擦り合わせ等）
をしながら、地域住民の一人として有効な役割を果たすことのできる力」
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＜研究論文＞

　

 『日本人の読み書き能力』（1951）における非識字率の再検討
─ テストとしての問題点を中心に ─

A Re-examination of the Illiteracy Rate in The Reading and Writing Ability of the 

Japanese (Nihonjin no Yomikaki Nōryoku)  (1951):

Focusing on the Problems as a Test of Literacy

　
横山詔一（国立国語研究所）

YOKOYAMA, Shoichi（National Institute for Japanese Language and Linguistics）
相澤正夫（国立国語研究所）

AIZAWA, Masao（National Institute for Japanese Language and Linguistics）
久野雅樹（電気通信大学）

HISANO, Masaki（The University of Electro-Communication）
高田智和（国立国語研究所）

TAKADA,Tomokazu（National Institute for Japanese Language and Linguistics）
前田忠彦（統計数理研究所）

MAEDA,Tadahiko（The Institute of Statistical Mathematics）
　
　
Ⅰ．はじめに
　
　読み書きのリテラシーは現代社会を生きてゆくうえで決定的に重要であり、各国の公
的機関やUNESCOほかの国際機関は、リテラシーの現状把握と改善に向けて組織的な努
力を続けてきた。日本初の科学的なリテラシー調査は、『米国教育使節団報告書Report 

of the United States Education Mission to Japan』（マックアーサー司令部 1946）の勧告
に基づき、連合国最高司令官総司令部（General Headquarters, Supreme Commander for 

the Allied Powers略称GHQ/SCAP）民間情報教育局（Civil Information and Educational 

Section 略称CIE）が日本側に提案する形で1948年に実施された（勝岡 1986）。日本の調
査史において全国規模の本格的なランダムサンプリング手法の適用に画期を成す例であり、
全国270地点405会場で15～ 64歳（数え年）の男女16,820人から、90問から成る読み書
き能力テストと、調査員が会場で受付時に行なった聞き取りによってデータが収集され、
その後の読み書き能力調査をはじめとして大規模学力調査や計量的社会調査の出発点とな
った（木村 2006）（1）。
　結果は『日本人の読み書き能力』（読み書き能力調査委員会 1951：以下「報告書」とす
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る）にまとめられ、東京大学出版部（東京大学出版会の前身）から公刊された。得られた
結果のなかで、とりわけよく知られているのが1.7％または2.1％とされている非識字率の
低さである。1.7％は「かなさえ正しく読み書きできない者（筆者注、90問全体でゼロ点）」
の比率、2.1％はそれに「かなはどうにか読み書きできるが、漢字はまったく読み書きでき
ない者（筆者注、漢字を含む68問でゼロ点）」を加えた比率である（報告書 p.335）（2）。本
稿では日本人の読み書き能力1948年調査（以下「1948年調査」とする）における非識字率
のとらえ方に対して、これまで見落とされてきた観点から疑問を呈し、調査とその結果か
ら妥当な解釈を導くための方法を検討する。
　非識字率に限らず、テストを用いた社会調査で得られた結果を読み取る際にまず問題と
なるのは、どのような尺度（ものさしとしてのテスト）を用い、どのようなサンプリング
で調査を行なったかである。読み書き能力を知りたいのであれば、テストがそれを適切に
測定できる設計になっていなければならない。また調査対象は知りたい母集団を適切に反
映しなければならないので、一定のサンプルサイズが必要なのは当然として、ただ数が多
くても構成が偏っていては用をなさない。
　調査における尺度の問題とサンプリングの問題のうち、本稿では前者の尺度すなわちテ
スト自体の問題を扱う（3）。具体的には、まず問題用紙の一部を示しつつ、テスト内容と
得られた結果の概要について説明し、難易度と問題形式という観点から検討を加えてゆく。
本稿の問題意識は、1948年調査における「ゼロ点」は非識字者というカテゴリーに適切に
対応づけることができるか、という極めて基本的な問いに収斂するものである。
　
Ⅱ．テストの構成と非識字率の概要
　
　1948年調査で使用された問題用紙の一部を図1に示す（報告書 p.705）。問題用紙の大
きさはヨコ36.9センチ、タテ26.2センチ（ほぼB4判ヨコ）であった。問題用紙は6枚あり、

図１　問題用紙の１枚目
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文字は活字ではなく手書きであった。問題用紙の1枚目には以下の3つの大問が印刷されて
いた。全体として、ひらがな、カタカナ、漢数字、アラビア数字の読み書きを調べる問題
である（ここまでで22問）。
　
　問題（一）書き取り問題8問：試験官の発音した語をひらがな、カタカナで書く。
　問題（二）書き取り問題2問：アラビア数字、漢数字の書き取り。
　問題（三）選択式五肢択一問題12問：試験官の発音した語を選択肢から選ぶ：表記は
ひらがな、カタカナ、漢数字、アラビア数字。
　
　問題用紙の2枚目以降の内容は次のようになっていた。問題はすべて漢字の読み書き能
力が求められるものであった（これ以降で68問）。

　問題（四）選択式五肢択一問題10問：試験官が発音した語を選ぶ、表記は漢字。
　問題（五）書き取り問題15問：漢字の書き取り。
　問題（六）選択式四肢択一問題15問：意味が通じる語を選ぶ語彙問題、表記は漢字。
　問題（七）選択式五肢択一問題15問：語の意味を選ぶ語彙問題、問題語の表記は漢字、
選択肢はひらがな、カタカナ、ルビ付き漢字。
　問題「（八）の一」と「（八）の二」選択式五肢択一問題9問と四肢択一問題4問：読解問題、
問題文と選択肢は漢字仮名交じり。
　
　以上のように、1948年調査の問題数は90問で、回答形式で分けると、そのうち書き取
り問題が25問（全体の28％）、選択式問題が65問（72％）であった。選択式問題の内訳は、
四肢択一問題が19問、五肢択一問題が46問となっていた。
　非識字率について、報告書「§6 結果の記述」（p.324）の冒頭に置かれた「あらまし」
で以下のような結論を示している。
　
　literacyの限界以下の一番の底は0点である。0点はいわゆる「文盲」（ここでは「完
全文盲」と名づけた。）といわれる者である。この調査では、0点は1.7％であった。（ま
ったく1字も書けない、白紙の者と、書いてもひとつとして正答がなかった者とをふ
くむ）。かなはなんとか書けても、漢字はまったく書けない者も、「文盲」に近い者（こ
れを「不完全文盲」と名づけた）とするならば、これらの文盲（不完全文盲と完全文
盲とをふくむ）は全国民の2.1％と推定される。この数字は、世界の各国にくらべてお
そらく極めてひくいもので、日本ではUNESCOの唱える「文盲たいじ」は問題になら
ないわけである。（以上引用）
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　結果の基本情報として、報告書の巻末に収められた詳細な数表の簡略版が本文部分に掲
載されているので、その表3点（p.336）を示した（4）。表1aの「全国」列の「正解答ゼロ」
の行にある1.7が、「完全文盲」のパーセントに相当する。3枚の表を見ると、対象の属性に
よって「文盲」の比率にはかなり大きな差がある。「完全文盲」は、表1aの地域別でみれ
ば北海道と九州ではほぼ倍の違いがある。表1bの年齢別では最若年層と最高齢層とで数値
の桁が2つ違っている。表1cの学歴別では学歴が高くなるにつれて、「文盲」は激減し、「学
歴なし」で著しく「完全文盲率」が高い。

Ⅲ．テストの構成と評価手続きの再検討
　
1．問題の難易度は適切か
　前章で示した非識字率に関する記述は、能力測定のための手法および尺度の性質という
観点から批判を免れない。「この数字は、世界の各国にくらべておそらく極めて低い」と
あるが、1948年調査の非識字率と、世界の各国で報告されている非識字率を直接比較する

注：「正解答ゼロ＝完全文盲」であり、「正解答ゼロ」は「無反応」を含む。また「不完全文盲」は「完全文盲」
を含む。

注：「完全文盲」の行には誤って「無反応」の値が記載されている。同様に最下段の割合も「完全文盲」に対して「無
反応」の値を用いて求めたものになっている。

注：「完全文盲」の行には誤って「無反応」の値が記載されている。同様に最下段の割合も「完
全文盲」に対して「無反応」の値を用いて求めたものになっている。

表１a　「文盲」の地域別構成（％）

表１b　「文盲」の年齢別構成（％）

表１c　「文盲」の学歴別構成（％）
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ことは困難ないし実質的に不可能である。
　ひとつには用いる調査手法の問題がある。世界各国から報告されている識字率や非識字
率を得る手続きは、今日に至るまで多様であり統一されていない。そもそもテストを行う
ことも一般的とは言えず、「読み書きできるか」を本人や家族の長に尋ねるような簡便な
方法や、最終学歴をもって判断するような間接的な方法も広く利用されている（5）。
　また仮にテストを用いている複数の国の間であっても、直接比較は難しい。テストの得
点状況は、テストを受けた人の能力が同じであっても問題の難易度（テスト理論では困難
度という（6））によって変動する。1948年調査に参加した16,820人に、たとえば漢字能力検
定1級レベルのような極めて難易度の高い問題のみを出題したならば、ゼロ点の割合は大
きく上昇するであろう。1948年調査で出題された問題の難易度と、諸外国における読み書
き能力調査の問題の難易度が同等であるという保証はどこにもないのであるから、1948年
調査の非識字率を世界の各国と比べることはそもそもできない。
　各国との相対的な比較とは別に、絶対的に非識字率が低いと言えるかもまた、実は簡単
なことではない。報告書の「§9結論」では「日本国民の文盲率は極めてひくい」（p.426）
と一般化しているが、はたして1.7％なり2.1％という数字は「極めてひくい」と言い切れ
るのだろうか。次の①、②に示す対比的な2つの架空の事例を参照されたい。
　
①日本全国の大学の理学部数学科の学生にごく簡単な一桁の足し算問題を選択式で10問出
題した結果、ゼロ点が1.7％だった場合は、「ゼロ点の割合が1.7％にも達し、極めて高い」
と結論づけるのが妥当である。

②日本全国の小学校1年生に難関大学の数学入試問題を記述式で10問出題した結果、ゼロ
点が1.7％だった場合は、「ゼロ点の割合はわずか1.7％であり、極めて低い」と結論づけ
るのが妥当である。
　
　つまり、ゼロ点の割合が高いとか低いとかを述べる際は、どのレベルの受験者集団にい
かなる難易度の問題を出題したのか、その十分な把握が不可欠である。
　上記で紹介した報告書の記述は、国内外の研究で繰り返し引用され、いわば定説となっ
ている。しかし、1948年調査で出題された問題を難易度の観点から慎重かつ詳細に検討し
た研究は、管見の限りでは見当たらない。報告書の読者が問題の難易度を議論しないまま、
「ゼロ点がわずか1.7％（全90問の場合）ないし2.1％（漢字を含む68問の場合）であり、極
めて低い」という記述を無批判に受け入れてしまうことの根底には、1948年調査で出題さ
れた問題の難易度は適切だった、という暗黙の想定が存在しているのではないか。つまり
国内外でよく引用される報告書に明記されていることであるから、「読み書き能力がある
とは言えない人が回答した場合は、得点がゼロ点になるような難易度の問題が出題された
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はずだ」と思い込んでいるのではないか。
　
2．ゼロ点を減らす問題の存在
　易しすぎる問題が含まれていれば平均点は上がって、非識字率は下がるだろう。では、
実際の難易度はどうだろうか。問題別にみて正答率が高い10問を表2に示した。これは報
告書の巻末に掲載されている「反応分
析表」（pp.621-638）から作成したも
のである（7）。この表を見るとわかると
おり、問題（二）と問題（三）に含ま
れていた漢数字とアラビア数字の問題
（全4問）は正答率が高く、これらの問
題は難易度が低いと言える。4問のい
ずれかに正答すればゼロ点ではなくな
る。この点については、報告書の「§
620.0言語的要因を使うことができる
能力」でも、「数字の読みおよび書取りの能力が非常に高い」（p.339）ことが指摘されている。
　こうしてみると、報告書の「§602.1文盲の構造」では、「「文盲」は「かなさえ正しく
読み書きできない者」である」（p.335）としているが、1948年調査における非識字者の定
義として、この表現は正確さを欠いている。正しくは、「仮名（ひらがな、カタカナ）お
よびアラビア数字、漢数字のいずれにおいても正しく読み書きできない者」を非識字者（報
告書でいうところの「文盲」ないし「完全文盲」）にした、と言わなければならないとこ
ろだろう。
　アラビア数字と漢数字の読み書きが出題され、その問題の難易度が明らかに低かったこ
とを視野に入れると、ゼロ点の割合が1.7％に達した、すなわち約60名に1名がゼロ点だっ
たという結果について、「極めて低い」とする解釈には疑問の余地がある。漢数字やアラ
ビア数字の問題を含めていたのは、日常生活における必要度が極めて高いからであり、難
易度の低い問題を出題することが目的ではなかったと考えられるが、結果的に「ゼロ点が
出にくくなる」側面があったことは否めない（8）。
　
3．ゼロ点は読み書き能力ゼロの状態か
1）書き取り問題の検討
　前節の議論では、易しい問題であっても1点とれさえすれば非識字ではないとする見方
に疑問を呈した。一方、本項では書き取り問題を取り上げて、仮にその1点がとれなくとも、
ただちに非識字とは言い難い可能性があることを指摘する。
　言葉に関する問題の難易度は、そこでとりあげる知識項目自体の性質によってかわるが

表２　正答率の高い問題10問（正答率が高い順に配列）
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（たとえば「さくら」と「識字」とでは、語自体の難し
さが違う）、それとは別に問題形式と採点基準によって
も変動しうる。たとえば、「さくら」という単語のひら
がなでの読み書きを調べるとしても、読みを問うのか、
書きを問うのかで難易度は変わるし、自ら書いたり読ん
だりすることが求められるのか、選択肢から選べばよい
のかでも難易度は変わる。
　表3に、報告書の「反応分析表」から、書き取り問題
の第1問である「さくら」への反応状況の部分（p.621）
を引用した。表で “R” は正答、“W” は誤答（答えは書
かれている）、“N” は無答である。これを観察すると3.6

％（1,000人中36人）の誤答も、その多くがなんらかの
意味で正答に関連する言語能力を示すものであり、「完
全な読み書き能力ゼロ」を示す反応は皆無と言えること
がわかる。3.6％の誤答者たちは、「かなさえ正しく読み
書きできない者」を非識字者とする基準に照らして、「仮
名の十分に正しい読み書き」が実現されているとは言え
ないであろうが、仮名レベルの読み書き能力は明らか
に「ゼロ」ではない（9）。また、この問題は書き取りだが、
読み上げを求めるものであったり、多肢選択式であったりしたならば、明らかに正答率は
上がったであろう。このような採点基準と問題形式がもたらす得点可能性の低下は、「さく
ら」の問題に限らず、1948年調査の書き取り問題のすべてにおいて見られる。
　さらに論を拡張すると、書き取りの個々の問題にとどまらずテスト全体として考えても、
リテラシーのような連続性をもつ能力の評価においては、一般に白黒を完全につけるよう
な形での判定は困難であり、質的区分としてのゼロ状態を明示することは不可能に近いこ
とが指摘できる。リテラシーというのは知能や各種学力と同様、仮想的に設けられた構成
概念（construct）であって、身長や体重のように測定対象が自明の物理的実体として眼前
にあるわけではない。潜在的で連続的に分布する仮想物をテスト等で測定可能にしようと
するのだが、多くの場合、そこに絶対的なゼロを示すポイントは存在せず、長さや重さとは
尺度の性質が根本的に異なる。しかるに報告書は、リテラシーに絶対的なゼロ状態があるか
のような思い込みのもとで、データを整理し一般に提示してしまったと言えるだろう（10）。

2）選択式の問題と受験態度の影響
　前項では書き取りを例にゼロ状態の判定が難しいことを述べた。次に見るのは、選択式
の問題がもたらす疑問点である。Ⅱ章で述べたとおり、1948年調査で用いられたテストで

表３　「さくら」の書き取りの反応
分析表
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は、全90問中、選択式問題が65問（72％）もの大きな割合をしめていることが形式上の顕
著な特徴であるだけに、得点を解釈するうえでその影響は無視しえない。
　点数の具体的なイメージをもつには、大学入試センターが運営する大学入試テストのよ
うなマークシート式のテストを思い浮かべてみるとよい。1948年調査にあわせ、四肢択
一問題が19問、五肢択一問題が46問、全65問（各1点とする）から成る国語のテストを受
けたとしよう。ある受験生が14点とったと聞いたら、どうだろうか。それはサイコロをふ
ればとれるような点数であり（期待値が、1/4 × 19 + 1/5 × 46 ＝13.95 となる）、意味の
ある点数とはとても思えないだろう。一方また、ある受験生がゼロ点をとったと聞いたら、
いったい何事が起こったのかと思うだろう。わざわざ正答を外したのか、それとも白紙で
出したのか。
　ひるがえって、1948年調査の結果を見ると、90点満点で14点以下が4.3％いて、ゼロ点
が1.7％いる。前者からは偶然にゼロ点を免れた者を非識字者として検出できていないでは
ないかという疑問が生じるし、後者からは非識字率を大きく出しすぎているのではないか
という疑問が生じる。その理由を以下で述べる。
　当然ながら、同じ点数であってもその意味するところは、書き取りのような記述式テス
トと選択式のテストとではまったく違う。一般に知られているように、択一問題では当て
推量（guessing）で点数を得ることがありうる（池田 1992）。当て推量といっても、まっ
たくのデタラメのこともあれば、ある程度の確信があって行なうこともあろう。いずれに
しても点数は底上げされることになるが、報告書に選択式問題が得点に影響しうることへ
の言及はない。
　選択式問題をめぐる問題のひとつめとして、点数評価が甘くなっていないかという点に
ついて、1948年調査における「ゼロ点＝非識字」とする定義との関係で検討しておこう。
まず簡便のため図1に示した問題（三）に限る。これは選択式問題12問から構成されており、
試験官の発音した語を五肢択一で選ぶものであった。この場合、第1問に当て推量で正答
する確率は、1/5（0.2） である。第1問と第2問の両方に当て推量で回答した場合の正答状
況は、次のようになる。
　
正答数0：4/5 × 4/5  = 0.64

正答数1：2 × 1/5 × 4/5 ＝ 0.32

正答数2：1/5 × 1/5 ＝ 0.04

　
　よって、2問中1問以上正答する確率は、0.32＋0.04 もしくは、1－0.64 で 0.36にな
る。さらに問題数を増やすと、12問のうち半分の6問に当て推量で回答して1問以上正解
する確率は0.74、すべての12問に当て推量で回答して1問以上正解する確率は0.93に達す
る。選択式の問題全体（四肢択一19問、五肢択一46問）で見ると、読み書き能力が仮に
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ゼロであっても、とにかくすべてに当て推量で反応しさえすれば、ゼロ点をとる確率は約
0.000000147（約680万人に1人）で、これは事実上起こりえない。こうした問題形式上の
特徴から、選択式問題での得点は高めとなる余地があるので、1948年の調査も、その得点
が見かけ上、高くなっている可能性を考慮する必要があり、真の非識字率は1.7％や2.1％
よりももっと高い可能性がある（11）。そもそも選択式の問題を多数含むところで、ゼロ点
をもって能力ゼロの状態と扱うこと自体、問題があると言えよう。
　続いてもうひとつの問題、すなわち多数の選択式問題があるにも関わらずゼロ点が1.7％
もいるという問題について考えてみよう。多数の選択式問題から成るテストでは、ゼロ点
は意図的にねらわなければ、まずとれない。しかし、それは今日では常識と言えるであろ
うが、1948年調査での実際の回答状況からは異なった様子が見て取れる。
　報告書の「§602.1文盲の構造」には次のように述べられている。
　
　読み書き能力の極限の一方に「文盲」がある。「文盲」は文字言語生活をまったく
営むことのできない者で、得点についていえば、「得点でゼロを示す者（正解答ゼロ）」
と定義することができる。しかし、「得点でゼロを示す者」には2種類あり、この調査
でもこれを区別した。つまり、第1は、まったく1字も書けない者であり、第2は、な
にか書いたけれども正しい答はひとつもなかった者である。前者は「無反応」（non-

response）といわれることがある。（以上引用、p.335）
　
　ここでは表1aからもわかるように、得点ゼロの人を「無反応者つまり白紙回答の人」と「白
紙回答ではないが正答ゼロの人」に区分している。白紙回答の人は1.6％、白紙回答ではな
いが正答ゼロの人は0.1％、あわせて1.7％が得点ゼロの人であった。実は、ゼロ点の人の
大部分（293人中262人で89.4％）は、当て推量の回答すらしなかった人たちなのである。
　白紙回答の人のなかには、選択式問題において自信が持てない（確信度が低い）場合に
当て推量などはせずに選択肢を選ば
なかった人や、調査そのものへの反発
や批判的意識を持っていた人などが
少なからず含まれていたのではない
か。その人たちの回答態度が、仮に確
信度の低い場合でも選択式問題に回
答しようとする方向に変容したとす
れば、ゼロ点ではなくなる人も出てき
た可能性は高い。よって、白紙回答の
人すべてをただちに文盲と判定する
のは妥当ではない。

表4　無答率の高い問題１０問（無答率が高い順に配列）
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　実際、表2に示したような難易度が低い選択式の問題でも3％程度の無答者がある。ここ
で無答者が多い問題を示すと表4のようになる（表2と同様、報告書巻末に掲載されている
「反応分析表」から作成）。無答率が最も高い6問は、いずれも漢字の書き取り問題であり、
知らなかったり思い出せなかったりすれば無答となるのはやむをえない。しかし、それに
続く4問は選択式の問題であり、これらについて高い割合で無答が見られることは、ゼロ
点のみならずテストの結果全般を理解するうえで留意すべき点である（12）。 

　読み書きに限った狭義のリテラシーとは別物だが、テストの受け方にもまたリテラシー
のような一種の課題対処能力があると考えられる。知能テストの話題であるが、フリン効
果（Flynn effect）といって、知能の絶対水準が何世代にもわたって向上し続けている現象
がある。その原因は今もって十分に解明されてはいないが、その一因として可能性が指摘
されているのが、選択式問題への対応を中心とするテスト回答方略の洗練である（総説と
しては、たとえば Trahan, et al. 2014を参照）。1948年調査の時点では、多肢選択式のテス
トは一般的ではなく、国民一般のテストに取り組む態度も現在とは大きく隔たりがあった。
報告書の結果を読み解く際には、そうした時代的な背景も念頭に置く必要がある（13）。
　
4．テスト構成における妥当性の問題
　ここまで述べてきたように、1948年調査で用いられたテストは、ゼロ点という得点に
よって「読み書き能力ゼロ」というカテゴリーを確実に特定できるものにはなっていない。
それにも関わらず、「得点ゼロ」をそのまま「読み書き能力ゼロ＝文盲」と一般化して報
告しているのは、不正確のそしりを免れないバイアスのかかった見解である。こうしたゆ
がみが生じたことについては、調査の目的と方法、および検証手続きが十分に練られてい
なかったことが大きく関係していると考えられる。
　とりわけ測定における妥当性の検討が不足していた点を指摘することができる。測定に
おける妥当性とは、測りたい情報を本当に適切に測っているかということである。リテラ
シーのテストであれば、リテラシーという構成概念の定義をしっかり行い、それを適切に
カバーするような内容の問題を作成して、全体として有効な結果を導くものでなければな
らないのだが、そこに十分でない点があったと言える（14）。報告書の「§91 調査に対する
反省」で挙げている22の反省点の最初に、「literacyの概念について、はじめによく検討し、
委員の間でよく理解し合っておくことが必要であった」（p.427）とあるのは、まさしくこ
の妥当性の出発点に問題があったことを示している。
　報告書ではテストの妥当性を担保するために、「‘現代の社会で正常な言語生活を営むの
には、これだけは理解し、使えなければならないという、ギリギリの、したがって、現代
の社会での望ましい最低の度合’ をよく反映するように努めた」（p.64）としている。こ
の度合いのことを「必要度」とも表現していて、テスト構成に際しては、この必要度をも
っとも重視して、問題の難易度については特別の努力をしなかったとしている（p.65）（15）。
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しかし、「ギリギリの」「最低の度合」が半年足らずという短期間の準備で明確に決められ
るとは考えにくいし、実際の得点状況に決定的に影響するのが問題の難易度とそれに関係
する問題形式や採点基準であることは、すでに述べたとおりである。調査にあたって「リ
テラシーの下限に至らない非識字状態」の定義や評価について事前に具体的な検討が行わ
れた形跡はない。そうした経緯で作成されたテストにおけるゼロ点に、非識字という絶対
的な意味を付与することは明らかに不適切である。
　1948年調査の専門委員であった柴田武は、昭和20年代の国語施策を振り返る座談会で、
調査結果の解釈がゆがめられたとして、「文盲の調査をやっているんじゃなかった」と語
っている（林ほか 2003, p.13）。しかし現実には、調査の重要な柱として「文盲の調査」を
含むと読めるように報告書は作成されている。そうなった背景には、将来的に日本語の表
記をどうしてゆくかに関して関係者間にあった見解のばらつきや、日本人としての自尊感
情（日本人の識字率が低いという結論は受け入れがたいという意識）の介入などが関係し
ていると考えられるが、それとは別に測定論的には、妥当性が不十分なテストから得られ
た数字が一人歩きしたという側面があったものと推測される。
　
Ⅳ．結論
　
　以上の検討に基づき、報告書で示された非識字率をめぐって、次のような問題点が指摘
できる。
①非識字率が「世界の各国にくらべておそらく極めてひくい」という見解には欠陥がある。
非識字率を数値化する手法は多様であり、テストで測る際も難易度をそろえることは困
難であるから、1948年調査における非識字率を世界の各国と比べることはそもそもでき
ない。
②「日本国民の文盲率は極めてひくい」という表現にも問題がある。非識字率の1.7％や

2.1％が高いとか低いとかを述べる際は、どのレベルの受験者集団に対していかなる難易
度の問題を出題したのかを十分に把握しておく必要があるにもかかわらず、難易度に関
する検討は十分ではない。
③問題の内容（アラビア数字と漢数字を含む）と形式（過半数は選択式である）に照らして、
難易度は必ずしも高くなく、読み書き能力があるとは言えない人が回答した場合でも得
点できる可能性が十分にあったので、ゼロ点をもって非識字とする定義には問題がある。
④③に関連して、報告書で「ゼロ点＝文盲（完全文盲）」を「かなさえ正しく読み書きで
きない者」と定義しているのは正確性を欠く。正しくはゼロ点の人は「仮名（ひらがな、
カタカナ）およびアラビア数字、漢数字のいずれにおいても読み書きが正しくできない
者」である。
⑤書き取りの採点基準の厳しさが、非識字率を上げた可能性がある。また同一の語を取り
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上げた問題でも、問題形式によって難易度が変化しうる点にも留意すべきであり、得点
ゼロを絶対視することは必ずしも適切でない。
⑥選択式の問題が72％を占めるテストにおいて、当て推量によって得点のかさ上げが生じ、
非識字率が過小評価されている可能性がある。しかし一方で、選択式問題に対する受験
者の回答態度として当て推量を控える様子がうかがえ、こちらは非識字率を過大評価す
る方向に働きうるものであった。
⑦リテラシーの概念規定が十分でない状況で、必要度を重視して作成された問題構成であ
ることから、そこでのゼロ点をもって非識字と定義することには、測定の妥当性に照ら
して難点がある。
　
　以上、本稿の考察により、報告書の非識字に関わる記述を無批判に引用、紹介するのは
避けるべきだと結論することができる。
　1948年調査は非常にすぐれた先駆的な取り組みであるからこそ、ていねいな解釈が求め
られる。報告書の記述や解釈に批判すべき点があるのはそのとおりとして、分厚い報告書
の詳細な解説や図表を確認してゆくと、関係者が複雑な現象をそのリアリティをなるべく
損なわないように記述しようと努力したこともよくわかる。しかしその一方で、広く一般
に流布している調査イメージは、しばしば結果のごく一部を切り取ってデフォルメしたも
のとなっているのも事実である。こうしたゆがんだ情報流通をもたらす私たちの認知傾向
は一般的なものであって、1948年の調査に限ったことではないが、十分に気をつけなけれ
ばならないことである（16）。
　
Ⅴ．おわりに
　
　本稿では、主にテストの内容・形式上の特徴に即して議論を行なってきた。しかしながら、
非識字率や得点の数値が上下に変動しうる可能性については指摘しても、実際にどの程度
上下しうるのかというところまでは踏み込んでいない。問題の難易度や全体の72％を占め
る選択式問題が得点にもたらす影響の定量的な評価については、稿を改めて論じたい。さ
らに本稿で扱わなかったサンプルの偏りについても、角（2012）が指摘する以上に問題は
複雑と認められ、これも定量的な検証を加えつつ解明すべき課題と考えている（17）。
　一方、テストとしての問題点からさらに視野を広げれば、報告書について議論すべき課
題が多岐にわたり山積していることは言うまでもない。例えば、本稿でも取り上げた地域
間比較や年齢層間比較の観点については、報告書に掲載された大量かつ多様な数値データ
を再分析する際に不可欠であると認識しており、今後とも可能な限りのデータについて同
様の分析を積み上げていきたいと考えている。また、基礎教育保障の観点から言えば、現
代のリテラシー調査のあるべき姿を探るために、70年以上も前に報告書が達成した成果を
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どのように生かすことができるのか、現代の識字調査を考えるものが報告書から学ぶべき
ことは何なのか、少しずつでも機会を改めて論じていくこととしたい。
　1948年調査の報告書および関連資料を調べていての感想のひとつに、説明や引用、紹介
にしばしば誤りが見られるということがある。一次資料である報告書自体にも単純な誤り
はいくつもある（18）。報告書を参照しているはずの（実際には二次引用も少なくないだろ
うが）後続文献でも、基本情報であるサンプルサイズや識字率等で不正確な数字を挙げて
いるものや、調査内容について不正確な説明を行っているものが少なからずあった（19）。
　近年、フェイクニュースが社会的な問題となっているが、学術的な知見も伝え方によっ
てはそうなりかねない。報告書も刊行から70年を経て著作権が消滅し、例えば国立国語研
究所のウェブサイトではその電子版が参照できる状況となっている。また、高田智和・久
野雅樹・前田忠彦・相澤正夫・福永由佳・横山詔一（2021）で紹介された1948年調査の企
画書（Literacy Research Program）とその和訳の現物画像も既に同サイトで閲覧が可能と
なっている。これを機に1948年調査を改めて虚心坦懐に検討する動きが進むことを切に願
う（20）。その際、1948年調査がそうであったように、日本語学や言語学の専門家と統計学、
心理学、教育学等の専門家が協働することで豊かな成果が得られることは間違いないであ
ろう（21）。 

　
注
　（1）たとえば、1955年に首都圏と東北地方で実施された調査の報告書『国民の読み書き能力』（文
部省編 1961）は基礎教育保障学の分野でしばしば言及・引用される重要文献である。1955年調
査は1948年調査の問題点を克服しようとしている面があるが、この点についての検討は稿を改め
ることとし、本稿は1948年調査に焦点を絞って論じる。なお、1948年当時までの国の内外におけ
るLiteracy（リテラシイ）調査の状況については、読み書き能力調査委員会（1951）の「§01 今
までの調査」（pp.4-12）を参照。

（2）数値の詳細についてはⅡ章で議論する。本稿では、報告書からの引用は旧字を新字に改め、句読
点は本文にあわせてピリオド、コンマをマル、テンに改めた。また、報告書では「文盲」という
語を用いているが、この語は引用時および報告書への言及時に限って用いることとし、本稿でこ
の語の示す状態や人について言及する際は「非識字」「非識字者」を用いる。

（3）調査対象に関わる留意事項としてサンプルサイズとサンプルの偏りについて挙げた。サンプル
サイズについては、16,820人で1.7％（正確には293÷16,820=1.742...％）の比率が得られたとき、
その95％信頼区間は±0.2％であるから（筆者による計算）、精度としてはかなり良好である。参
考までに視聴率の状況と比較すると、関東地域の視聴率調査対象は2,700世帯であり、このサイズ
の調査で同じ比率が得られた場合、95％信頼区間は±0.5％となって精度はかなり下がる。

　　　サンプルの偏りについては、角知行（2012）による批判的論評がある。角は1948年調査におけ
る識字率・非識字率について、以下の4つの問題点を指摘している。①かなり難しい漢字を含む
案内状で連絡を行なった集合調査であることによる限界（案内状が読めなかった者や尻込みして
欠席した者がいる可能性がある）、②解答したが正解答ゼロの者だけを非識字者とし、まったく解
答がなかった1.6％を「無反応者」として別扱いしている、③調査対象者が15歳から64歳までで、
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65歳以上が欠けている、④あらかじめ精神障害者、身体障害者等を調査対象者から除外している
（pp.77-78）。これらのうち、②は角の誤認であり、「無反応者」は非識字者に含まれている。無反
応者1.6％と反応はしたが正答ゼロの者0.1％、あわせて1.7％がゼロ点であり非識字者に区分され
る。これは報告書に「0点は1.7％であった。（まったく1字も書けない、白紙の者と、書いてもひ
とつとして正答がなかった者とを含む）」（p.324）とあることから明らかである（この部分はⅡ章
で前後を含む長い引用を示している）。②以外については、サンプルの偏りという観点でくくるこ
とができる。サンプルの偏りについては、注17も参照。

（4）表1b、表1cの「完全文盲」の行には、誤って「白紙の者」の比率（表1aの「無反応」の行で示したもの）
を記載している。これに基づいて求めた最下行の数値も誤っている。ただし、「無反応率」と「完
全文盲率」の値の差は小さいもので理解への支障はほぼなく、これらの誤りが本稿での議論に影
響することもない。報告書における非識字者に関わる数値の誤りについては、注18も参照。

（5）リテラシーの測定方法の世界各国での状況と歴史的変遷については、UNESCOの資料に基づいて
作成された次のサイトを参照されたい（ただし1975年以降に限られるため、1948年調査は含まれ
ない）。https://ourworldindata.org/how-is-literacy-measured（2022年1月31日閲覧）

（6）本稿では、困難度、項目応答理論、測定における妥当性等、テスト理論の概念を参照することがある。
こうした用語については日本テスト学会編（2007）を参照。

（7）ここでの分析対象は、得られたサンプル全体から（正確に言うと、再調査によるデータの差し替
えを行う前の16,814人から）1,000人分を無作為に抜き出したものである（報告書 p.326）。

（8）報告書に「数字の読みおよび書取りの調査は、最初考えられていなかったが、日常の読み書きでもっ
とも必要とされるもののひとつであり、能力としても最低のものとして、どうしても調べなけれ
ばならないと考え、計画のうちにつけたしたのである」（p.14）とある。なお、リテラシーの概念
には、しばしば基本的な計算能力（numeracy）が含まれることにも注意されたい。

（9）実際、1948年調査で助手を務め報告書作成でも中心的な役割を担った野元菊雄によれば、ハワイ
日系人を対象に行なった読み書き能力調査では、1948年調査の問題から抜粋した20問を用いなが
らも、仮名の書き取りでは、「日本の調査より少し点が甘い」採点方法をとって正答に準じるもの
に0.5点を与えている（野元 1973, p.203）。

（10）象徴的なエピソードとして、野元（1977）では「完全文盲」「不完全文盲」に分けたことについて、
「本来文盲というものは、いろいろな辞書によってみても、読み書き能力がゼロのものをいうべき
であろう。ゼロのものであるという定義がある以上、文盲の程度、ということはありえないので
はなかろうか」（p.48）と述べている。

（11）当て推量の影響については、横山ほか（2020）による報告がある。そこでは 65問すべてに完全
な当て推量で回答した場合、25点以上を偶然に取れる確率は0.133860％であることを根拠に、24

点以下を非識字者と判定するという基準をたて、非識字率の推定値の上限として6.7％という数字
を示している。しかし、書き取りを含む1948年調査で用いられたテスト全体を前提にするならば、
「非識字率＝実質ゼロ点率」の上限は、当て推量が使えない書き取りで最も易しかった「六」の誤
答率である3.4％程度までであろう（「程度」とつけておいたのは、注7で述べたように1,000人のデー
タに基づく比率なので、精度はそれほど高いと言えないためである）。

（12）1948年調査の得点分布について、報告書では「J字型」であるとしている（pp.328-329）。高得点
で人数が多く、低得点でもやや人数が多いことについて、こう表現したものである。しかし、回
答方略として、当て推量が広く用いられていたならば、低得点のやや人数の多い部分はなくなり、
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むしろ下に凸な単調増加曲線になったものと推測される。
（13）野元は、のちに選択式の問題について「マル・バツ式」と表現したうえで、「マル・バツ式とい

うのはそのときが最初でしょう」と発言している（柴田・野元 1981, p.12）。なお、回答者がこの
テスト形式に不慣れであったことが得点を下げた可能性もあるが、報告書によると選択式問題を
行う際の教示自体は非常にていねいで理解しやすいものであった。ちなみに、問題（四）までは
調査者が1問ずつ口頭で説明し確認しながら進めるが、問題（五）以降は問題群ごとに5～ 15分
でまとめて回答するようになっている。そこでは「わからないのはとばしてやってさしつかえあ
りません」（pp.139-140）としており、無答に対する明示的許容が無答率を上げる方向に影響した
と推測される。

（14）妥当性について報告書では、「調査の目的をどれほど有効にはたすことができるかの度合」（p.64）
と説明している。

（15）同様のことは報告書328頁でも述べられている。結果的に1948年調査は、1950年代以降、世界的
に主流となっていったとされる機能的識字（functional literacy）の概念を含むものになっている。
このため、一部にやや難易度の高い問題を含むこととなり満点も出にくくなった。報告書では、「日
本国民の文盲率は極めてひくいが、literacyを持つと認められる者の率も極めてひくく、6.2％しか
ない」（p.426）としている。これは「literacyを持つ」というカテゴリーを満点（90点）の者とそ
れに相当すると見られる一部の89点、88点の者に限ったためで、ここにも数字を絶対視し、そこ
から過剰な一般化を行う態度がうかがえる。満点にせよ、ゼロ点にせよ、その前後で著しい変化
があるわけではなく、テスト理論の表現を用いるならば、1948調査の設計ではその周辺での識別
力は高いと言えない。満点やゼロ点をはじめとするテスト得点（素点）の絶対視については、日
本のテスト文化が関係している可能性も考えられる。石井（2018）は日本のテスト文化の特徴を
22点挙げているが、そこでは「テスト得点として素点が用いられる」「満点（100点）や0点に特
別な意味を見出す」「テスト得点を過度に重視する」「テスト問題の領域代表性を考えず、結果を
過度に一般化する」（以上、いずれもp.26）など、本稿の見解と合致する指摘が見られる。

（16）社会心理学の古典的知見として、情報伝達の際に系統だった偏見・歪曲の侵入が生じることが指
摘されている（Allport & Postman 1947）。具体的には、レベリング（平準化：細部の省略、短縮化）、
シャープニング（強調化：残ったものの強調）、アシミレーション（同化：信念・関心にあわせた
変形）が生じるとされている。1948年調査をめぐる言説でも、この種のことが起こっていたこと
は容易に推測できる。

（17）欠席者の成績を検討するために、1948年の調査では一部の地域を対象に再調査を行い、その結
果に基づき、報告書では「再調査の成績は本調査のそれよりおちるから、日本全国民の実際の能
力は、こんどの調査の結果より高いということはありえない」（p.426）と述べている。欠席者の
成績が低い原因について具体的な解釈は示されていないが、表1bに見るように、非識字率の低い
若年層において欠席率が低いことは本調査の成績を高める（非識字率を下げる）方向に影響して
いるだろう。また障害等の欠格事由により受験できなかった人々が欠席扱いになっていることも
（サンプリング時点では障害等は除外されていない）、本調査の成績を高める方向に働いていると
考えられる。

（18）本稿で取り上げた非識字率について触れれば、注4で述べたような誤りがある。これに関連する
部分は本文中の数値も間違っているし、報告書の巻末に収められた、より詳細な表でも一貫して
誤っている。また、この巻末の表のうち第65表（p.619）では、「不完全文盲」の列の割合部分で
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区分ラベル（表側）と結果を示す数字の対応にずれが生じている。
（19）直接調査に携わった者による記述にもしばしば誤りがある。広く一般に読まれている新書の記述

から例を挙げれば、1948年調査の専門委員として作問や調査実施に従事した金田一春彦は、「第
一問は平仮名が読めるか」「第二問はカタカナが読めるか」であったとし（正しくは問題（一）の
最初の4問がひらがなで次の4問がカタカナであり、いずれも書き取り問題である）、100点満点（正
しくは90点満点）であるとし、「はる」を正解として選ぶという存在しない問題に関するエピソー
ドを語っている（金田一 1988, pp.2-3）。

（20）たとえば、1948年調査の目的と方法については、高田ほか（2021）で紹介されたこの調査の企
画書にあたるGHQ文書（英文）の精査と、それに基づく調査の検証が不可欠であろう。

（21）この点に関連して、測定方法の進歩についての理解は重要である。本稿でテスト結果の国際比較
は困難であると述べたが、項目応答理論（IRT, Item Response Theory）を用いて適切に設計すれ
ば少なくともリテラシーの一部について国際比較は可能である。現に経済協力開発機構（OECD）
が実施している国際成人力調査（PIAAC，Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies）ではIRTを用いたテストで読解力（literacy）を含む能力評価を行い、2013年に結
果を報告している（経済協力開発機構（OECD）2014）。そこでは同じ言語であっても個々人は異
なる問題群でテストを受け、その読解力は単純な合計得点ではなく推定値として表示され、「レベ
ル1未満」から「レベル5」までの6段階に区分される。国別の結果の要約でも平均と区分の分布
を示す形をとっていて、ゼロ点や満点を強調するものではない。こうした近年の事例と対比する
ことでも、1948年調査の特徴を見て取ることができる。
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A Re-examination of the Illiteracy Rate in The Reading and Writing Ability 
of the Japanese (Nihonjin no Yomikaki Nōryoku)  (1951):

Focusing on the Problems as a Test of Literacy
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Abstract

　The first scientific literacy survey in Japan was conducted in 1948. It was the first time 

that a full-scale nationwide survey based on random sampling techniques was carried out 

in Japan, and data were collected from 16,820 men and women between the ages of 15 

and 64 (by the traditional Japanese system). One of the most well-known aspects of this 

global landmark survey is the figures on illiteracy rates and their interpretation. The report 

of the survey, "The reading and writing ability of the Japanese" (1951), concluded that the 

illiteracy rate of the Japanese was "extremely low" at 1.7% or 2.1%. This view has been 

cited repeatedly in Japan and abroad and is now treated as a definite fact. However, a re-

examination of the content and format of the test questions on the 1948 survey revealed that 

there was insufficient control of the difficulty level and that the test contained a large number 

of multiple-choice questions, making it problematic to simply classify those who scored zero 

on the test as illiterate. Therefore, we concluded that we should avoid uncritically quoting 

the description of illiteracy rates in this report.

　
Key words：
difficulty level, illiteracy rate, literacy, multiple-choice question, test validity
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＜研究論文＞

　

識字調査の意義と課題
─基礎教育保障の観点から─　

Significance and Problems of Literacy Survey:

From a Viewpoint of Guaranteed Basic Education

　
上杉孝實（京都大学名誉教授）

UESUGI,Takamichi（Emeritus Professor, Kyoto University）

　
はじめに
　
　日本では、読み書き能力について、第二次世界大戦までは壮丁検査を通じて、男子青年対
象の調査が行われたが、戦後は、文部省等による1948年の「日本人の読み書き能力」調査
の後は、全国調査はない。48年調査の結果で高得点の関東地方と低得点の東北地方の青年
を対象とした、1955年の「国民の読み書き能力」調査が文部省によって行われて以後、長
い間この種の調査は行われなかった。その背景について考察するとともに、なぜ識字調査が
必要であるかをあらためて問わなければならない。読み書き能力は、その獲得運動を通じて
識字としてとらえられるようになるが、その意義を明らかにするとともに、リテラシー概念
との関連を考えなければならない（上杉 2016, pp.8-21）。日本では、リテラシーの訳語とし
て「識字」を用いることが一般的であるが、リテラシーには,「読み書きの能力（のあるこ
と）」といった意味のほかに「学問［教育］のあること」（小稲 1980, p.1238）という意味も
あり、「法リテラシー」のように基礎的な能力をも示すが、これを「法識字」と訳すことが
必ずしも適当とは考えられないところがある。「識字」には、文字についての強い思いがある。
日本語が表意文字としての漢字を多く用いていることからも、基礎教育としての文字学習の
重要性が意識されている。同時に、識字も、読み書きを中心としながらも内実の広がりを
示しているのであり、リテラシー概念との重なりも多くなっている。これらの検討を通じて、
これまでの識字調査を顧みながら、国際的なリテラシーのとらえ方の変化にも着目して、基
礎教育保障の観点から、今日における調査のあり方を検討することが本稿の目的である。
　
Ⅰ．識字調査の経緯と必要性
　
1．国の調査と識字の状況
　1948年調査は、米軍による占領下、ローマ字の国字化論も出るなかで、かな・漢字によ
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って構成された国語能力を確かめるために行われ、1955年調査は、1947年に義務教育期間
が9年となって、ある程度その効果が測られる時期に実施された。55年調査は、48年調査
と同様の内容で実施されたが、48年調査が15～ 64歳を対象とした全国調査で、17,000人
を抽出して集合調査を行っているのに対して、55年調査は、15～ 24歳を対象として関東、
東北からそれぞれ1,000人を抽出し、面接と集合調査を併用している。55年調査は、準備
調査のほか吟味調査も行い、与えられた課題に応じて手紙を書く、新聞記事を読む、マン
ガの説明をするなどのテストで、本調査との照合を行い、その妥当性を検証している。
　その結果、55年調査では、「じゅうぶん読み書き能力があり、日常生活に支障がないと
明らかに認められるもの。」が関東で6.1％、東北で2.1％、「じゅうぶんではないが、日常
生活に大きな支障がないと認められるもの。」が関東で36.1％、東北で20.7％、「じゅうぶ
んでなく、日常生活にかなりの支障があると認められるものが大部分である。しかし、こ
の中には、あまり支障のないと認められるものも含まれている。」が関東で48.3％、東北で
61.5％、「読み書き能力がなく、日常生活に支障があると明らかに認められるもの。」が関
東で9.5％、東北で15.7％となっている。このことから、能力がないと認められる者は、15

歳から24歳までの国民全体で9.5～ 11.7％（男8.2～ 15.0％、女10.8～ 16.1％）と推定さ
れている（文部省 1961, pp.4-5）。
　このように、読み書きで問題に直面している人が少なくないにもかかわらず、その後問
題がないかのような政策がとられ、そのような言説が流布し、調査も行われずにきたのは
なぜかが問われる。48年調査で、かなも読めない人、かなは読めても漢字が一つも読めな
い人が2.1％（関東1.7％、東北3.7％）であったのが、55年調査では関東で0.1％、東北で
0.8％であり、そこには学校歴が関係していて（文部省 1961, p.5）、1947年に義務教育の中
学校が発足して、その影響が調査対象となった若者の多くに及んでいることからも、学校
教育の普及とともに問題が少なくなるととらえられやすかった。しかし、東北と関東の15

～ 24歳に限って48年調査と55年調査とを比較するとほとんど差はなく、調査問題が、学
校を出てからの社会生活を営むのに必要な読み書き能力を調べるように作られていて、も
う少し学校教育の内容と密接な調査問題を作っていれば、新しい教育制度の効果が出たか
もしれない、と述べられている（同上, pp.6-7）。いずれにしても若者でも1割以上の人に読
み書きの支障があり、さらに半数の人が読み書きで不自由な状況にあることはデータが示
していたのであって、そうは楽観できる状況ではない。就学率が高くても、学力保障が十
分なされないままでの卒業もある。日本では、学業成果よりも年限重視で、形式的卒業が
少なくない。また、就学していても、何らかの事情で長欠状態にあることもある。
　差別によって生活の安定を奪われたり、登校しがたくなった被差別部落の子どもについ
ての1951年の奈良県におけるデータは、小学校で7.7％（地区外0.21％）の長欠、0.24％（地
区外0.02％）の不就学、中学校で34.5％（地区外2.7％）の長欠、0.27％（地区外0.06％）
の不就学を示している（松本 1952, pp.147-152）。同和対策がほとんどなされていない時
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期で、小学生でも長欠・不就学にならざるを得ない生活の厳しさがあり、中学生になると
何らかの労働に従事する者も少なくなかったのである。
　全国的にも、1947年に小学校に入学した子どもの1.6％が、1956年に中学校を卒業して
いないことが、統計上明らかにされている（全国夜間中学校研究会人権救済申立専門委員
会 2008, p.50）。その中には、就学途中での死亡や長期病気によるものもあろうが、事実上
の中退が多いことを推測させるものである。戦後民主主義の普及が図られても、多数決民
主主義の傾向があり、多数の動向に着目することが多く、少数者への取り組みが民主主義
にとって不可欠であることが十分認識されたとは言えなかった（1）。1947年制定の学校教育
法においても病弱等の理由による就学義務の猶予・免除の規定があることによって、障害
のある子どもなどが学校教育から疎外される状況が見られた。これらのことからも、基礎
教育の保障が不十分で、読み書きに困難を抱える人が少なくないことを示しているのであ
り、教育政策によってもたらされている問題である。
　戦前・戦中、就学の機会を持てなかった人もある。植民地化された朝鮮から来日を余儀
なくされた人も多く、1937年の京都市社会課の調査では、市内在住の朝鮮人世帯における
7～ 17歳の子どもの小学校就学状況は、不就学が44％と高率であり、とくに女性は62％
が不就学となっているのである（山根 2017, p.46）。それゆえ、戦後昼間学ぶことができ
ない子どものために設けられた夜間中学校にも、しだいに学びを求めて通う成人が多くな
り、1966年の行政管理庁の夜間中学校廃止勧告に抗して、髙野雅夫たち夜間中学校卒業生
や教員などの運動によって、1969年以後、大阪をはじめとして、夜間中学校の新設が見られ、
成人が生徒の中心になるのであり、その中には、韓国・朝鮮人が多く含まれていたのである。
それにもかかわらず、国の姿勢は、長年、中学校は学齢期の者のためのもので、成人の学
習は社会教育で、といったものであった。しかし、基礎教育は学校でとの考えが強く、社
会教育における取り組みは遅れた（2）。マイノリティの権利保障も弱かった。このような状
況の下で、子どもの就学率が高いことから、日本には読み書きの問題はないかのような言
説を広げることになるのである。
　1970年ごろには、欧米で成人基礎教育（adult basic education）の概念が拡がりを見
せ、現代社会に生きるのに必要な基礎知識やスキルを学校で身につけることができなかっ
た人々への教育保障が、国や公共団体の責務として意識されてきた。成人教育においても、
基礎教育の位置づけがクローズアップされてきたのである。成人基礎教育については、次
のような説明が見られる。「基礎教育は、読むこと、書くこと、聞くこと、話すこと、数
を処理することの基礎領域について言われるものである。これとともに、コミュニケーシ
ョンやコンピュータ処理の基礎領域は、個人が自らの生活をコントロールし、絶えず変化
する社会の要求に対応する力と自由を与えるものである。これらのスキルの提供によって、
基礎教育の構築が可能となる。」（Taylor 1989, p.465）。今日の生活を営む上で必要不可欠
な教育として基礎教育があり、それは現に生活を担っている成人にあっては、子どもとは
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異なった形でなされなければならず、その保障が求められているにもかかわらず、日本に
あっては国の基礎教育への取り組みは、学齢期の義務教育学校に限られていたのである。
　学齢期に義務教育として基礎教育を保障することは重要であるが、何らかの事情でその
時期に学ぶことができなかったり、他国から移住してきたりして、成人基礎教育を必要と
する成人は少なくない。また、義務教育期間が延びる以前に学齢期を終えた人にとっても、
今日的に基礎教育が十分でないこともあるのであって、そのことを意識した取り組みが必
要であったにもかかわらず、そのための国策が欠けた状態が長く続いたのである。学齢超
過者の夜間中学校での学びも、事実上はともかく、法的認知は2016年の「義務教育の段階
における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（以下「教育機会確保法」
と略称）によってであった。
　被差別部落においても、1950年ごろの自動車運転免許取得のための青年たちの文字学習
が、車友会の名のもとに展開された例があり、1963年には福岡県行橋で開拓学校の名で始
まった女性たちの文字の獲得運動が全国に広がりを見せた。1965年の同和対策審議会答申、
1969年の同和対策事業特別措置法以来、隣保館等で識字学級が開設されるところも増えて
くる。これらが、識字運動として展開されるようになるのであり、その言葉は中国での識
字運動に由来するところがあって（新村 1969, p.951、内山 1989, pp.39-42）、権利として
文字を獲得するといった意味が込められていた。「識字」は、文字の習得を通じて、自己
を取り戻し、規定している社会を見つめ直して、共同でつくり変える力を育むといった意
味を帯びているのである。
　このように識字学習を必要とする人々の存在が明らかになるなかで、国会での議員によ
る質問に対して、1985年の内閣総理大臣の答弁書で、学校基本調査、国勢調査報告等を基
に推計すると義務教育未修了者が約70万人程度（就学義務猶予・免除者を含む）と考えら
れることが示された。1960年代後半以後、生涯教育政策が展開されるようになっているが、
その基礎となる学習、とりわけ識字の学習が保障されるべき義務教育すら終えることがで
きなかった人々の数が示されたのである。これ以後に文部省は行政における社会同和教育
担当者と重ねて識字担当者の研修会の開催などの取り組みを見せたが、識字の実態を明ら
かにするには調査がなされなければならないのである。義務教育に相当する基礎教育を必
要とする人は百数十万人に及ぶと推定されている（全国夜間中学校研究会人権救済申立専
門委員会 2008, pp.48-49）。
　一方、1972年に日本と中国の国交回復に伴い、戦争による中国残留の子どもだった人や
その家族などが、1980年代以後帰国・来日するようになり、また、結婚や留学等で新たに
来日する人も増え、1993年に技能実習生として外国人労働者の受け入れが始まったことに
よって、日本語の学習機会の提供が大きな課題となった。しかし、地域の日本語教室は住
民の交流を主眼とし、ボランティアによるものがほとんどであり、日本語学校は高額の授
業料を要する状態である。
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　読み書きだけでなく日本語学習そのものを必要とする人々は、以前から少なくなかった
のであるが、あらためて問題がクローズアップされたのである。識字学級においては会話
能力の高い人々が多かったが、新たに来日した人々が主対象である日本語教室は、会話か
ら始めなければならず、その数がしだいに多くなってきたのである。もっとも、日本語学
習に文字学習が含まれることは言うまでもなく、日本語には漢字によって造語されたもの
が少なくないことからも、識字を抜きにできないだけでなく、識字学習で培われてきた、
主体的に生き、社会に働きかける力を伸ばすためにも、識字運動との関連づけが重要にな
る。大阪などでは識字・日本語学級として構成されるものも多く見受けられる。識字学級
にも、日本語学習者が参加するようになっている。日本語と異なる母語を持つ人にとって、
アイデンティティ確立の観点からも、また家族間のコミュニケーション確保の観点からも、
母語の保障の上での日本語学習であることが求められる。そのことは、かつての同化政策
の轍を踏まず、多民族・多文化共生社会を築くために必要であり、そのことを意識した取
り組みが課題となっているのである。
　教育機会確保法第3条第4号が示すように「年齢又は国籍その他の置かれている事情にか
かわりなく」教育保障がなされなければならないのであって、かつてのように「国民」の
名のもとに対象を限定するのでなく、国籍を問わず日本で生活する人々の識字状態を確か
め、識字を必要とする人々への学習機会の拡充を行うことが急務となっている。
　
2．近年の調査例と識字ニーズ
　大阪府が同和地区住民を対象に2000年に行った生活実態の訪問調査では、7,805人から
回答を得ていて、「かななら読める」が男6.0％、女10.4％、「まったく読めない」が男1.4％、
女2.6％、「かななら書ける」が男8.5％、女12.2％、「まったく書けない」が男3.0％、女4.7

％となっている（大阪府 2001, p.53）。また、これらの人の仕事の収入が低く、福祉施策の
利用も妨げられていることが示されている。このほかに、パソコンの有無、インターネッ
トの利用等についても尋ねている（大阪府 2001, pp.53-58）。ここで女性に識字状態にない
人が多いのは、差別による生活の厳しさから、男性にくらべても女性は早くから家事や子
守、家業手伝いなどで、学校で学ぶことが困難であったことが、識字学習者の自分史の記
録やその聞き取りによって示されている。識字運動が女性中心に担われてきたのも、その
ことを反映している。
　さらに、これまでも市民対象の調査の中で繰り返し識字についても調べている東大阪市
の郵送調査によれば、2017年には、「どの程度新聞を読んだり、手紙を書いたりできますか。」
と尋ね、「かなと少しの漢字なら、読んだり書いたりできる」が男10.9％、女7.9％、「かな
だけなら読んだり書いたりできる」が男1.6％、女0.5％、「まったく読んだり書いたりでき
ない」が男2.2％、女1.7％との回答を得ている（東大阪市 2017, p.3）。関連質問として、「近
くに読み書きで困っている人がいますか」などを尋ねている（同上, pp.5-7）。郵送調査の
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場合、識字に困難を抱えている人は、返送しないことが多いと考えられるので、実際はも
っと高い比率で読み書きに不自由している人がいることが推測される。
　これらは全国調査と違って、テストの形式をとらず、回答者の判断に基づくデータであ
るが、識字ニーズを持つ人が少なくないことを示していて、重要なデータである。しかし、
読み書きの困難の詳細を探り、その背景にあるものを明らかにし、学習の機会につなぐに
は、実際に読み書きを伴った調査が必要である。
　2016年には、先述の教育機会確保法が制定され、夜間中学校の拡充等で成人の基礎教育
の保障が法的にも認められたが、2021年度で全国36の公立夜間中学校に過ぎず、その後
徐々に増えつつあるものの、通学のしようのない人が大多数である。2010年の国勢調査結
果に基づいて、学齢を超過した者の中で義務教育を修了していない者が少なくとも12万8

千人（日本人約12万人、外国人約8千人）がいると報告されているが、これは在学したこ
とのない者又は小学校を中退した者のデータであって、小学校を卒業後中学校に入学しな
かった者や中学校を中退した者は含まれていないため、義務教育未修了者の数はもっと多
いはずである（文部科学省 2017, p.15）。小学校と中学校とを分けた調査の必要性が指摘さ
れ、2020年国勢調査ではそのように是正された。
　2020年の大阪府教育庁の調査では、府内の識字教室24、日本語教室112、識字・日本語
教室57で学んでいる人は3,715人であり（大阪府教育庁 2021）、府内の夜間中学校の生徒
を合わせると約5,000人の基礎教育の学習者がいることになる。しかし、上記の東大阪の
データから推測するとその10倍は基礎学習を必要とする人がいることが想定される。識字
についてのニーズはあっても、非識字に対する差別があることによって、ニーズの表明が
はばかられ、学習への参加も阻まれるのである。
　無文字社会にも文化があり、豊かな表現が見られるのであって、文字を知らなくても差
別されてはならず、読み書きができなくてもさまざまな手段でコミュニケーションが交わ
されていることもある。しかし、現代の日本社会では、読み書きができることを前提とし
た社会の運営が行われていて、文字で表記すればそれですべての人に通じているかのよう
な措置がとられることによって、文字の読めない人は危険にさえさらされかねない。まだ
しも、多数の人が文字を知らない社会では、それを前提とした営みや施策が見られるので
ある。インドなどでシンボルマークを用いて選挙が行われるなどの工夫も見られたが、日
本では識字状態にない人は無視されている。また、日本の言葉には、「危険」「使用」「乗車」
など漢字に由来するものが多く、文字を把握して初めて意味が明瞭になるものが少なくな
い。それだけに文字を知り、使用することの必要性が高いのであるが、差別、貧困、病気、
障害、植民地政策などさまざまな理由で義務教育さえ十分受けることのできなかった人々
が見られるのである。
　この間に、国際的にリテラシー調査が行われてきた。リテラシーには、教養があるとい
った意味もあるが、読み書きなど生活を営む基礎的な能力を意味するものとして用いられ
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ることが多い。2011年から2012年にかけて、国際的な成人力調査（PIAAC）に日本も参
加した。他の国に比べて平均点が高く、分散も少ないという結果が出ているが、読解力レ
ベル5までのうち、レベル1未満が0.6％、レベル1が4.3％ある。OECDの平均は、それぞれ
3.3％、12.2％であるのに比べて少ないとはいえ、国内で識字について困難な状態にある人
が少なくないことが示されている。また、数的思考力では、レベル1未満が1.2％、レベル1

が7.0％、ITを活用した問題解決能力では、レベル1未満が7.6％、レベル1が14.75％と、い
ずれもOECD の平均より少ないが、問題を抱える人が少なくないことが示されている（国
立教育政策研究所 2013, pp.8-18）。
　これらにおいて、日本では、外国籍の人が対象から除外されているなど、他の国と異な
っていることにも注意しなければならない。この人たちに識字等で困難に直面している人
が少なくないのであり、日本の平均が高くても、それらの人の存在を無視した結果であれ
ば、それ自体大きな問題である。コンピュータを用いての回答ということでなじめず、紙
による回答に変えた人も少なくなく、36.8％の人がIT活用調査を受けることができず、こ
の数はOECD平均の24.4％を大きく上回っていること（柳澤・小桐 2014, p.45、「総合教育
技術」編集部 2014, p.51）にも留意する必要がある。識字を必要としている人が全国及び
各地にどれだけいて、その背景に何があるか、その人たちの学習を可能とし適切なものと
する方策はどのようなものかなどを確かめる調査を実施することが課題となっているので
ある。その際、この間のリテラシーのとらえ方の変化に着目し、調査にその反映を図るこ
とが必要になる。
　
Ⅱ．基礎教育におけるリテラシーのとらえ方
　
1．リテラシーの国際的動向
　通常リテラシーは、読み書きに加えて計算の能力を意味する。それは、現代の文字社会
にあっては、身につけていないと生活に多くの支障が生じるものである。自分を社会の中
に位置づけるに際しても、リテラシーは欠かすことができない。現代生活を営むために欠
かせない基礎的な力を育む教育は、今日では中等教育まで含み、その内容は多岐にわたっ
ているが、これらの学びを可能にするうえでも、読み書き計算の能力が必要である。
　ユネスコは、1948年の世界人権宣言に沿って教育を基礎的な権利としてとらえ、リテラ
シーを、読み書き、計算のスキルとして理解し、基礎教育の普及を図った。しかし、リテ
ラシーは、生活に活かされることによって習得意義が明らかになり、また生活と結びつく
ことによって学習効果も上がるので、1960年代から70年代にかけて機能的リテラシーの概
念を用いて、単なる読み書きにとどまらず、生活技術や仕事と関連してのリテラシー学習
が重視されるようになる。とくに開発途上国等で、生産増強に必要な読み書き、算数の促
進に努めた。リテラシーが社会的経済的文脈でとらえられるようになったのである。
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　Freire, p.は、1970年代に、リテラシーが政治的次元にかかわるものであり、学習者が意
識化によって自らの置かれている状況を把握し、社会的経済的状況を変革することに政治
的に主体的に関わることと結びつけた（Freire 1970、1972）。これは、批判的リテラシー
とよばれ、ユネスコも、市民的政治的権利の行使につなぐというように、中身を膨らませ
た機能的リテラシーの概念を用いるようになる。
　1994年には、カナダなど7か国で国際成人リテラシー調査が行われ、以後、参加国に変動
がありながら、OECDと連携して調査が行われてきた。そこでは、テキストからの情報を
理解し使用するのに必要な「単純なリテラシー」、多様な書式に含まれた情報を見出し使用
するのに必要な「ドキュメントのリテラシー」、算数上の操作をするのに必要な「数量のリ
テラシー」のように分類している。それぞれに5つのレベルが設定されている（IALS 2008）。
　「単純なリテラシー」では、レベル1は、「指示された情報と同じか同義のテキストの中
の情報の一部分を見出すことが求められる。」とある。レベル2は、「テキストの中の情報
の一以上の部分を見出すことが求められる。だが、いくつかの惑わせるものがあるかもし
れないし、低度の推論が必要であるかもしれない。情報の二以上の部分をまとめたり、情
報を比べ、対照することが求められるところから始まる。」である。レベル5は、「多くの
もっともらしく惑わせるものを含んだ分厚いテキストの中の情報を探り出すことが求めら
れる。高度な推論、または専門的な知識が必要であることがある。」とされている。
　「ドキュメントのリテラシー」では、レベル1は、「文章上合っていることから情報の一
部分を見出すことが求められる。惑わせる情報があるなら、その情報を正しい答えと区
別して位置づける。」であり、レベル2は、「簡単な様式に合わせることが求められる一方、
もっと惑わせる情報があり、合わせるには低度の推論を必要とするかもしれない。このレ
ベルの課題では、情報を型にはめたり、ドキュメントの中の情報を通じて反復することが
必要かもしれない。」となっている。レベル5は、「多くの惑わせるものを含んだ複雑な情
報の提示を探って、高度な推論をしたり、暫定的な情報を加工処理したり、専門的な知識
を用いたりすることが求められる。」である。
　「数量のリテラシー」のレベル1では、「ドキュメントの中に入っている数字で操作が求
められているか、数字が与えられて、上の桁から借りるような操作は求められないかで、
比較的単純な操作（通常足し算）をすることが求められる。」といったものである。レベ
ル2は、「たやすくテキストやドキュメントの中に見出す数字を用いての簡単な操作（多く
は足し算か引き算）をすることが求められる。すべき操作は、質問の言葉遣いや資料のフ
ォーマット（例えば銀行口座のフォームとか注文のフォームとか）から容易に推論できる。」
といったレベルである。レベル5は、「多くの操作を連続してやり遂げることが求められる。
また、与えられた資料から問題の相を抜き出したり、量や必要な操作を決めるために背景
にある知識を信じなければならない。」といったレベルである。
　これらを通じて、OECDの「コンピテンシーの定義と選択：その理論的・概念的基礎」
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プロジェクト（DeSeCo）は、「自律的に活動する力」、「道具を相互作用的に用いる力」、
「異質な集団で交流する力」を成人のキー・コンピテンシーとしてとらえ（Rychen and 

Salganik 2003, pp.105-121）、それを念頭に置きながら国際成人力調査（PIAAC）を進め、
その2011年から翌年にかけての調査に日本も参加したのである。ここでは、知識を社会の
中でどのように活用することができるかに重点を置いている。その際に、「リテラシーは、
社会に参加し、個人がその目標を達成し、その知識と可能性を発展させるために、書かれ
たテキストを理解し、評価し、利用し、関わることである。」と定義されている（Schleicher　
2012, p.171）。同時に、ニューメラシーとして、「数的思考力は、情報社会において、様々
な状況の下での数学的な必要性に適切に関わり、対処していくために、数学的な概念にア
クセスし、利用し、解釈し、伝達する能力」を示している。さらに、「ITを活用した問題
解決能力は、デジタル技術、コミュニケーションツールおよびネットワークを活用し、情
報を獲得・評価し、他者とコミュニケーションをし、現実の仕事を実行すること。」を掲
げている。これらは、広義のリテラシーに含め得ると考えられる。
　イギリス政府は、2000年末に「生活のためのスキル―成人識字と計算能力の向上のため
の国家戦略」を発表し、2011年にかけて各方面にコメントを求めた。全英成人継続教育協
会（NIACE）は、これを受けて、『仕事、社会、生涯リテラシー―イングランドにおける
成人 リテラシーの研究報告』を2011年に公表した。そこでは、成人リテラシーについて、「リ
テラシーは、個々の家族の成員、労働者、市民として、考えや意見を表明し、決定を下し、
問題を解決し、情報やデジタル技術を利用するために、読み書きする能力である。」（NIACE 

2011, p.4）と定義して、作業を進めた。リテラシーは、Freire, p.たちの言う「言葉と世界
を読むこと」に、批判的に関わる力を身につけることができるようなコミュニケーション
環境を含むものであるとされている（NIACE 2011, pp.4-5）。
　ここでは、レベル1のリテラシー・スキルは、成人が効果的に社会で機能を果たすため
に必要なレベルのスキルとみなされるものであり、初歩レベルのスキルは、このレベル以
下のものである。レベル2は、中等教育修了試験（GCSE）のグレードA～ Cに相当する
とみなされるものである。初歩レベルの読む力では、新聞の短文を読んだり、好きな番組
をテレビガイドから見つけたりすることができても、あまり理解できずゆっくり読むとい
う人もいるし、オンラインでアルファベットのインデックスや職業別電話帳で、配管工に
ついて詳細を知ることができない人もいるとされている。これに対して、機能的スキルは、
人生において、確信をもって、効果的、自立的に地域社会や仕事で活動するのに必要な
スキルと能力を与える、英語、数学、ICTのコアとなる部分、というように示されている
（NIACE 2011, p.21）。これらには、英米等での英語を母語としない人の英語能力（ESOL）
のように母語と異なる居住地の言語能力については明示されていないが、ときにリテラシ
ーと分けて用いることはあっても、これまでのリテラシーの定義にこれらは当然含まれて
いると解することができる。
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　このように、リテラシーには様々な範囲とレベルがあり得るのであり、読み書き能力以
外にも計算能力やコミュニケーション能力、今日ではIT能力も含んでとらえられるよう
になっている。今後さらに社会の変化・技術革新への対応が求められ、必要とされる教育
レベルが上昇することも予想されるのであり、生涯学習が不可欠となることによって、生
涯リテラシーが強調されるようになっている。これらは、経済的に発展した国が中心とな
っていて、レベルへのこだわりが見られる。レベルを設定することは、現状を明らかにし、
到達目標を考える上で有効な面はあるが、斉一的なとらえ方で、人びとの序列づけや画一
化につながりやすいものでもある。多文化共生社会にあって、一元的な把握でなく、多様
な次元を意識しての多様な尺度の採用が今日的課題になっている。
　
2．リテラシーの複数性
　2003年からの「国連識字の10年」の開始にあたってのユネスコ専門家会議の操作的定義
では、リテラシーは、「多様な文脈と結びついた、印刷されたり、書かれたりした資料を
用いて、自己を位置づけ、理解し、創造し、コミュニケーションを交わし、コンピュータ
を用いる能力である。リテラシーは、個人が目標を達成し、知識や潜在能力を伸ばし、地
域やより広い社会に十分参加できるような一連の学習を含む。」とされている。このよう
に、リテラシーは、読み書きを基本としながらも、コミュニケーション能力やコンピュー
タ操作能力も含め、社会に関わる力を重視した概念となっている。近年では、リテラシー
概念も広がりを見せ、法リテラシー、科学リテラシー、情報リテラシー等、様々な分野で
の基礎的な知識や技術を意味するようになっているが、それらの基礎ともなる読み書き計
算といった元来の意味を抜きにすることはできない。2004年のユネスコ教育部門の見解
では、上記の専門家の定義でも個人中心であるととらえて、リテラシーの複数性を強調し、
学習者が生活を営む多様な環境とリテラシーを統合すること、そのためにはリテラシーの
多くの形態を正確に点検し、評価することの必要性に言及している（UNESCO Education 

Sector 2004, pp.13-14） 。
　ここでは、文字とともに、話し言葉、映像、デジタルな表現など多様なコミュニケーシ
ョンの形態だけでなく、リテラシーの社会的次元に注目するのである。各国や社会におい
て、標準とされる文字や言語以外のものが無視、軽視あるいは排除されることがあった。
これに対して、民衆の生活に即して、ローカルな知識と経験を豊かにするリテラシー、さ
らには、社会を読み解き、動かすリテラシーが求められるのである。
　リテラシー調査は、標準化されたものについて実施されやすいが、リテラシーの複数性
に着目しながら、平均や序列づけにこだわるのでなく、どのような環境のもとで、どのよ
うなリテラシーが必要か、またリテラシーを支える環境をどのようにつくればよいかを示
唆する調査をすることが課題となっている。
　前に述べたように、日本でリテラシーに相当する語として「識字」が充てられたことには、
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複雑な文字社会であることに基づく文字知識の必要だけでなく、権利剥奪の状態からの解
放としての意味が込められてきたのである。成人の識字学習の特徴は、学習者の主体性を
尊重し、相互教育を重視して、個人だけでなく集団として互いに支えあう関係を築くこと
にある。生活課題と関係づけて学び、生活記録や自分史をつづることによって、自己を位
置づけなおし、文集を編んで互いに読みあい、語り合って、共感を深めることが重視され
る。その中で、自己を社会と関係させてとらえ、社会の創造的担い手になることが目指さ
れて、Freire, p.の批判的識字に着目してきた。そこには人権の視点に立って、エンパワーメ
ントにつなぐ営みがある。このような学習は、識字をベースとしながら内容的にも広がり
を見せているのであり（3）、生涯学習として続けられるべきものである。口承文化と関連さ
せ、多言語社会にあって、それぞれの母語と関連させての言語の獲得も課題となっている
（UNESCO 2019）。リテラシーの調査も、このような学習を意識して行われなければならない。
　
Ⅲ.　識字調査のあり方
　
　上記のようなリテラシーのとらえ方の変化を考慮して、識字調査のあり方を考えると、
生活を営むのに欠かせない力は、社会に働きかけていく力としてのリテラシーを含むもの
でなければならず、標準化されたものだけでなく、それぞれの環境に応じたものが必要と
なる。全国的なサンプリング調査とともに、地域や社会的な層に特化した調査が求められ
る。そこでは、読み書きに加えて、音声言語、身体動作による表現等も含めて多様なコミ
ュニケーションについて調べなければならず、数量的処理やICT活用に関する調査も含む
ことが望まれる。
　用いられる言語にも多様なものがあり、標準とされる日本語だけでなく、地域の言語や
日本語以外の母語についても、視野に入れることが重要である。これらのリテラシーを規
定する要因を探るためには、教育歴や経済状況などの関係にとどまらず、様々な社会的条
件を浮き彫りにすることが必要で、ライフヒストリーのような事例研究も加えることによ
って、具体的な把握が可能となるであろう。
　調査は、平均や序列化に焦点を当てるのでなく、現に困難に直面している人々の展望を
拓くために、問題の分析と、その背景と支援に関わる調査に力点を置くべきである。その点、
注目されるのは、ユネスコ生涯学習研究所で、成人のリテラシー・スキルを測る用具をよ
り適切なものにする努力がなされ、ドイツやフランスにおいて、とくにリテラシー調査で
低いレベルを示した人々に焦点をあてて、詳細にその内容の分析が試みられていることで
ある（UNESCO Institute for Lifelong Learning 2020）。現に夜間中学校や識字学級・日本
語教室に参加している人について調査することも、その学習の意味を明らかにするうえで
意味深いことである。
　そもそも、このような調査が成り立つためには、非識字には個人的要因のように見えて
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も社会的要因が関係していて、権利剥奪がある一方、多様な生活力が見られるのであって、
差別されるべきことではないことの住民全体への徹底が必要になる。そのための啓発活動
が持続的になされて初めて調査が実施し得るのである。従来、成人基礎教育への接近が妨
げられたのも、身近に機会がないことや、その存在が知られていないことに加えて、識字
状態にないことに対する差別が影響している。
　識字調査のあり方について、1993年に国際識字年推進大阪連絡会（現在の識字・日本語
連絡会）は、次のような調査内容を含めるべきものとして提言している。①識字能力とそ
の周辺の能力の内実を確かめる部分・・コミュニケーションなど、②その形成を左右する
要因に関する部分、③識字能力の違いによって生じる社会的不利益に関する部分・・生活
行動など、④非識字者に対する社会的偏見を検討する部分・・被差別体験など、⑤識字学
習機会の認知状況と参加状況（国際識字年推進大阪連絡会 1992, pp.23-29）。
　ここで注目されるのは、何のための識字調査かが、対象となった人だけでなく、一般に
理解されることを前提としなければならず、そのための啓発が不可欠であることについて
の指摘である。これまでの学力調査などが、序列づけの機能を果たし、人びとに劣等感や
優越感を持たせることになることが多かったように、識字調査もそのようなものであれば、
むしろ問題を拡げることになるし、調査の協力も得にくい。非識字は社会的につくられた
ものであって、識字調査はそのことを明らかにし、識字状態にないことによる差別をなく
し、社会的に解決し、学習機会の拡大を図るためのものであること、識字以外にも豊かな
文化やコミュニケーションがあることへの気づきをもたらすためのものであることなどを
示すことが重要である。
　大阪府教育委員会社会教育課が1997年度に行った「大阪府識字学級・日本語読み書き教
室等学習者調査」では、多少なりとも上記のことが意識されている。対象となったのは府
内28市町、99学級で1,594の有効票を得ていて、外国籍の者が約3分の2を占めている。調
査内容としては、日本語以外の得意言語、その言葉での文章の読み書き、日本語での読み
書き、会話などのそれぞれの度合い、近所の人とのあいさつ、世間話、食品・日用品の買
い物、食堂での注文、自動販売機での切符の購入、医者に病状等を話すこと、日本人への
電話、テレビのドラマ視聴、音楽番組の視聴、お笑いバラエティショーの視聴、ニュース
の視聴など日常の行動の難易度、学習の成果と希望、生活上の悩み、役所への希望、学習
参加による費用、日本語の会話や読み書きの不得意による被差別体験、知人で日本語の会
話や読み書きに不自由な人の存在と学習不参加の理由などである（大阪府教育委員会社会
教育課 1998）。ただし、これらについての回答は、被調査者の主観的判断によるものであり、
客観的把握の課題は残っている。それでも、これらの項目は、身近な生活に関連していて、
識字調査として適切である。人々にとって切実な生活課題と関連した調査問題が中心であ
るべきである。
　読み書き能力の測定に中心を置きながらも、話す、聞くなども含めてコミュニケーショ
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ンがどのようになされているかを確かめ、それらが、これまでの生活や学習経験にどのよ
うに規定されているかについて、社会的要因を背景として把握することによって、今後の
展望を拓くことが重要である。また、識字が十分でないことでどのような支障があったか
を探り、それに基づく差別の実態を明らかにするとともに、そこに介在する偏見を是正す
る手立ても講じなければならない。さらに、基礎教育の学習機会についての認知度と参加
に必要な条件を尋ねることが求められる。
　このような調査は、日本語が母語である人、そうでない人双方へのアプローチが必要で
あり、音声言語と文字（記号）言語の両方に目配りすることも課題であって、面接調査が
中心とならなければならない。自記式では、読み書きに不自由を感じている人を排除する
ことになる。ただし、面接調査は、秘密保持など信頼関係なくしては成立しがたいもので
あり、調査員の研修はもとより、様々な媒体や信頼できる人を通じて、事前に調査の趣旨
の徹底が図られることが不可欠である。
　調査内容として、かなと漢字、それらの意味を取り上げること、自己を語ること、買い物、
交通、申請、健康、仕事など生活上の必要事項に関係させることが考えられる。貧困、環境、
ジェンダー問題、平和、人権などへの取り組みと関連させての問題設定も大切である。野
元弘幸らの、「危険」、「止まれ」、「禁煙」などの標識を示して、読みや意味を尋ねる調査（野
元ほか 2002）も、日常の安全や利便につながる重要な視点である。ICTのリテラシーにつ
いても、取り扱わなければならない。
　新型コロナウイルスの蔓延は、識字にも大きな影響を与えている。識字状態にない場合、
このウイルスに対する正確な知識を得ることが容易ではなく、予防や治療に関しても、的
確に情報を得ることが困難になる。識字学習を対面で行うことも妨げられた。ユネスコは、
この事態に対し、ICTの基盤を整え、学習者のニーズ、意欲、環境、背景などを考えながら、
デジタル技術を用いての学習方法を築く必要があることを示している（UNESCO 2020）。
このことにも配慮した調査内容を構築することも課題である。
　48年、55年調査でも、新聞記事や各種届出など手続き等から題材を選んでいて、参考に
なる点は少なくない。予備調査の実施はもとより、結果の妥当性を確かめるための吟味調
査も、手紙を書いたり、漫画の吹き出しを書いたりするなどの工夫がなされたことを想起
しての取り組みが促される。読み、書くだけでなく、音声、身体的動作等による表現も加
えることが課題である。
　識字・日本語教室などで行われている学習も参考にして調査の設計をすることも意味が
ある。そこには、学習者によって多くの語りがなされ、文がつづられ、文集が編まれていて、
学習者の生活や願いを把握することができる。これらが教材としての意味を持っているほ
か、自前で多くの教材がつくられているのも参考になる。
　大阪府教育庁の2017年の調査では、識字学級や日本語教室で使用されている教材につ
いて調べていて（複数回答）、「みんなの日本語」が121、日本語能力試験対策用教材が94、
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教室自作の教材が52、「にほんごこんにちは」が43、「日本語春夏秋冬、現代生活・日本語
カタログ」が25、「みんなの漢字」が19、「日本語これだけ」が14、「あいう絵おしゃべり、
カキクケコラム」が8、「もっとしゃべろ」が4、「文化庁5点セット」が4、「その他」が110

の教室であげられている（大阪府教育庁 2018, p.27）。地域の日本語教室では、交流に重点
を置いていて、検定試験対策が主眼ではないが、けっこうそのための教材が利用されてい
る。その他には、新聞記事、広告、お知らせ文など、学習者の実情に合わせて、支援者が
工夫したものが多く含まれている。学習者の作文をはじめ、これらの自主的に創造された
教材には地域や学習者の置かれた状況が反映されていて、調査にあたっても参考にすべき
ものが含まれている。読み書きに不自由でも、会話能力にたけている人と、会話能力を身
につけることから始めなければならない人とでは、教材も異なり、個々人に応じた学習が
展開されながら、共同での運営と支えあいの学級活動が目指されているところが多い。そ
のことからも多様性と共通性を組み合わせた調査の設計が課題となるのである。
　日本の文字の複雑さ、漢字の多さ、同じ漢字でも読みの多様さ、話しことばとは異なっ
たかなづかいの存在など、読み書きができるといっても程度問題であり、ほとんどの人が
どこかでまちがう可能性を持っているのである。調査の重点の置きどころは、基礎の保障
にあり、漢字にしても、生活漢字のようによく用いられるものを中心とすることにあると
言える。
　
むすび
　
　すでに48年調査、55年調査で、読み書きに不自由している人が少なくないことが判明し
ていたが、その後就学率の高さから、日本では読み書きに問題がないかのように扱われて
きた。しかし、就学できなかった人、就学しても十分学べなかった人が少なくないことが、
夜間中学校や識字学級の取り組みからも明らかになり、その背後に多数の識字状態にない
人がいることが考えられたのである。とくに、そのことが被差別の状況にある人や地域に
集約的に見られることが、その後の調査でも示されるとともに、市民全体の中でもその数
値は決して低くないことがうかがわれる結果が出ている。海外にルーツを持つ人も増えて
いる今日、これらの人についての日本語を含めた識字調査がないことも問題である。改め
て、識字調査を全国規模で実施し、それに基づいて生活上のバリアの除去、基礎教育の機
会の保障、共生社会の実現などの具体的施策の展開を図ることが喫緊の課題となっている。
　識字調査の設計にあたっては、この間のリテラシーのとらえ方の変化に着目し、それを
反映させることが必要になっている。広義には、諸分野での基礎的な知識・技術を意味す
るようになっているが、文字社会の拡がりの中で読み書き能力を中心に据えることがおろ
そかになってはならず、そのうえでニューメラシーといった計算能力など数量的処理の力
や、さらにはICTの基礎能力も、リテラシーに含めて調べなければならない。
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　OECDなどでは、リテラシーのレベルの設定の下、国際的調査が進められ、社会の中で
生きる力に重点を置いた成人力調査も行われて参考になるが、平均や序列に関心を寄せる
以上に、困難に直面している人にとって、解決の糸口になるものを見出す調査が求められ
るのであり、そこに焦点化した詳細な分析がドイツやフランスで試みられていることに着
目しなければならない。ユネスコでは、リテラシーを社会的次元でとらえる傾向が増して
いて、リテラシー環境自体を変えていくことに力点を置くようになっている。また、リテ
ラシーの複数性を強調することによって、ローカルな言語や知識も重視するのである。と
もすると標準化された言語や知識によって文化的支配がなされ、それぞれの地域や集団の
生活に根差した文化が軽視されたり、抑圧されたりしてきた歴史がある。そのことからも、
音声や身体的動作等を含めてコミュニケーション全体をとらえ、多様な文化を発展させる
観点に立つことが重要になる。
　したがって、標準化された基準に基づいた調査だけでなく、困難の大きい人々の問題解
明と解決につながる調査、地域や集団の特性に配慮した事例調査などを組み合わせるべき
である。日常生活に必要な事項だけでなく、社会的に問題となっている事項なども取り上
げての識字調査であることが望まれる。いずれにせよ、予備調査、本調査、吟味調査によ
って、的確な調査を行うことが肝心である。
　
注
（1）当時はまだ平等のとらえ方も、画一的な面があったり、機会の平等の考えが強くて、民主主義

の実現にとって権利剥奪状態の人に対する格差是正や差別撤廃の積極的措置を採ることの必要視
が弱かった。日本で、結果の平等の考えも徐々に広がり、平等確立のための政策としてpositive 

discrimination やaffirmative actionが採用されるようになるのは、1965年の同和対策審議会答申以
後のことである。このことと相まって、戦後民主主義の普及の過程で手続き偏重の傾向があった
ことも、多数決で処理して少数者の軽視につながるところがあった。

（2）社会教育が学校教育の安価な代位を担わされることは、第二次世界大戦前にはよく見られたこと
であり、戦後もそれが尾を引いた面がある。もっとも、戦後は、権利としての社会教育が強調さ
れたが、戦前・戦中の反省から、権力統制からの自由に重点が置かれて、自発的な意思に基づく
参加を重視する一方、識字状態にない人をはじめ、参加が容易でない人への積極的な公的保障が
遅れた面がある。識字に関して、成人にも学校での学習機会が保障されなければならないが、社
会教育として生涯にわたって創意ある主体的で自由な学びも展開されなければならないのである
（上杉 2018, pp.345-361）。

（3）全国識字学級実態調査実施委員会が行った調査（2010年度質問紙、2011年度聞き取り）でも、文
字学習から様々な学習に発展していっている学級が見受けられる。菅原・森（2013）はそのこと
の意義について論じている（pp.6-16）。
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Significance and Problems of Literacy Survey:
From a Viewpoint of Guaranteed Basic Education

　
　UESUGI,Takamichi  (Emeritus Professor, Kyoto University)

　
Abstract

　This article aims to examine pervious literacy surveys and the change of the definition of 

literacy among international organizations, and to show what sort of surveys are necessary 

today.    

　A literacy survey should be based on the expansion of the concept of literacy and its 

plurality, focusing on the ability to read and write. Its object is to clarify the number of low 

literate people, their backgrounds and opportunities to learn. Though any national literacy 

survey has not been conducted, recent local surveys show that there are not a few people 

who need learning literacy, which has developed as a liberation movement, and stressed the 

importance of learners’ participation in the management of classes, mutual learning related 

to their living conditions and comprehension of the relationship between themselves and 

society. A new literacy survey should assess the ability to communicate including using 

ICT and physical expression, inquire into the factors which define low literacy, and find 

opportunities of learning literacy, analyzing the needs of low literate people in detail, whose 

data are more important than the average mark of people at large.

　
Key words: 

lettered society, liberation movement, needs assessment, plurality of literacy, relevance  
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＜研究論文＞

　

基礎教育保障に向けた識字調査と国際協力
Literacy Survey and International Cooperation for Guaranteeing Basic Education.

　
大安喜一（ユネスコ・アジア文化センター、東京医療保健大学）

OYASU,Kiichi（Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO, Tokyo Healthcare University）

　
Ⅰ．はじめに
　
　日本では、1948年以来、全国的な識字調査は実施されていない。2016年の教育機会確保
法において、公立夜間中学の全国的な設置と併せて、現状の把握が重点項目として位置づ
けられている。識字課題をはじめ、基礎教育保障は主に途上国における課題と認識されて
きたが、近年、先進国においても、識字を自国の課題として認識し、現状を把握する調査
が実施されている。
　本稿では、日本での識字調査に関する研究と議論が進む中、これまで行われてきた国際
機関及び他国における調査の特長と動向をとらえ、日本の識字調査を計画・実施するにあ
たっての示唆を得る。また、日本の基礎教育分野における途上国支援による国際協力の経
緯を振り返り、我が国における識字調査実施の体制・基盤づくりに関連して、この分野に
おける国際協力と国内課題の議論との関連性を明らかにする。
　
Ⅱ．基礎教育保障の国際的枠組み
　
　読み書き能力としての識字（リテラシー：literacy）の重要性は、歴史的にさまざまな地
域や国の文脈において確認されてきた。国際的な文脈では、1948年の世界人権宣言におい
て「初等および基礎教育の保障」という形で明記された（第26条）。1949年に開催された
第1回ユネスコ国際成人教育会議（通称、CONFINTEA）においては、日常生活の経験や
知恵と融合した識字の必要性が取り上げられた。とくに1985年第4回会議では、学習権を
人間の生存にとって不可欠であり、個人的・集団的力量を発達させる権利としている。
　近代化を進めるための教育の普及は、主に公教育の整備、すなわち学校教育制度の拡充
と質向上を中心にすすめられた。第二次世界大戦後に独立した新興国では、1960年のカ
ラチプランのように初等教育完全普及が教育目標とされた。1990年代における人間開発の
流れの中で、ユネスコなどの国際機関が主導した「万人のための教育（Education for All、
以下EFA）」では、基礎教育の概念を拡大し、包括的かつ柔軟な教育の在り方が提案された。
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すなわち、この会議の参加国は、学校外を含めた幅広い領域の教育を、子ども、青年、大
人のあらゆる年齢層に、人種、性別、階層などによる差別なく提供することを目指すこと
で合意した（北村 2008）。
　成人教育に関する国際的な組織としては、国際成人教育協議会（International Council 

of Adult Education、以下ICAE）があり、CONFINTEAへの提言を行っている。アジア・
太平洋地域では、アジア南太平洋成人・基礎教育協会（ASPBAE）が、研究を中心に活
動しており、現在はICAEのリージョン組織にもなっている。これらの組織による提言は、
EFAやCONFINTEAの政府間会合での議論と成果文書へのインプットとなっている。以下
では、識字調査の背景として重要な国際的な枠組みであるEFAとCONFINTEAについて概
観する。
　
1．万人のための教育
　1990年から始まった国際的な枠組み「万人のための教育（EFA）」では、初等教育の完
全普及と共に、学校教育の機会を得られなかった人々に対する識字教育の必要性が認識さ
れた。大きな節目としては、1990年のタイ・ジェムティエンEFA会議、2000年セネガル・
ダカールでの世界教育会議、2015年韓国・仁川での最終年会合がある。EFAは1990年以降
の人間開発、ミレニアム開発目標（2000～ 2015年）、持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals、以下SDGs、2015～ 2030年）など、国連全体の包括的な枠組みにお
いて、教育セクターの開発目標として推進されてきた。
　EFAでは、ダカール会議において就学前教育、初等教育、青年成人のスキル、成人識字、
ジェンダー、教育の質の6目標が設定された。初等教育に比べ識字教育は優先順位が低く、
その主な理由として、限られた教育予算の多くは、学齢期児童生徒や生産年齢人口を対象
とする政策に充てられたこと、非識字者の多くが貧困層など社会的に脆弱な立場に置かれ
た人々であり政策提言を行えるような社会への影響力がなかったこと、学校教育における
就学率や修了率のようなデータを識字教育の分野で示すのが難しいことが挙げられる。
　またダカール会議では、モニタリングの重要性が指摘され、2002年からEFAの進捗状況
をまとめた「グローバル・モニタリング報告書（Global Monitoring Report、以下GMR）（1）」
が発行された。多くの国において、EFA進捗報告の基となる識字調査は、国勢調査の際に、
世帯ごとの自己申告という形で実施されていた。具体的には、家族構成と、そのうち読み
書きのできる人は何人かを問うという方法が一般的であり、具体的な政策の策定と実施の
根拠とするには、きわめて不十分なものであった（青木 2008）。
　2015年のEFA最終報告書によると、初等教育の就学率が向上し、男女格差が縮まる一方
で、一定数の学齢期児童生徒が基礎教育を修了できず、成人識字が向上していないとして、
この点がポストEFAの課題とされた（UNESCO 2015）。SDGs教育目標の進捗を報告する
「グローバル教育モニタリング報告書（Global Education Monitoring Report、以下GEMR）
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2022年版」によると、世界の15歳以上の識字率は女性で83％、男性で90％と向上している。
ただ中等教育修了者でも、ほぼ半数が簡単な文章を読むことのできる識字レベルに達して
いないことが、18か国における調査で明らかとなった。学校に在籍することが識字能力の
獲得につながるとは限らないこと、また学校外教育での学びの重要性に言及し、就学率や
修了率の調査とは異なる識字調査の必要性について示唆を与えている（UNESCO 2022）。
　
2．国際成人教育会議
　ユネスコが主催する国際成人教育会議は、デンマークでの第1回（1949年）会議に始まり、
概ね12年ごとに開かれている。直近の第6回は2010年にブラジル・ベレンで144か国の政府、
市民団体、企業や国際機関の代表が参加して開催された。この会議の成果文書であるベレ
ン行動枠組みでは、成人教育の重要性を生涯学習の枠組みから再認識し、EFAなどの国際
的な目標と合わせた取り組みの重要性が強調されている。また、成人識字、政策、運営（ガ
バナンス）、財政、参加、質の領域に分けて提言がなされた（2）。
　ユネスコ生涯学習研究所（UNESCO Institute for Lifelong Learning、以下UIL）は、各
国への調査や報告書を基に、3年ごとにグローバル・レポート（Global Report on Adult 

Learning and Education、以下GRALE）（3）を作成し、成人教育の状況と課題の報告及び提
言をしている。GRALE 1（2009）は、成人教育への優先度の低さ、遅い進捗、権利と能
力向上に果たす役割への理解不足を指摘した。2013年発行のGRALE 2では、識字を主な
テーマとして以下の課題が示された。
　
●識字は個人及び社会の発展に重要であり、教育資源の程度がプログラムへの参加に影
響を及ぼす。世界の識字状況は改善されているが取り残されている人々も多い。
●識字とは、読み書きだけでなく生涯学習の土台であり、継続的、文脈に即した学びで
あることを念頭にした、識字の再定義が必要である。
●識字に関する調査の分野では、様々な手法が国際的に開発されている。量的な調査だ
けでなく、フィールドワーク等を通じた質的調査も必要である。
●識字能力の測定には個別テストが有効であるが、実施過程の複雑さや費用面を考慮す
ると、自己申告による調査の信頼性を高めることも併せて検討するべきである。

　
　CONFINTEA第7回会議は、2022年6月にモロッコで開催される。本会議は成人教育に
おける識字・基礎スキル、継続教育・職業スキル、シチズンシップ教育の3領域を重点と
している。2021年1月には東アジア準備会合、同年9月にはアジア・太平洋地域会合が開か
れ（4）、成人教育における政策と財政強化、脆弱な人々の学習機会保障、デジタル格差への
対応、ICT活用と学習提供者の役割の変化促進、地球市民教育及び持続可能な開発のため
の教育の推進、国の資格制度のもとでの学力認定制度整備、生涯学習の推進、協働とパー
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トナーシップ、根拠に基づくアドボカシー、の諸点が提言された。
　識字教育の重要性は、EFAおよびCONFINTEAにおいて認識されている。しかし学校教
育に比べ、学習内容が幅広く学習者が多様であり、それぞれの国や地域文脈に対応できる
汎用的な国際的枠組みをつくることは容易ではない。CONFINTEAでも指摘されているよ
うに、こうした複雑さの影響から、基礎資料となる識字調査の実施もハードルが高い。本
稿では、こうした多様性と複雑さの中で、海外の識字調査がどのように行われてきたかを
検証する。
　
Ⅲ．識字分野の国際調査
　
　本章では、国際的な識字調査として、主に先進国を対象とした経済協力開発機構
（Organisation for Economic Co-operation and Development、以下OECD）による成人
力調査とEFAの枠組みからユネスコおよびユネスコ統計研究所（UNESCO Institute for 

Statistics、以下UIS）による途上国における識字調査を取り上げる。
　
1．国際識字・成人力調査
　OECD加盟国を対象にした、最初の国際的な成人教育に関する調査は1994年に行われ
た国際成人読解力調査（International Adult Literacy Survey、以下IALS）であり、北米と
ヨーロッパの8か国が参加した。対象は16歳以上65歳以下である。この調査の目的として、
結果のランキングも重要ではあるが、それよりも国を越えた成人の識字力向上に関する、
さまざまな要因を見出すことのほうが重要であり、むしろ国の事情の違いや調査での誤差
は前提とされている（National Center for Education Statistics 2000）。本調査における識字
の定義は「印刷または筆記された情報を使って、社会において自らの目的を達成し、人々
の持つ知識や潜在的な能力を高める」ことであり、異なった生活環境や職業で求められる
スキルであるとされている。調査は、背景、基本的識字能力、識字活用能力の3領域に関
して対面インタビューにより行われた。また、カナダやスイスでは複数の言語が使用された。
　IALS実施背景には、アメリカで1985年に実施された青年識字調査やカナダでの同様の
調査から、先進国の深刻な識字課題が明らかにされる一方、国際的で包括的な情報やデー
タには乏しいという状況が存在した。つまり、有効な政策の確立のためには国際的で包括
的な調査が必要であり、その実施に当たっては国際機関のOECDが主導すべきとの提言が
なされた（Thorn 2008）。IALSは1996年と1998年に実施され、さらに識字だけでなく生活
技術（life skills）も含めた成人読解力生活技術調査（Adult Literacy and Life Skills Survey、
以下ALLS）が2002年と2006年に実施された。
　これらの国際調査の経験と実績を基に、国際成人力調査（Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies、以下PIAAC）第1サイクルの第1ラウンド（1-1）が
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2011年に実施された。日本はIALSとALLSには参加しておらず、PIAAC1-1に参加した。
PIACCはOECD加盟国を中心に第1サイクルで3ラウンドを行い、第2サイクルは2022年か
ら23年に実施予定である。
　日本が参加したPIAAC1-1では、世界24か国・地域において16歳以上65歳以下の約15万
7千人を対象に読解力、数的思考力、ITを活用した問題解決能力の3分野のスキルを評価
している。読解力および数的思考力の習熟度は5つのレベル、ITを活用した問題解決能力
は3つのレベルに分かれている。OECDによる生徒の学習到達度調査（PISA）と評価分野
は類似しているが、両調査に共通の問題項目はなく、結果を直接比較することは出来ない。
PISAが学習到達度測定を主目的にするのに対し、PIAACは一般のスキル測定に加えて学
校教育や職業訓練とスキル習熟度との関係や成人のスキル習熟度と経済的・社会的成果（ア
ウトカム）との関係性を示し、政策立案への活用を目的としている。
　調査方法は、対象者の自宅等で対面によりパソコンを用いながら行うのが基本であるが、
コンピューターを使ったことがない、あるいは使用を拒否する、また導入試験で不合格に
なった場合は、紙による調査が行われた。最初に調査員が質問項目を読み上げ、回答を入
力するという方法で背景調査を行い、その後、読解力、数的思考力、ITを活用した問題解
決能力に関する調査を実施した。被調査者は上記の能力のうちの1～ 2分野について、各
20問程度の問題に回答した。回答時間に制限はないが、所要時間は背景調査を含め概ね1

時間半から2時間であった（国立教育政策研究所 2013）。

　調査の結果は0から500点のスケールで示され、各国の分野ごとの平均得点と順位が示さ
れている。表1では、上位5か国を平均点と共に挙げている。日本は全ての分野において平

図１　PIAAC調査の概要
出所：国立教育政策研究所（2013）
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均点が高く1位である。この調査での分析は分野別にされているが、フィンランドがすべ
ての分野で2位となるなど、上位の国はほぼ同じである。また、今回上位の国は、日本以
外は人口が2千万人台かそれ以下であり人口規模が小さい。国内総生産（GDP）の上位を
占める主要7か国（G7）は日本以外、上位に入っておらず、むしろ下位の順位である。

　日本の調査実施機関である国立教育政策研究所によると、日本では学歴、年齢、性別、
職業などの属性による差が少ない。また、ICTの活用能力は高いが、その活用割合は低い。
就業者に関しては、自分の最終学歴に比べて仕事に応募するのに必要な学歴のほうが低い
「オーバー・クオリフィケーション」の割合が高い（同上,2013）。日本はOECD加盟国の中で、
総人口が多いにも関わらず、平均的な成人力がきわめて高い。一方で、個人の能力を社会
の仕組みや就業形態に必ずしも活かしきれていない状況が指摘されたと言える。
　日本は2022年からの第2サイクル調査を実施予定で、文科省と国立教育政策研究所は23

年の本調査に向けて予備調査を22年に行う予定である（5）。第1サイクル同様、背景調査を
行い、読解力、数的思考力、状況の変化に応じた問題解決能力の三分野の調査を対面で行う。
第2サイクルでは、コンピューターではなく調査員が用意するタブレットを使い、対象者
自身が入力するという方法をとる。タブレットを普段使わない人でも操作できるよう支援
し、また使用を拒否する場合は紙による調査を行うとしている（OECD 2021）。
　
2．教育開発における識字調査
　途上国の識字に焦点を当てた国際的な調査として、ユネスコ統計研究所（UNESCO 

Institute for Statistics、以下UIS）は、識字評価およびモニタリング・プログラム（Literacy 

Assessment and Monitoring Programme、以下LAMP）（6）を実施してきた。LAMPもOECD

による国際調査を基に開発されており、識字と非識字を二分割するのではなく、5つのレ
ベルに階層化することにより、調査結果を識字教育の政策や具体的な計画策定・実施に
活かせる形にしている。多くの途上国では、識字調査の財源と人材の不足から、従来の調
査は自己申告や簡単な読み書き計算による評価が中心であった。調査内容は、薬の服用の
理解、表・グラフの読み取りや推測する力など、多面的に識字を調査する内容になってい

表1　PIAAC調査結果の各国比較

出所：国立教育政策研究所（2013）から、各分野順位上位5か国を抜粋し筆者作成。
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る。調査は世帯訪問により、背景質問と初期（フィルター）テストの後、文字、単語、文章、
計算に関するモジュールを使用して実施された。
　LAMPでは、教育開発の観点から、調査を計画・実施する過程において、参加国の調査
者自身の専門性を培うことによって人材を養成し、各国で継続的に識字に関するデータを
収集する体制づくりを目指している。また参加国における識字の共通課題の発見・共有と
政策提言を行っている。とくに重要な問題として、識字能力と社会経済的格差の関係、成
人教育における識字教育への適切な予算措置と人材配置、学校教育の質の担保への配慮等
の諸点が挙げられている（UNESCO Institute for Statistics 2018a）。
　LAMPにはOECD加盟国以外の10か国が2003年の企画から参加したが、最終的に報告
書が完成したのはヨルダン、モンゴル、パレスチナ自治区とパラグアイの4か国・地域に
とどまった。参加国は2010年にデータ収集、2011年に分析、2012年に報告書を作成した。
この調査では性別、年齢、教育歴ごとに、その習熟度（レベル1（低）から3（高）までの
3段階）が測定された。レベル1は、文を理解し丸囲みや文節の書き写しができる程度の能
力であり、全く読み書きできない場合も含まれる。レベル2は異なった文章表現を理解し
完全な文が書ける能力である。レベル3は複雑な文章を理解し書くことができる能力であ
る。レベル1では日常生活において識字を十分に活用できないレベルにあると言える。
　表2では、参加4か国の文章分野の調査結果とEFAグローバル・モニタリング報告書
（GMR）2012年版（2010年のデータを使用）に報告された参加国の識字率を比較した。す
べての参加国が識字率を9割以上としてGMRに報告していたが、LAMPの結果では、機能
的に識字能力を使えることができないレベル1が2割以上であった。自己申告を中心とした
報告に基づくGMRと実際の能力を評価したLAMPでは大きな差がある。

　表2からの属性による比較では、性別による差はあまりなく、レベル3では、ヨルダン以
外では、女性が男性に比べてやや高い。LAMPにおいて、いちばん差が大きいとされたの
は教育歴である。初等教育以下の教育歴ではパレスチナの場合、9割以上がレベル1であ
り、中等教育以上の教育歴があるとレベル1の割合は大きく下がっている。初等教育歴の

表2　LAMP参加国の文章分野の結果とEFA GMR ２０１２年版の比較

出所： UNESCO Institute for Statistics (2013)及び UNESCO （2012）より筆者作成。
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有無が成人になってからの識字能力に大きく影響していると言える。また参加国に共通し
て、年齢が高くなるほど、レベル1の割合が高い傾向にあるとの報告もあった。
　LAMPの実施を完了した国が少数にとどまったのは、人材を含めた専門性の確保に加え、
時間と費用がかかりすぎることであった。このため、UILは簡略化したMini LAMPのパッ
ケージを開発し、LAMPの手法がそれぞれの国の事情に合わせた形で活用できるように進
めている（UNESCO Institute for Statistics 2018b）。
　
Ⅳ．国レベルの識字調査

　以下で取り上げるドイツ、フランス、韓国の識字調査は、PIAACのような国際的な識字
調査の枠組みでは把握しきれない、識字に課題を抱え社会的に疎外されている人々の状況
を把握し、よりきめ細かな政策を立案し実行することを目的としている。
　
1．ドイツ・識字調査
　ドイツでは、最初の識字調査が2010年に行われ、ドイツ語を母語としない人も含め、ド
イツ語で会話が出来る成人18歳から64歳をランダムに選び7,035人を対象とした。その中
から読み書きに困難を抱える1,401人により詳細な調査を行っている。調査はコンピュー
ターを用いたインタビュー形式で実施され、背景調査後に質問冊子（puzzle booklet）を使
用したインタビューを約15分間、その後の詳細調査は被調査者が実際に質問に回答を書く
形で進められた。調査全体の流れはPIAACの図1で示した流れと同じである。質問内容は、
文字・単語、文、文章の理解について表3のような設問がなされた。

　その結果、読み書きに困難を抱える「機能的非識字者（functional illiterates）」が約750

万人、総人口の約14.5％であるとの推計結果が出た（Bundesmisiterium für Bildung und 

Forschung 2011）。この調査は、職業訓練や健康、負債相談など生活関連の内容を含み、識

表3　ドイツ識字調査の質問項目

出所： Bundesmisiterium für Bildung und Forschung （2011）
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字の困難さを、第1段階の文字が理解できない、第2段階の単語が理解できない、第3段階の
文章が理解できないに分けた。
　その後、連邦政府が2016年から開始した「識字と基礎教育の10年」政策の下、2018年に
第2回調査が行われた（Grotlüschen et al. 2019）。この調査では、「機能的非識字者」とい
う概念が烙印を押す（stigmatize）ような否定的なイメージを持つとして「低識字者（low 

literates）」という新たな概念が用いられている。対象者6,681人をランダムに選び、第1回目と
同様に背景及び初期調査を行い、低識字者511人に対してより詳細な調査を行った。調査項目は
財政、健康、政治参加、ITを活用した仕事、家庭、日常生活に必要なスキルに関した内容である。
　第2回調査の結果、低識字者は総人口の12.1％、約620万人と推定された（表4）。先述の
2010年の調査結果と比較すると、2018年調査では推計される低識字者の数と割合が減って
いる。また、低識字者が女性に比べ男性に多く（41.7％対58.4％）、ドイツ語を母語にする
人が低識字者の半数を占めるとされた。さらに、学校教育修了段階が高いほど識字能力が
高いものの、前期中等教育修了者でも約2割が低識字者であった。学習継続の有無も調査
項目に入っており、低識字者の内、0.7％しか継続教育に参加していないと報告された。

　この調査は、人々の能力評価だけでなく、日常生活における識字の活用（実践）につい
ても評価する特徴がある。これは、低識字者がその識字能力の低さにより、社会活動から
疎外されている可能性についての問題意識に基づく。職種と仕事の満足度、家庭生活、交
通手段、医薬品の使用、ICTの活用、政治への関心と参加等の諸項目における識字能力と
の相関関係を調べた結果、低識字者は移動において公共交通機関を利用する傾向が多い
が、生活に支障が出ることは少ない。一方で、オンラインバンキングなど、新しい仕組み
やICTの活用は、低識字者の場合、平均の3割程度の利用にとどまるとしている。
　この調査の結果は、「識字と基礎教育の10年」の下、職業のための基礎教育、生活にお
ける識字と基礎教育事業、教材開発、学習者へのカウンセリングなどの様々な事業を計画、
実施するために活用された。さらに、2005年より移民を対象にしたドイツ語教育が整備さ
れる中、ドイツ語を母語としない人々の世代別識字調査の必要性も提言されている。

表4　ドイツ・2018年識字調査結果

出所： Grotlüschen A.et al.（2019）
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2．フランス・識字調査
　フランスでは、1980年代より自己申告による識字調査が行われてきたが、読み書きに
よるテストの必要性が議論され、2000年の国立識字担当庁（National Agency for Fighting 

Illiteracy、以下ANLCI）設置に伴い、識字教育に関するガイドラインが策定された。この
ガイドラインでは、非識字者を「16歳以上で、学校への通学経験があるにも関わらず、日
常生活において文字を読み理解すること、文字を書いての意思疎通することに困難を抱
える者」とし、学校教育歴の有無より実際の識字能力に着目している。この定義に基づき、
全国的な調査として情報・日常生活調査（Information and Everyday Life Survey、以下
IVQ）が18歳から65歳の年齢層を対象に2004年にパリ首都圏で行われた。その後、2011

年から2014年には、16歳から65歳を対象に、ニューカレドニアなど仏領海外5県も含め全
国的に実施されている。
　調査手法は国際調査であるIALSやPIAACと同様に、初期テストを行った上で識字能力
の低い者に対しての詳しい読み書き・計算テストと背景調査を行っている。フランスでは
非識字者の用語が使われている。しかし非識字者の中にもレベル・階層があり、識字・非
識字に二分しない考え方はドイツと共通しており、本稿ではフランスの調査結果に関して
も低識字の用語を使用する。フランスにおける識字レベルは以下の4レベルに分かれてい
る：読み書きに問題なし（テストの8割以上正答）、困難がある（6割から8割未満の正答）、
かなりの困難がある（4割から6割未満の正答）、大変な困難がある（4割未満の正答）。調
査の内容と流れの概要は図2のとおりPIAACと同様である。大きな違いは、能力調査の結果、
低識字であった人々に対して、彼らが日常生活にどう適応してきたかを知るため、詳しい
背景調査を最後に行っている。

図2　フランス識字調査の流れと内容
出所： Jeantheau （2014）
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　2011年の調査では、対象としたパリ首都圏の16歳から65歳人口の11％、約430万人が低
識字状況にあることが推定された。2004年調査と同じ年齢層の18歳から65歳について調査
結果を比較すると、低識字者の割合が2004年の9％から2011年には7％に改善している。ま
た、どちらの調査でも計算に困難さを持つ人々が、読み書きを困難とする人よりも多いこ
とが明らかになった。加えて、低識字層の約6割がフランスの学校教育を受けていること
から、就学経験を有していながら識字能力が備わっていない課題を指摘している。若年層
に比べ高齢世代に低識字者が多く、学校修了後の学習機会の少なさも影響するとしている。
　この調査に関わったJeantheauは、調査結果が有効活用されるためには、調査の実施者が
政策担当者と計画段階から協力し、行政課題を視野に調査を計画することで、結果の政策
への反映が容易になるとしている。また大規模調査の経費を抑えるために、調査項目の絞
り込みと、他の調査等における住民の基本情報を活用する必要があるとしている。行政と
協力する一方で、調査の客観性、科学性を担保するためには、研究者の関与が必須であり、
大規模調査に向けた調査員の研修の重要性も指摘している（Jeantheau 2014）。
　
3．韓国識字調査
　韓国では2007年の平生教育法改正により、識字教育が国及び地方自治体の責務として規
定され、同時に識字教育調査の実施が決定された。識字教育の制度化により「学歴認定制度」
が導入（金・新矢 2020）されると共に、2014年より3年ごとに国立平生教育振興院（National 

Institute for Lifelong Education、以下NILE）が国レベルの調査を行っている。2017年の
識字調査は18歳以上の年齢層を対象に行われ、約4千人が参加した。調査分野は文章、図表、
計算であり、識字能力を4段階に分け、識字に困難を抱えているレベル1から3の人々が約2

割強いることが明らかになった（表5）。調査は性別、年齢、教育経験、世帯別収入、地域
毎に分析され、高齢世代の女性、就業や結婚により近年増えている外国からのニューカマ
ーの教育が喫緊の課題であるとした（7）。
　

表5　韓国識字調査における能力レベルと結果

出所： National Institute for Lifelong Education.（2018）（８）
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　NILEは平生教育法に基づき、識字教育機関の調査も毎年行い、機関情報（運営、財政、
教員、ボランティア、パートナー機関）、学習者の属性（性別、年齢、教育歴、外国及び
北朝鮮からの移民）、プログラムの内容（カリキュラム、授業時間、教材、学習者指導）、
機関の能力向上への支援の要望などを詳しく調べている。なお、2018年の調査には855の
機関が参加した。
　
Ⅴ．海外識字調査からの示唆
　
　先述のGMRのようにユネスコが例年発表する国際識字データ、またはOECDが行う
PIAACは、国際的な動向を報告し、参加国が世界の中の立ち位置を知ると共に、政策立案
に活用することを主な目的としている。一方、LAMPや本稿で取り上げた国レベルの調査
は、識字者と非識字者を二分してその割合を示すのではなく、識字に困難を抱える人々の
状況を、連続性の視点からいくつかの段階に分け、それぞれの状況に対応する政策と実践
に対して、より的確な情報を提供するために行われている。
　またこれらの調査では、低識字者に焦点を当てる場合、識字の状況を、日常生活におけ
る学習習慣や環境、雇用、健康との関係性の中で把握することが重要であるとしている。
すなわち、識字を単なる読み書き計算の能力と捉えるのではなく、「機能的識字」の概念
に基づいて、それぞれの国の文脈に即した識字の定義を明確にしながら調査を実施してい
るのである。
　調査の対象については、国際、国別調査共に、国語の話者を対象として、外国籍、外国
を背景に持つ人たちも含めている。また使用言語については、PIAACなどの国際調査参
加国で国内に公用語が複数ある場合、それぞれの言語で調査を行っている。日本語の場合、
ひらがな、カタカナ、漢字という複数の文字体系があるため、識字の定義と併せて、こ
れらの文字体系をどう位置付けるかが課題となる。筆者が、ユネスコ・バンコク事務所
のUIS担当者 Roshan Bajracharya氏からLAMPに関する情報を収集する際に尋ねたところ、
この文字体系の問題については、他国で日本と同様のケースはなく、日本において検討す
る課題であろう、との意見であった（9）。さらに官民ともにデジタル化を進める中、IT識字
の定義と調査項目における位置づけについても検討する必要がある。
　調査の技術的な面と並行して、調査を国レベルで大規模に実施する場合の仕組みと財源
の確保も、重要な課題である。今回取り上げた3か国では、基礎教育保障に関する法律や
政策の下、識字調査が実施されている。例えばドイツでは、2016年連邦政府「識字と基礎
教育の10年」政策の一環として識字調査が行われ、その結果を教材開発、研修や広報等に
活用している。また、識字調査費用約200万ユーロの財源は、教育省だけでなく労働省も
含めた複数の省庁からの拠出により確保された。識字が幅広い意味を持ち、分野横断的に
取り組む必要性が認識されたのである。フランスでも国立識字担当庁（ANLCI）を2000
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年に設置し、民間からの拠出や広報も行われており、財源確保も含めて社会で取り組むべ
き調査であると捉えられている。日本でも教育機会確保法に基づく政策の実施には、識字
調査を公立夜間中学の拡充や周知に活かせる体制が機能するよう確認する必要がある。
　日本の場合、PIAACは文科省の予算により国立教育政策研究所が実施しているが、識字
調査の実施、運営においては、教育だけでなく厚生労働分野も含めた省庁横断的かつ民間
や市民社会の参加による実施体制の確立が求められる。大規模な識字調査を短い間隔で実
施するのは容易ではないため、間接的なデータを集める仕組みも必要である。韓国では識
字調査と並行して、識字教育実施機関・組織に関する調査も行っている。こうした識字教
育機関のネットワークは、行政による情報収集だけでなく、機関同士の情報交換や研修に
も有効であると考える。また、LAMPの簡易版（Mini LAMP）のように、国勢調査など
既存の調査に学習習慣や読書歴などの質問項目を加えての情報収集も検討すべきであろう。
　
Ⅵ．基礎教育保障分野における日本の国際協力
　
1．国際教育開発における識字教育
　第I章で概観した「万人のための教育」には、途上国の基礎教育発展を支援するため、日
本を含め多くの政府、機関や研究者が関わってきた。国際教育開発の議論では、識字は基
本的人権であり、多くの非識字者が社会の底辺に位置するため生存の確保、貧困の削減、
相互理解による平和構築といった読み書き能力の確保を越えた重要性が指摘されている
（村田 2005）。一方で、学校（フォーマル）教育において識字能力を獲得できなかった人々
が学ぶノンフォーマル教育は、効果、方法、効率性といった点で十分なものとはなってお
らず、他の教育開発分野に比べ弱い立場とされる（青木 2008）。
　日本政府はEFAをはじめとする国際教育開発の分野において、途上国支援を国際機関や
国際協力機構（JICA）による二国間協力を通じて行なってきた。にもかかわらず、教育開
発研究において、途上国の識字課題と日本国内の基礎教育保障を関連付けた議論は、これ
まであまりなく、この分野の国際協力の実践においても、日本の課題と併せて議論された
ことはあまりないと考える。その理由として、国際的には、日本は「万人のための教育」
は達成済みであり、非識字の問題はないとの前提があったためと言える。また、日本にお
ける学校外の基礎教育保障は、ボランティアによる地域文脈に沿った活動が多く、国際的
な連携を組織的に行うことは難しかったためと考える。
　国内外の議論を連動して進めるために、国際成人教育会議、EFAおよびSDGsといった
国際的な枠組みだけでなく、共通の土台とする理念を確認することも有効である。例えば、
パウロ・フレイレの教育思想として、抑圧・搾取されている人々が客観的・批判的に自分
たちの置かれている状況を理解し、主体的に変革していく中で抑圧者と被抑圧者の双方が
解放される「意識化」を通じた批判的教育学がある。こうした議論は、国内外の識字教育
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研究と実践のバックボーンであり、長期的な視点による国際協力には、政策担当者や実践
者もこうした理念を踏まえた議論が不可欠であると考える。
　
2．ユネスコを通した日本の基礎教育協力
　ユネスコはEFAや国際成人教育会議を主導する国連機関であり、日本にとっては戦後、
最初に加盟した国際機関である。日本は加盟国分担金以外にも、教育分野の信託基金を拠
出している。1990年代には、バンコク事務所を拠点に初等教育だけでなく、識字教育への
事業支援が、学校外教育を学校教育と同等と認める学力認定制度とコミュニティ学習セン
ター（CLC）を中心に行われた（大安 2017）。CLCは初等教育や識字教育で獲得した識
字能力を維持する継続した教育を推進するため、アジアの多くの国々で政策化されている。
日本はユネスコに対して、CLCに特化した信託基金を1998年から拠出し、CLCと同様の施
設として公民館への関心が高まった。とくに日本政府が提唱した「持続可能な開発のため
の教育（ESD：Education for Sustainable Development）の10年（2005- 2014）」から、地
域づくりの拠点としてのCLCと公民館の共通点に関する議論がなされてきた。ここでは「学
びを通した地域づくり」が議論の中心であったため、基礎教育保障に関するアジア諸国と
日本の課題を結び付けた議論は、ほとんど見られなかった。
　
3．日本の政府開発援助による基礎教育協力
　日本の教育分野における二国間協力は、JICAによる政府開発援助（ODA）を中心に行
われてきた。JICAは、日本の学校教育を中心とする明治初期の近代教育導入からの教育開
発の経験を、途上国に応用していくという視点に立っている。そこでは、20世紀初頭の初
等教育拡大により日本の非識字はほぼ解消されたとする前提のもと、学校教育のマネージ
メントや量的拡大・質的向上といった点については整理されているものの、識字教育や社
会教育については言及されていない（国際協力機構 2005）。
　JICAは、SDGs教育目標達成に向けた重点的取り組みとして、子どもの学びの改善、科
学イノベーション・産業発展を担う人材の育成、インクルーシブで平和な社会づくりのた
めの教育を挙げている 。識字関係事業としては、アフガニスタンでの識字教育強化プロジ
ェクトが2010年から2018年にかけて実施されたほか、2015年からはパキスタンでのオル
タナティブ教育推進プロジェクトが展開されている。このプロジェクトでは、学校に通っ
ていない子どもや学齢期を過ぎた青年や成人を対象とした学力認定制度の整備と、それに
伴う教材開発、人材養成、データ管理システム構築に取り組んでいる（大橋 2021）。第2

期は2021年から2025年までの予定で実施されている。
　
4．国際協力の経験との往還
　2016年に教育機会確保法が成立したことにより、公立夜間中学の拡充が進んでいること

60



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

は評価される。行政に対しての民間や市民社会からのアドボカシーが進んでいることもそ
の背後にあるといえる。ただ、例えばSDGs教育目標に関しては、未だ途上国の不就学児
童生徒や識字課題として取り上げられることが多い。今後、識字調査と夜間中学の拡充を
含めた基礎教育保障に向けて国内の機運を高めるためには、SDGsのような国際目標の中
に日本の課題を結び付けたアドボカシーが有効であろう。
　日本国内の基礎教育保障の前提となる識字調査を文科省だけでなく、省庁横断で官民の
多様なステークホルダーと協力して推進する必要がある。海外の調査結果と国内外の実践
からみてもわかるように、識字は読み書き能力だけでなく生活全般に関わり、個人の尊厳
につながるものだからである。またLAMPの取り組みでも明らかになっているとおり、多
くの途上国で識字に関する信頼できるデータを収集・分析することが困難な状況にある。
日本国内の識字調査の計画、実施においては、他の先進国との協力に加え、途上国に対す
る日本の国際協力事業と情報や技術を共有することもきわめて重要であろう。
　さらに、識字調査の結果を受けて、自主夜間中学や識字教室への支援と共に、学習歴を
認定する制度づくりに向けての議論につなげたい。このような議論を通して、学校教育と
社会教育の連携を基盤とした生涯学習の具体的なシステムを構想していくことが求められ
よう。日本には、アジアを中心にODAや国際機関を通じたイクイバレンシー教育をはじめ
とするノンフォーマル教育支援の蓄積がある。また、欧州と北米における早期離学者に対
するセカンドチャンス教育の研究（横井 2022）や識字教育分野での研究・実践交流が進
んでいる東アジアとの連携が期待される。
　ドイツおよびフランスの調査では、学習継続の有無が成人の識字能力に影響を与えるこ
とが明らかになっており、また日本と同様、ニューカマーの基礎教育に関する課題を持つ
韓国では、識字教育を生涯学習の中に位置づけている。したがって日本においても、基礎
教育保障の問題を、学校教育だけでなく、社会教育の役割も視野に入れつつ「生涯学習」
という俯瞰的な観点から議論していくことが必要なのではないだろうか。
　
Ⅶ.　おわりに
　
　グローバル化が進み、格差が多くの国で顕在化する中、識字は途上国だけでなく、日本
も含めた先進国にも共通した課題となっている。OECD加盟国の中でも、1990年代から識
字を自国の課題と位置付けて、調査を行ってきた国々がある。日本は2011年のPIAACに参
加し国際的なランキングに対する関心は高いものの、低識字の課題に関する議論は深まっ
たとは言えない。海外の識字調査からは、国レベルの統計資料収集だけでなく、調査にお
いて識字に困難を抱える人たちの生活状況や実践を把握し寄り添い、政策に反映するとい
う姿勢が明確である。日本の識字調査においても、PIAACの第2サイクル調査実施と併せて、
低識字の状況にある人々についての、定期的な識字調査の計画と実施も求められる。
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　日本はこれまで先進国として、EFAなどの国際的な枠組みの中で教育開発における途上
国支援を行ってきた。本稿で議論したように、途上国支援による国際協力の経験や知見が、
国内の基礎教育保障の議論や実践と往還されてきたとは言えない。日本と他の先進国との
比較や共同研究を進めると共に、国際協力における教育開発の実践事例からも、国内の実
践者、政策担当者や研究者は、多様なアプローチに対する認識を深め視野を広げることが
できるのではないだろうか。このような共同研究を通して自らの立ち位置を確認していく
ことが、多様性を認める社会に向けた今後の政策、実践、研究の進展につながると考える。
　
注
（1）EFA Global Monitoring Report の概要はユネスコのサイトから日本語版も入手可能。
 https://unesdoc.unesco.org/search/9a7dc7e4-e402-45d6-a9e7-45dafd9677fa（最終閲覧日2022年5

月15日）
（2）ベレン行動枠組みは、社会教育推進全国協議会編（2011）『社会教育・生涯学習ハンドブック（第

8版）』179-182頁に日本語訳が掲載されている。
（3）GRALEは、UIL参照。
 https://uil.unesco.org/adult-education/global-report（最終閲覧日2022年5月15日）
（4）ユネスコのサイトを参照。
 https://bangkok.unesco.org/content/asia-and-pacific-regional-preparatory-conference-international-

conference-adult-education（最終閲覧日2022年5月15日）
（5）日本におけるPIAAC第2サイクル調査の情報は、国立教育政策研究所のサイトを参照。
 https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div03-shogai-piaac-pamph.html（最終閲覧日2022年5月

15日）
（6）LAMPについては、UISのサイトを参照。
 http://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/4.6.1_06_Mini-LAMP.pdf（最終閲

覧日2022年5月15日）
（7）UILオンラインセミナー （2021年6月28日）でのMin-Seon Park,National Survey on the Status of 

Adult Literacy  を参照。https://uil.unesco.org/literacy/global-alliance/quality-data-essential-good-

literacy-policies（最終閲覧日2022年5月15日）
（8）NILE紹介冊子日本語版。
 http://www.nile.or.kr/eng/_upload/8794120181017180223.pdf（最終閲覧日2022年5月15日）
（9）オンライン・インタビュー（2021年8月18日に約1時間実施）により情報を得た。

引用文献
青木亜矢（2008）「EFAに向けた識字への取り組み」小川啓一・西村幹子・北村友人編『国際教育開
発の再検討』194-195頁。

Bundesmisiterium für Bildung und Forschung （2011） leo. – Level One Study. Hamburg.

Grotlüschen, A. et al. （2019） LEO 2018 Living with low literacy, Press brochure. Hamburg University.

Jeantheau, J. （2014） Assessing Adult Literacy in France. The national survey IVQ a basis for an 

indicators net and an opportunity for research. ANLCI.

62



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

北村友人（2008）「EFA推進のためのグローバル・メカニズム」小川啓一・西村幹子・北村友人編『国
際教育開発の再検討』東信堂、8頁。

金侖貞・新矢麻紀子（2020）「韓国の識字教育における学歴認定制度の評価仕組みの運用と課題」『基
礎教育保障学研究』4, pp.90-106.

国際協力機構（2005）『日本の教育経験 途上国の教育開発を考える』東信堂。
国立教育政策研究所（2013）「OECD 国際成人力調査（PIAAC）調査結果の要約」。
村田敏雄（2005）「識字・ノンフォーマル教育」黒田一雄・横関祐美子編『国際教育開発論』有斐閣。
National Center for Education Statistics （2000） Adult Literacy in OECD Countries: Technical Report on 

the First International Adult Literacy Survey,  NCES, p.11.

National Institute for Lifelong Education（2018）NILE,NILE.

OECD （2021） The Assessment Frameworks for Cycle 2 of the Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies , OECD, p.14.

大橋知穂（2021）『未来を拓く学び「いつでもどこでも誰でも」』佐伯印刷。
大安喜一（2017）「アジアにおける基礎教育の完全普及に向けて―途上国支援と共に相互協力」『基礎
教育保障学研究』1, pp.10-20.

Thorn,W.（2008）International Adult Literacy and Basic Skills Surveys in the OECD Region. OECD 

Education Working Papers, No.26. OECD,p.5.

UNESCO （2012） Global Monitoring Report 2012.  UNESCO.

UNESCO （2015） Global Monitoring Report 2015 - Education for All 2000-2015 Achievements and 

Challenges. UNESCO.

UNESCO （2022） Global Education Monitoring Report 2021.  UNESCO.

UNESCO Institute for Statistics （2013） Literacy Assessment and Monitoring Programme （LAMP）: 

Country Summary for Jordan, Mongolia, Palestine and Paraguay.  UIS.

UNESCO Institute for Statistics （2018a） Literacy Assessment and Monitoring Programme （LAMP）: 

Implementation in Diverse Settings. UIS.

UNESCO Institute for Statistics （2018b） The UIS mini-LAMP. UIS.

横井敏郎編（2022）『教育機会保障の国際比較 早期離学防止政策とセカンドチャンス教育』勁草書房。

63



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

　

Literacy Survey and International Cooperation for Guaranteeing 
Basic Education.

　
　OYASU,Kiichi  (Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO, Tokyo Healthcare University)

　
Abstract

　The importance of literacy has been recognized through international frameworks and 

forums such as Education for All (EFA) and World Conference on Adult Learning and 

Education (CONFINTEA). In Japan, there is a general assumption of ‘literacy for all’ 
being achieved, and thus, no national literacy survey has been conducted since 1948.  To 

plan and implement a national literacy survey under the Act on Guaranteeing Compulsory 

Education promulgated in 2016, this paper intends to draw inspirations from similar surveys 

carried out at international and national levels. International surveys include the Programme 

for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) conducted by OECD 

and the Literacy Assessment and Monitoring Programme (LAMP) coordinated by the 

UNESCO Institute for Statistics. Though literacy issues are often considered as challenges 

of developing countries, several OECD member countries have conducted national surveys 

such as Germany, France and the Republic of Korea. While PIAAC provides cross-national 

literacy conditions of participating countries, the national level surveys have made it clear 

that these countries are committed to understanding the living conditions and practices of 

people with literacy difficulties and reflecting this in their policies. 

　In the context of educational development, Japan has been engaged in international 

cooperation by supporting developing countries in the field of basic education through 

international organizations such as UNESCO and bilaterally through Japan International 

Cooperation Agency (JICA), academics and NGOs. However, such international experiences 

and findings have not been well reciprocated with domestic discussions and practices 

to guarantee basic education in Japan. To ensure guaranteeing basic education for all 

in the country, learning from various approaches is important through comparative and 

joint research with developed countries, as well as practical experiences of educational 

development under international cooperation programmes. By reaffirming our own position 

through such joint research, we can make progress in future policy, practice and research 

towards a society that recognizes and respects diversity.
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＜報告＞

　

リテラシー調査とリテラシー政策を考える
─外国人の日本語リテラシーを中心に─

　
前川喜平（現代教育行政研究会代表）

　
　
コメンテータとしての展望
　
　ユネスコを始めとする教育関係の国際会議などの場で、従来日本政府は「日本には非識
字者はほとんど存在しない」、「リテラシーは日本の教育政策の課題ではない」という説明
を行ってきた。そのように説明できる根拠になっていたのは、義務教育への就学率の高さ
だった。非識字は日本では明治時代に克服した過去の課題だと、日本政府は考えてきたのだ。
　しかし、日常生活や職業生活に支障のある非識字者や低識字者は、日本にもかなりの人
数で存在する。それは以下のようなさまざまな統計数字から容易に推測される。
　2020年の国勢調査で最終学歴の区分を改善したことにより、義務教育未修了者の正確
な人数が分かった。「未就学」（小学校を卒業していない者）が約9万4千人、「小学校卒業」
が80万4千人、合わせて約90万人である。
　2020年度の小中学校における不登校児童生徒の数は約19万6千人。うち中学3年生は4万
8千人。そのほとんどは2021年の3月に中学校を卒業した（1980年代末以降不登校でも卒
業させることが一般化した）。そのうちのかなりの部分が「形式卒業者」（中学校の卒業証
書は受領したが、義務教育で身につけるべき学力が著しく欠けている者）に該当すると考
えられる。
　2020年度の全国学力学習状況調査によれば、中学3年生の国語で14問中平均正答数9.1問
に対し、正答0問の生徒が0.2％、正答1問が0.5％、正答2問が1.1％、正答3問が2.0％など
となっていた。これらの生徒は低識字の層に重なると考えられる。
　2021年度の文部科学省調査では、全国の小中学校・高等学校・特別支援学校で日本語指
導が必要な児童生徒が約4万8千人いた。これらの児童生徒は日本語リテラシーに課題のあ
る子どもたちである。
　2019年に文部科学省が行った「外国人の子供の就学状況等調査」によれば、不就学の（日
本の学校にも外国人学校にも就学していない）外国人の子ども（学齢期の者）の数は、最
大で約2万2千人に達する可能性があるとされる。これらの子どもの多くは、日本語におい
ても母語・継承語においても非識字または低識字の状態に置かれているおそれがある。学
齢を過ぎた外国人の就学状況については調査すら行われていないから、実態は全く分から
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ないが、その一部は公立夜間中学や自主夜間中学で学んでいる。
　2020年1月現在の文部科学省調査によれば、全国の公立夜間中学（その時点で33校）の
生徒1,729人のうち、入学の理由が「日本語が話せるようになるため」という者が39％、「読
み書きができるようになるため」が18％だった。都道府県が把握している域内の自主夜間
中学の数は23、識字講座等の数は481だった。
　以上のような数字を見れば、日本社会においてリテラシーの問題は確実に存在すること
がわかるし、日本政府がリテラシーを教育政策の課題としてこなかったことの不当性も明
らかである。
　リテラシー政策を考えるためには、まず現状を把握するための全国調査が必要になる。
リテラシー調査によって政策課題を洗い出そうとする場合、その調査はリテラシー概念の
多様性と調査対象者の多様性を踏まえたものにする必要があるだろう。日本語における話
し言葉と書き言葉の違い、複雑な文字の体系、複雑な敬語の体系、多様な方言の存在、日
本語と母語・継承語の関係、手話と日本語の関係、点字と日本文字の関係、日本語能力と
識字の連続性、非識字・低識字・低学力といった概念の連続性、日本語や識字に課題を抱
える人たちの年齢、国籍、生育歴、学習歴などの違いや障がいの有無、特にさまざまなタ
イプのマイノリティグループ（その中には識字障がいのある人たちも含まれる）の存在を
十分考慮し、どのような人にどのような課題があるのかがきめ細かく浮き彫りになるよう
な調査が望まれる。
　中でも外国ルーツの人たちの学習ニーズの把握と学習機会の保障は、日本に移り住み日
本で就労し生活する外国人の増加と相まって、日本の教育政策の上でますます大きな課題
になってきている。
　外国ルーツの人たちにリテラシー調査を行うにあたっては、その母語の違いによって日
本語を習得する上でどのような困難（逆にいえばどのような容易さ）が生じるかを分析す
るためのデータが得られるとよいだろう。渡日外国人の多くはアジア各国の出身者である
が、日本語とそれらの国の言語と間には、それぞれに文法の共通性、文字の共通性、語彙
の共通性、背景となる文化（例えば米食、仏教など）の共通性などがあるからである。逆
に血統上は日本人又は日系人であっても日本語と共通性のほとんどない言語文化をルーツ
に持つ人は日本語を習得する上での困難は大きいだろう。
　外国ルーツの人たちについては、日本語リテラシーとは別に母語・継承語でのリテラシ
ーを把握することも重要だろう。ルーツのいかんにかかわらず、在日一世と二世・三世の
間に言語のギャップが生じることが常であることを考えれば、一世の日本語リテラシーの
取得と同時に二世・三世の母語・継承語リテラシーの取得は、家族間の意思疎通を可能にし、
円滑な家族生活を維持する上で不可欠だからである。
　出生率が1.3まで低下した日本では、ポスト・コロナの時代にさらなる外国人の受け入れ
を行わなければ、日本の経済は全く立ち行かなくなるだろう。自公政権は出入国管理難民
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認定法の改正を行って外国人労働者の受け入れの拡大を図っているが、それは移民の受け
入れではなく、「日本に移民政策はない」と言い続けている。外国人の日本語リテラシー
政策は本来移民政策の一環として考えられるべきものだろう。労働政策や福祉政策を含め、
外国人を移民として正面から受け入れる移民政策をとることが、本来は先決問題のはずで
ある。
　移民政策不在の中、外国人のために無償の日本語学習の場を辛うじて提供してきたのが
公立夜間中学である。先に言及した2020年1月現在の調査によれば、公立夜間中学の1,729

人の生徒のうち80.1％にあたる1,385人が日本国籍を有しない者である。日本語学習が入学
理由だという生徒が39％を占めることは先に述べたとおりだ。
　外国人の日本語リテラシーについては、2019年6月に議員立法で成立した日本語教育推
進法（日本語教育の推進に関する法律）があるが、この法律には日本語を無償で学ぶ機会
を国や自治体の責任で保障するという内容は含まれていない。
　他方、2016年12月に成立した教育機会確保法（義務教育の段階における普通教育に相
当する教育の機会の確保等に関する法律）は、その基本理念を規定する第3条の中で次の
ように謳っている。「義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けてい
ない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわ
りなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、
その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることがで
きるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。」
　ここで、「国籍‥にかかわりなく」教育を受ける機会を確保すると謳っていることは注
目に値する。その教育は「社会において自立的に生きる基礎を培う」ものでなければなら
ない。日本語リテラシーは日本の社会で自立的に生きるために不可欠な能力である。「普
通教育」は「基礎教育」を含む概念であり、そこには日本語リテラシーを獲得するための
学習が当然含まれていると解するべきである。
　「普通教育」という言葉は憲法26条2項に出てくる。同項は保護者に対し「その保護する
子女に普通教育を受けさせる義務」を課し、その普通教育を「義務教育」と呼び変えた上で、
「義務教育は、これを無償とする」と定める。教育基本法第5条は「義務教育として行われ
る普通教育」の目的として「各個人の有する能力を伸ばすこと」、「社会において自立的に
生きる基礎を培うこと」、「国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う
こと」の三つを挙げている。憲法においても教育基本法においても「普通教育」という言
葉には当然に日本語リテラシーを獲得する学習が含まれると解すべきである。
　また、国際人権規約（A規約）第13条で締約国は「教育についてのすべての者の権利を
認める」ものとされ、教育はすべての者に対し「自由な社会に効果的に参加すること」な
どを可能にするものとされている。ここからも、日本社会に効果的に参加するために不可
欠な日本語リテラシーを獲得する学習の機会を外国人にも保障する義務を、日本政府が負
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っていることが分かる。
　要すれば、日本語学習の機会の享受は、日本に住む外国人の人権としてとらえるべきで
あり、日本語学習は政府がその提供の義務を負う無償普通教育の一環として位置付けられ
るべきだということである。
　教育関係者の中には、公立夜間中学に入学する外国人生徒の多くが日本語学習を目的と
していることを問題視し、「夜間中学は日本語学校ではない」としてそのような入学者を
排除しようと考える人もいるが、中学校が普通教育の場であり、普通教育に日本語リテラ
シーの学習が含まれる以上、日本語学習を目的とする者を夜間中学から排除することはで
きないはずである。
　昼の学校でも日本語指導が必要な児童生徒への対応が教育政策の大きな課題になってい
るが、夜間中学においてはより明確に日本語学習を教育課程に位置付け、そのための教員
養成や教材開発の政策をとるべきである。
　教育機会確保法の制定を機に近年続々と公立夜間中学が開設されている。2022年度は札
幌市、相模原市、香川県三豊市、福岡市の4か所に新設され、これで全国に40校となった。
2023年度は仙台市、千葉市、静岡県、兵庫県姫路市、長崎市が新設を予定している。公立
夜間中学の増設は、これからの日本における事実上の移民政策の一環として、外国人への
日本語リテラシー政策の柱になっていくであろう。
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＜報告＞

　

自主夜間中学の実践からみた日本語リテラシーの課題について
　
工藤慶一（北海道に夜間中学をつくる会）

　
　
Ⅰ．はじめに
　
1．支えるべき人たち
　2021年4月26日付北海道新聞の「今日の話題」欄に “攻めの見守り” と題して、「4ヵ月
前のクリスマスの日に流れたニュースを思い出す。大阪府高石市で高齢女性が餓死した。
息子と同居していたが、生活費が底を突き、2人は水と塩だけで暮らしていた。女性は戦
災孤児で、親子ともに無戸籍だった。」という記事が掲載された。これを読んで私は言葉
を失った。おそらく読み書きが不自由であったと考えられ、誰に相談していいのかも分か
らなかったと思われる。基礎教育保障に携わる私たちが、何はさておき、最も支えるべき
人たちだったのにという思いが募る。
　
2．言及する内容
　2021年度基礎教育保障学会第6回研究大会の特定課題研究「基礎教育を保障する社会の
基盤となる日本語リテラシー調査の意義と留意点」における3名のパネラーの方々の話に
触発され、札幌遠友塾自主夜間中学の30年以上に渡るリテラシーに関する様々な得難い体
験を述べたい。それは、アルファベットとローマ字、平仮名と片仮名（新仮名遣いと旧仮
名遣い含む）、漢字（新漢字と旧漢字含む）、外来語表記としてのカタカナ等々の習得に関
する体験である。また関連する事項として、自主夜間中学の授業形態、消滅の危機に瀕し
ている音声言語、2010年国勢調査教育欄のデータの意味するものについても言及する。
　「リテラシー」という外来語のカタカナも、実はその意味がとてもむずかしい。ここでは、
「見る・聞く・話すなどの活動を支える、読み書きを含む人が生きていく力」であるとする（岩
槻 2016, pp.41-66、野山 2018, pp.1-6）。
　
Ⅱ．自主夜間中学では、どのようなことが問題になったのか？
　
1．アルファベットとローマ字
　今から32年前の1990年4月、札幌遠友塾自主夜間中学の授業が、毎週水曜日の夜に1期生
約100名が集う中、札幌市民会館で始まる。事前に、入学希望の大部分の受講生から英語
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を始めてほしいという要望が寄せられていた。このため、当初国語と数学のみでスタート
する予定であった授業科目に、急遽英語を入れることにした。アルファベットが分からず、
生活に極めて大きな支障を来していたからである。中には戦時中、敵性語という理由で英
語が科目から消えた時代を体験した方もいる。
　生まれて初めて外国語に接する年配の方たちのアルファベット習得は、想像以上に困難
を極めた。中には「この年になって何でこんな辛い思いをしなければならないのか」と涙
ぐむ人も。こうした時には、日本語の読み書きについても同様であるが、スタッフの第一
の仕事は励まし支えることである。また英語科のスタッフは、何とか楽しい授業を目指し
て、1年生ではABCとローマ字以外書く作業はなるべくせず、口・耳で触れて徐々に慣れ
ていくことを大切に、歌やゲームや行事を交える等の工夫を重ねる（札幌遠友塾 2016）。
　遠友塾初期の頃は、パスポートへの名前の記入はローマ字で書いていたし、町でよく見
かける看板にはローマ字で店名を書いている場合が多く、知らないと人と待ち合わせもで
きないという嘆きの声を聞いたので、一通りアルファベットをやった後にローマ字に取り
組んだ。まず小学校では国語の中で出てくるローマ字を、遠友塾では英語科が担当し、紆
余曲折を経て、訓令式ではなくヘボン式のローマ字を採用した。ローマ字を一通り終えて、
英語に戻った時、ローマ字と英語の区別がつかなくなり、訳が分からなくなった問題が出
て来た。また英語の単語について、どうしてこのように発音するのかという質問に、丁寧
に答え過ぎようとして失敗した経験も。何とかこれらも乗り越えてきたように思う。
　
2．平仮名と片仮名・漢字
　遠友塾を開始し、まず初めに出てきた問題は、片仮名は書けるが平仮名が分からないと
いう人たちがいたことに愕然とした時である。後に、その片仮名も分からないという人が
入学してくる。あるスタッフが、戦前は片仮名から国語が始まっていたので、平仮名を教
わる時に、子守等で学校に行けなくなると平仮名が分からないのだと教えてくれた。尚、
掛け算の九九が分からないという人が何名もいることも分かってきた。その中には、会社
の社長さんもいた。
　仮名の習得（やっと書ける人も含む）のために、最も良かったことは2003年に個別授業
の「じっくりコース」を開設し、2006年にクラスとして独立したことである。そうでない
と遠友塾の授業が分からないとやめる人がいたのである。このクラスができた後は、同じ
理由でやめるという人は皆無となる（横山 2020, pp.37-44）。
　平仮名・片仮名を身につけることと同時に、漢字の習得という巨大な壁が待ち受けてい
る。数多い漢字の読み書きほど、どのように授業を進めていくかを悩むものはなく、人に
より理解の差が大きい。幸い、夜間中学の大先輩である東京の夜間中学の方々が開発した
「生活基本漢字」という実践で鍛えられた教材（1）を見城先生からいただき、遠友塾で北海
道の地名や生活などに応じた言葉を加えて活用を計ることができ、今日に至っている（東
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京都公立中学校二部授業資料開発委員会・東京都教育庁指導部 1976『国語八』）。
　尚、遠友塾の授業プリント等は、漢字に平仮名を振ることを基本とし、今では片仮名に
も平仮名を振るケースが出てきている。平仮名振りは大きな困難を伴う作業であり、平仮
名振りが容易なデジタル教科書の普及を望んでいる。特に、字が小さく固有名詞のみが漢
字で記載されている地図帳のデジタル化（拡大縮小が自由に行なえ、平仮名振りにより読
み方が分かる）を渇望している。
　遠友塾が全国夜間中学校研究大会に参加するようになった時から、その目的の大きな柱
の一つに教材集めがある。現在もなお遠友塾では、夜間中学に集う人たちに適した教材を
追求し、地図帳を除き、手作りのプリントを共同で検討しつつ作成し、授業を進めている。
既存の公立小中学校で使用されている教科書を参照することは必要不可欠であるが、多様
な人たちがいる中で、そのまま使用することはなかなか出来ない。
　
3．新仮名遣いと旧仮名遣い・新漢字と旧漢字
　平仮名と漢字について、もう一つ大きな問題が出てくる。それは旧仮名遣いから新仮名
遣いへ、旧漢字から新漢字へという移行にまつわる問題である。戦前に学校に通うことが
できた人は旧仮名遣いと旧漢字の世界を生き、戦後「新」の世界に変化した。この変化に
ついていくことができず、自分を責めている受講生がいたのである。国語スタッフのある
人が、「漢字検定1級には旧漢字が出るのですよ」と受講生を励ましている場面が記憶に残
っている。100歳を超えて、今も時折葉書を送ってくれる遠友塾1期生のある方は、「～で
しょう」を「～でせう」と旧仮名を書く。この葉書の文字を見ると、その方の個性そのも
のであり、大切にしていきたいと考える。
　小学校6年の時に満州で終戦を迎え（身内の人は収容所で病気のために亡くなる）、残
留孤児になった方は、中国で生まれた娘さんと帰国し、共に遠友塾に通われた。中国でも
学校に通えなかった娘さんは、日本語の会話と文字の習得に特に苦労が多かった。しかし、
遠友塾のクラスメートと友となり、一緒に飲みにも行くようになり、少しずつ元気になっ
ていく。そんな中、家での自習で娘さんがお母さんに漢字を教えてもらう場面を見たこと
があった。その漢字はお母さんが小学生の頃に覚えた難しい旧漢字であったので、驚いた
ことがある。
　私が遠友塾の授業を見ながらショックを受けたことがある。一つは自分の習ったアルフ
ァベットの筆記体の一つの大文字が変化していたこと、二つ目に筆記体を中学校では教え
なくなり、活字体のみになっていることが分かった時である。こうした自分が身につけた
文字が変わってしまったという体験は、なんとも言えない喪失感を人にもたらすものだと
いうことがよく分かった。
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4．外来語表記としてのカナカナ語
　外来語表記としてのカタカナについての戸惑いは大きい。あまりに範囲が広く、その使
われ方も異常なほど多い。最近では、コロナ禍で新たに出現したカタカナ語群等に対して、
一昨年遠友塾が休塾になった折に2年生クラスに出した通信（1年・2年・3年・じっくりの
4クラス毎に発信）の中で、ある英語スタッフがコロナ関連のカタカナ語等を解説。コロ
ナウイルス・COVID-19・PCR検査・ロックダウン・オーバーシュート・クラスター・パ
ンデミック・ステイホーム・ソーシャルディスタンス・テレワーク・オンライン会議等々
の言葉をアルファベット表記とともに内容を解説した。こうしたことは、現代に生きる全
ての人に、特に必要なことではないだろうか。
　
5．行政文書への対応
　コロナ禍にまつわる行政上の手続き（行政文書への対応）として、一昨年5月の10万円
特別給付金申請と、それ以降に行なわれたワクチン接種に関する行政文書の解読と手続き
の実行が、読み書きが苦手な人達に重なってきた。更に、一昨年10月に行なわれた国勢調
査用紙への記入の問題もあった（今迄は分からないから捨てていたとのこと。）私たちは
クラス毎に、特に受講生個々人の身近に家族または相談できる方がいない場合に、電話相
談を行い、授業が実施された場合は、最優先の授業としてフォローに取り組んできた。実
際にハローワークやワクチン接種会場に同行することも、授業の一環となる。
　
6．外国にルーツを持つ人たちの学びと私たち
　外国にルーツを持つ人たちは、日本語会話にほぼ支障がない人でも、深く内容を理解し
た上で意見を交わすことができず苦しむことが多い。話すことはできても、思考は母語で
行うからである。主に国語の授業の中で、日本語を母語として育った人も巻き込み、こう
した人たちの日本で生活していく困難さや故郷を離れている「さみしさ」を理解し、授業
を通じて元気になってもらう試みを繰り返しながら、終わりのない授業の検討を続ける。
こうして確かに私たちは授業と対話を通じ、ともに生きていることを実感していく。
　
Ⅲ．自主夜間中学の授業形態と学び
　
　Ⅱの2において、札幌遠友塾で個別授業を行っている「じっくりクラス」について言及
したが、科目ごとに受講生1名に2名程度のスタッフがつくので、授業後の15分程のミーテ
ィング及び日程を変えて1学期に1度は行われている3時間程度のクラス討議の場では、個
人別・科目別の要点をスタッフが共有して検討が行われるため、レジメの用意などかなり
大変な作業となる。英語と社会は「じっくりクラス」内の一斉授業を行う。
　遠友塾の1年・2年・3年では、一斉授業という形態をとりながら個別フォローを行う。
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事の起こりは、1期生が約100名集まる中でスタッフが20名に満たない人数で出発したため、
とても個別授業を行えなかったからである。この方式の利点は、スタッフ相互間の情報交
換やプリント検討が頻繁に行われ、常に検討し続けて改善に努めることが可能という点に
ある。個別授業は、個々の事情に合わせて柔軟に対応できる利点がある。しかし、「何が
その受講生に合っているか」というスタッフ相互の検討の時間を取れないことが多い。こ
うした中では、他の自主夜間中学との意見交換が行われにくい。どの形態をとるにしても
利点と欠点を持っていることを理解し、どのようにしたら良いのかを探る必要がある。基
礎教育保障学会の教材案内の中で、自主夜間中学部門では、札幌遠友塾の教材数が多い。
これは、全国では個別授業が主流であり、自主夜間中学の授業内容は、スタッフの検討共
有力ではなく個人的な努力に負っていることを示している。
　
Ⅳ．消滅危機言語について
　
　遠友塾の「じっくりクラス」受講生の中に音声言語であるアイヌ語に明るい方が在籍し、
自分史の作成にも取り組んでいる。授業の送り迎えは車でご家族が行っているが、福祉施
設に住んでいる為、コロナ禍のために外出がかなわず、手紙と電話のやり取りのみになっ
ている。一日も早く通学が可能となり、アイヌ語の音の響きや自然と共に生きる姿勢、更
に過去の過酷な歴史（強制移住など）の体験を直に学びたいと心から願っている。
　2009年にユネスコが認定した消滅危機言語（話者数が減少し、近い将来話されなくなる
可能性の高い言語）についても触れておきたい。約2,500言語を危機言語と認定し、「脆弱」・
「危険」・「重大な危険」・「極めて深刻」の4段階に分類している。日本ではアイヌ語が「極
めて深刻」、沖縄県の八重山方言と与那国方言の二つが「重大な危険」、東京都・八丈島の
八丈方言、鹿児島県・奄美群島の奄美方言、沖縄県の沖縄方言、宮古方言、国頭方言の五
つが「危険」と判定された（北海道新聞 2021年11月27日）。
　
Ⅴ．国勢調査の結果から見えてくるものは？
　
　今回の特定課題研究発表で、ユネスコ・アジア文化センターの大安喜一さんが発表され
た「基礎教育保障に向けた識字調査と国際協力」の中で、2018年のドイツ識字調査の結果
として、低識字者が女性に比べ男性に多い（41.7％対58.4％）という調査結果に、日本と
は全く逆であったため驚愕した。その原因について、前川喜平さんと大安喜一さんのお二
人が、体験上得られた説を述べておられた。
　筆者は10年に一度行われる2010年国勢調査教育欄の未就学者（15歳以上で小学校未修
了者）のデータを本気で調べるため、2015年夏頃に数ヵ月かけて、人数のみではなく全道
179市町村と各県の「未就学者率」を算出し、「2010年度国勢調査分析表」（工藤 2015）に
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まとめ、多くの結果（指針）が得られたので、その一端を紹介したい（2）。
　尚、文科省には、かなり時間のかかるこの作業を全ての県について行い、その結果を公
表するよう、国会での院内集会や国勢調査項目改善要請等で訴えている。
　
1．全国の県別比較から考えられること
●工藤（2015）による都道府県別比較で、未就学者数の多い順番に10番目までは以下のよ
うになる。
　大阪府（12,195名）・北海道（7,374名）・東京都（7,244名）・福岡県（6,543名）・沖縄県
（6,541名）・兵庫県（6,271名）・神奈川県（5,116名）・埼玉県（4,787名）・愛知県（4,372名）・
千葉県（3,991名）
　 

●同じく未就学率（未就学者数/15歳以上人口）の高い順番は以下の通り。
　沖縄県（0.571％）・鹿児島県（0.234％）・青森県（0.224％）・秋田県（0.223％）・徳島県（0.207

％）・熊本県（0.193％）・大阪府（0.158％）・栃木県（0.158％）・和歌山県（0.153％）・北
海道（0.152％）
　
　上記から言えることの一つは北海道・東北北部と沖縄・九州南部の未就学率が高いこと
であり、日本の端に位置する地域に対する国の在り方が読み取れそうだということである。
前掲の「ユネスコの消滅危機言語」が、正しくそうした地域の言語でもある。
　国としては、小学校未修了である大人の人数が多く且つ比率も高い、大阪府・北海道・
沖縄県などを最優先に取り組みながら、日本の端に位置する県を中心に、全ての都府県に
公立夜間中学設置や増設等を求めていくべきである。
　
2．未就学者の男女別比較から考えられること
　未就学者は、全国でも北海道でも、女性の割合が高い。しかも、年齢が高くなるほど、
更に大きな都市ではなく地方ほど、そうなっていることが分かる。ただ最近では、地方か
ら大都市への人の移動があり、それに伴って大都市の未就学者数も増えている。
　筆者は、2013年から各大学で年3回程「夜間中学」に関する講演を行っている。この中で、
いただいた感想文に多くの質問があり、返答を文章で行った場合がある。
　その返答の一部を、改訂の上、ここに収録する。
　
（質問）
　年代が上がる毎に女性の未就学が多い事は男女格差が強かった時代の表れでしょうか？
（回答）
　おっしゃる通りだと思います。2010年国勢調査（10年に一度の大規模調査）教育欄の
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未就学者の内訳を、北海道の統計課から人口データを、文科省からは未就学者データを
引き、15歳以上人口に対する未就学者数比率を出し、県単位の比較・北海道の179市町
村単位の人数（男女別含む）と未就学率の比較、未就学の中の男女比を調べました。
　この結果、日本の全県で、女性の未就学率が高いことが示されました。男女格差とい
う現実の一端が、ここにも表れていると考えられます。
　日本における女性議員の割合の低迷に対し、国会議員の46％を女性が占めるフィンラ
ンドの駐日大使ペッカ・オルパナさんは、鍵は「教育の機会均等だ」と述べています（北
海道新聞 2020年12月23日）。
　私たちは、夜間中学の充実を通じて、より良い社会に向けて努力する必要があると思います。
　
＊全国と北海道の未就学者（2010年国勢調査より）
●全国未就学者数： （男性）     ＋      （女性）        ＝    49,034名＋79,153名＝128,187名　
　 男女構成比： （38％）  （62％）                       
　未就学率：  （0.091％） （0.138％） （0.115％）
　
●沖縄県：  （男性）     ＋      （女性）        ＝　2,220名＋4,321名＝6,541名
　男女構成比 ： （34％）  （73％）  未就学率全国1位
　未就学率：  （0.398％）   （0.733％）  （0.571％）
　
●北海道：   （男性）     ＋      （女性）        ＝　 2,744名＋ 4,630名＝ 7,374名
　男女構成比： （37％）   （63％）　 未就学者数全国2位
　未就学率：  （0.121％） （0.179％）    （0.152％）
　
●新篠津村：  （男性）     ＋      （女性）        ＝　24名＋86名＝  110名
　男女構成比： （22％）  （78％）  未就学率道内1位
　未就学率：  （1.584％）   （5.382％）    （3.534％）
　
●北広島市：  （男性）     ＋      （女性）        ＝107名＋92名＝  199名
　男女構成比 ：  （54％）  （46％）   未就学数道内6位
　未就学率：  （0.431％）  （0.335％）   （0.381％）

注：工藤（2015）「2010年度国勢調査分析表」より
　
　ここで札幌市と同じ石狩振興局管内にある新篠津村と北広島市について報告する。
　新篠津村は札幌市の北方にあり、未就学の複雑な要因の十字路ともいえる満州・樺太・
本州爆撃被災者の多数が戦後開拓に入った地域であり、85歳以上の方の半数が未就学者で
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ある。札幌遠友塾にも何人か通い、卒業していった。年齢的に、残された時間はあまりな
いので、学ぶ場という人生最大のプレゼントを何とか贈りたい。
　一方、道内でも男性比の高い市町村がいくつかあり、30～ 40代の若い層が多い。一例
として札幌市の南方にある北広島市において、大きな福祉施設がある共栄地区で数多くの
未就学者が報告されている。これからは、福祉と義務教育実施の狭間という面から、今ま
で見過ごされてきた人たちの学びの場を探る時期が来ている。
　
Ⅵ．まとめ
　
　遠友塾を卒業した人から「人前で話すことができるようになった」という喜びの言葉を
数多くいただいている。また、学習者が持っている体験の蓄積と潜在的に持っている力が、
夜間中学の授業を通じて開放され、話す言葉と書く文章に噴出することがある。この場面
に遭遇した経験を持つスタッフは、まるで詩人を目前にしているような感動に包まれる。
「この文章はこうも読めるのか、この文章のすばらしさは何か、この言葉はどこから湧い
てくるのだろうか」と。
　リテラシーの力とは、自主夜間中学が象徴的に体現している「ともに生き、ともに学ぶ」
という姿勢そのものから生まれるのではないかとも思える。
　2020年国勢調査では、総務省と文科省への長年の関係者の働きかけが実り、ようやく義
務教育未修了者の実態が明らかになる。2022年5月に出る予定の速報値から、初めて義務
教育未修了者率が把握可能となるので、詳しく分析し、北海道に在住する義務教育未修了
者（未就学者含む）に対する基礎教育保障の在り方を真剣に探り、できることから実行に
移していくことが求められる。
　大安報告のドイツの識字調査の結果と日本の未就学者比率とでは、男女比については真
逆な結果となる。これが一体何を意味するのかは、背景も含めると探るべき大きな課題と
言える。また日本での識字調査が、ドイツ並みに行なわれてこなかったという現実にも驚
く。困難なことは承知の上で、日本での経年的な識字調査の確立を目指していきたい。ま
たアジアやアフリカ等の世界の国々の調査結果も知りたいところである。
　
注
（1）本稿で取り上げた夜間中学で使用されている教材は、基礎教育保障学会ホームぺージ（http://

jasbel.org/kyozai）に所収されている。たとえば、札幌遠友塾自主夜間中学（2016）「札幌遠友塾
英語科授業計画と方針」、東京都公立中学校二部授業資料開発委員会・東京都教育庁指導部（1976）
『国語八』などがあるので、多くの方にご覧いただきたい。

（2）2010年度の国勢調査結果を用いて、2015年に筆者が分析した未就学者数と未就学者比率について全
県比較と道内市町村別比較を記録した「2010年度国勢調査分析表」に関するお問い合わせは以下です。

 工藤慶一：kudukei@jcom.home.ne.jp
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＜報告＞

　

韓国における第3次成人文解能力調査の実施内容及び結果
　

金侖貞（東京都立大学）
　
　
　韓国で識字教育の制度化が2007年の法改正以降に進んだ際に、重要な取り組みの1つと
して始まったのは、国レベルの識字調査であった。「成人文解能力調査」は2014年から3年
ごとに実施され、2020年には3回目の調査が行われた。調査結果は2021年9月に公開され
たが、3回目の調査内容に入る前に、韓国の識字調査の変遷について触れておきたい。
　
Ⅰ．戦後の識字調査の変遷
　
　日本と同じく、1960年代以降に「識字問題はない」とされてきた韓国ではあるが、1950

年代後半から識字調査はみられていた。例えば、文教部は当時の非識字問題に対して実施
した「文

マ
盲
マ
退治5カ年計画」の成果ともとれる非識字率4.1％を下部機関からの報告に基づ

いて明らかにしている。12歳以上を対象に1950年代後半から1960年代初頭までの調査は、
表1のとおりである。
　

　表1から分かるように、調査主体によって非識字率は4.1％から27.9％という幅をみせて
いる。この初期の識字調査に対して、金宗西（1964）は、報告のものは低いが、直接調査
をしているものは高い非識字率を見せている（p.19）と述べ、新聞の発行部数や所得など
の要因を踏まえて、当時の非識字率は「22％～ 28％」としている（同上, pp.22-23）。実際
に20％台の非識字者がいるという調査結果があるにも関わらず、1960年代以降に識字調査
も識字施策も取り組まれることはなかった。それ以降の識字調査は地域単位で研究者によ
って行われ、本格的な識字調査研究は、1990年の「国際識字年」前後からみられるように

表1　12歳以上の非識字者調査

出典：金宗西（1964）「韓國文
マ
盲
マ

率의 検討」 『교육학연구』2,한국교육학회, p.19.
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なる。
　1972年に設立され、教育に関する研究及び事業を行っている韓国教育開発院では、1989・
1990年、2001・2002年に識字調査紙の開発及び調査実施に取り組み、2001年からの調査
研究では国際比較の視点も取り入れていた。
　1989年からの調査研究（최운실・백은순・최상근 1989）では、識字の概念を基礎識字
だけでなく、生活技能識字、領域別の技能識字に分けて、さらに生活領域でも区分してい
る。調査項目は日常生活での経験から調査紙を作成、この調査ツールをもって1990年に行
った約2,000人対象の調査で、基礎識字の非識字率が9.1％であることを明確にした（최운

실・백은순 1990）。この研究の蓄積は、2001年からの研究にも継承され、2001年の『韓国
成人の文解実態及びOECD国際比較調査研究』では、OECD加盟国などで実施された「成
人識字調査（International Adult Literacy Survey）」を翻訳、散文識字・文書識字・数量識
字の領域で本調査用の7冊の問題が作成された。この調査紙は、1,200人の成人（16～ 65歳）
を対象に実施された（이희수외 2001）。2002年の研究調査『韓国成人の非文解実態調査研
究』では、読み書き計算の25問となる調査ツールを開発（難易度3段階・選択式及び記述式）、
点数範囲で識字レベルを基礎1レベルから基礎3レベルまで設定、20歳以上の3,135人に調
査を行った。そこで、正解率20％未満の基礎1レベルは、調査対象の253人という8.4％の
結果を導き出していた（이희수외 2002）。しかしながら、このような韓国教育開発院によ
る調査研究も、全国レベルの調査実施までには至らなかった。
　そして、2008年に国立国語院の「国民の基礎文解力調査」により、全国レベルの調査が
開始される。この調査は、「現代社会で日常生活をおくる上で必要な文章を読んで理解す
る最小限の能力」を基礎識字と定義して、認知的過程や状況、内容といった下位要素を考
慮して構成された調査紙（25問）は、12,137人の成人対象に実施された（김창원외 2008）。
識字レベルは0レベル（完全非識字者）から4レベル（中学生平均水準以上）までとし、調
査の結果、0レベル（1.7％）及び1レベル（5.3％）である「成人の7％にあたる約260万人
の識字力が相当不足している」（김창원외 2008, p.66）という結論を出している。国立国
語院の調査は、2008年の調査のみで、それ以降行われることはなかった。
　初期の識字調査では、識字を簡単な計算や問いの答えから判断していたが、1980年代以
降の研究から、識字を領域別に分けて識字レベルを診断して判定していくものへと変わっ
た。また、1959年の中央教育研究所の調査ではユネスコの機能的識字が取り入れられてい
たが、識字を一面的ではなく、多面的・多層的に捉える方向へと変化していく流れもみら
れていた。
　このような流れを踏まえて、国家平生教育振興院によって2014年に初めて「成人文解
能力調査」の開始に踏み出すこととなる。「成人文解能力調査」における調査ツールには、
1989年から2002年までの韓国教育開発院の一連の研究が直接反映されたとはいえず、その
ための調査ツールを開発するための受託研究「国民基礎文解力測定道具開発」を2013年に
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依頼、この研究の成果を踏まえて、調査の枠組みが決まり、2014年秋に1回目の調査が実
現するのである。調査ツールは、「SQCモデル」という「早く手軽に測定できるツール開発」
と「生活識字」を重視するという方針で設計された（金侖貞 2021, p.18）。2016年に国家
文解教育センターが設立されると、このセンターで識字調査を担うことになる。実際の調
査項目は公開されないため、質問項目の構成図から推測せざるをえない状況ではある。
　
Ⅱ．第3次「成人文解能力調査」の内容及び結果
　
　成人識字能力調査は、2013年に開発された調査ツールをもとに、3年ごとに実施してい
るが、問題項目の構成や判定ロジックは調査実施の際に修正している。調査は、18歳以上
の成人を対象に面接訪問調査で行うもので、コロナ禍での第3次「成人文解能力調査」は、
2020年10月から2021年1月まで18歳以上の成人10,429人から回答を得ていた。
　調査の目的は、「多様化し拡大した識字概念を反映して、韓国成人の識字力に対する正
確で定期的な測定の実施」、「成人識字教育支援事業及び識字教育政策の土台となれる実証
的基礎統計の生産」、「定期的（3年単位）な全国調査を通して成人識字教育政策の実効性
を評価し、今後の国家識字教育計画の樹立に反映」することとされている。政策の実証資
料という目的は、今回新たに加えられたものである。そして、調査における「識字能力」は、
「現代社会において、識字能力は、文字の理解と活用という狭い意味をこえて、成人が日
常生活を営為するにあたって必要な基本的な能力を意味」しているとし、平生教育法の定
義に基づきながら、「“識字能力” を日常生活と問題解決の関係の中で必要な生活能力とし
て定義」（국가평생교육진흥원 2021, p.5）している。
　また、調査対象の抽出においては、2018年統計庁人口総調査からしていることも、今ま
でとは異なる。調査ツール（表2）は、A類型3問、B類型20問、C類型20問（D類型は、調
査対象者の背景を把握するための問題項目となる）の43問で、領域別としては、散文識字
20問（2017年は21問）、文書識字14問（2017年14問）、数理識字9問（2017年8問）で、記
述式26問（2017年27問）、選択式17問（2017年16問）で構成されている。具体的な調査ツ
ールにおける質問項目の構成図は、表3のようである。

表2　「成人文解能力調査」調査項目

出典：국가평생교육진흥원（2021）『2020년 성인문해능력조사』p.10.
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表3　「成人文解識字能力調査」質問項目構成図

出典：국가평생교육진흥원（2021）『2020년 성인문해능력조사』p.11.
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情報伝達
情報伝達
数と演算
情報伝達
グラフ
表
書式
数と演算
説得文
情報伝達
測定
地図
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表
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経済
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旅行案内を読む
地名を書く
数字を読む
歌の歌詞の綴り方
電気使用量の比較
バスの時間割を読む
宅急便の書式を作成する
宅急便の料金計算
公益広告ポスターの理解
薬の服用方法の理解
薬の服用量の測定
登山路を読む
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お手紙の綴り方
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不動産の賃貸契約書の理解
不動産の賃貸契約書の理解
ガン検診対象者表の理解
文学作品の理解
文学作品の理解
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病院の診療時間表の理解
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節約電気料金計算
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記述式
記述式
記述式
記述式
記述式
記述式
記述式
選択式
選択式
記述式
記述式
記述式
記述式
選択式
記述式
記述式
記述式
記述式
選択式
記述式
記述式
選択式
記述式
選択式
記述式
選択式
選択式
選択式
記述式
選択式
選択式
選択式
選択式
記述式
選択式
選択式
選択式
記述式
記述式
記述式
選択式
記述式
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　2017年の調査項目と比較すると、A1からA3までの問題項目の構成は変わらないが、B

類型とC類型において、問題内容の変更がみられていた。例えば、文書識字の家庭領域の
グラフにおいて、電気料金の比較から食中毒の発生推移理解（B20）へ、C類型の交通事
故発生現況グラフの理解や交通事故発生の死亡者数を探す問題項目が119救助活動の内容
へ（C15及びC16）と変更されたことである。社会の変化に伴う問題の変更は想定される
ものであるが、今回の大きな変化は、判定ロジックからみられる。
　

　2017年調査の場合、図1から分かるように、学歴認定制度（識字教室での学びを小学校・
中学校の学歴として認めるもの）と連動して使用するという目的もあり、7段階での判定
となっていたが、2020年調査ではこの7段階判定が4段階判定へと変更となり、2014年調
査のものと類似したものとなった。4段階判定への変更により、問題配置も変わり、「それ
ぞれの類型において、最小限の正解基準を満たした場合に次の類型へと移動すること」に
なり、「B類型で60％以上正解した場合、C類型へと移動するようにロジックが追加」（국

図1　2017年第２次成人文解能力調査の判定ロジック
出典：국가평생교육진흥원（2018）『2017년 성인문해능력조사』p.13.
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가평생교육진흥원 2021, p.12）されていたのである（図2）。

　このような判定ロジックに基づく第3次成人文解能力調査の結果は、以下の通りである。
　

図２　2020年度第３次成人文解能力調査における識字能力レベル分類体系

出典：국가평생교육진흥원（2021）『2020년 성인문해능력조사』p.12.

表4　「成人文解能力調査」（2020年）の調査結果

出典：국가평생교육진흥원（2021）『2020년성인문해능력조사』p.6.
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　識字教育の対象として、本調査ではレベル1からレベル3までであり、いわゆる非識字は
レベル1に該当することになる。レベル1から3までの特性としては、男性より女性、60歳
未満より60歳以上、中学卒業より中学卒業未満、1か月所得500万ウォン以上より100万ウ
ォン未満、大・中小都市より農山漁村に多い傾向をみせ、今までの2回の調査と変わらない。
しかし、今回の調査においては、調査対象の抽出方法が変わったこともあり、調査対象者
の増加はもちろんのこと、経済活動や賃金労働重視への有無のような前回にはなかった属
性に沿った調査結果も示されている。
　2014年から2020年までの3回にわたる識字レベルの推移をみると、図3のようである。文
解能力調査の点数も、2014年77.3点、2017年の81.1点から2020年調査では85.1点へと上昇
している。

　
Ⅲ．ポスト・コロナ時代に向けての識字調査とは
　
　韓国における識字調査は、2020年の新型コロナウイルスの発生・拡大にも関わらず、従
来通りの対面方式で行われ、その調査結果においても、識字教育政策の対象外となるレベ
ル4以上が前回よりは2.2％、2014年調査よりは8.3％高くなり、この8年間の識字教育政策
が一定の成果をあげていることが、識字調査の結果においてもみてとれる。連続した調査
としての土台を担保するための問題項目の調整の課題は、依然としてありながらも、社会
変化を反映した問題項目や判定ロジックの修正が行われ、特に、学歴認定制度のクラス分
けの機能をも持たせていた前回の判定ロジックは、今回変更され、2つの判定を1つをもっ
て行うことの困難さは解消されていた。　
　しかしながら、新型コロナウイルスの発生による学びの「空白」についても、問題項目

図3　第１次調査から第３次調査までの識字レベルの推移

出典：교육부（2021）「보도자료」（同年9月7日）p.4.
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に組み込み、全国における状況を把握することができれば、いずれ訪れるポスト・コロナ
時代の識字教育政策を設計する上で有効な手掛かりになったのではないだろうか。
　今回の報告においては、第3次成人文解能力調査の調査内容及び結果についてまとめた
だけであったが、識字調査のさらなる分析はこれからの課題としておきたい。
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＜研究論文＞

　

ユネスコにおける機能的リテラシー概念の導入と意味の変容
─1950年代〜70年代の戦略を対象に─

Introduction of the Concept of Functional Literacy into UNESCO’s Literacy Strategy 

and Changes in its Meaning, 1950s-1970s

　
河内真美（京都女子大学大学院博士後期課程）

KAWACHI, Mami（Graduate Student, Kyoto Women’s University）
　
　
Ⅰ．はじめに
　
　本稿の目的は、1950年代～ 70年代半ばのユネスコのリテラシー戦略において、機能的
リテラシーがどのような概念として導入され、どのようにその意味を変容させていったの
かを明らかにすることである。リテラシーは近年、ヘルスリテラシーや金融リテラシー
のように、その分野の基礎的な知識や技能を意味する語として概念の範囲を広げているが、
本稿では、文字を読み書きしたり、書かれたテクストを媒介とするコミュニケーションに
参加したりする能力に限定してリテラシーを捉える。また、ユネスコの「リテラシー戦略」
とは、学校教育に関するものを除き、人々のリテラシーを向上させ非識字者をなくすこと
を目的とする戦略や方針、計画とそれらのもとで展開される実践を指すものとする。
　機能的リテラシーは、国際社会におけるリテラシー普及の取り組みにおいて現在でも中
心的な概念のひとつである。そのことは、リテラシーの定義として、「所属する集団や地
域社会が効果的に機能するために、また自身や地域社会の発展のために読み書き計算を使
い続けることを可能にするために、リテラシーが必要とされるあらゆる活動に参加できる
人は機能的識字者である」（UNESCO 1979, Annex I, p.18、日本語訳は筆者による）とい
う定義が今もしばしば参照されることに象徴的である。また近年は、リテラシーは獲得さ
れ使用される状況により性質が異なる多様なものだという考えのもと、「リテラシーの多
元性」という概念が提唱されたり（UNESCO 2004）、 “literacies” と複数形で表現するこ
とが増えたりしている。教育による「リテラシーの獲得」のみではなく、家庭や仕事、他
者とのやりとりなど日常生活のさまざまな場面で、個々人は獲得したリテラシーを用いる
という「リテラシーの使用」の側面にも目を向け、リテラシーを社会的・文化的な状況に
根ざすものと考えるようになった最初の試みのひとつが、機能的リテラシーである（樋口 

2019, p.130、UNESCO 2005, p.151）。
　他方で、機能的リテラシーに対しては、「『道具的イデオロギー』の範疇を超えてはいない」
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（佐藤 2003, p.294）、「リテラシーのいわゆる『機械モデル』に則った」（岩槻 1998, p.19）、「単
なる生活への適応能力を高める」（菅原 2018, p.46）ものといった見解も示されてきた。特
にP. フレイレの理論と実践を基盤とする批判的リテラシーと対置させて、既存の職業生活
や社会に個人を適応させる手段としてのリテラシーと、時に否定的なニュアンスをもって
受けとめられてきた。本稿でみていくように、そのような意味で機能的リテラシーが用い
られたときもあったことは確かである。しかし、機能的リテラシーに込められていた意味
や期待されていた役割はそこに留まらない。職業や社会への適応手段という面のみを捉え
ていては、近年のリテラシー観との接続を一面的にしか理解できないのではないだろうか。
機能的リテラシーという概念が国際社会で用いられるようになった原点の議論を把握する
ことは、この概念自体の可能性や意義をあらためて考えるとともに、近年主流となってい
る状況に根ざしたリテラシーという考え方について深く理解する土台にもなるであろう。
　国連の専門機関のひとつであるユネスコは、1946年の創設以来、人々のリテラシーを向
上させ非識字者をなくすための活動を重要な領域として継続的に位置づけてきた。そのなか
で、特に規範の形成や概念の普及、国際会議の開催、各国で行われている実践例の共有など
を通して、国際社会の取り組みや各国の政策形成に一定の影響を与えてきた。国際社会にお
けるリテラシーの議論に機能的リテラシー概念を最初に持ち込んだのもユネスコである。
　ユネスコのリテラシー概念を扱った先行研究では、1950年代～60年代は経済、特に職業
的な側面の偏重がみられることが指摘されてきた（寺尾・永田 2004, pp.215-219、岩槻・
上杉 2016, pp.43-48）。さらに、大きく次の2点が明らかにされている。まず、ユネスコに
おいて機能的リテラシーを提唱したW. S. グレイとその後のユネスコでの捉え方にずれが
あることである。つまり、グレイが提唱した機能的リテラシーは社会参加への要求にも応
えるものであったのに対し、ユネスコでは経済・社会構造への適応を促す手段として「仕
事のためのリテラシー」と同義に扱われた（小柳 2010, pp.63-69、樋口 2012, pp.44-45）。
もうひとつは、ユネスコにおける機能的リテラシーが経済的な側面を偏重した背景に、国
際社会における開発主義（1）の蔓延や、機能的リテラシー概念に基づいてユネスコが展開
した実験的世界リテラシープログラム（Experimental World Literacy Programme、以下
EWLPとする）を財政的に支援した機関の影響、そしてユネスコ事務局の職員の意向があ
ったということである（Gillette 1987、Jones 1988, pp.88-211）。経済的な側面への偏向と
その背景にある要因が指摘されている一方で、先行研究では、グレイによる提唱以降、ユ
ネスコにおける機能的リテラシーの捉え方がどのように変化していき、最終的に経済的・
職業的な特性が強い概念となったのかという具体が明らかにされていない。しかし、機能
的リテラシー概念自体の可能性や意義を理解するためには、その変化過程を把握する必要
があると考える。
　そこで本稿では、機能的リテラシー概念が提唱された1950年代からEWLPが終了した
1970年代半ばにかけて、本概念がどのような文脈のなかで意味づけられ、その意味が変化
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していったのかを跡づける。分析にあたっては、ユネスコの総会記録、事務局による文書
といった公式文書のほか、出版物やユネスコ主催の国際会議やプログラムの関係文書を対
象とした。以下の表1に、本稿で主な分析対象とした資料を発行年順に示す。これらの資
料において、「機能的リテラシー」の定義や目的、効果についてどのように記述している
のか、そして同概念に基づいて実施されたプログラムの目的や対象、内容がどのように設
定されたのかを丹念に確認し、リテラシー戦略における機能的リテラシーの意味の変容を
捉えていく。以下、本文中に出てくる資料番号は、表1の「番号」に対応している。また、
本稿で使用しているユネスコ等の資料のタイトルや引用箇所の日本語訳は、筆者による。
　

　
Ⅱ．基礎教育事業の下でのグレイによる機能的リテラシー概念の提唱（1950年代半ば）
　
　「リテラシー」と「機能的」というふたつの語が結びつけられるようになった時期は定
かではない（Levine 1982, p.250）。機能的リテラシーを最初に定義したのは第二次世界大

表1　本稿における主な分析対象資料（発行年順）
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戦中のアメリカ陸軍とされ、基本的な軍事上の機能や職務を遂行するために書かれた指示
を理解できる水準の読み書き能力を意味した（Harman 1970, p.227）。また同じく第二次
世界大戦中には、機能的リテラシーという概念が、就業能力および社会への統合や適応と
関連するものとして、成人教育の専門家において広まった（Levine 1982, p.250）。
　ユネスコにおいて機能的リテラシーの必要性を初めて明確に提唱したのは、アメリカの
教育学者であるグレイが1956年に執筆した「読み書きの教育」（資料番号⑩）である。シ
カゴ大学で教鞭をとったグレイは、ディックとジェーンの物語（2）の開発や「成熟した読
み」の指標化に携わり、読みの教育の権威として知られる人物である（Gilstad 1985、樋
口 2011）。国際読書学会（現：国際リテラシー学会）の初代会長も務めた。「読み書きの教
育」は、1951年の第6回ユネスコ総会決議のもとにグレイが実施した調査に基づき作成さ
れ、ユネスコが当時展開していた基礎教育事業に関する論文として発行された。その目的
は、効果的な読み書きの教育方法に焦点をあてて、世界におけるリテラシーの問題に関す
る見解を多側面から提示し、地域社会のニーズや状況に合わせたプログラムを開発するた
めの情報を提供することであった（Gray 1969, p.11）。
　この論文でグレイは、「所属する文化や集団において通常、リテラシーが前提とされる
あらゆる活動に効果的に参加することを可能にする、読み書きの知識と技能を獲得した人
は機能的識字者である」（同上, p.24）と定義した。また、機能的リテラシーを育む教育の
原則として、学習の性質や期間を学習者集団のニーズに合わせること、そして読み書きの
学習に対する強い動機を基盤とすることを指摘している（同上, pp.21-24）。これらの考え
の背景には、従来のリテラシーの取り組みが、基礎的な読み書き能力の獲得のみによって
人々を無知や疾病、貧困から解放できると誤解し、個人や地域社会の福祉と切り離されて
いたことに対する問題意識があった（同上, p.9）。つまり、単に文字の読み書きができても、
それが人々の生活に役立つとは限らない。学習者のニーズや関心に合った、活動への参加
を可能にする読み書き能力の獲得こそが重要だということである。
　グレイは調査に基づき、子どもや成人の読む活動を6種類に分類した。それらは、①標
識やラベルなど実践的な決断を行うための読み、②掲示板や新聞など意味を把握すること
による情報の獲得や好奇心の充足のための読み、③注意喚起や条例など行動変容が意図さ
れた読み、④明確に認識した問題を解決するための読み、⑤含意の読み取りや関係性の把
握、結論の検証など思慮深い反応が求められる読み、⑥娯楽や刺激のための読み、である
（同上, pp.62-64）。また、成人を対象とする読みプログラムの目的を、読むことを通して獲
得される価値に関するものと、読む態度と技能に関するものとのふたつに分けている。前
者の獲得される価値には、身の回りの危険や出来事を知ったり知人と連絡を取ったりする
といった日常生活上の実用的なニーズの充足、健康や衛生状態の改善、経済的な地位の向
上、個人や集団が直面する問題やその解決策の理解、地元の伝統や組織等の理解、家族・
地域社会・国家の価値ある一員としての態度や理念の涵養、他の地域や世界への関心と理
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解、読書からの楽しみと喜びなどが具体的に想定されている。後者には、注意深く読む態
度や読むことへの関心、読んだことの意味を明確に捉える能力、読むことで獲得した考え
を個人や集団の問題解決に活用する能力などが含まれている（同上, pp.151-152）。
　このようにグレイが提示した読む活動やプログラムには、日常生活上のニーズを満たす
ことから、健康や経済状況を含めた問題の理解と解決、地元や外の世界の理解、娯楽まで
にわたる、幅広い機能や価値が捉えられている。個々人が生活のなかで、何のために何を
読み書きしているのかという実態に即した把握である。さらにグレイは、重視するべきニ
ーズや価値は、文化により条件づけられ地域社会で異なることも指摘した。そのため、リテ
ラシープログラムの計画にあたっては、地域社会の地理的・社会的・言語的・文化的な特
質や歴史、直面している具体的な問題などについて、社会人類学者のほか医学や栄養、衛生、
農業等の専門家で編成した集団が事前に調査する必要があると主張している（同上, p.253）。
　これらの特質について、樋口（2011）はグレイの研究から迫っている。前述のように
グレイは、生活経験と結びついた教材の開発や「成熟した読み」の指標化を行った。「成
熟した読み」は、文書の意味の把握や読んで得た知識の利用といった実用性のみではなく、
暗示されている意味を理解したり内容の質や正確さを探究したりする力や態度など批判的
に読む力も重視したものであった。これらの研究が、日常生活での運用を重視し、社会へ
の適応のみではなく広い視野から機能を捉えるリテラシー観を形成した（樋口 2011）。
　他方、グレイの機能的リテラシー概念を理解するうえでは、「読み書きの教育」がユネ
スコの基礎教育事業を促進するために書かれた点も重要である。基礎教育は、ユネスコが
創設以降1958年まで、教育分野の重点活動として実施した事業である。生活水準が低い地
域社会を対象に、それぞれが直面している問題状況やニーズに合わせて、生活改善に直接
つながる知識の獲得から芸術の保護や発展、社会への適応や国際協調の促進に求められる
精神や態度の涵養まで、広範で多様な内容の教育を行おうとするものであった（河内 2016、
2020）。「読み書きの教育」の第1章が「基礎教育における読み書きの役割」と題されてい
るように、この論文の主眼は、基礎教育を実施中、または実施予定の地域でリテラシープ
ログラムを計画する際の手引きとなることであった。人々の生活の物質的・実用的な側面
のみではなく、文化的・精神的な側面も重視し、具体的な教育内容は地域社会のニーズや
関心に応じて決定されるべきとしていた基礎教育の理念が、幅広い読み書きの活動や目的
を捉えたグレイの機能的リテラシー概念の形成に影響したと考えられる。
　
Ⅲ．ユネスコの戦略における機能的リテラシー概念の導入（1960年代初頭）
　
　機能的リテラシーの概念は、グレイが提唱した後、ユネスコにおいてすぐに主流化し
たわけではない。たとえば「読み書きの教育」が発行された1956年以降のユネスコ総
会の文書において、リテラシー戦略に関わって用いられた表現は、「非識字の撲滅（the 
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eradication of illiteracy）」や「リテラシーの普遍化（universalization of literacy）」が主で、
「機能的リテラシー」という用語はしばらくみられない。1958年の第10回総会（資料番号
①）で採択された「教育統計の国際的標準化に関する勧告」におけるリテラシーの定義
も、「日常生活に関する短く簡潔な文章を理解をもって読み書きできる人は識字者である」
（UNESCO 1959, p.93）となっており、機能的リテラシーの考え方は反映されていない。
　「機能的リテラシー」という用語が初めて総会記録に登場したのは、1962年の第12回総
会（資料番号③）である。ただしこれは、総会前に開催された「リテラシーの普遍化に向
けた世界キャンペーンに関する専門家会議」（同年10月29～31日、11月6～7日）の報告内
でのことである（UNESCO 1963, p.268）。この会議は、機能的リテラシーについて、「所
属する集団や地域社会で効果的に機能するためにリテラシーが求められるあらゆる活動に
参加できるのに不可欠な知識と技能をもち、自分自身や地域社会の発展に向けて、そして
国の生活に積極的に参加するために読み書きの技能を使用し続けられる能力をもっている
人は識字者である」（United Nations, Economic and Social Council 1963, p.39）と定義した。
この定義は、グレイの機能的リテラシー概念と類似している一方、「自分自身や地域社会
の発展に向けて」や「国の生活に参加する」という部分が異なっている。
　専門家会議では、「世界リテラシーキャンペーン」を総会に提案するためにユネスコ事
務局が作成した報告書について議論が行われた。この報告書は、加盟国への質問紙調査か
ら、各国では多様なニーズに基づく教育が展開されていることが明らかになったと指摘し
た。その一方で非識字の撲滅は達成されておらず、また人口成長等により非識字者数が増
えることが予想されるとして、10年間で、15歳から50歳までの非識字者の3分の2にあたる
3億3千万人を識字者にする計画を提案した。報告書では、「リテラシーの達成は、個人の
可能性を最大限に発展させ、地域社会の生活により十分かつ建設的に参加することを可能
にするための最も重要な手段」（同上, p.39）であり、「成人に読むことを教える目的は、個
人の発達や地域社会生活への貢献の機会を豊かにすること」（同上, p.43）にあると言及し
ている。さらに、リテラシーは「娯楽や利益のための読み書きの継続的な実践により、維
持されなければならない」（同上, p.83）とし、その「利益」として読み書きできることや
高い給与により得られる満足感、情報に基づく政治プロセスへの参加などを挙げた。つ
まり、個人や地域社会に焦点をあてて、幅広い発展や社会参加、娯楽を含めてリテラシー
の目的や機能を捉えていた。また、「教材は、個人の健康、農業や経済などの話題を含め、
成人に特有の関心に沿うものでなければならない」（同上, p.43）ことや、「活動の内容は、
学習者自身の当面の、そして発展的な関心やニーズにできる限り密接に関連づけなければ
ならない」（同上, p.48）ことも明記しており、学習者の関心やニーズを重視する姿勢もみ
られる。ただし、この世界リテラシーキャンペーンの提案は、財政的な理由に加え、従来
の大規模なキャンペーンが修了率やリテラシーの維持において成果をあげていないという
判断から、国連総会において採択が見送られた（Blaug 1966, p.408、Levine 1982, p.253、

93



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

小柳 2010, p.58）。
　
Ⅳ．実験的世界リテラシープログラムにおける機能的リテラシー概念の位置づけ

（1960年代半ば〜後半）
　
1．開発の要素としてのリテラシー
　世界リテラシーキャンペーンに代わり、1964年のユネスコ第13回総会（資料番号⑥）
において事務局が提案し、承認されたのがEWLPである。この総会では、「非識字は、社
会・経済発展にとっての重大な障害」（UNESCO 1965a, p.16）であり、「リテラシーの拡
大が、国家の経済・社会開発計画の実施を成功させる前提条件」（同上, p.16）だという認
識が示された。第11回総会（1960年）での「非識字者の存在は、文明の発展と平和の維持
と両立しない」（UNESCO 1961, p.17）や、第12回総会（1962年）での「非識字は、経済
的・社会的な進展への個々の国家および人間社会全体の双方の発展に対する歯止めとして
機能」（UNESCO 1963, p.22）するといった表現と比較すると、第13回総会では国家の経
済・社会開発とより直接的に関連づけて議論していることがわかる。この認識は、同総会
で採択された「国連開発の10年における非識字の撲滅：各国に対する訴え」という宣言に
も共通してみられる。この宣言では、リテラシーは「自身の発達、新しい技能や考え方の
獲得、そして急速に変化する環境への適応の動機と手段の両方を提供する。この点におい
て、それは発展プロセスに伴う社会的・経済的な変容を加速するために極めて重要な要素」
（UNESCO 1965a, p.20）だとしている。つまり、国家の経済・社会発展による急速な変化
に適応するため、そしてその変化を加速するために必要な技能や思考を人々に与えるもの
として、リテラシーは位置づけられた。
　この位置づけは、ユネスコが1965年に発行した『開発の要素としてのリテラシー』（資
料番号⑦）にも引き継がれている。これは、同年9月に開催された「非識字の撲滅に関す
る世界教育大臣会議」（以下、テヘラン会議とする）での議論の指針を提示するため、会
議前にユネスコ事務局が作成し参加国・機関に配付した文書である。また、ユネスコの総
会自体の議事録や決議文、事務局による文書のなかで「機能的リテラシー」という用語を
初めて実質的に使用した文書だと見受けられる。この新しい概念は以下のように打ち出さ
れている。
　
　非識字の概念、そして結果としてリテラシー教育の概念は、時代とともに変わる
のみではなく国によってもさまざまである。さらにその内容は広がっている。〔……〕
現在の主流は、初歩的なものから変わり、機能的リテラシー教育である。（UNESCO 

1965b, p.7）（下線および〔　〕内は筆者による。以下同様）
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　それ〔＝機能的リテラシー〕は、個人が職業的・社会的な環境に適応することを可
能にし、人としての価値を高め生涯教育の潜在的な利益のひとつである自己改善を促
す。それは、開発と密接に結びついていて、国家コミュニティ建設に伴うニーズを満
たすという同じ目的に根ざす。（同上, p.5）

　
　国家の経済開発を加速し、変化する社会に人々を適応させる手段としてリテラシーを位
置づけるという方針は、機能的リテラシーと開発との関係について述べている箇所でより
はっきりと表れている。その関係は、経済開発、技術発展、環境変化の3点から捉えられ
ている。具体的には、リテラシーの利益として、①一人あたりの収入増、工業化や農村開
発の推進、生産性の向上など経済開発の促進、②技術発展が進む環境で必要な知識や態度
の獲得への寄与、そして③社会・経済環境の急速な変容に伴う問題を理解しその解決に積
極的に役割を果たそうとする態度や行動様式の形成、が指摘された（同上, pp.15-18）。
　
2．非識字の撲滅に関する世界教育大臣会議
　テヘラン会議（資料番号⑧）は、1965年9月8日から19日にかけて、イランのテヘラン
でユネスコの主催により開催された。ユネスコ加盟国85カ国のほか、1地域、ローマ教皇
庁、国連機関8機関、さらにオブザーバーとして政府間機関3機関とNGO 18団体が参加した。
上記の文書『開発の要素としてのリテラシー』を基に行われたこの会議では、まず、成人
リテラシーに関するすべての取り組みは、機能的リテラシーに向かうべきであるという方
向性が明確に示された。その理由として、「リテラシーはそれ自体を目的とするのではなく、
単なる読み書きを教える初歩的なリテラシー教育の限界を遥かに超える、社会的・市民的・
経済的な役割に人々を備える方法として捉えられるべき」（UNESCO 1965c, p.7）ことを
指摘している。ここで経済的な役割に並んで社会的・市民的な役割を明示したことが重要
である。なぜなら、テヘラン会議では、経済面に限られない全面的な開発や社会への統合
との関係でリテラシーが論じられたことを象徴しているからである。テヘラン会議での機
能的リテラシーと開発との関係に対する認識は、以下の引用部分にも看取できる。
　
　読み書きは、基礎的な一般知識のみではなく、仕事の訓練、生産性の向上、市民生
活への参加、そして取り巻く世界のより良い理解へと導くべきであり、究極的には基
礎的な人類の文化への道を開くべきである。（同上, p.7）
　
　リテラシー教育は、〔……〕非識字者が、科学や技術の発展によりさらに多くの知
識と専門性が求められている新しい世界に社会的・経済的に統合されることを可能に
するべきである。一部の代表は、取り組みはさらなる人間的・文化的な統合を達成す
るためにも向けられるべきであるとした。リテラシーの取り組みは、それ自体を目的
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としてではなく、非識字者の一般的で調和された発展を推進するために不可欠な手段
として捉えられるべきであることが認められた。（同上, p.29）
　
　委員会では、リテラシーの取り組みは開発プログラムに統合されるべきであるとい
う意見で満場一致した。しかしそれは、単に経済開発を活性化させるものとしてでは
なく、文化的・知識的な成長の源として、そしてすべての人が社会における自分たち
の権利と義務を完全に自覚する道として考えるべきである。（同上, p.34）

　
　このように社会的・文化的な発展におけるリテラシーの役割が積極的に認識されていた。
他方、「機能的リテラシーはまた、開発計画のひとつの要素でもあり、労働力調査、雇用予測、
および経済開発計画で設定された優先事項との関連で計画されるべき」（同上, p.39）とも
あるように、経済開発との結びつきも重視されている。
　また、テヘラン会議では、学習者の年齢や性別といった属性と関心や動機、社会のニーズ、
国家や地域社会の経済的・社会的・文化的な状況などに応じて、リテラシー教育の形態や
内容、教材や読み物、さらには目的や戦略も多様であるべきことを提示している。そのため、
プログラムを計画する際には、教育学や社会学、心理学、言語学、視聴覚技術の専門家か
ら成るチームが、学習者や社会のニーズ、利用可能な物的・人的資源、経済的・文化的な
発展水準、学習者の経験などに関する調査を実施し、その結果に基づいて目的を設定すべ
きであるとした（同上, p.38）。これらの点は、グレイの指摘と重なるところである。
　
3．労働・職業志向の実験的世界リテラシープログラム（EWLP）
　1964年の第13回総会で採択され、テヘラン会議でも支持されたEWLPは、リテラシー
の経済的・社会的な利益を証明し、特に労働人口におけるリテラシー教育と発展との相互
関係と影響を調査することを目的とした（UNESCO and UNDP 1976, p.9）。この目的は、
「リテラシーを継続成人教育、技術・職業訓練、開発計画における関連活動と結びつけ
て、成人リテラシープログラムを通した開発の加速化を第一の目的としなければならない」
（United Nations General Assembly 1964, p.8）という記述に明確に表れている。EWLPに
は、各国のリテラシー教育プログラムの計画や実施に対する技術支援も含まれていたが、
主要な活動は、最大8カ国（計画時）（3）を対象とする3～5年間の実験プロジェクトであった。
その対象国の選定基準として、ユネスコは、国家の経済状況や発展水準、教育計画全体に
おけるリテラシー教育プログラムの重要度、技術・職業訓練や経済開発計画と関連したリ
テラシー教育の計画や実践の有無、非識字率、政府の費用負担の意思や担当部局の動機づ
け、適切な技術的・行政的な基盤の有無を挙げている。ただし、最終的な選考はEWLPの
財政支援を主に担った国連特別基金（後の国連開発計画）等の決定によるものとされた（同
上, pp.6-7）。以上から明らかなようにEWLPは、特に労働人口におけるリテラシーと経済・
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社会発展の関係性を示すことを目的に、経済や教育に関する特定の条件を満たす限られた
国家で実験プロジェクトを展開するという選択的かつ集約的なプログラムであった（Blaug 

1966, p.411、Gillette 1987, pp.204-205）。言い換えれば、世界リテラシーキャンペーンの
ように大規模な非識字の撲滅をめざしたものではなかった。
　上記の目的に沿うリテラシー教育プロジェクトの実施方法として、ユネスコは、都市部
では技術・職業訓練を伴う工業開発との統合、農村部では灌漑や排水、害虫駆除、施設栽
培等の新しい農業技術の需要がある地域での農村開発との統合、そしてテレビや教育映画
といった最新通信技術の活用を挙げている。その結果、各国では、農産物や工業製品ごと
にリテラシー教育と技術・職業訓練のプロジェクトが展開された。たとえばギニアでは、
パイナップル・米・バナナの栽培、養鶏、タバコ・プラスチック製品・パン・菓子・家
具・印刷機の生産、織物で、それぞれ独立したプロジェクトが行われた（UNESCO 1974, 

p.20）。リテラシー教育の主な対象者も、工業や農村の開発が進む地域や産業における既存
あるいは将来の労働者に絞られた。Gillette（1987）によれば、学習者の職業は86％が農
業分野、3.6％が工業分野であった（p.201）。すなわち、EWLPでは、機能的リテラシーの
目的や機能が、経済、特に国家の開発計画で重視された分野の職業や労働の観点から捉え
られ、特定の農産物や製品の生産性と全体としての経済発展を促進する手段と認識されて
いた（小柳 2010, pp.67-69）。このことはEWLP対象国の一部で、実験プロジェクトを「労
働志向（work-oriented）の成人リテラシープロジェクト」と名付けていたことに顕著に表
れている。
　
Ⅴ．機能的リテラシー概念の職業的側面の偏重に対する問題提起（1970年代前半）
　
　EWLPで示された職業的な側面を偏重した機能的リテラシー概念に対しては、1970年頃
からユネスコ内部で疑義が呈されるようになった。以下の引用にみられるように、ユネス
コ事務局長の助言機関として設置されたEWLP評価パネル（資料番号⑪、⑫）は、機能的
リテラシーが職業や労働を中心とする経済的な側面における役割をもちつつも、そこに限
られない社会の発展や生活の質にも寄与するものであることへの注意を呼びかけた。
　
　機能的リテラシー概念には、職業訓練と労働力の提供に中心を置くものと、幅広い
社会・文化開発に果たせる役割をより強調するものという2つの構成要素がある。あ
らゆるプロジェクトに両方の要素がある。強調点が異なるだけだ。（UNESCO 1970, 

p.6）
　
　パネルは、機能的リテラシー概念のあらゆる定義に柔軟性が必要なことをあらため
て強調した。〔……〕一部の委員は、生活の質の向上への機能的リテラシーの重要な
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寄与を強調してほしいとし、この概念を経済的な考察に限定するべきではないと考え
た。（UNESCO 1971, p.5）

　
　また、ユネスコの主催で1972年に開催された第3回国際成人教育会議（資料番号⑬）で
も、「社会・経済開発の重視に加えて、機能的リテラシーは、新しくより良い社会の構築
に向けた活動的な行為主体となれるよう非識字の成人の社会意識を喚起することをめざす
べきである」（UNESCO 1972, p.40）と述べた勧告が採択されている。こういった認識は、
EWLPに対する自己評価においても貫かれた。EWLP終了後にユネスコと国連開発計画が
共同で発行した評価報告書（資料番号⑭）は次のように述べている。
　
　開発とリテラシー双方に対する多側面的で幅広いアプローチが求められている。実
際、経済成長とともに社会的・文化的・政治的な変化を重視する場合のみ、リテラシ
ープログラムは完全に機能的になることができ〔……〕るようにみえる。（UNESCO 

and UNDP 1976, p.122）
　
　以上のように、1970年頃から、機能的リテラシーの意味や役割について、職業や労働と
いう狭義の経済的な側面に特化せず広く捉えるべきだという認識が顕れ、EWLPが職業的
な側面を偏重したリテラシー教育を推進したことに対しては否定的に評価された。
　
Ⅵ．ユネスコにおける機能的リテラシー概念の意味変容とその背景
　
　以下の表2は、前章までで示してきた、ユネスコの文書や出来事にみられる機能的リテ
ラシー概念の特徴を整理したものである。
　

表2　各文書や出来事における機能的リテラシー概念の特徴
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　全体を俯瞰すると、グレイが機能的リテラシー概念を提唱してからEWLPの実施までは、
「機能的リテラシー」の対象となる読み書きの活動の範囲が段々と狭くなっていったこと
がわかる。当初は、娯楽や刺激を目的とするものも含めた、人々が日常生活で行うあらゆ
る活動であったのが、多面的な発展や社会参加につながるもの、そして開発のなかでも経
済開発、特に技術・職業訓練と結びついた特定の活動へと変化していった。しかしその後、
1970年頃になると、「経済開発」偏重の機能的リテラシー概念は見直され、多面的な発展
や社会参加に寄与するものと、再度やや広い視点から捉えられるようになった。ユネスコ
の戦略に機能的リテラシー概念が導入されてからは一貫して、発展や開発の促進における
役割が重視されている。ただし、時期によって発展や開発が指している範疇は異なり、個
人の可能性を最大化することや市民生活に参加することなどを含めて捉えられていたこと
もあった。
　上記の変化に合わせて、リテラシーの取り組みにおいて誰のニーズを重視するのか、言
い換えれば、リテラシーが機能的かどうかを判断する主体は誰なのかということも時期に
より変わっている。グレイの論文や世界リテラシーキャンペーンの提案では、個人や集
団、地域社会がその中心的な主体として位置づけられていた。しかし、経済開発や職業訓練、
既存社会への適応が重視されるようになったことに伴い、その焦点は国家や職域上のニー
ズへと移行していくこととなった。ニーズに応じたリテラシー教育の必要性が提起されて
いる点では共通していても、誰のニーズが優先されるのかという点では異なっているので
ある。
　このように機能的リテラシーの概念は、ユネスコのリテラシー戦略において導入され採
用されるなかで、その意味を変容させていった。このような変容を引き起こした要因とし
て、ここでは以下の3点を指摘しておきたい。
　まず第一に、ユネスコにおいて基礎教育事業が廃止され、他方で学校教育を重視する傾
向が強まったことである。グレイによる機能的リテラシー概念が前提としていた基礎教育
事業は1958年に公的文書での用語使用が廃止され（UNESCO 1959, p.18）、低開発地域の
生活水準の改善に関する活動は国連の地域開発事業の管轄に移管された。また同時期にユ
ネスコでは、新興独立国が多く加盟したことで学校教育への要求が高まった。これらの動
きのなかで、幅広い視野に立った生活改善と結びついたリテラシー教育の必要性や、ユネ
スコのリテラシー戦略に対する加盟国からの期待度が低下していったのである。
　また第二の要因としては、開発主義に基づく「国連開発の10年」が1960年に開始された
ことにより、国連機関の活動全体において、低開発国の経済成長と社会発展を加速するた
めの開発援助が主流となったことが挙げられる。開発主義のもと、教育は生産性の向上のた
めに必要かつ効率的な投資として意味づけられ、教育のなかでも特に技術・職業訓練が重
視されることとなった（Gillette 1987, pp.203-207、樋口 2012, p.45、小柳 2010, pp.63-69）。
　最後に第三の要因として挙げられるのは、各国政府やユネスコのリテラシー教育関連の
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予算が限られていたことである。ユネスコは機関全体での予算がそもそも少なく、それ
ゆえ活動を実施するうえで外部資金への依存度が高くなる（Jones 1988, pp.114-130）。ま
た、『開発の要素としてのリテラシー』では、「国家収入の向上に役立つことによって、後に、
教育全般や特にリテラシーの活動におけるさらなる取り組みを行うことを可能にする資源
を生み出す」（UNESCO 1965b, p.21）と言及しており、まずは国家収入に直接寄与する能
力の獲得を意図したリテラシー教育を推進することで、後の活動の財源をもたらそうとし
たようである。予算が嵩む世界リテラシーキャンペーンの計画が見送られた背景にも、こ
のような国家財政の逼迫が影響していたと考えられる。
　以上3点の要因を踏まえるならば、1960年代のユネスコは、国連機関や加盟国のリテラ
シー教育への期待を回復させるために、「機能的リテラシー」の概念を、当時主流だった
開発、特に経済開発の問題と関連づけていったと捉えられる。さらに、リテラシーに関す
る取り組みの財源や優先度を確保するうえで、資金力をもつ国連の特別基金の、経済的な
収益を重視する思考を受け入れるしかなかった（Jones 1988, pp.114-130）ことが、「機能
的リテラシー」の意味づけを矮小化させていったのである。
　
Ⅶ．おわりに
　
　本稿では、1950年代～70年代半ばのユネスコのリテラシー戦略において、機能的リテラ
シー概念がどのように変容してきたかを詳細に跡づけてきた。1956年にこの概念が提唱さ
れ、1960年代前半に戦略に導入された際には、機能的リテラシーが対象とする読み書きの
範囲や目的には、個人や地域社会の幅広い発展や社会への参加、娯楽としての読み書きが
含まれていた。特に、グレイによる機能的リテラシー概念は、書かれている内容を批判的
に読む力も捉えていた。ただし、ユネスコの文書では批判的に読む力への言及は管見の限
りみられない。さらに戦略の中核的な概念として機能的リテラシーが位置づけられていっ
たなかで、経済、特に職業や労働における功利的なものへとその範囲が狭められた経緯が
みられた。
　冒頭にも述べたように、機能的リテラシーはしばしば、職業生活や社会生活に個人を適
応させる手段としてのリテラシーと受けとめられてきた。とりわけEWLPにおける機能的
リテラシーの位置づけを振り返ると、そのような側面が強くあったことは否めない。しか
し、批判的に読む力や社会参加、社会を構築する行為主体の形成とも結びつけて捉えられ
た時期もあることや、人々や地域社会のニーズや関心をはじめとする社会的・文化的な文
脈が重視されていたことに鑑みると、機能的リテラシーは、批判的リテラシーと必ずしも
対立せず、むしろそれとつながりうる概念であると言えるのではないだろうか。
　本稿で検討してきた機能的リテラシーの概念は、近年のリテラシー観の基盤となる重要
な考え方を含んでいるとされている。したがって、1970年代半ば以降のユネスコの戦略に
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おいて、機能的リテラシーの意味がさらにどのように変容し、現在に至っているのかを具
体的に描くことも必要となるが、その作業は本稿の範囲を超えている。そこで、ここでは
そのための足がかりとして、本稿で検討してきた1950年代～70年代の機能的リテラシー概
念と近年のリテラシー観との共通点と相違点を簡潔に確認しておきたい。まず近年のユネ
スコにおけるリテラシー観が表れている例として、2004年に出されたリテラシーに関する
方針文書と2015年に採択された「成人学習及び成人教育に関する勧告」の一部を以下に引
用する。
　
　人々は、文化、歴史、言語、宗教、社会経済的な状況によって形成される異なる状
況で異なる目的のためにリテラシーを獲得し使用する。〔……〕リテラシーは画一的
なものではなく、むしろ文化的・言語的、さらに時間的にさえも多様なものであるこ
とを強調する。（UNESCO 2004, p.13）
　
　リテラシーは成人学習および成人教育の主要な構成要素である。それは、市民が生
涯学習に関与し、地域社会、職場、広い社会に十分に参加することを可能にする連続
した学習と習熟を必要とする。それは、印刷物や書かれた資料を用いて、読み書きし、
識別し、理解し、解釈し、創造し、伝達し、計算する能力、ならびにますます技術が発
展し情報が豊かになっている環境で問題を解決する能力を含む。（UNESCO 2015, p.7）

　
　つまり、リテラシーには人々の社会参加を可能にする一連の学習が伴い、読み書きだけ
ではなく問題解決能力なども含まれること、そして文化や、リテラシーを獲得し使用する
目的や状況により多様なものであることといった考えが示されている。また、リテラシー
の利益については、経済的な側面のみではなく、自尊心の向上やエンパワーメントなどの
人間的な側面、政治参加や民主主義の促進などの政治的な側面、文化変容や文化多様性の
保存などの文化的な側面、健康、再生産行動、教育、ジェンダー平等の促進などの社会
的な側面も含めた多面的な発展に関わる内容が挙げられている（UNESCO 2005, pp.138-

145）。
　このような近年のリテラシー観と1950年代～70年代の機能的リテラシー概念には、次
の共通点を見出せる。まず、リテラシーの使用に着目していることである。機能的リテラ
シーの概念は、リテラシーが個人の生活や地域社会の福祉においていかに機能するものに
なり得ているかという視点を組み込むことで、人々が日常生活で何のためにリテラシーを
用いているのか、そのことによりどのような価値や利益を得ているのかに初めて着目した。
そして、初期の機能的リテラシー概念は、娯楽や喜びなど実用的ではないものも含めてそ
の用途や価値、利益を幅広く捉えていた。同様に近年のリテラシー観においても、リテラ
シーの利益に人間的な側面や文化的な側面が含まれているとともに、これらリテラシーの
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価値や利益が、リテラシー自体に本質的に備わっているものとして脱文脈的に決定される
のではなく、リテラシーが使用される社会の文化や状況によりさまざまに異なるという認
識が示されている。
　他方、1960年代半ばの機能的リテラシー概念、すなわち国家の経済成長を促進する手段
という側面のみが強調されたリテラシー概念と、近年のリテラシー観との間には大きな相
違がある。つまり1960年代半ばには、リテラシーを用いた活動が職業生活や国家の経済
開発政策にとって重要な活動のみに矮小化され、娯楽を目的とした読み書きや批判的に読
む力の涵養などがリテラシー教育の対象外に置かれていったのである。また近年のリテラ
シー観では、連続した学習を必要とするものとしてリテラシーを位置づけているのに対し、
1950年代～70年代の議論では、機能的リテラシーを身につけているかどうかという二分論
が主流であった。そのため、当時のユネスコの文書では「教育を受けた人々の世界に新た
に識字者になった個人を迅速に滞りなく統合しない限り、リテラシーは〔……〕識字者に
なった人々に根強い劣等感を与えるだけである」（UNESCO 1965b, p.28）など、非識字者
を識字者の世界に統合するという現在からみればある種暴力的な言い回しもなされている。
　1970年代半ばには、EWLPが終了するとともにフレイレの理論の影響がユネスコにも表
れてくる。また、国連機関全体における発展・開発の捉え方も経済一辺倒から変化していく。
これらの影響や変化により、1950年代～70年代の機能的リテラシー概念が、次の時代に
どのように引き継がれ、あるいは断絶したのかを検討することが今後の重要な課題である。
その検討を通して機能的リテラシー概念の特徴や意義をさらに追求していくことが、ユネ
スコにおける近年のリテラシー観やそれに基づく戦略・政策のより深い理解をもたらすで
あろう。
　
注
（1）末廣（1998）によれば、「工業化の推進を軸に、個人や家族や地域社会ではなく、国家や民族な

どの利害を最優先させ、そのために物的人的資源の集中的動員と管理を図ろうとするイデオロ
ギー」（p.2）とされる。

（2）1950年代～60年代のアメリカで、子ども向けのリテラシー教育の代表的な教材となった、少年
ディックと少女ジェーンを登場人物とする物語本である（樋口 2011, p.39）。

（3） 実際には、以下の16カ国まで拡大した。アフガニスタン、アルジェリア、イラン、インド、エクアドル、
エチオピア、ギニア、ケニア、ザンビア、シリア、スーダン、タンザニア、ニジェール、ベネズエラ、
マダガスカル、マリ（以上、五十音順）。
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Introduction of the Concept of Functional Literacy into UNESCO’s 
Literacy Strategy and Changes in its Meaning, 1950s-1970s

　
　KAWACHI, Mami (Graduate Student, Kyoto Women’s University)

　
　
Abstract

　The purpose of this paper is to explore the concept of functional literacy and changes in 

its meaning, for the period from the 1950s when it was introduced into UNESCO’s literacy 

strategy to the mid-1970s, by analyzing the relevant UNESCO documents.

  A while after W. S. Gray advocated the concept, “functional literacy” became the central 

concept that formed UNESCO’s literacy strategy. Gray defined the concept as the knowledge 

and skills in reading and writing which enable one to engage effectively in various activities 

in their daily life. After introduced into UNESCO’s strategy, the scope of reading and writing 

activities linked to functional literacy narrowed to one connected with various aspects of 

development, and then to one connected with economic development, and vocational and 

technical training in particular.

  Functional literacy tends to be seen as utilitarian and decontextualized literacy which 

merely adapt people to existing society. However, the fact that functional literacy used to be 

linked to people’s recreation, critical reading, participation in society, and becoming active 

agents to build a better society, and that it emphasized the needs and contexts of people and 

community concerned, shows the great potentiality of the concept.

Key words：
development, Experimental World Literacy Programme, functional literacy, UNESCO, W. S. 

Gray
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＜研究論文＞

　

〈声〉の文化としての識字
─寿識字学校・大沢敏郎の識字の思想と実践─

Orality in the Place of Literacy Learning:

Toshiro Osawa's Philosophy and Practice at the Kotobuki Literacy School

　
　江口怜（和歌山信愛大学）

　EGUCHI, Satoshi（Wakayama Shin-ai University）
　
　
Ⅰ．はじめに
　
　本論文では、1978年から2008年まで、神奈川県横浜市の寿町で開かれた寿識字学校およ
び主宰者である大沢敏郎（1945-2008）の識字の思想と実践について考察する。
　識字研究において、近年注目されているのが「識字（リテラシー）（1）の複数性」という
視点である。識字の概念は、文字の読み書き能力を核に据えながら、十全に社会生活に参
加するための様々な基礎知識・技能を指すように概念の意味が拡張してきたが、近年では
識字が使用される社会的・文化的な実践の文脈こそが重要であると指摘されている。識字
を標準化された個人の能力と見なすのではなく、人々の言語的な多様性や口承文化の存在、
家庭や地域社会の中で用いられる文脈の複数性等を踏まえながら、識字の意味を探究する
ことが求められているのである（岩槻・上杉 2016、 上杉 2021）。
　この識字の複数性という視点は、識字学習が行われる場（以下、「識字の場」と記す）
の持つ意味の複数性という問題にも結びつくと思われる。識字の場は、これまでも読み書
き能力の獲得以上の意味を持つことが様々に議論されてきた。例えば、添田（2008）は「親
密圏」という概念で識字学習活動内外の営みを捉えようと試み、菅原・森（2012）は被差
別部落の識字学級に対する全国調査の結果から、「生活と生い立ちを交流し、人とのつな
がりを実感できる、生きることを励ましあえる居場所」としての性格の重要性を指摘して
いる。また、菅原（2021）は、コロナ禍の識字・日本語教室の課題を論じる際にも、「識字・
日本語学習者にとって重要な課題は狭い意味でのよみかきことばではなく、コミュニティ
でありネットワークだ」（p.104）と、場と関係性の意義を強調している。
　このように、識字の複数性、識字の場の持つ意味の複数性を捉えることの重要性が指摘
されているものの、実際に識字実践が行われた具体的な場を取り上げながら、その場が持
った意味を考察する研究は限られている。そこで本論文では、寿識字学校の事例を取り上
げ、場が開かれた地域の特性、実践者の思想や教育方法、学習者の特徴等を捉えながら、
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識字の場が持った意義を歴史的に跡付けてみたい。
　寿識字学校は、東京の山谷や大阪の釡ヶ崎と並ぶ「日本の三大寄せ場」の一つである神
奈川県横浜市の寿町で、1978年に野本三吉（加藤彰彦）らが開いた寿寺子屋を引き継ぐ形
で誕生した。寿町は、高度経済成長期に日雇労働者の街として拡大し、貧困や差別、社会
的排除によって十分な教育機会を持つことのできなかった人々が多数居住した地域である。
1981年頃より場を引き継いで主宰した大沢敏郎の識字実践は、識字研究の中でも早くから
注目されてきた（岩槻 1998など）。世界の識字運動に大きな影響を与えたパウロ・フレイ
レの著作『自由のための文化行動』（1984年訳書）の日本での出版の際には、補論として
大沢の実践報告が掲載された（大沢 1984）。また、1990年の国際識字年に「かながわ識字
国際フォーラム」が開かれた際、大沢はかながわ識字プロジェクト実行委員会の副委員長
を務めている（小沢編 1991）。
　こうした大沢の思想と実践は、どのように評価されてきたのだろうか。フレイレの著作
の翻訳者でもある里見実は、大沢を「フレイレの思想をもっとも深く受けとめた日本での
実践者ではないか」と指摘している（里見 2010, p.280）。また、森実は、日本の識字運動
の中で、北代色さんの「夕やけを見てもあまりうつくしいと思はなかったけれど字をおぼ
えてほんとうにうつくしいと思うようになりました」という手紙が繰り返し引用され、そ
の上で「文字を奪われることは、美しいものを美しいと思う人間の感性や思想をも奪われ
ることさえあることを教えている」という説明が加えられてきたのに対し、大沢が非識字
者を感性を奪われた人として捉えることを批判し、「むしろ感性を奪い返さなくてはなら
ないのは、文字の読み書きのできる私たちなのだ」と反論したことの意義を指摘した（森
1991, pp.40-41）。さらに、楠原彰は、大沢の実践の遺産として、文字の読み書きの相互学
習（識字）を、一人一人の人間性の回復と人間の尊厳の奪い返し、非人間化された関係を
組み換える作業に結びつけていく実践と理論を示したこと、そして貧困や抑圧や戦争や病
気などで文字を奪われた人たちの人間性回復の学びと、孤絶した長い学校教育の過程で他
者を包み込む人間の声や言葉を失い、心の闇を抱えた若者たちの学びを、「共同の学び場」
としての識字の場でつないでみせたことの二点を挙げている（楠原 2009）。アメリカの識
字研究者のジェイコブソンも、識字の学習者と大学生らの共同の学びを試みていた寿識字
学校では、「学力レベルに関係なく、自分自身や世界を理解するための手段として読み書
きを学ぶ」ことが重視されていたと評している（ジェイコブソン 2021, p.209）。
　本論文では、こうした大沢の識字の思想と実践が生み出されていく過程を、前身にあた
る野本三吉の寿町での諸実践の経緯を踏まえつつ明らかにする。さらに、晩年の大沢が、
W-J・オングの著作『声の文化と文字の文化』（1991年訳書）を読みなおす中で、識字を「〈声〉
の文化」として意味づけた事実に注目したい。後述する通り、大沢は自身の実践を振り返
りながら、「識字は〈声〉の文化なのではないか」と、その場の持つ意味を論じている。大沢が、
〈文字〉の読み書きを学ぶ識字学校で、〈声〉の文化こそが重要であったと意味づけたこと
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の中に、識字の場の持つ意味を再考する鍵があるのではないだろうか。
　なお、識字研究において、オングにも触れつつ「声の文化」の視点から識字実践の意味
を論じたものとして、矢野（1995）や猿橋（2005）が挙げられる。矢野（1995）は、非
識字者がすでに持つ「オーラルな文化」「ことばの文化」を尊重し、既存の識字文化・文
字文化に同化させるのではない「多文化教育としての識字」の可能性を論じている。猿橋
（2005）もまた、識字の場を声の文化と文字の文化の異文化間コミュニケーションによる
葛藤が生じる場として捉え返し、「対等な相互依存関係」のネットワーク構築が重要であ
ると指摘している。ここで注目したいのは、両者がともに、神奈川県川崎市のふれあい館
の識字学級をフィールドとしていた点である。1988年に在日コリアンの集住地域で多文化
共生を目指す施設として開設されたふれあい館の識字学級では、後述する大沢敏郎の「共
同学習の思想」を積極的に継承しようとしていた（原 2009）。また、近年まで、「オーラ
ル言語をないがしろにすることなく、対話的関係を構築したうえで学習を進めること」（康
ほか編 2019, p.192）が大切にされてきている。識字学習者の声の文化に着目する実践と研
究の源流を探るという意味でも、寿識字学校における大沢敏郎の思想と実践を跡付ける作
業は重要な意味を持つと考えられる。
　以下ではまず、野本三吉の著作等を参照しながら、寿識字学校が誕生するまでの寿町の
置かれた状況や地域活動の歴史を検討する。続いて、大沢敏郎の著作や論稿、1981年から
ほぼ毎週発行された手書きの学校だより『ちからにする』等を参照しながら、寿識字学校
における大沢の思想と実践の特徴を分析する。最後に、大沢の思想と実践の意義について
若干の考察を行う。
　
Ⅱ．寿識字学校の成り立ち
　
　まず、寿識字学校が誕生した経緯を、寄せ場としての寿町の地域性や野本三吉の関与を
中心に据えながら確認しておきたい。
　寄せ場は、日雇労働者の自由労働市場であり、同時に簡易宿泊所（ドヤ）が密集し、日
雇労働者が生活する地区である（山本 2008, p.11）。通称寿町（広義）は、横浜市中区の扇
町・松影町・寿町（狭義）・三吉町にかかる、ドヤが密集する広さ250平方メートルの空間
を指す。そもそもは、幕末、横浜港開港に伴って海岸が埋め立てられた地域であり、当時
から港湾荷役の労働者が多数集まっていた。1945年、空襲を受けて廃墟と化したこの地域
は、戦後すぐ駐屯・補給基地として進駐軍に接収された。基地は膨大な労働力を必要とし、
都心・市域外から復員軍人・引揚者・戦争被害者等の失業者が流入してくる。土地接収は
1958年まで続いたが、その間に多くの地主が他地域に経済活動と生活の拠点を移してい
た。接収解除後、職業安定所が寿町に移転されたこともあり、寿町は寄せ場化し、ドヤも
急増していく。日本人地主が去っていたことにより、その地域の多くは在日コリアンによ
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って購入され、その土地に彼らはドヤを建てていく。1960年代の高度経済成長期に労働者
は激増し、ピーク時の1970年に人口は一万人を超えたが、日本経済が低成長期に入り、ま
た港湾労働が合理化されていくことで、人口は1980年代には6000人台に落ち込んだ（青
木 2000, pp.57-63）。寄せ場には家族を持たない単身男性が多く、労働と居住の場を絶えず
移動する人も多く、全国各地の被差別少数者や義務教育未修了者が訪れやすい特徴を備え
ていた。また、1980年代後半以降、在日コミュニティを頼って渡日したコリアン労働者や、
フィリピン、タイ等からの労働者が急増し、日本社会の中でいち早く多民族社会化した地
域でもあった（2）。
　この寿町では、1964年から67年まで学齢の子どもの不就学・長期欠席対策のために「こ
とぶき学級」が開かれ、1965年に福祉センターとして建設された寿生活館でも一時期学習
が行われていた（保坂 2019, pp.56-57）。この寿生活館に1972年より職員として務めてい
た野本三吉が、寿識字学校の生みの親となる。1974年、オイルショック後の不況は港湾荷
役に従事することの多かった寿町の日雇労働者に甚大な影響を与え、生活館の3階・4階に
労働者たちが寝泊まりする状況が生まれた。しかし、横浜市は1975年に生活館の休館を発
表し、当事者・支援者らと対立、機動隊導入によるロックアウトを経て1981年3月まで生
活館は表向きは閉館するが、その一部は当事者・支援者らが組織する団体が自主管理する
こととなった（山田 2020, pp.273-277）。
　生活館の休館に際して、野本は「自分と寿を自由に語る会」を立ち上げ、労働者や住民
らとの話し合いの場を存続させようとした。この集まりは、1977年に「寿夜間学校」と命
名される。この集まりに参加していた学習者の長岡長一が、意を決して「おれは、二日間
しか学校に行っていない。だから文字の読み書きができない。あ・い・う・え・お、から
教えてほしい」（大沢 2003, p.34）と申し出た。その意を受けて、1978年にアパートの一
室で「寿寺小屋」が始まり、79年に「寿識字学校」と改称する。当初は、野本の恩師の退
職校長や学習塾をしている知人が教師役を引き受け、解放教育の教材『にんげん』などを
テキストに学習を行っていた（野本 1985, pp.151-153）。その後識字学校は、1981年3月の
寿生活館の再開に伴って、4階の会議室を学習の場として利用し始め、「全公開の識字」が
始まることになる。
　野本によれば、大沢は神奈川解放教育研究会のつながりで1980年夏頃より関わりを始め
た。野本は、「大沢さんは、ただ覚えるのではなく、書きたいという思いを引き出し、そ
のなかで文字を覚えてゆくという方法を展開してくれ、これまでの蓄積と実に見事にスパ
ークして、自己表現への意欲は、参加者一人一人の内面から噴き出してくるようになった」
とその実践を評している（同上, p.153）。その後具体的な時期は定かでないが、1981年頃
からは実質的に大沢が寿識字学校を主宰するようになったものと考えられる。大沢は、野
本から声をかけられた際、部落解放運動の中で生まれた識字の作品を読み、もしやるので
あれば一生の仕事としたいと考えながら、引き受けることを決めたと回想している（国際
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識字年推進広島県実行委員会 1995, p.12）。
　なお、大沢によれば、前身である寿夜間学校の学びの形の中に「識字の原形」が内包さ
れていた側面があると言う。夜間学校では、参加者がフリーに自分の生い立ちも含めて語
りあっていた。「その場の中心は話しことば

4 4 4 4 4

であった。話しことばが軽いということでは
なく、ドヤ街で自分を語ることとしての話しことばには重いものがあり、今も識字のなか
での話しことばは、識字の重要なひとつの側面となっている。それは、対話や討論が成立
するのかどうかということにもつながっている」（大沢 1984, p.137、傍点原文）。後述する
ように、寿識字学校が読み書きだけでなく語りあいを重視した背景には、こうした成り立
ちの過程が関わっていた（3）。
　
Ⅲ．大沢敏郎の識字の思想と実践
　
1．寿識字学校の識字学習
　こうして寿生活館の4階で始まった識字は、毎週金曜日午後6時から約3時間、ほぼ休む
ことなく2008年まで続けられた。生活館の4階には、識字を行う会議室のほかに、娯楽室、
シャワー室、洗たく場、簡単な調理場等があり、人の出入りは激しく、様々な人の目に触
れる場所であった。
　識字の学習スタイルは、出席する一人ひとりの人の成育歴や生活とかみあうところの詩、
短歌、俳句、短文などを素材にし、だいたい個別のものが大沢から差し出されるというも
のだった。最初の2時間は一人ひとりが自分の課題に取り組み、残りの1時間は、その日自
分のやったことを発表し、討論し合う。そこで、書かれた作文は必ず声に出して読まれた。
1982年からは、学習者からの要望もあり、2ヶ月に1度ほどのペースで一斉授業を行うよ
うになる（大沢 2003, p.65）（4）。はっきりと明言されているわけではないが、基本的には「教
師役」は大沢が一人で務めていたようである。
　寿識字学校の学習者は、基本的には寿町周辺で働く人々、居住する人々であり、その地
域的性格から常に入れ替わりがあったところに特徴がある。大沢によれば、1985年頃から
は男性の日雇労働者たちに代わって、在日一世のオモニたちや外国人労働者たちが多く出
席するようになる。1988年のソウルオリンピック後には、韓国から渡日する労働者も増え、
また南米のペルーやブラジル、アルゼンチンからの労働者も識字の席に座るようになる（大沢
2003, pp.106-123）。加えて、当初から一貫して、大学生などの若者も出席しており、大沢
は彼・彼女らを「スタッフ」や「教師」ではなく一参加者として扱い、共に綴り、学びあ
うことを求めた。
　教材に関しては、「いろいろなところを生きてきた一人ひとりの人と、街で会って立ち
話をしたり、ドヤのなかで話しこんだりしていくなかから、その人にとって、いちばん大
切なこと、逃げたり避けたり外したりすることのできないことを課題として設定し、その
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課題に立ち向かえるような、つまり、自分自身に立ち向かえるような教材を提示し、考え、
文章を書いてもらっている」（大沢 1984, p.136）と述べ、これはパウロ・フレイレの＜生
成語＞や＜コード表示＞の考え方（5）と同質のものであるとしている（同上, pp.173-174）（6）。
大沢は、識字を始める前後に『被抑圧者の教育学』の訳本を読み始めたと回想しており（『ち
からにする』2984号、1997年5月23日）、当初よりフレイレの識字教育の方法を強く意識
していたようだ。
　例えば、初期に実践した「課題」の例として、「手について書いてください。いろいろ
なことをしてきた自分の手、父や母や男や女や、他の人の手など、手について考えたこ
と、思い出すことを書いてください」（大沢 2003, p.51）というものがある。4人の学習者が、
この課題について作文を書いた。「おれは、まだ、ひらがなもきちんと知らないんだから、
ひらがなを教えてくれ」と口癖のように言っていたという当時67歳の中村武夫は、1時間
半ほどかけて鬼気迫る勢いで集中し、次の作文を書いた（括弧は大沢による補足、以下同様）。
　
　まづ、自分の手、小学校のころは、この手で、だれかれかまはず、学校の友だち、きん
ぞの子、女の子をなぐってきました、
　だが青年になったとき白紙で、まいづるで、この手で、すばらしい船をつくてきました、　
また一銭五厘の赤紙で、ぐんたいにいき、たくさんの、せんし、した、なきがらをもやし
てきました。
　そしてこの寿町で、お

（ 沖 中 仕 ）
きなかしで船のいろんなしごとを、この手でおもいだしたら、き

りがない、はんばのしごと、ああこの自分の手　おもいだすといやな手　またすきで、す
きでたまらない手　この手を　いまつくづくみて　かんがいむ

（ む り ょ う ）
じゆうです（大沢 2003, 

p.51）
　
　大沢は、中村がこの作文を書ききる姿を見て、「人が全身のちからをつかって文章を書
くすがたを初めて見た」（大沢 2003, p.52）と述べている。中村らがこうした作文を書いた
ことを機に、毎週の識字の様子や書かれた文章を記録として残しておこうと、『ちからに
する』という題の手書きの学校だよりを出すようになった。第1号はこの学習の翌週の4月
17日に発行されており、中村らの作文が全て書き写され、「この『ちからにする』第1号に、
この文章をのせることができたことを、うれしく思います。ぼく自身の、ちからにしてい
きたいと思っています」（『ちからにする』1号、1981年4月17日）と述べられている。『ち
からにする』は、以降、教材ともなり、記録ともなり、また年に一度合本されたものは販
売されて、識字学校の運営費にもなった。
　以上、寿識字学校の識字学習のスタイルを概観してきた。以下では、大沢の思想と実践
の中でもとりわけ独特な「ことばを均（なら）さない識字」と「共同学習の思想」、そし
てその思想と実践が晩年〈声〉の文化として意味づけられていったことに着目してみたい。
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2．ことばを均さない識字
　大沢の識字実践において特徴的なのは、学習者の書いた文章に手を加えない、訂正しな
い方針をとったことである。そのきっかけは、学習者の梅沢小一とのある出来事にあった。
1981年5月のこと、梅沢は日雇労働をしながら7年間面倒を見た末に亡くなった母親につい
て短文を書いた。その後、大沢は梅沢に対して、この母親について作文を書いてきてほし
いと申し出た。これを受けて梅沢は、5日間をかけて用紙20枚の自分史を綴った。その中
で、母親が亡くなった場面に「ねむるようにいきおひきとりました。おかさんと大きなこ
えでおもいきりなきました。」という文章があった。それまで「おふくろ」や「おかあさん」
と書かれていたが、この場面で「おかさん」と書かれていたことが大沢は気にかかっていた。
そして、次の週の識字の時間に梅沢に文章を読んでもらった際のことについて次のように
記している。「梅沢の涙声が、ぴんと張りつめた部屋に響き、17枚目のその場面になった。
大きく息をすいこんだ梅沢は、まるで亡くなったお母さんを呼び戻そうとするかのように、
机から身を乗り出してのぞきこみ、部屋が割れんばかりの大きな声で「おっかさーん」と
叫んだ。全身のちからをふりしぼった長い余韻の叫び声だった」（大沢 2003, p.29）。
　大沢は、自分の受けてきた学校教育とは、この「おかさん」を見たときに、促音の「っ」
や「あ」を入れるものだったのではないかと振り返り、「その人の生きてきた歴史や、そ
の人が大切にあたためてきたかけがえのないたからものを無惨に踏みにじって、踏みにじ
ったことを自覚もせず、素知らぬ顔をしていることができるのが、ぼくのうけた学校教育
であった」（同上, p.30）と述べている。後に大沢は、「学校教育のことばによって、学校教
育を十分にうけることのできなかった人たちのことばを均（なら）してしまってはならな
い」（同上, p.157）と表現し、ことばを均すことの暴力性を厳しく戒めるようになっていった。
　こうした考え方は、1985年頃に在日コリアン1世のオモニ（おかあさん）たちが識字の
場に来るようになった際にも徹底された。例えば、1917年生まれで1935年頃に渡日したあ
る女性が、子どもの頃の情景について綴った作文を、大沢は以下のように引用している。
　
きようは　二月四日でず
きようは　木よ日で　私のは

（ は や ば ん ）
やぱんでした　あさ寒くて　てはか

（ か じ か ん で ）
じこんでいました　

おさないころでした　わ
（わら）
なをづふっしで　か

（ か も つ ）
もづおあんで　いちばえたすろい　い

っそけっめい　あみました　いまても寒むくなるど　あ
（ あ の こ ろ ）
ろころが　をもいたします　

어
（ お も に ）

머니わ　木てす
（ つ く っ た ）
っくた韓国ことばて　みでんいどゆろて　わらをず

（ つ ぶ し ）
ふします　そこ

て　私わ　わらをおりかいしをするろい　でかす
（ つ め た い ）
めたにろててを口ちいもっていっく

と　어
（ お も に ）

머니わ　私しろてをとて　母
（おもにの）
ろふとろえいえれてくえました　いまかんがえば　

어
（ お も に ）

머니わ　ろ
（ ど ん な に つ め
んないづめた

たかったろうと）
かたろとをもいます　

いっきるかためとゆいますか　私しろ어
（ お も に ）

머니わ　子ともため　雪なかはっくものなく　
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は
（ は だ し で ）
たして　かますを十五まいほと　あたまうえいろせて　やっくい

（ い ち り ほ ど の ）
っちりほとろ　み

ちおはしり　それうっで　こめやいろいろかって　き
（きようだい）
ようた四いんて　か

（ か ぞ く ）
ぞっく五い

んてしたか　たべもろかなっくて　な
（な ん ぎ だ っ た ）
んきたたとおもいいます

父
（あぼじ）
親　日本いきっていないし　母

（おもに）
親たっけ　ないもないところて　あたしたち兄弟四

人お　そたてでくれたことをおもうと　私しろ어
（ お も に ）

머니わ　ほんといえらかたとをもい
ます
むかしことをもい　なみたかてで　ようくみえません（大沢 2003, pp.108-109）

　
　この作文を見てもわかるように、大沢は決して「正しい表記」へと作文を修正すること
なく、その場に居合わせず、文字だけで情報を受け取る者のために最小限の補足を加える
にとどめている。母親をハングルで오모니（時に「母」）と記し、父親を「あぼじ」と読
ませたこの女性の作文は、彼女にとってのローカルな言語実践のあり方を示すものであろ
う。大沢は在日コリアンの女性たちが作文を読み上げる情景について、「語り口そのままが、
文字になっている。在日一世のオモニたちの文章のことばにも、ぼくは手をいれないこと
にしている。彼女たちは自分の書いた文章をみんなのまえで読むとき、一字二字抜けてい
ようが、独特の抑揚をつけ、気持ちよさそうにみごとに読んでいる」（同上, p.115）と記
している。
　それでは、なぜ寿識字学校では、こうしたことばを均さない識字が可能だったのだろう
か。ここではその背景として三点を指摘しておきたい。
　第一に、寿識字学校では文章を最後に読みあい、それをもとに語りあうプロセスが織り
込まれていたことである。文字は必ず声に送り返されるため、文字表記の正確さは重要な
問題にならなかった。作文を読みあうことで、その場に居合わせた者にとっては、抑揚や
ニュアンス、声色、身体のありようも含めて、文字に表記されたこと以上の様々な情報を
受けとることができたものと考えられる。
　第二に、識字学習の目的が、読み書き能力の獲得に限定されなかったことである。大沢
は、「日本のなかでの識字は、文字の読み書きを自分のものとすると同時に、自分という
人間の読み書きをあきらかにする（ラディカルに人間を学ぶ）ことではないのか」（同
上, p.20）と述べ、「人間を学ぶ」ことを上位の目標に掲げていた。また、大沢は識字にお
ける「人間解放」のプロセスについて、自分の生きてきたことを振り返っていく「自己点検」、
そのことを手にした文字や、語ることで他人に伝えていく「自己表現」を経て、書いたり
話したりしながら「自己回復」に至る過程として描いている（大沢 1991, pp.51-52）。識字
の場において「ことばを均す」ことは、こうした自己回復と人間解放に向けた学びあいを
むしろ妨げるものと考えられたのである。
　第三に、大沢が学校教育のあり方に対して批判的な視座を持っていたことである。部落
解放運動の中で生まれた識字運動の中では、被差別者を切り捨ててきた学校教育への批判
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意識が強く持たれており（小沢 1986など ）、大沢もまたこうした考え方を継承していた。
大沢にとって「ことばを均す」ことは、被差別者を切り捨ててきた学校教育のあり方を象
徴する行為とみなされたのである。
　
3．共同学習の思想
　次に、大沢が識字学校を共同学習の場として意味づけた点に着目したい。
　大沢は、識字の場において、文字の読み書きの学習を必要としていない人に対しても見
学や参観を認めず、同じように課題に向き合い、文章を書き、討論に参加することを求め
た（7）。このことの意味について、大沢は次のように述べている。
　
　さきほど書いた共同学習の場とは、街の内外問わず、文字を記号のごとくつかい、
無意識のうちに文字によって物事を考えている人たちと、文字ではなく生身のからだ
で物事を考えざるをえなかった人たちとの、きびしい人間と人間のぶつかり合いの場
ということである。そこでは、互いの生きてきたこと、いま生きていることが、文句
なくさらされ吟味されていくのである。
　ことばについてもうすこし言うならば、読み書きのできる人には、紛れもなく、そ
の人だけのことばというものがほとんどない。しかし、文字の読み書きができなかっ
た人の話すことば、書くことばにはそれがある。当然のことなのかも知れないが、そ
れは、自分の生きてきたことのなかからでてくることばであるし、その人のからだの
なかに、長い年月、深くしまいこまれてきたかけがえのない重いことばであるからだ
ろう。（大沢 1984, pp.166-167）

　
　大沢のこの共同学習の思想には、前述した通り、フレイレの影響が色濃く見られる（8）。
フレイレは、被抑圧者と抑圧者がともに人間性を回復していく必要があること（フレイレ
訳書 2011, pp.22-23）、対話による問題解決型学習において、教育する側は対話を通して自
らも教育され、お互いが同時に解放の主体となっていくことの重要性を強調していた（同
上, p.102）。そして、大沢は部落解放運動の中で生まれた識字の中でも、識字学習者の作
品（文章）が、周りの人たちのありようを変える力を持っていたと指摘している（大沢
2003, p.100）。このように大沢は、被差別部落の識字運動の実践やフレイレの教育論を継
承しつつ、識字の場においては、文字の読み書きができる者もまた「学習者」であり、学
び続けなければならないという原則を「共同学習の思想」として明確にした。
　さらに、大沢の共同学習の思想に特徴的なのは、抑圧者と被抑圧者という対比だけでな
く、「無意識のうちに文字によって物事を考えている人たち」と「文字ではなく生身のか
らだで物事を考えざるをえなかった人たち」を対比し、文字を持たずに生きてきた人びと
から学ばなければならないという視点を打ち出した点である。大沢は、識字運動のそれま
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での言説に批判的に言及しつつ、次のように述べている。
　
　識字のことが一般的に語られるとき、枕詞のように識字学習・運動は「文字を奪い
かえす」とか「感性をとりもどす」とか「人間を奪いかえす」などと言われる。これ
らのことばの中身として、確かに、文字として書きしるすことはできなかったけれど
も（自分だけの文字をつくっていた人もいる）、読み書きのできなかった文字は、文
字のかたちとして、そして、ことばとして、からだの奥底ふかく、あたたかくしまい
こまれているように思えてならない。さらに、感性も、文字の読み書きのできなかっ
た三十年、四十年、五十年の道すじのなかで見事に磨きあげられてきたのではないだ
ろうか。むしろ感性を奪いかえさなくてはならないのは、文字の読み書きのできる私
たちなのだ。（略）また同じように「人間」を失ってしまっているのは、文字の読み
書きのできる私たちの側なのだろう。（大沢 1990, p.44）

　
　大沢のこうした文字文化批判は、前述の学校教育批判とも重なりあうものである。寿識
字学校において、学校教育を通して記号としての文字の扱いに熟達したにもかかわらず、
自分のことばを失ってしまった若者の共同学習の意義が見出されていったのも、このよう
な文脈においてであった（大沢 2003, pp.188-199）。
　この共同学習の思想は、文字の読み書きのできる人々も、識字の場において、人間解放
と自己回復に向けて学ばなければならないという視点を打ち出した。と同時に、文字の読
み書きができない、あるいは不十分にしかできず、識字学習を求める人々は、決して文化
が欠如した劣った存在ではなく、固有の言葉や文化や感性を持った存在であるという視点
を内包していた。こうした視点が後に、〈声〉の文化という概念を得ることで、大沢の中
でより明確に自覚化されていくことになる。
　
4．〈声〉の文化としての識字―相互変容の可能性
　2007年の論考で大沢は、10年程前に一度読んでいたW-J・オングの著作『声の文化と文
字の文化』（1991年訳書）を読み直し、なぜ日本の識字運動が学校教育の根幹を揺さぶり
広範な広がりを持つことが出来なかったのか、その原因を探る手がかりを得たと述べてい
る。
　古典学者・英語学者であるオングは、「読み書きができる人は、読み書きを知らない純
粋に声の文化に属する人びとにとってことばがどういうものであるかということを、十分
に想像することができなくなっている」（オング訳書 1991, p.34）として、声の文化に特有
の思考と表現の特徴を歴史的に検証した（9）。オングは、言語はそもそも「声」に依存する
現象であり、何千という言語のうちで文字を生み出した言語はわずか106に過ぎず、書か
れることのない言語が圧倒的に多かったことに注意を促している（同上, pp.23-24）。文字は、
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音としての声を固定することを可能にしたが、声の文化において、すべての言葉は状況に
依存している。聴衆が誰かによって、語られる言葉も異なる。記憶の仕方も異なり、身体
的な動作や音楽と合わせて、思い出しやすいような方法をとる。話される言葉は、身振り、
声の抑揚、顔の表情、そしてその話される場の全人間的・実存的状況を含みこんでいる（同
上, 第Ⅲ章）。そして、文字の獲得や印刷技術の発展は、私たちのコミュニケーションや思
考の質を変化させていった。
　これまで見てきた通り、大沢は寿識字学校を訪れる学習者が、固有の言葉を持ち、から
だ全体で表現する姿に出会うことで、「正しい文章」へとことばを均すことの問題性を意
識するようになっていった。例えば、大沢は当初学習者に共通語で書くことを無意識のう
ちに強制していたが、福島出身で福島弁で話す学習者に対して「話すときと同じそのまま
のことばでいいから書いてくれ」と告げると、気持ちが楽になってたくさんの文章を書い
てくれるようになったというエピソードを紹介している（大沢 1987, pp.70-71）。大沢はこ
のように、声の尊重なくして、文字の学習そのものも成り立たないことを実感していった
ものと推察される。
　大沢は、オングの著作を読み返す中で、文字の読み書きができる人たちは、文字を媒介
にしない〈声〉の世界を想像することは困難であるという事実の重さを改めて意識した。
そして、1960年代の萌芽期に識字の現場の中心にあったのは〈声〉の世界だったのではな
いか、にもかかわらず、何の問題意識も持たずに識字の場に参加するようになった教師た
ちは、文字の読み書きができるようになることを第一と考えて、識字を学校教育と同列・
同質化し、肝心の〈声〉の世界に耳を傾ける心配りも意識ももつことができなかったので
はないかと問題提起しつつ、次のように述べる。
　
　ぼくは、やっと最近、識字は〈声〉の文化なのではないかということに気づくこと
ができた。ことばにならないことばを、声にならない声を聴き、文字にならないこと
ばを文字にしていくことが識字なのではないかと思えるようになってきた（略）。こ
れは、ぼくの直感にすぎなかったのだが、誰に対しても文章や語句の訂正をすること
なく、識字の時間の最後に自分の書いた文章をみんなの前で読んでいく、そのときの
〈声〉をしっかりと聴いていくことにしたことは、正解だったのかと思っている。（略）
読み手の文章の中身はもとより、その表情や所作や生の〈声〉を聴くことによって、
深い共感や感動をわがことにすることができた（大沢 2007, pp.13-14）（10）。

　
　前述の通り、大沢にとって識字の場は、文字の読み書き能力を獲得する場である以上に、
人間を学びあい、自己を回復し、人間として解放されていくことを目指す場であった。オ
ングの著作を手がかりに、大沢は、文字文化の優越性を前提にせず、声を共有し合う営み
が重要であったとその実践を意味づけ直したと言える（11）。当然、識字の場において文字
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の読み書きを学ぶこと自体が否定されたわけではない。大沢は「文字によって思考する世
界」と「からだ全体で思考する世界」を共に大切にしながら、相互に変容し合う空間とし
ての性格に、識字の場の可能性を見ようとしていた（『合本 ちからにする』55集、2007年
9月15日）（12）。
　
Ⅳ．おわりに
　
　本論文では、寿識字学校の成り立ちと大沢敏郎の識字の思想と実践を取り上げ、大沢が
〈声〉の文化の視点から実践を意味づけ直した事実に着目しながら考察を行った。寿識字
学校は、高度経済成長とオイルショックを経た後の寄せ場・寿町を巡る政治的・経済的状
況を背景に誕生し、設立者である野本三吉の意図もあって、当初から日雇労働者たちの語
りあいを重視する文化を形成していた。野本の跡を継いだ大沢は、パウロ・フレイレの著
作や被差別部落の識字運動から学びながら、人間解放と自己回復を目指した識字の場をつ
くり上げていった。その中で生まれたのは、「ことばを均さない識字」という方法であり、「共
同学習の思想」であった。さらに、被抑圧者と抑圧者、被差別者と差別者という対比で語
られることの多かった識字の場の中に、文字を読み書きできる人（文字の文化を生きる人）
と、文字を持たずに生きてきた人（声の文化を生きる人）という対比を導入した。識字者は、
〈声〉の世界を想像することは困難であることを自覚しながら、その世界を最大限に尊重
することが求められる。晩年の大沢は、人間解放と自己回復を目指した学びあいを行う識
字の場は、〈声〉の世界が息づく場であって初めて「深い共感や感動」を共有することが
できたのではないかと振り返っている。
　このように大沢が、識字の場を〈声〉の文化として捉え直したことには、どのような意
義があると言えるだろうか。ここでは三点を指摘しておきたい。
　第一に、声の文化から文字の文化への移行を無前提に発展として捉えないことは、共同
学習の思想を深めることに結びついた。寿識字学校の実践は、被差別者・非識字者から学
ぶということを教師や識字者の自己満足の言葉に留めず、より深い次元で、声を交わし合
う中で「からだ全体」で学びあう識字の場の可能性を探究し、共同学習を実質化させてい
った。
　第二に、既存の学校教育で学ばれる読み書きや言語の学習が孕む問題を見つめ直すこと
を可能にした。近代学校教育は、人々の生活に根ざした方言を貶め、植民地化した地域の
人々の言語を奪い同化する機能も果たしてきた。これまでの識字研究や実践において、非
識字者を生み出してきた学校教育の差別性が問題化されることは多かったが、識字の場で
学ばれる言語や文字の学習の内実そのものに根底的な問い直しが生じることは稀であった
と思われる（13）。大沢は、日本社会で差別や排除を受けてきた寿町の人々との学びを通して、
人々の生活に根ざした言葉や表現、文化を尊重する学びのあり方とはどのようなものかを

117



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

見つめ直し、晩年にこれを〈声〉の文化としての識字という観点から意味づけ直した。
　第三に、識字実践が、常にローカルな空間のなかで、具体的な諸関係の中で意味を持つ
実践であることを思い起こさせた。寿識字学校では、書いた文章を声に出して全体で読み
あうことで、互いの経験を深く受け止め、自己回復に向かう学びあいを生み出していた。
このように識字の場の意味を考える上で、書かれた文字や文章が、誰に向かってどのよう
に表現され、また受容され、コミュニケーションが紡がれていくのかという観点も重要に
なるだろう。このことは、冒頭で触れた識字学級が「居場所」としての価値を有してきた
という菅原・森（2012）の考察とも重なると考えられる。
　なお、本論文では、寿識字学校および大沢敏郎の思想と実践の一端にしか触れることが
できなかった。大沢の実践のプロセスや社会的な影響力を丁寧に跡付けること、パウロ・
フレイレや野本三吉などからの思想的影響を掘り下げて検討すること、大沢の実践の持っ
た意義を戦後日本の識字運動や世界の識字研究の広い文脈の中で意味づけること等が、今
後の課題である。
　
注
（1）英語圏におけるLiteracy（リテラシー）と日本において議論されてきた識字（しきじ）の概念は、

重なりと異なりを有するものであるが（上杉 2016）、本論文では煩雑さを避けるため、識字の概
念にリテラシー概念を含みこむ形で用いる。

（2）大沢敏郎は寿町の変化を次のように述懐している。「外国人労働者が街に増えてきたと思ったら、
マスコミが外国人労働者に関するさまざまな問題を取りあげ報道し、リストラがはじまれば、そ
れらの外国人労働者の姿がいつの間にか見えなくなり、国や自治体による生活保護受給者にたい
する締めつけが議会で議決されれば、街のなかは心なしか静かになる。また、子どもの権利条約
が批准されれば、街の公園で、日中、遊んでいた外国籍の子どもたちが校区の学校に通い始める」
（大沢 2004, p.61）。

（3）ただし、関わりを始めた当初の大沢は、識字の場を訪れる日雇労働者の多くはこれまで一人で生
き生活してきたため、痛い目を見ないためにも口がかたく、「もっともっと気楽に何でも話せる場
にしなければ」との思いも吐露している（大沢 1981, p.171）。

（4）ただし、『ちからにする』を見ると、当初は促音や、助詞についての学習も行っていたことがわか
る（『ちからにする』10号、1981年5月15日）ため、当初は様々な学習スタイルを試行していたこ
とが窺える。しかし、後述する梅沢小一とのある授業をきっかけにして、第32号（1981年6月5日）
を最後に、こうした授業は姿を消す。

（5）フレイレは、識字学習において、現地調査を通して民衆の社会的・文化的・政治的現実に大きな
関わりを持つ「生成語」を選定し、日常生活場面の絵や写真等によって「コード表示」し、これ
を用いて討論するところから学習を行う方法論を開発した（フレイレ訳書 1982, pp.107-112）。

（6）なお、大沢は林竹二の影響下で発足した「関東・授業を考える会」に早くから参加していたという（編
集部 2013）。

（7）『ちからにする』を見る限り、開校初期の記述には読み書きを教える「先生役」や「ボランティア」
といった記述が散見されるが『ちからにする』48号（1981年7月10日）、127号（1982年1月8日）、
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180号（1982年7月2日）になって初めて、「識字に出席する一人ひとりが、それぞれに「先生」で
あり「生徒」であるということ、たがいに教え合い、そして、学ぶということです」とそのスタ
ンスが明示されている。1984年の時点では、よりはっきりと、「いっさいの見学や参観は許さな
いというところで、これらの人たちにも同じように課題提示、教材提示をして文章を書き、討論
に参加してもらっている」（大沢 1984, pp.148-149）と明言されている。

（8）この他、大沢の識字教育論・共同学習論には生活綴方教育の影響が窺えるが、直接的な影響を示
す論拠が得られなかったため、今後の課題として付記するに留めたい。なお、野本三吉は、寿識
字学校が始まる頃、「今、受けつぐとしたら唯一、かつて生活綴方運動が目指した、生活を直視し、
生活と切りむすぶ方法論がよみがえってくるような気がする」（野本 1985, p.226）として、生活
綴方教育に直接言及している。また、野本は寿夜間学校における「相互学習」の重要性を強調し
ていた（同上, p.222）。野本から大沢への思想・実践の継承と断絶の検証は今後の課題である。

（9）オングらの議論に対しては、声の文化と文字の文化の断絶を過度に強調したものとして批判もあ
るが（茂呂 1988、菊池 1995）、本稿ではこの点には踏み込まず、大沢がオングをいかに受容した
のかという点に限定して論じることにしたい。

（10）オングは、話しことばが必ず表情や所作を伴うことについて次のように表現している。「口頭で
の話しのなかのことばにはかならず、あれこれのイントネーションや声の調子がある。声の調子は、
生き生きとしていたり、うわずっていたり、落ち着いたものだったり、いきりたっていたり、あ
きらめがにじんでいたりする。なんのイントネーションもなしに、ことばを声に出して話すこと
はできない」（オング訳書 1991, p.211）。

（11）関連して、大沢は文字を持たなかったアイヌ民族の問題にも関心を抱いていた。2002年に北海
道の旭川で開かれるアイヌ語教室に参加した経験に触れつつ、大沢は「文字をもたない、あるい
は文字の読み書きのできなかった世界に近づくことが、ぼく自身の識字学習ではないか」と述べ
ている（大沢 2003, p.161）。

（12）寿識字学校の実践を通して、大沢自身が生い立ちを振り返り、一定の変容と自己回復を遂げてい
たことに関しては、『ちからにする』等で度々言及がある。例えば、大沢は次のように述べている。「ぼ
く自身、寿町の識字を始めるようになって、初めて、自分のことが話せるようになりました。そ
のとき、前に書いた、どんな新しい世界をひらけてくるのかわかりませんでしたが、とにかく、今、
己れを明らかにしておかなければ、識字をやっていけない、それ以上に、自分がダメになってし
まうと思っていました。みんなの前で話したからといって、何かが変わったわけではありません
でした。ただ、自分の気持ちは、すっきりとしました。と同時に、人を恨まない自分を、すこし
ずつ、つくりはじめることができたように思います」（『ちからにする』3212号、1998年9月25日）。

（13）大沢敏郎とは異なる角度からではあるが、非識字者差別を生じさせる識字社会のあり方そのもの
を問う研究が社会言語学や障害学の立場からなされている（かどや・あべ編 2010）。
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Orality in the Place of Literacy Learning:
Toshiro Osawa's Philosophy and Practice at the Kotobuki Literacy School
　

　EGUCHI, Satoshi (Wakayama Shin-ai University)

　
Abstract

　This paper examines the origin and characteristics of the Kotobuki Literacy School 

held in Kotobuki-cho, Yokohama, Kanagawa Prefecture, from 1978 to 2008, and the 

literacy philosophy and practice of its leader, Toshiro Osawa (1945-2008). In recent 

years, the plurality of literacy and the multiple meanings of the place of literacy learning 

have been pointed out. This paper takes up the case of the Kotobuki Literacy School and 

traces the significance of the place of literacy learning historically, taking into account the 

characteristics of the area, the philosophy and educational methods of the practitioners, and 

the characteristics of the learners.

　 The Kotobuki Literacy School was established in 1978 in the town of Kotobuki-cho, 

one of the "three major Yoseba (street day laborer market)" in Japan along with Sanya in 

Tokyo and Kamagasaki in Osaka, as a continuation of the Kotobuki Terakoya established by 

Sankichi Nomoto (Akihiko Kato). Toshiro Osawa's philosophy and practices at the Kotobuki 

Literacy School have been highly regarded as an excellent succession of Paulo Freire's 

philosophy. This paper reexamines the philosophy and practice of Osawa, focusing on his 

point about the importance of orality in the place of literacy learning.

　
Key words:

collaborative learning, Kotobuki Literacy School, Literacy, orality, Toshiro Osawa
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＜研究論文＞

　

1947年〜 1960年代における公立夜間中学の開設過程
─大阪府に着目して─

The Process of Opening Public Night Junior High Schools from 1947 to the 1960s

　─Focusing on Osaka Prefecture─
　

横関理恵（拓殖大学北海道短期大学）
YOKOZEKI, Rie（Takushoku University Hokkaido College）

　
　
Ⅰ．はじめに
　
　本稿の目的は、1960年代末の大阪府下の夜間中学の成立過程を夜間中学増設運動、大阪
府議会・市議会の議論、天王寺夜間中学の開設に着目して明らかにすることにある。
　本稿が焦点を当てるのは、1947年から1960年代の大阪府である。全国的には1947年か
ら1950年代中ごろまでは、主に学齢の日本人が夜間中学で多く学び、学校数は80校を数
えた。1950年代末ごろからは徐々に学齢超過の人々が学ぶようになった。その後、学校数、
生徒数ともに漸次減少し続け、1966年に行政管理庁において夜間中学の早期廃止を求める
勧告「年少労働者に関する行政監察による勧告」（以下、夜間中学廃止勧告）が発出され、
1969年には学校数20校程となり1960年代中頃から、70年代前半にかけて、学校数、生徒
数ともに最も減少した。この過程を経て、夜間中学の廃校が続き、学齢の長欠対策として
の夜間中学の役割は終焉を迎える。しかし、社会には学齢を超過した人々が義務教育内容
の学びを求めており、その要求を表面化させる夜間中学増設運動が展開され1960年代末以
降、夜間中学の学校数が次第に増加し始める。この頃、特に急速に学校数が増加するのが
本稿で着目する大阪府である。
　これまで、大阪府の夜間中学の開設経緯を描いたものには、髙野雅夫が展開した夜間中
学増設運動に焦点を当てたものが多い（1）。これらのルポルタージュでは、学校設置主体で
ある教育行政側の動きはあまり注目されてこなかった（2）。そこで、本稿では、夜間中学増
設運動に携わった人々の活動のみならず、教育行政側において、府議会、市議会でどのよ
うな議論を重ねたのかに着目し、夜間中学の開設過程を明らかにする。また、大阪府では、
他府県からも夜間中学に通学する人々が出現しており、大阪府内に留まらない広域的な問
題を抱えるようになるが、先行研究では、設置自治体を越えて、他府県から通う夜間中学
生の動向に着目しながら夜間中学の開設経緯を明らかにしていないため、広域的視点から
夜間中学の開設過程を明らかにしたい。また、近年、2016年12月に成立した教育機会確保
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法を背景に、国は都道府県及び政令指定都市に少なくとも1校の公立夜間中学を設置する
施策を進めており、全国各地で公立夜間中学の新設が相次いでいる。その中には、茨城県
や徳島県のように夜間中学増設運動が歴史的に展開されていない自治体において、行政主
導で公立の夜間中学が新設されたところもある。一方、大阪市立天王寺中学校夜間学級（以
下、天王寺夜間中学）と大阪市立文の里夜間中学校の統廃合案が大阪市から出されている
実態もある。夜間中学の開設、存続を巡り、なぜ、地域によって差が開き、行政の一存で
新設されたり、統廃合が計画されたりするのか。この問いに応えるには、夜間中学の開設
や存続を巡り、いつ、だれが、どのように教育行政と民間の間で交渉し、いかなる議論が
展開されてきたのか、夜間中学の歴史から学ぶ必要があると考える。
　そこで、本稿では、戦後から1950年代の大阪府下における夜間中学の開設状況を概観し
た後、1966年に行政管理庁が発した夜間中学廃止勧告以降から1969年までに着目し夜間中
学増設運動の経緯を追い、天王寺夜間中学の開設過程を検討する。1947年から1950年代ま
では、主に、赤塚（1978）、草・浅野（2018）を参照する。1960年代は、主に、大阪府議
会会議録、大阪市議会会議録、大阪教職員組合資料、大阪市教職員組合資料、夜間中学関
係資料、当時の地方新聞、髙野（1975）、その他、関連文献・資料を用いる。
　なお、1960年代末に髙野が展開した大阪での夜間中学運動を支持した大阪教職員組合は、
当時、大阪府内の各市等の教職員組合を傘下に持つ組織であり、大阪市教職員組合も加盟
していた（大阪府教育委員会 1973, p.1118）。大阪教職員組合は日本教職員組合（日教組）
に加盟したが、1989年以降は、全日本教職員組合（全教）に加盟する組合がこの名を使い、
日教組加盟の組合は、大阪府教職員組合の名称を用いている。
　
Ⅱ．大阪の夜間中学開設と夜間中学増設運動　
　
1．1947年〜 1950年代の大阪府下における夜間中学の開設
　1947年から1950年代にかけて、大阪府下には11校の夜間中学が開設されていた。以下で
はその概要を見ていく。夜間中学は、大阪市3校（生野第二中学校、玉津中学校、東陽中学校）、
布施市1校（第四中学校）、堺市1校（大浜中学校）、豊中市1校（第一中学校）、四条村1校（四
条小学校・同中学校）、岸和田市4校（岸城中学校、光陽中学校、春木中学校、久米田中学校）
で開設されていた（赤塚 1978, pp.188-191）。　
　1947年10月に開設された大阪市立生野第二中学校夕間学級（1949年に勝山中学校と校
名を変更）は、全国で初めて開設された夜間中学とされている。当時、同校の昼の中学の
長期欠席者は、9月の在籍者499人の内152人、11月には在籍生510人中、160人も存在して
いた。長期欠席の理由は、家計を支えるため昼間に働かざるを得ないことだった。長期欠
席をしている子どもたちは、クツ磨き、封筒ハリ、たばこ売り等の定職を持つものや、日
雇いの仕事につくものがいた（赤塚 1978, p.181）。同校は、1947年10月1日に「不就学者
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が多数（85人）になるに鑑み夕方学級を組織して、これらの生徒の救済を行う為、本日よ
り1週2回の授業を開始した」（赤塚 1978, p.188）。この学級は、当時の停電が多い電力事
情を反映して、夜間ではなく夕方に授業を行ったので「夕間学級（夕方学級）」と呼ばれた。
この学級の開設には、同校の教務主任吉井武千代氏の尽力があった。元青年学級の教員経
験がある吉井は、学齢でありながら働かざるを得ない子どもたちの長欠、不就学の問題が
常に脳裏にあり、その救済策として夜間に授業を開設するに至った。しかし、1950年7月
に文部省の指導によって閉鎖された（草・浅野 2018, p.104）。
　続いて、1949年には布施市立第四中学校に「特別課外指導」という呼称で夜間中学が開
設され（全国夜間中学校研究会 1971, p.25）、翌年、1950年7月には堺市立大浜中学校に「不
就学者救済」を目的とした夜間中学（二部授業）が開校された。同年11月、大阪府北河内
郡四条村小学校・同中学校が、被差別部落の公民館に「北条東之町夜学」を開設した（赤
塚 1978, p.189）。1951年1月、豊中市立中学校は市内の中学校5校の不就学・長欠者対策の
ために、5校が共同で通える「豊中市中学校補習教室」を開校した（赤塚 1978, p.190）。こ
れらの内、「北条東之町夜学」では、生徒は主に中学生であるが、小学校4年生から学齢超
過の青年まで約60人が学んだ。部落の中央に位置する公民館に振鈴を合図に各家庭より集
まり夜間に授業が開かれた。指導に当たるのは村立四条小学校・中学校の教師であり、学
力をつけた子どもたちの中には、昼の中学校へと通う生徒もいた（赤塚 1978, p.191）。
　また、岸和田市では、市内4校の中学校にそれぞれ「夜間補導学級」が付設された（1952

年開設/岸城中、1954年開設/光陽中、春木中、久米田中）（草・浅野 2018, p.104）。1954年
に岸和田港を建設する多くの労働者がこの地域に流入しその家庭の子どもたちや、そこで
働く子どもたちの多くが、昼間の中学校を長期欠席しており一時は多くの生徒が「夜間補
導学級」に通った（同上）。しかし、数年後、学齢の長欠者が消滅し、この「夜間補導学級」
は次第に閉鎖され（同上）、岸和田市立岸城中学校のみが存続した。1950年代には、地域
の実情に応じて、大阪府下に複数の夜間中学が開設され11校も存在したが、1960年代末頃
までに次第に閉鎖され、岸和田市立岸城中学校以外は全廃された。1953年に義務教育国庫
負担制度が確立されたが、岸和田市立岸城中学校「夜間補導学級」は、大阪府に認可され
ず公費による夜間専用の教員配置はなかった（『毎日新聞』1969年5月13日付）。
　以上、1947年から1950年代の夜間中学の主な開設目的は、学齢の子どもの長欠対策であ
ったが、長欠の子どもたちが次第に減少し、夜間中学は廃止された。その一方で、戦後に
中学校教育を受けられなかった人々が多く存在し、そのような人々の教育権保障の問題は
依然として残されたままだった。このような状況の下、1966年に行政管理庁より「夜間中
学廃止勧告」が出され、夜間中学が全く無用であるかのように言われる中、東京都荒川区
立第九夜間中学卒業生の髙野雅夫が夜間中学廃止反対運動を展開する。これが契機となり、
大阪府で義務教育未修了者の教育権保障への対応が取られ、夜間中学が新設される。
　以下では、1960年代後半から始まる大阪府下の夜間中学開設運動と天王寺夜間中学の開
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設の経緯を検討する。
　
2．1960年代末における大阪の夜間中学増設運動の開始
　1966年に行政管理庁により夜間中学の早期廃止が勧告される。これに反対したのが東京
都荒川区立第九夜間中学卒業生の髙野雅夫であった。髙野は、1939年に旧満州に生まれ、
父親が戦死した後、引揚途中に母親と離別し、戦災孤児になる。博多の闇市や東京上野公園、
山谷等で生活し、バタ屋のおじさんからもらった廃品の「いろはがるた」で文字と言葉を
学び17歳で自分の名前を初めて書けるようになる（髙野 1993, p.5-35）。1961年に東京都
荒川区立第九夜間中学に21歳で入学し、1964年に24歳で卒業している。卒業後、すぐに家
庭をもち土方や運転手の助手等をして家計を担うが、髙野の心を激しく揺さぶる出来事が
起こる。1966年行政管理庁が夜間中学を廃止する勧告を出したのである。
　髙野は、映画「夜間中学生（3）」を制作し、その映画には、夜間中学の教員や夜間中学生
が出演した。1967年9月から全国で上映会を開催し夜間中学の実情を伝え、その廃止に反
対し増設を掲げ、運動を展開した。大阪では1968年10月11日から1969年6月8日まで滞在
し増設運動を続けている。1960年代、大阪府下には学齢超過の義務教育未修了者が相当数
いると考えられており、1955年度の国勢調査によれば、全国143万人、大阪府5万2千人で
あった。学齢を超過した義務教育未修了者は、就職に不利であった。例えば、理髪師・美
容師・調理師・看護師になるには国家検定試験を受験し資格を得る必要があるが、中学校
卒業の学歴がなければ受験すらできなかった。これらの人々の救済策として、文部省は「中
学校通信制課程」（1947年）及び、「就学義務猶予免除者の中学校卒業認定試験」（1967年）
を設けた。第二次世界大戦後、1947年制定の日本国憲法・教育基本法・学校教育法により
義務教育年限が6年から9年に延長されたが、戦前に旧義務教育制度により小学校までの義
務教育だけを修了した人は、新制高校に入学する資格はなかった。その救済措置として設
けられたのが「中学校通信制課程」であった。大阪では、1948年に大阪市立天王寺中学校
に「通信教育部」が設置された。開設当初は、高等学校進学または新制中学校卒業資格を
必要とする国家検定試験（理髪師・美容師・調理師・看護婦）の受験を目指す入学者が多
かった。新学制が定着するとともに、この傾向は薄れ、中学校程度の実力養成、あるいは
教養の向上を目指す中高齢者が多くなった（大阪府教育委員会 1973, p.577）（4）。一方、「就
学義務猶予免除者の中学校卒業認定試験」の受験対象者は「15歳以上の就学義務猶予免除
者」に限定されていた。当初、受験者は5千人を超えるだろうと文部省は予想したが実際
には僅かであった（全国：1967年48人、1968年58人、大阪：1967年2人、1968年5人）。国は、「中
学校通信制」や「就学義務猶予免除者の中学校卒業認定」を創設したが、実際には、これ
らの制度を利用するものが非常に少なく有用ではなかった。これらの制度以外には夜間中
学しかなかったが、1963年から1969年6月以前に、大阪府下に存続していたのは、岸和田
市立岸城中学校（夜間補導学級・1952年開設、1960年代末頃は「補習学級」と呼ばれてい
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る）のみであった（全国夜間中学校研究会 1963, pp.10-11）。この学級は府の認可を得てお
らず、専任教員配置の措置がなされていなかった。また、積極的な生徒募集はしておらず、
1969年2月で廃止する予定であった（『毎日新聞』1969年2月2日付）。だが、その年の4月
から新たに入学者が2人増え、この年の廃止はかろうじて免れた状態であった（大阪府議
会事務局 1969, pp.410-415）。このように大阪府では、夜間中学が消滅しそうな状況であり、
まさにこの時期に髙野が大阪での運動を開始したのだった（5）。
　以下では、大阪市における髙野の運動を追う。1968年10月11日、大阪市に入った初日に
髙野は大阪教職員組合を訪れている。大阪教職員組合（府）は、髙野の夜間中学増設運動
を全面的に支持し、大阪市教職員組合（市）にも協力を求めるように働きかける関係性に
あった。髙野が、大阪教職員組合を訪問した際に、大阪市教職員組合・同和教育研究会主
催の集会（大阪市教育委員会、学校教職員、社会教育関係者、部落解放同盟等が参加）があり、
そこで、映画上映会を開催することを提案した。組合はチラシ3,000枚を準備するなど協
力的であり（髙野 1993, p.207）、夜間中学運動に一定の理解があった。大阪教職員組合を
訪れた後、大阪市教職員組合、革新政党や部落解放同盟等を訪問し、夜間中学の存続の必
要性を訴えて回った。そして、公民館、大学、定時制高校等で映画「夜間中学生」を上映
し義務教育未修了者の教育権保障の必要性と夜間中学の廃止撤回を訴え続けた。
　同年10月26日、髙野は大阪教職員組合の助言の下、大阪市内で大阪市教職員組合・同和
教育研究会主催の集会で、映画「夜間中学生」を上映した。約70人が来場し2千円の寄附
を得ている（大阪市教職員組合中央支部 1969）。このように大阪教職員組合は、大阪市教
職員組合と繋ぎ、さらに大阪教職員組合出身者の府議会議員に掛け合い大阪府議会で夜間
中学問題を取り上げる契機を作る等、夜間中学創設運動を大きく支える役割を果たした。
　その一方で髙野は、大阪市教育行政関係者からも夜間中学開設運動への賛同者を得よう
と、大阪市教育委員会を訪問したが、「大阪では解放教育が進み、同和教育、民族教育に
取り組んでいるので、義務教育未修了者は一人もいない」、「大阪府や大阪市の市民相談室
に夜間中学を作ってほしいという市民の声は一つもない。夜間中学開設は税金を使ってす
るものだからそう簡単には作れない」（髙野 1993, p.87）との認識であり、大阪市内での夜
間中学開設については全く理解が示されなかった。その後、大阪市教育委員会の認識を変
えざるを得ない出来事が起こる。その契機を導いたのは、1968年11月23日、関西テレビ番
組『はい、土曜日です』のコーナー「夜間中学の灯を消さないで」であった。この番組に
は、東京都荒川区立第九夜間中学教員塚原雄太、神戸市立丸山中学校西野分校（夜間中学）
教員末吉富久男、夜間中学3年生2人（15歳と30歳・女子）、髙野雅夫、文部省初等中等課
奥田課長が出演した。その内容は、行政管理庁の廃止勧告、夜間中学廃止反対運動（映画
作成の動機と目的、全国行脚）、夜間中学生の未就学実態（15歳女子：母親の看病、家事
手伝い、30歳女子：満州からの引揚者）を取り上げ、夜間中学廃止反対を訴える内容であり、
文部省奥田課長は番組中に「夜間中学廃止は考えておらず、義務教育未修了者への対応を
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検討中」と回答した。放送中、視聴者4人から電話が入り夜間中学入学希望者が現れた。
　番組終了後、髙野はディレクターの川村氏ともに電話をしてきた視聴者宅を訪問してい
る。その記録によると、入学希望者の家族は大阪市内在住であり、隣にある倉庫と他人の
家の軒下にトタンぶきの屋根をかけ、ベニヤ板で囲った三畳間の小部屋に8人で暮らして
いた。家族構成は、父（52歳・病弱）、母（44歳・持病）、長女（22歳、小学校から長欠、
夜間中学入学希望）、長男（17歳）、次男（16歳、小学校中退、夜間中学入学希望）、三男（14歳、
中学二年生、夜アルバイトで学費を稼ぐ）、四男（13歳、小6）、五男（5歳、就学前）であ
った。長女、次男が夜間中学への入学を希望していた。家計を支えるために働く長女はす
ぐに通えないが、次男はすぐに入学することを希望した（髙野 1975, p.347）。長男、四男
は学校に通えているようだが、長女、次男は家計を支えるために働き、学齢期に長欠、不
就学だった可能性が高い。このテレビ番組を契機として学びを求める学齢超過者が大阪市
内にいることが判明しこの問題への対応を大阪市はしなければならなくなった。
　同年11月28日、髙野は、この母親と府内に唯一ある岸和田市立岸城中学校補導学級（夜
間中学）を訪れ、教頭に同学級への入学について相談したが断られている。同学級は、夜
間の専任教員は配置されず、昼間の教員によるボランティアで運営されている。髙野（1975）
によれば、「ここはどこからも補助を受けておらず（府教委、市教委）先生たちの好意で
（補導費ということで市教育から月1500円）でやっているので、教材費の予算などはゼロ」
（p.350）とある。この「市教育」が岸和田市教育委員会（市教委）であるのか、または、「市
教組」のことを示しているのか定かではない。だが、岸和田市の夜間中学を運営するのは
財政的に容易ではなかったことは確かである。入学対象者は、原則的に岸和田市内在住者
及び、小学校卒業資格所有者に限定され、市外からの生徒は受け入れない方針だった。さ
らに、同学級の入学対象者は、高校進学、各種職業に必要な国家試験（美容師、調理師等）
受験予定者とし、識字教育を求めるものは青年学級等へ通うように勧めており、教頭は同
学級への入学を認めなかった（髙野 1975, p.351）。
　そこで、髙野は神戸市立丸山中学校西野分校（夜間中学）に大阪市内在住の入学希望者
を受け入れてほしいと相談を持ち掛けた。それが認められ、大阪市内の生徒を神戸市が受
け入れる状況が生まれた。『毎日新聞』（1968年12月14日付）は、次のように報じている。
　
　「大阪市内に住む4人の男女が、夜間中学運動を進めている髙野雅夫氏（26）のはた
らきかけでこのほど神戸市内ただ一つの夜間中学、丸山中西野分校に相次いで入学手
続きをとった。最年少でも16歳、1番年上は31歳の女性だが、同中学は大阪の夜間中
学で締め出された4人の “越境入学” を暖かく迎え入れた（6）。」

　
　同年同月13日、大阪市教育委員会は、大阪市内から神戸市の夜間中学に通う生徒の存在
を知ることになり、「神戸市に迷惑をかけてすまない。夜中の設置を前向きに考えたい」（『毎

128



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

日新聞』1968年12月14日付）と発言したことが同紙で報じられた。当初、1968年10月13

日に髙野が初めて大阪市教育委員会を訪問した際、大阪には義務教育未修了者は存在せ
ず、夜間中学開設を求める市民はいないと回答をしたが、その2か月後、大阪市内から神
戸市へ通う夜間中学生の存在が明らかとなる。大阪市が越境入学撤廃を推進させている最
中、大阪市内から神戸市の夜間中学生が越境入学している実態が明らかとなったのである。
これにより、大阪市教育委員会が市内に夜間中学を設置することを積極的に考えざるを得
ない状況となり、大阪市教育委員会に夜間中学不要論を再考させる契機となった。
　さらに、髙野（1975）によれば、1968年12月13日に「教育委員会の分室に大阪同和教
育推進の中心人物森田課長を訪ねる」（p.372）とある。同年8月の『大阪市職員録』によれば、
「森田課長」とは、森田長一郎のことであり大阪市教育委員会事務局所属であることは確
認できたが（大阪市総務局 1968, p.467）、同和教育を推進する担当課の記載がなく明らか
にできない。しかし、その2年後、1970年『大阪市職員録第2分冊（職員一般）』（大阪市総
務局 1970b, pp.297-329）を参照すると、森田長一郎は、同市教育委員会事務局内の「同
和教育指導室・室長」（p.297）となり、「同和対策部」の連絡調整課との兼職となっている
（p.4-5）（7）。さらに1975年には森田長一郎は『差別越境との闘い』（明治図書出版）を編著
で刊行するなど、大阪市の同和教育に尽力した人物であることがわかる。1968年の時点で、
髙野は、同和教育の方面からも夜間中学の設置の交渉に出向いたが、1968年当時、森田も、
大阪市内では中学校通信制を設置しているので、夜間中学の開設は不要との認識であった。
中学校通信制は、本科と別科を置き、本科には、1946（昭和21）年3月までの尋常小学校卒
業または国民学校初等科修了者を入学対象とし、別科には、本科入学の資格のない者で1部
教科のみの履修を志願する者を入学させた（大阪府教育委員会 1973, p.576）（8）。髙野（1975）
は、「中学の通信教育は設置基準から、1946（昭和21年）以前の人々を対象としているし、
門戸を広げたとしても卒業証書はもらえない」（p.372）と訴え、夜間中学の開設の必要性
を訴えた。これを聞いた森田は、「早急に実態調査を実施し対策を立てたい。夜間中学開
設の件は学務課が担当するので、私から話して早急に対策を立てる」（髙野 1975, p.372）
と回答した。
　神戸市へ通う夜間中学生の存在が新聞報道で大きく報道され、他市に負担をかけずに、
大阪市に夜間中学を開設することを考えざるを得ない状況になっていた。
　
3．大阪府議会、大阪市議会における夜間中学問題の議論
1）大阪府議会に夜間中学問題が取り上げられるまでの経緯
　ここでは、大阪府下での夜間中学開設問題が、大阪府議会、大阪市議会に取り上げられ
るまでの経緯を確認する。1968年12月20日、1969年度大阪教育予算事前打合せ会議が開
催された。この会議には、大阪府議員団（文教委員・社会党、大阪教職員組合出身議員を
含む）、大阪教職員組合執行部が出席していた。この会議に、髙野がよばれ、国が夜間中
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学早期廃止を勧告し、多くの義務教育未修了者が学ぶ機会が奪われている現状を説明した。
大阪府議員団の中には、大阪教職員組合出身者の議員がおり、かねてから、大阪府下に夜
間中学を開設する必要性を訴える髙野の運動を支持してきた経緯があるので、大阪府議員
団は、大阪府議会で「夜間中学」問題を取り上げることに同意しその準備を始める。
　翌年、1969年1月16日、大阪教職員組合執行委員会は、大阪府及び大阪市に対して、夜
間中学の設置を求める方針を掲げ、具体的にその活動を推し進め始める。まず、大阪教職
員組合は、夜間中学問題に取り組む組織を立ち上げ、その担当者を神谷欣一執行委員（以
下、神谷夜中担当委員）に決めた。主な取り組みには、夜間中学関係資料調査、大阪府教
育委員会・大阪市教育委員会との交渉、大阪府議会での質疑の準備、府立夜間中学構想と
市立夜間中学構想を立案することであった。一つ目の府立夜間中学構想は、照明が設置済
みであり、給食が提供可能である定時制高校設置案である。もう一つの市立夜間中学構想
は、交通の便のよい環状線付近にある中学校に設置するものであった。これらの夜間中学
構想は、後述する同年2月7日付の大阪教職員組合文書「大阪に夜間中学を－義務教育の完
全実施のために」にまとめられた。大阪教職員組合は、この文書を関係各所に配布し、多
くの団体に夜間中学開設運動への参加を呼び掛け、賛同者を募った。
　このように、髙野は、夜間中学廃止反対運動を進め、大阪教職員組合と大阪府議員団（社
会党）と関係を持ちながら、各所で夜間中学を求める人々を探し、また、夜間中学の開設
に賛同する人を求め、ビラまき等をするなどの活動を展開した。その過程で、髙野の夜間
中学開設運動に賛同した大阪教職員組合が、大阪市議会で夜間中学問題を取り上げるよう
大阪市教職員組合や大阪市議会議員（社会党）にアプローチする段階に入る（大阪市教職
員組合中央支部 1969）。
　1969年1月中旬、大阪教職員組合東谷敏雄委員長の指示を受けて、神谷夜中担当委員は、
大阪市議会議員（社会党）に夜間中学問題を市議会で取り上げるよう要請した。市議会議
員には、大阪市教職員組合出身議員が含まれ、これらの議員と文教委員が、議会で夜間中
学問題を取り上げ、大阪市教育委員会への折衝行動を進めることを決めた。
　大阪府議会決算委員会が開催される4日前の1969年2月1日、社会党府議員団室で、大阪
市内での夜間中学の開設場所等についての打合せがあった。この会合に参加していたの
は、神谷夜中担当委員、大阪府議会決算委員会で夜間中学問題を取り上げる社会党府議会
議員井口正俊、髙野であった（髙野 1975, p.425）。この時、大阪教職員組合で構想した夜
間中学の設置場所等を神谷夜中担当委員は、市内で「天王寺、なんば、京橋、梅田の4ヶ所、
専任講師最低3人と講師、完全給食、その意味で府立定時制高校附属中学が有力」と説明
した（髙野 1975, p.425）。
　これを受けて、井口府議は大阪府議会予算決算委員会で夜間中学の問題を取り上げると
約束し、その目的を「生存権と教育権の復活」だと述べた上で、「すべての人達に義務教
育の完全実施を要求する。文教委員会を中心に各予算決算委員会、更に本会議の代表質問

130



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

でこの問題を追及し、大教組も総評も各労組、民主団体に働きかけ、広範囲な民主運動と
して盛り上げていく方針」をこの会合の同席者に確認している（髙野 1975, p.425）。大阪
府下での夜間中学開設運動は、大阪教職員組合と大阪府議員（社会党）とのつながりを得て、
夜間中学問題を大阪府議会で取り上げられる経路を獲得し、大阪府議会決算委員会を迎える。

2）大阪府議会における夜間中学問題の議論―開設の可否・設置校数をめぐって
　1969年2月5日、大阪府議会決算委員会が開催され、大阪府議（文教委員・社会党）の井
口正俊府議が、夜間中学の開設について質問している。大阪府教育委員会吉沢正七教育長
は、「義務教育を終えないまま学齢期を過ぎた青少年のため（昭和）44年度に夜間中学の
設置を計画している」（『毎日新聞』1969年2月6日付）、「中学の設置者は市町村なので、市
教委側の協力を望みたい。経費は新年度予算に繰り入れるよう府の財政当局と折衝中だ」
（『毎日新聞』1969年2月6日付）と答弁しており、大きな議論を経ずに、大阪府教育委員会
が夜間中学の開設を決め、計画の段階に入り、大阪市教育委員会に要請するという形で夜
間中学の開設は決まったのである。
　その翌日、2月7日付で大阪教職員組合は、文書「大阪に夜間中学を－義務教育の完全実
施のために」（大阪教職員組合「大阪に夜間中学を―義務教育の完全実施のために」1969

年2月7日付）で、関係各団体に夜間中学の開設運動への協力を要請した。この文書には、
義務教育未修了者が全国で143万人、大阪には約5万人が存在しており、卒業資格がないた
めに進学や就職の面で不利であること、中学校卒業認定試験および中学校通信制は、学校
教育としては不十分であり、夜間中学の設置が必要であること、義務教育未修了者の教育
権は教育行政の責任の下で保障されなければならないこと、1969年2月5日の府議会決算委
員会で大阪府教育委員会（府教委）吉沢教育長が夜間中学設置を明言したことが書かれて
おり、その上で「大阪府下に当面4校公立夜間中学を設置することを要求します」と書か
れている。ただし、具体的な設置場所等は言及されず、大阪府は設置場所を定めるのは市
町村の管轄であるとした。なお、本府議会が開催される前の1969年2月1日に社会党議員団
室で検討したのは、大阪市内の設置案4か所だが、実際に本府議会で要望したのは、大阪
市内ではなく大阪府下の設置校数「当面4校」であった。
　この文書が発せられた11日後の1969年2月18日に、大阪府は1969年度予算案を発表して
いる。それは、大阪府政初の巨額予算であり、総額3,731億円8,230万円だった（『毎日新聞』
1969年2月18日付）。このうち、夜間中学予算案は400万円だった（『毎日新聞』1969年2月
6日付）。大阪府の夜間中学予算案が決定されるが、その設置者の大阪市教育委員会の意向
は明確ではなかった。この間、髙野は、夜間中学開設の必要性を裏付けるために、精力的
に義務教育未修了者の生き証人を探し、夜間中学入学希望者一覧表を作成し、府議会井口
府議へ届ける等の動きをしている（『毎日新聞』1969年2月6日付）。
　1969年3月12日、1969年度大阪府議会の最終日、井口府議は「夜間中学設置について」
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に関して、大阪府教育委員会に質問している。東京都、神戸市には公立の夜間中学があり、
教員配置、給食等の十分な教育条件整備の下、開設されていることを説明し、これと同等
の教育条件で大阪府内、交通便利な個所に東西南北4か所程度設置することを要望した（大
阪府議会事務局 1969, pp.410-415）。井口府議の質問にある府内4校との具体的な学校数は、
同年2月7日に発せられた文書「大阪に夜間中学を－義務教育の完全実施のために」に基づ
いた質問であった。これに対して、大阪府教育委員会吉沢正七郎教育長は、今後は、義務
教育未修了者を出さないよう就学事務を強化するとした上で、「現在府内に在住する義務
教育未修了者でしかも就学を希望する者に対しましては、中学校の教育を受ける機会を与
えるよう、積極的に努力してまいりたい所存」、「中学校の設置者は市町村でございますの
で、目下関係の市町村教育委員会の意向を聞いている次第」、「夜間中学への入学希望者見
込み数の把握が困難であるため、大阪市内に一校ということで措置したい」（大阪府議会
事務局 1969, pp.416-417）と明言している。
　『読売新聞』（1969年3月13日付）では「正規の課程で夜間中学つくる　府教委　1～ 2学級」
と報じた。大阪府教育委員会側は、公立夜間中学開設を決定したが、学校数は大阪市内1

校とし、大阪府教職員組合案に基づいて井口府議が要望した大阪府内東西南北合わせて4

校の設置とはならなかった。その理由は、大阪府教育委員会が、夜間中学の入学希望者の
把握が困難であると述べたことから、入学希望者がそれほど多くないことを見積り市内に
1校という見立てだったことが分かる。さらに、大阪教職員組合では、定時制高校付設と
する夜間中学構想を立てたが、実際には、大阪市内の中学校に付設された。
　上記の大阪府議会終了後、大阪市下で夜間中学の開設が決定され、大阪府教育委員会は、
大阪市教育委員会に対して1969年度中に夜間中学設置校を選定するよう指示した。大阪府
は、既に1969年度予算案に夜間中学開設予算（教員2人分）を組み、1～ 2学級設置、週6

日制（1日4時間）授業を認可する計画をしていた（『読売新聞』1969年3月13日付）。夜間
中学開設の準備が本格的に稼働し始めたが、1969年3月の時点では、開設時期、開設場所
は未定のままであった。

3）大阪市議会における夜間中学問題の議論―開設場所と時期について
　1969年3月12日大阪府議会で大阪市内に1校の夜間中学を開設することが明言された後、
3月22日に大阪市議会3月定例会常任委員会（文教経済・通常予算）が開催された。この市
議会で山下博義市議会議員（文教委員・社会党）と丸山教育委員会事務局指導室長（以下、
丸山指導室長）との議論で争点になったのは、夜間中学の開校場所と時期であった。この
議論について、以下で見ていく。
　山下市議会議員は、夜間中学の開設時期と場所について質問している。開設場所につい
ては、大阪市立天王寺中学校に付設することを要望している。その理由は、同校には通信
制課程が付設されており、夜間中学を併設すれば、通信課程と併用できる（大阪市議会事
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務局 1969, p.258）。併用することで、就学年限を1年短縮できるからと述べている（大阪
市議会事務局 1969, p.259）。これに対して、丸山指導室長は、開設時期について、本来4

月にするべきだが、夜間中学の教員になる学生を人選する時間が必要であるから、夜間中
学を4月に開校することは考えていないとしている。また、通信制課程が付設されている
大阪市立天王寺中学校に夜間中学を付設する要望については、「就学年限の短縮措置に関
わり、夜間中学の場合、昼の中学校2年までしか行けず、卒業証書を付与されなかった者は、
夜間部で1年間勉強すれば、中学校卒業証書を付与してもよい」と述べるに留まり、丸山
指導室長は開設場所を明言しなかった。続けて、山下市議会議員は「大阪市教育委員会の
責任において積極的な募集方法を取ってほしい」と要望した。夜間中学が開設した後、生
徒が集まるかが懸念事項であった（大阪市議会事務局 1969, p.259）。
　1969年3月31日、大阪市教育委員会は、大阪市立天王寺中学校に夜間中学を開設すると
決定した。同校が夜間中学開設校に設定されたのは、義務教育未修了者を受け入れてきた
通信教育課程を付設していた経験があるからであった（『毎日新聞』1969年4月1日付）。こ
の決定は、結果的に山下市議会議員の要望が通った形となった。大阪市教育委員会は、「大
阪市立天王寺中学校夜間学級設置要綱」を定めた上で、大阪市立天王寺中学校へ夜間中学
の設置を内示している（高野 1975, p.600）。
　こうして、大阪市立天王寺中学校に夜間中学が開設される準備が始まった。入学対象者
は、学齢超過の義務教育未修了者のみであり、大阪府下に在住・在勤の者とした。学級編
制は、原則1学級15人（1学級当り専任教員1人）とした。この後、大阪府教育委員会並び
に大阪市教育委員会は、『中学校夜間学級生徒募集案内』を作成し生徒募集を行い入学式
に備える準備段階に入った。
　
Ⅲ．大阪市立天王寺夜間中学の開設
　
　1969年4月1日に大阪市立天王寺夜間中学が開設されることが決定したが、その8日後の
4月9日、大阪市教育委員会の汚職事件が明らかになり、夜間中学の入学式が遅れた。汚職
問題後も、髙野は、証言映画「夜間中学生」上映会のチラシを配布し、義務教育未修了者
を探し続けた。さらに、夜間中学に関する新聞報道等、マス・メディアの影響もあり、夜
間中学の入学希望者が次第に集まり、入学想定人数を超える事態が生じていた（『大阪新聞』
1969年4月9日付）。大阪市夜間中学入学希望調査では、入学希望者は既に約30人となって
いた。同年5月下旬、大阪市議会（文教委員会）で、当初、大阪府の夜間中学教員配置計
画では、1学級原則15人で2学級編制を想定し、教員配置は2人であった。しかし、入学受
付前で約30人であり、入学受付が始まると確実に30人を超えることを見越し、山下市議会
議員は、大阪府教育委員会と大阪市教育委員会に対し、1学級15人以下で編制し、教員2人
を増員して最低4人確保を申し入れた（大阪市教職員組合中央支部 1969）。
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　山下市議会議員が天王寺夜間中学の入学者数が、想定よりも多くなる見込みがあること
を市議会で取り上げた後、大阪府教育委員会は、大阪府下に唯一存続していた未認可の岸
和田市立岸城中学校「補習学級」（以下、岸城夜間中学）を同年5月12日付で認可した。そ
の理由を大阪府教育委員会は、「今年春から大阪市立天王寺中学校に夜間中学を新設する
準備を進めているが、希望者が多い上、市教委汚職などで開校が遅れているため、とりあ
えず、岸城中学夜間部を正式に認可したもの」（『毎日新聞』1969年5月12日付）と説明した。
岸和田市立岸城夜間中学は未認可で運営されていたが、入学希望者の受入数を増やす意図
があり、公立として認可した。このような状況の中、天王寺夜間中学の開設日は1969年6

月5日に決定した。大阪府教育委員会と大阪市教育委員会は、『1969年度中学校夜間学級生
徒募集案内』を作成し生徒募集を開始した。入学資格は、学齢超過の義務教育未修了者で
あること、大阪府内に在住、または在勤の者であった。資料に限界があり、大阪市立天王
寺夜間中学の入学資格が学齢超過者に限定された理由を行政文書から明らかにはできない
が、1966年に行政管理庁が発した「夜間中学早期廃止勧告」にあるように、15歳未満の児
童就労を容認する形で学齢児を夜間中学に入学させることに対して文部省は否定的であっ
た。これにより1968年5月に学齢超過者に入学者を限定した京都市郁文中学校が誕生して
いる。このことが、大阪市立天寺中学校の入学条件にも影響を与えたと考えられる。
　同年5月20日付『日本経済新聞』が、大阪市立天王寺夜間中学の開設と入学受付に関し
て報じている。この新聞記事によると、天王寺夜間中学は、専用教室3室（ただし、理科、
音楽、美術室は昼間と共用）、教室や廊下、体育館等に夜間用の照明を設置、学級編制は1

学級15人、専任教員2人、非常勤講師数人を配置する予定であった。夜間中学の教室等整
備が進む中、問題は入学希望者数に対する教員数の不足が見込まれることであった。
　入学受付が開始される前の5月20日時点での希望者数はすでに29人であり、この数はさ
らに増加し続け受付終了日の5月30日の時点では、68人に上った（『朝日新聞』1969年6月
1日付）。書類上の不備などがあり、受付できなかった生徒への対応等があり、受付終了日
を1週間延長し、さらに、入学希望者が増加する見込みとなり、大阪市教育委員会は大阪
府教育委員会に教職員増員を要請した（髙野 1975, p.559）。
　1969年6月2日、入学式の3日前、教員配置計画の見直しをする必要性が生じ、大阪市教
職員組合が大阪市教育委員会と交渉した模様が髙野の記録にある。これによると、生徒数
増加を見込み、学級数6学級、夜間専任教員2人から8人へ増員、時間講師、養護教員、校
務員の配置を要請している。大阪市で開校された夜間中学には、開校前から、入学希望者
が多く、教員配置等の問題を抱えていたことがわかる（髙野 1975, pp.559-560）。
　このような経緯を経て、1969年6月5日に大阪市立天王寺中学校に夜間中学が開設された。
入学者数は、15才工員から67才の老婦人までが含まれ、89人（男子52人、女子37人）で
あった。当初、大阪府が予想した約30人よりもはるかに多くの入学者がいた。大阪市教育
委員会は、天王寺夜間中学に、夜間専任教員4人を配置し、各学年の学級編制は、1年生60
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人、2年生14人、3年生15人であり、1年生が一番多い（『読売新聞』1969年6月6日付）。上
述した大阪市教職員組合が大阪市教育委員会に交渉した際には、夜間専任教員8人を求め
たが、初年度は4人と半分の配置であった。学級編制の原則は15人で1学級編制であるから、
本来ならば、1年生は4学級（教員数4人）、2年生1学級（教員数1人）、3年1学級（教員数1

人）であり、学級数は6学級、教員は6人必要であるが、実際に配置されたのは4人であった。
これらの夜間専任教員は、縄田、米崎、鈴木、岩井であった。この内、岩井は、後に奈良
での夜間中学の開設を求める団体「奈良に夜間中学をつくる会」の事務局員となり、奈良
に公立の夜間中学を求める運動の中心的な存在となる。
　ここで、髙野（1975）に所収されている「1969年度第1回大阪市立天王寺夜間中学入学
者名簿」（表1）を参照したい。表1には、氏名、年齢、学歴、職業、出身地が書かれている。
入学者の年齢は、15才から67才までである。学歴は、戦前の教育制度での高等小学校中退
者、高等小学校卒業者、戦後の教育制度での小学校中退者、中学校中退者と様々であった。
職業は、校務員、工業系職場（工員、鉄工業、旋盤士、紙器業、工務店、日立造船所、木
工業等）、商業（鮮魚業、飲食業、旅館業、縫製業、製麺業、製菓商、タイピスト等）、家
事手伝い、自営、サービス業、美容師見習い、無職等である。出身地は、大阪市内の者が
多いが、大阪市外（茨木市、門真市、堺市、枚方市）の生徒もいる。大阪府外の出身地は、
国内では複数県（岩手県、石川県、福井県、愛知県、栃木県、東京都、神奈川県、兵庫県、
滋賀県、三重県、鳥取県、岡山県、和歌山県、奈良県、高知県、香川県、徳島県、愛媛県、
鹿児島県、熊本県、長崎県、沖縄県）、日本以外では韓国が挙げられている。
　表1は「出身地」の定義が明記されていないため確実なことは言えない。名簿を見る限
り分かることは、「出身地」には、大阪府内・外の地名、あるいは、韓国といった多様な
地名が上がっていることである。「出身地」が、大阪府内、大阪市内の場合には通学が可
能である。一方、府外でも遠方の「出身地」を記載しているものは、おそらく、仕事など、
何らかの理由があり大阪へ転居しているものであろう。ただし、滋賀、神戸、奈良、和歌
山などは、通学が不可能ではないため、それらの地域に居住して、大阪の夜間中学へ通学
している可能性がある。また、別のケースとして、名簿には、「入学式当日名古屋より来る」
という記述もあり、生徒の中には、夜間中学に入学するために引越しをしてきたと思われ
るものもいる。「韓国」を出身地に挙げているものは、戦前に行われた日本による朝鮮に
対する植民地支配により日本へ移住を余儀なくされた人々、あるいは、労働力として強制
連行され、日本に在留せざるを得なくなった人々、また、その子孫である「在日韓国朝鮮人」
と思われる。天王寺夜間中学が開設されてからおよそ3年後、1974年11月に「夜間中学を
育てる会」が実施した「大阪府下の夜間中学生居住地調査」によれば、大阪府下では8校（天
王寺、菅南、文ノ里、 岸城、殿馬場、長栄、八尾、守口）に、1,114人が通っており、府下
から通う生徒は1071人、府外から通う生徒は43人であった。府外から通う生徒の居住地は、
神戸市、京都市、奈良市、和歌山市、芦屋市、川西市、尼崎市、西宮市であった（夜間中
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学を育てる会「大阪府下夜間中学居住地調査」1974年11月）。
　このように、多くの義務教育未修了者が、府外を含む広域的な地域から学びを求めて大
阪府内の夜間中学に入学しており、その中には少なからず大阪市の夜間中学に入学した生
徒もいたと考えられる。
　
Ⅳ．おわりに
　
　本稿では、1947年から1950年代に開設された大阪府下の夜間中学を概観した後、行政管
理庁が夜間中学廃止勧告を発した1966年以降から1969年までの夜間中学増設運動と天王寺
夜間中学の開設過程を明らかにした。
　1947年から1950年代末までの大阪府下には家庭の貧困のために、昼間に働かざるを得な
い子どもたちの就学保障を目的に、11校の夜間中学が開設されたが、1960年代末までに次
第に廃止された。1960年代末、大阪府には義務教育未修了者が5万人いたが、国による義
務教育未修了者の救済措置制度は、中学校通信制課程と中学校卒業認定試験に限定されて
おり、利用者は非常に少なかった。大阪府下で残された唯一の中学校卒業資格を付与する
教育機関は夜間中学だが、当時、閉校寸前の岸和田市立岸城夜間中学しかなかった。
　1966年11月に夜間中学廃止勧告が出された2年後の1968年10月11日から1969年6月8日ま
で、大阪で、東京都荒川区立第九中学校の卒業生の髙野雅夫が、証言映画「夜間中学生」
を上映して、夜間中学廃止反対運動を展開した。1968年11月に夜間中学廃止反対を訴える
テレビ番組が放映されたことをきっかけに、夜間中学入学希望者4人が現れた。大阪市内
で入学ができないため、1968年12月、神戸市丸山中学校西野分校で入学が許可された。大
阪市教育委員会は、大阪市から神戸市の夜間中学に通う生徒の存在を知り、このことが、
大阪市教育委員会に夜間中学不要論の再考を促す契機を導いた。髙野の働きかけを受けて、
大阪教職員組合が立ち上がり、それと連携した革新政党が、府議会、市議会で夜間中学に
ついて取り上げ、大阪府と大阪市にその開設を要求した。1969年2月5日、大阪府議会決算
委員会で1969年度に夜間中学の設置が明言され、大阪府教育委員会から大阪市教育委員会
に要請し夜間中学の開設は決まった。このように、大阪教職員組合が中心となり、大阪市
教職員組合、革新政党と協働しながら、髙野が始めた夜間中学開設運動を推し進め、1969

年6月5日に大阪市立天王寺夜間中学が開設された。入学資格は学齢を超過した義務教育未
修了者に限られ、大阪府在住、在勤者であった。
　1969年に大阪市立天王寺中学校に夜間中学が開設されたのは、単に「通信制課程」付設
校であることのみが理由であったのではなく、越境入学阻止政策により、教室数に余剰が
あったために、夜間中学の教室を確保できたと考えられる。そればかりではなく、これま
で蓄積されてきたおびただしい数の義務教育未修了者の存在にまなざしを向け、「基本的
な人権として学ぶ権利の保障」という人権保障の観点から夜間中学の開設に必要性を社会
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的に表面化させた夜間中学開設運動の成果でもある。1960年代には、大阪府教育委員会も
対応を迫られた高校での学園紛争や「セツルメント運動」があり、そして、映画「夜間中
学生」の上映会に賛同する教職員組合運動なども活発化していた。そして、政治的イニシ
アティブを有する革新政党の影響力もあるなど、複合的な要因が綯交ぜになった論理で大
阪府下の夜間中学が開設されたのであった。

表1　大阪市立天王寺中学校夜間学級入学者名簿（1969年度）

出典： 髙野（1975）には生徒の名前は実名で掲載されているが、本稿では、匿名性を確保するために本名ではなくイニシャルで表示
した(p.599)。
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注
（1）髙野（1993）、『生きる闘う学ぶ』編集委員会（2019）等。
（2）大阪の夜間中学を対象とした研究には日本社会で教育機会からの疎外を受けた在日朝鮮人女性の

夜間中学での学びと独立運動を描き、社会的抑圧の中で生み出された主体的言説と新たな公共性
を検討した徐阿貴（2012）や、東大阪市で展開された夜間中学運動を取り上げ在日コリアン教育
運動の現代史をまとめた梁陽日（2015）があり、主に在日韓国朝鮮人に焦点を当て大阪の夜間中
学の存立の意義を描いた研究がある。

（3）映画「夜間中学生」は、1967年2月から夜間中学の同級生と教員と共に制作された。映画製作費は、
髙野が30万円負担した。撮影対象は、昼間働く夜間中学生であり、塚原雄太教員や見城慶和教員
も出演した。『読売新聞』（1967年11月19日付）

（4）1972（昭和47）年度大阪市立天王寺中学校通信制入学者数は、男子45人、女子39人、合計84人で
あった（大阪府教育委員会 1973, p.577）。高校進学を目的としない中高齢者が増加したという大
阪府の公式見解ではあるが果たしてその通りか再検討の余地がある。

（5）髙野雅夫（1975）に収録されている「わらじ通信」から夜間中学全国行脚記録を窺い知ることが
できる。青森、北海道（1967年9月5日～ 10月28日：54日間）、岡山（1967年11月6日～ 1968年1

月24日：72日間）、京都（1968年2月6日～同年5月21日：106日）、大阪（1968年10月11日～ 1969

年6月8日：214日）の446日間である。
（6）1968年12月、大阪からの夜間中学生4人を受け入れた神戸市立丸山中学校西野分校の校長玉本格

は「髙野くんが連れてきた大阪の少年は16歳になるK君だった。Kくんは『あ、い、う、え、お』
から文字を習っている」と回想しており、ひらがなの学習から指導を始めていたことが窺える（玉
本 1969, pp.209-210）。

（7）当時の大阪市教育委員会の活動に詳しい上杉孝實氏（京都大学名誉教授）によれば、「森田長一郎
氏は、1967年度は大阪市教育委員会指導室指導第二課生活指導係長、1968年度に大阪市教育委員
会庶務課付で主幹であった。当時、府では、主幹は課長補佐級であるが、大阪市では当時課長補
佐は置かず、主幹は課長級であった。同市教育委員会が同和教育基本方針を1968年に策定し1969

年に同和教育指導室（後に同和教育企画室）を設置している。髙野（1975）にある「分室」が
何を示すかは定かではないが、この頃に大阪市教育研究所に同和教育研究室が設けられている。」
（2022年6月18日、上杉孝實氏の証言）とある。髙野が大阪市教育委員会を訪問した1968年12月は、
同和教育を推進する教育行政組織が編成されつつある時期であり、その渦中で森田氏に面会し夜
間中学運動への協力を求めたと考えられる。

（8）大阪府（1973）には、「別科生は本科の入学資格がない者で一部教科のみの履修する者を入学させた」
（p.576）とあるが、中学校通信教育規程（1947〔昭和22〕年文部省令25号）第9条では「特定の
教科を修学しようとする者あるときは、当該教科を受講するに足る学力があると認めた場合に限
り、別科生として受講を許可する」とある。つまり、別科生は、その特定の教科が全教科に及ん
ではならないとの規定はない点には留意が必要である。
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The Process of Opening Public Night Junior High Schools from 1947 to the 1960s
─Focusing on Osaka Prefecture─

　
YOKOZEKI, Rie  (Takushoku University Hokkaido College)

　
　
Abstract

　The purpose of this paper is to elucidate the process of establishing night junior high 

schools in Osaka Prefecture at the end of the 1960s, focusing on the night junior high school 

expansion movement and the discussions of the Osaka Prefectural Assembly and the city 

council. Since the end of World War II, there have been a large number of people who have 

not completed compulsory education, but it has not been revealed. From the viewpoint 

of "guaranteeing the right to learn as a basic human right", the Night Junior High School 

Establishment campaign appealed to society that those who have not completed compulsory 

education need night junior high school. The result was that a night class at Tennoji Junior 

High School in Osaka City ｗas opened in 1968. In the 1960s, the disputes at high schools 

that the Osaka Prefectural Board of Education was forced to deal with was the historical 

background that made this movement possible. Indeed, during that time, a screening of the 

movie "Night Junior High School Students" was held, and there was a social situation in 

which the faculty and staff union movement that supported this movement became active. In 

addition, the night junior high school under Osaka Prefecture was established as the logical 

result of a combination of multiple factors, such as the influence of the reformist party with 

political initiatives. 

 

Key words：
Compulsory education system, Educational movement, Guarantee of education rights, Over-

school age, Public night junior high school 
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＜研究論文＞

　

学習支援活動での機能分化によらない子どもの包摂
─包摂における排除性への学習支援ボランティアの協働的実践─

Inclusion of Children in Learning-Support Activities through Collaborative Practices 

among Learning-Support Volunteers: 

Focusing on Volunteers’ Responses to Exclusion in Inclusion

　
　中野綾香（東京大学大学院教育学研究科博士後期課程）

　NAKANO, Ayaka（Graduate School of Education, the University of Tokyo）
　
　
Ⅰ．問題の所在
　
　現在の日本社会では、教育制度の拡張、就学のための各種給付金の拡充、さらには近年
活発化している子ども食堂の運営拡大など、子どもたちに最低限度以上の生活を保障しつ
つ、学習機会を保障していくための包摂的な社会システムが拡充される過程にある。この
拡張過程では、学校という教育システムに適合することができず、周縁化、もしくは排除
されるに至った子どもたちが、学習機会や日常生活のためのセーフティーネットとして設
けられた、学校の周囲を取り巻く教育システムにおいて包摂されうることが期待される。
つまり、学校の周囲において子どもを支える教育活動では、学校のなかだけでは対処でき
なかった子どもたちのニーズを受け止めるという包摂的機能に着目されるのである。だが、
学校以外で実施される教育活動での子どもが抱える困難さへの対処やケアの可能性が取り
上げられるなかでも、その活動も社会を構成するシステムであることから、そこでの包
摂が纏う排除性から逃れることが難しい。「システムは、システムが何かを排除して自己
の環境とみなす限りで、（観察者にとって）一つの形式」（Luhmann訳書 2007, p.207）と
して成り立つとされており、「いくつもの排除の種をやどしたかたちで包摂が存在」（倉石 

2012, p.116）することから、学校の周囲を取り巻く教育システムも排除性を内包しうる。
　学校の周囲を取り巻く教育活動（以下、学校外の教育活動とする）における包摂の排除
性は、「学習と居場所のディレンマ」（成澤 2018, p.19）の観点から議論されている。この
研究では、子どもの貧困対策として教育活動を行う非営利団体において、居場所づくりを
行うことにより、学習支援という目的が果たせなくなり、学習適応層を排除するに至るこ
とが指摘される。一方、学習支援に特化した活動を行うことで学習不適応層を排除するこ
とが論じられている。子どもが比較的自由に過ごすことを前提とする居場所づくりと、子
どもに学習をさせなければならない学習支援とは、概念的矛盾を抱えており、それぞれの
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概念が構築する場の意味や規律自体も異なるために、学習の場と居場所としての場を同時
に構築するのが難しいのである（同上, p.18）。その結果、学校教育では対応しきれない子
どもたちの多様な教育ニーズに寄り添うことを目的とし、学習と居場所という概念が相補
的に存在する場として成り立ちうる学校外の教育活動においても、活動内容は一元的な目
的へと絞られていく傾向が見られうるのである。
　このように学校外の教育活動における目的が絞り込まれることにより、ある目的に適合
可能性を有する子どもたちのみが活動で包摂される。「学習と居場所のディレンマ」によ
って、学習支援や居場所づくりという特定の機能に分化した活動が行われるなかでは、そ
の機能で対応可能な特定のニーズのみが包摂されることになる。だが、このような活動に
参加する子どもたちは、他者が外面から捉えることのできるニーズのみではなく、顕在化
していないほかのニーズを有しつつ、活動に参加している場合もある。ゴッフマンは、他
者において可視的に自己の印象などが表されていることを、表出として捉える。ここでの
表出は、「それが社会的相互行為の間に果たすコミュニケーション上の役割」という観点
から取り扱われており、「表出が表出者［自身］にとってもつであろう自己完結的ないし
緊張解消的機能という観点から取り扱われたわけではない」（Goffman訳書 1974, p.293）
とされる。つまり、学習支援という目的を有する場において、子どもたちは学習支援の供
給主体であるボランティアとの社会的相互行為のなかで学習に取り組む意欲を表出してい
たとしても、子どもたち自らが有するニーズのすべてを表しているわけではない。ここで
は、他者が子どもたちへの支援を行う際には、言語化されたニーズや表出している意向に
沿ってのみ対応可能となる。そのため、ここでの子どものニーズとは、子どもたちが有し
ているすべてのニーズをありのままに示すものではなく、あくまでもボランティアの視点
から捉えた「子どものニーズ」なのである。
　これにより、支援者であるボランティアと被支援者である子どもとの間で、実際に存在
するニーズを捉える視点としての「リアリティ定義」（石川 2012, p.27）に齟齬が生じる
ことになり、強く対応を望んではいるものの表出されない子どものニーズを受け入れるこ
とが難しくなる。そして、「支援者との『語る-聞く』という相互行為過程のなかで排除が
行なわれ」、「支援が行われているはずのその場が、まさに排除の現場になりうる」（同上, 

pp.31-32）ことになる。このような支援の実態は、「包摂を志向する実践方法が排除へと至
る契機を胚胎しうる」（佐藤 2019, p.136）ことを示しており、学校外の教育活動自体が有
する包摂のジレンマに加えて、子どもたちと他者との相互作用の過程という実践的文脈に
おいて生じうる包摂のジレンマの存在を表している。
　上記で見てきた通り、従来の先行研究では、他者を受け入れるはずの包摂という概念が
有する排除性に着目することで、その包摂が実践的文脈においてどのように排除性を伴う
のかを明らかにしてきた。しかしながら、包摂に内包される排除性を精緻に解明するのみ
では、包摂的実践により排除を被る子どもたちへの対応を検討したことにはならない。実
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際、子どもたちを対象とした支援の現場では、包摂的実践において排除性が存在すること
を前提としながらも、多様なアプローチによって支援者側が子どもたちに寄り添うことを
試みている。この多様なアプローチのなかには、子どもたちや環境に影響を与えて変化を
及ぼすことで包摂するという方法とともに、あえて子どもたちに介入しないことで包摂を
試みるという方法が存在する。
　まず、前者の子どもたちや環境に影響を与えて変化を及ぼすことで包摂するという方法
に関しては、倉石（2021）で〈包摂と排除〉の同心円モデルとして示される、排除状態の
克服についての二つのアプローチにおいて触れられている。一つ目のアプローチは、ある
システムのあり方が不変であるままに、ある主体が個別かつ自力で自らの位置づけを変え、
排除状態を克服することであるとされる。二つ目のアプローチは、ある主体が「居ながら
にして」システムの恩恵をこうむることができるように、システム自体が拡張することで
あるとされる（倉石 2021, pp.10-11）。つまり、子どもたち個々人のニーズに沿って対応す
ることで、子どもたち自身を変化させ、子どもたちが公教育システムに適応可能となるこ
とを指向する包摂と、子どもたちが存在する環境や公教育システム自体に変化を及ぼすこ
とで、子どもたちが公教育システムに適応可能となることを指向する包摂の存在を指摘し
ているといえるだろう。
　つぎに、後者のあえて子どもたちに介入しないことで包摂を試みるという方法について
は、萩野達史（2007）によってゴッフマンの相互行為儀礼の観点から考察されている。萩
野（2007）は、ひきこもり経験のある若者を対象とした支援施設での対人的な交流につい
て論じている。ここでは、施設の利用者たちが、相手の存在や変化を認知していることを
表明したり、集団で行う活動に招き入れたりする「提示儀礼」とともに、相手にとって「苦痛、
当惑、屈辱になるような問題を会話にもちこまないように（中略）言葉に注意する」（Goffman

訳書 2002, p.66）という「回避儀礼」を行っていることが示される。このような対人的な
相互作用においては、相手が相互行為において敬意に値する存在であることを表すために、
言語化されるかたちで表出していない相手の状況については、あえて触れないという方法
による包摂がなされているといえる。
　以上より、学校外で子どもたちを支える教育活動であっても、その活動自体が生来的に
抱える排除性や、参加者間の視点の齟齬によって生じる排除性から逃れることができず、
包摂的実践が内包する排除性と、それにより生じる事象については、従来の先行研究から
も明らかになっている。だが、先行研究では、このような包摂的実践が有する排除性に向
けた対応については十分論じられてこなかった。実際の子どもへの支援現場では、このよ
うな包摂的実践に付随する状況を前提としながらも、他者への介入を指向する、もしくは
指向しない方法で、多様な包摂的アプローチによる実践が行われている。そのため、研究
領域においても包摂に内包される排除性に関する議論から、その排除性への実践的対応へ
と議論を進める必要がある。そこで本稿では、学校外の教育活動として実施される学習支
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援において生じうる包摂的実践の排除性とともに、その排除性に対応しうる重層的な包摂
的実践の可能性について、明らかにすることを目的とする。なお、本稿において、ボラン
ティアによる活動での実践を通じてなされる包摂を捉える際には、上述の倉石（2021）と
Goffman（訳書 2002）で提示された包摂へのアプローチを補助線として用いる。
　
Ⅱ．対象と方法
　
　本稿では、関東圏内の公立Z中学校に設置されており、学校とその周囲を取り巻く存在
との連携を推進するZ中ボランティアズ（以下、Zボラ）での学習支援活動を対象として検
討を進める。Zボラは、学校とその周囲との連携を進める組織であり、学習支援活動以外
にも学校行事や地域行事の際の連携に向けた議論等を行うことで、学校管理職及び教職員
との協働的な活動を実施している。Zボラでの学習支援活動に関しては、学校側から委託
されるかたちで、Zボラのスタッフである学習支援ボランティアが運営及び実践を担って
いる。Zボラの学習支援活動には、主に第1・2学年の生徒が10名から20名ほど参加してお
り、必要に応じて第3学年や既卒の生徒も活動に参加している。この活動において、生徒は、
自ら持参した問題集や宿題などの既習の数学の問題に取り組んでいる。学習支援にあたっ
ては、大学生や社会人、専業主婦／主夫、退職者などが参加しており、20代前半から90代
前半までの幅広い年齢層のボランティアが対応している。活動に参加するボランティアは、
毎回5名から10名ほどであり、各学年で分けられた活動場所となる学校の教室に、各2・3

名以上のボランティアが配置されるかたちで活動が進められる。
　本稿の調査では、フィールドワークとインタビュー調査を実施した。調査実施期間は、
2016年4月から2021年7月まで実施しており、本稿で扱う事例はこの期間内に生じた場面
である。フィールドワークについては、筆者が自らも学習支援ボランティアとして活動に
参加した。ここでは、子どもやボランティア、学校管理職との信頼関係を構築するなかで
調査を行った。フィールドワークの主な内容は、学習支援を含むZボラの活動、関連する
会議への参加、ボランティア同士で活動後に開催される反省会を兼ねた昼食会への参加で
ある。インタビューについては、半構造化の形式で実施し、調査への同意が得られたボラ
ンティア12名に対して必要に応じて複数回行った。
　本稿では、学校外の教育活動としての学習支援において生じうる包摂の排除性について
の言及とともに、子どもたちの複数存在するニーズへのボランティアの対応を明らかにす
るため、活動に参加する特定の生徒に着目する。そこで本稿の分析では、特定の個人や
場面に焦点を当てて仔細に検討を進めることに適している事例分析を用い、Zボラでのボ
ランティアの包摂的実践に関する検討を行った。記述についてデータの根拠を記す際には、
［　］を用いた。ここでは、フィールドノーツはFN、インタビュートランスクリプトはIN

として冒頭部分に記号をつけ、西暦・月・日の順で日付を記述した。なお、本稿に関する
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研究を実施するにあたり、筆者が所属する研究機関において研究倫理審査を受けた。調査
実施時には、Zボラが設置されているZ中学校の学校長から書面による承諾を得た。イン
タビュー調査時には、調査について説明し、ボランティアから同意書による承諾を受け
た。本稿では、分析の対象となる子どもに関わるフィールドノーツを引用する際には、西
暦および日付が特定されないように記載し、子どもの性別や年齢を記載しないという方法
で、匿名化による倫理的配慮を行っている。
　
Ⅲ．結果と考察
　
1．介入によらないボランティアによる子どもの「包摂」 
　本稿では、Zボラの学習支援に参加する生徒Aを対象として検討を進める。生徒Aは、Z

ボラの活動に参加し始めた際、必要性に応じて断続的に学習支援に参加していた生徒で
ある。生徒AのZボラの活動への参加は、一定期間見られなくなり、本格的に教科学習を
進める必要性が出てきた時期から、再度学習支援に参加するようになった。生徒Aは、学
習への過度な不適応を抱えている生徒ではなく、活動に参加する学習に困難を抱える生
徒から学習面で頼られる存在ではあるが、応用問題など解答に工夫が必要な問題について
は、ボランティアによる学習支援が必要となる。生徒Aは、Z中において円滑な友人関係
を構築してきたが、学校生活において生じたある出来事を契機として、対人関係の構築に
不安を覚えるようになる。以下で検討する事例は、ある出来事を経て精神的不安を抱くよ
うになったのちに、生徒Aが学習支援に参加した際に生じた場面である。なお、生徒Aの
状況については、生徒Aが再度活動に参加しはじめたときから、学習支援に参加するボラ
ンティア全員が把握していたわけではない。生徒Aへの学習支援を行うなかで、その状況
を感じ取った者や、直接話を聞いた者はいたが、以下で示す一連の場面が生じた当日（以下、
20YY年YY月YY日、すなわち［20YY, YYYY］とする。なお、20YY年の1年前の出来事
を示す際には20YY-1、2年前の出来事を示す際には20YY-2として示す）に、ボランティ
ア間で生徒Aが置かれている状況への共通認識が明示的に生成されるに至っている。
　再度学習支援に参加しはじめた生徒Aに対して、主に対応していたのは、ボランティア
Oである。ボランティアOは、企業勤めを経て退職後にZボラの活動に参加し始めたボラン
ティアである。ボランティアOは、退職後に自分自身で学習塾を開きたいと思っていたほど、
子どもに勉強を教えることに興味関心を有するボランティアであり［IN20YY-1, 0719］、
数学についての用語説明の際にも、数学的な定義だけでなく日常生活に引き付けて解説す
るなど［FN20YY, 0819］、試験に向けた学習支援のみに留めないように意識しつつ活動す
るボランティアである。ボランティアOは、ほかの生徒に対して行うのと同じ方法で、生
徒Aへの学習支援を行っていた。学習支援の場に生徒Aが参加しており、生徒A自ら問題集
を準備して学習に取り組む意欲を表出させていることから、ボランティアOは生徒Aの学
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業達成に向けた支援としての包摂を行っている。だが、ボランティアOは、生徒Aの有す
る支援ニーズが、学習支援のみであると限定的に捉えてはおらず、生徒Aの支援ニーズが
学習のみではないことを認識ながらも、あえて学習支援に注力していたと語っている。
　
　ボランティアO：〈生徒Aについて〉なにか悩んでいることがあるということは、ほ
かのどなたかのボランティアの方々から、小耳に挟んだことがある気がしますけれど、
私と一緒に学習するときには、その生徒Aも特に何も言っていませんでしたし、私も
あえてその点は聞かずに支援をしていました。［IN20YY, 0719］

　※〈　〉内は筆者補足部分。以下、同様。
　
　ここでは、ボランティアOが、生徒Aが悩みを抱えながら学習支援に参加していること
を把握してはいるものの、生徒Aから直接ボランティアOに対して悩みを打ち明けられる
こともないため、その悩みに関してはあえて触れず、学習支援という場の目的である学習
に焦点化して支援を行っていたことが述べられている。このような対応は、生徒Aにとっ
て苦痛となる可能性のある内容に触れることを避けることで、学習支援に参加して学習に
取り組む生徒Aの存在を尊重しており、ボランティアOによる「回避儀礼」として捉える
ことができる。その結果、生徒Aは、学習が主目的である学習支援の場において、支援ニ
ーズとして表出している学習支援を受けつづけることが可能となる。
　上記の対応のように、あえて生徒Aの事情に介入しない支援を行うことにより、その場
で表出する生徒Aの支援ニーズに沿った包摂がなされる。このような非介入的な支援によ
り、生徒Aはその場で学習を継続するという意味で参加をつづけることができ、存在論的
な安心感を得られる可能性がある。だが、相手にとって繊細な事情に触れないという「回
避儀礼」は、相手が被る苦痛を避けるというかたちで相手の存在を認めることになる一方
で、自らが抱える不安を誰かに話したいという表出しない支援ニーズに応えることが難し
くなる。実際に生徒Aは、学習以外の支援ニーズについて、表出させないまま活動に参加
しつづけたのではなく、学習を主目的とした学習支援の場以外でボランティアと遭遇した
ことを契機として、自分自身の悩みを受け入れてもらいたいという支援ニーズを活動でも
表出させている。生徒Aは、学習以外の支援ニーズに触れられることなく、学習支援を継
続するなかで自らの存在を安定的に受け入れられつづけたかったわけではなく、自分自身
が有する不安感を共有して自らの存在が受け入れられた状態で、学習以外の支援ニーズを
表出させる契機を待っていたといえる。
　このような学習以外の支援ニーズが具体的に表出され始めた契機として、以下に示すよ
うな生徒AとボランティアPとの間のやり取りが挙げられる。ボランティアPは、学習支
援に参加するものの、子どもたちの抱える学習以外の不安感や困難さに対応したいと考
えて、学生時代から活動への参加を始めた現在社会人のボランティアである［IN20YY-2, 
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0724］。ボランティアPは、活動場所であるZ中学校付近を歩いていたところ、生徒Aに遭
遇した。ボランティアPは、生徒Aが活動に参加していることを把握していたため、生徒A

に挨拶程度に声をかけると、生徒Aから自らの悩みを打ち明けられることになる。ここでは、
学習に取り組むことを要請される学習支援ではなく、主目的を設定されていない活動外の
場でボランティアと遭遇することにより、学習支援の場では明示的に表出していなかった
支援ニーズが表出したのである（1）。ボランティアPは、Zボラの公式の活動として設定さ
れた場ではないものの、生徒Aの支援ニーズに寄り添うかたちで、生徒Aの話を聞くこと
になる。ボランティアPは、「〈子どもへの支援をするときに、〉ちょっと話しながらリアク
ションをみて、自分がどこまで話していいか、踏み込んでいいかとか、まあ探しつつそこ
から、徐々に上手くコミュニケーションがとれたらいいなって〈思いながら活動していま
す〉」［IN20YY-2, 0724］という発言にも見られるように、Zボラにおける普段の活動でも、
生徒との距離感を調整しつつ、生徒に寄り添うことを意識して支援を行っている。このよ
うなボランティアPの姿勢は、以下の発言からも捉えることが可能である。
　
　ボランティアP：〈何か自分のやりたいこととかを〉言わない子とかは、なんで言
わないのかなあと、そういうの考えながら、その子がなんでそうしているのかなって
ことを考えてあげたい。できるように、させなきゃ、って押し付けてばっかりいくと、
やっぱりね〈よくない〉。［IN20YY-2, 0724］

　
　ここでは、ボランティアPが、生徒が言語化して表さないことにまで意識を巡らせ、生
徒が有している表出していない支援ニーズの把握を試みるとともに、学習達成のみに注力
しない支援を行おうとしていることが示される。このようなボランティアPの支援は、包
摂的実践としての支援活動が内包する排除性を低減させ、被支援者の被包摂感を高める実
践として認識されうる。支援が行われる際には、被支援者への支援の正当性の根拠として、
「～したい」という側面のみが強調され、「～できない」という側面は支援において重点が
置かれない傾向があり（石川 2007, p.27）、それによって「できなさ」を受け入れてもら
いたい被支援者との間に認識の齟齬が生じることが指摘される。ボランティアPのように、
子どもに何かをできるようにさせる支援をするだけではなく、生徒が抱えているほかの支
援ニーズを探っていくことは、ボランティアP自身の経験のみから生徒の様子を捉えるの
ではなく、「子どもの『肩越し』」（倉石 2009, p.81）にその生徒が抱えている事情を捉える
ことになる（2）。このような支援は、子ども自身を変化させていくという「包摂」や、子ど
もが位置する環境などを変化させていくという包摂とは異なり、変化を指向しないかたち
で子どもの個々の事情に寄り添うというケアリングによる包摂として捉えることが可能で
ある。ボランティアPは、このようなケアリングの姿勢で、生徒Aから表出した悩みに寄り
添い話を聞くことになる。
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　だが、包摂的実践の排除性が低減されており、被支援者の支援ニーズに沿った支援が行
われていたとしても、生徒Aは、自らが抱える不安を言語化することにより、生徒Aにお
いてその感情がより強く顕在化するに至る。その結果、悩みに寄り添ったボランティアP

に活動において会うことで、その不安感を強く思い出すことになる。そして、その不安感
の顕在化により、生徒Aが精神的負担を感じていることが、生徒A自身からボランティアP

に伝えられる。
　
　ボランティアP：この前、生徒Aと一緒にお話して、〈※具体的な場所名〉で偶然会
って、お話〈を〉聞いたんだけど、（中略）なんか話したからこそ、〈生徒Aは、〉私に
会うとその〈悩みの根源となっているある出来事についての〉しんどい気持ちを思い
出しちゃうみたいで、逆に精神的に大変になっちゃう感じがして。（中略）いつもは〈生
徒Aに対して〉ボランティアOが対応してくれているけれど、今日は〈ボランティアO

が休みだから〉どうかなと思って。（中略）〈私が生徒Aと〉話してもいいけど、話す
ことでストレスになっちゃったりしんどくなっちゃったりするのであれば、〈生徒Aが〉
大変だしね。［FN20YY, YYYY］

　
　ここでは、学習支援の場において、ボランティアPに会うことによって、生徒Aの精神的
負担感が高まることを、ボランティアPが危惧している。この語りが見られた当日は、学
習支援で生徒Aの対応をしているボランティアOが活動に参加しておらず、ボランティア
O以外のボランティアが生徒Aの学習に寄り添う必要があった。ボランティアPは、生徒
Aに学習支援を行っても良いと考えていたが、ボランティアPに会うことによって生徒A

に不安感を再体験させることは避けたいと考えている。結果的に、ボランティアPは、当
日、直接生徒Aの対応をせず、ほかのボランティアが生徒Aの学習支援にあたることにな
った。このようなボランティアPの対応は、生徒Aが学習支援において安心して過ごせるよ
うに、あえて生徒Aと会話を試みないという「回避儀礼」として捉えることができる。だ
がここでは、ボランティアOの行った「回避」は、生徒Aが悩みに関する話をしないため
に聞かないという「消極的回避」を意味していた一方で、ボランティアPが行った「回避」は、
生徒Aの悩みに寄り添うという観点から、生徒Aへの介入度合いを調整していた。このボ
ランティアPの対応では、寄り添いという意味で生徒Aの包摂を試みるケアリングをなすの
ではなく、生徒Aの様子を踏まえることであえて生徒Aに介入しないという「積極的回避」
としてのケアリングが志向されたといえよう。
　
2．包摂的実践における異なる概念の併存の困難さ
　Ⅲ. 1で示されたボランティアPによる「積極的回避」の結果、ボランティアPとの遭遇に
より生徒Aが精神的負担を感じることはなくなった。学習支援の場以外で自らの不安感を
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ボランティアPに話したことを契機に、生徒Aは、学習支援の場においてもその不安感を表
出させるようになる［FN20YY, YYYY］。生徒Aが学習支援において悩みを表出するよう
になった場面が生じた当日は、ボランティアOが活動に参加しておらず、ボランティアPは
生徒Aと接することを意識的に回避している状況であったことから、ボランティアQが生
徒Aに声かけをして、学習支援をしようとしていた。だがここでは、生徒Aから学習に直
接関わりのない質問がなされることにより、ボランティアQは自分自身が生徒Aへの支援
を行うことが困難であると考えるようになる。
　
　ボランティアQ：〈生徒Aが、私に対して〉人間関係とかすごく過敏になっちゃった
りしているとかいう話をしてくれたんだけど、これから社会で生きていく上で、ほか
の人たちとコミュニケーションを取れるようになることって本当に大切だよね、って
いう話しかできなくってさ。［FN20YY, YYYY］

　
　ここでは、生徒Aからなされた対人関係への不安についての話に対するボランティアQ

の返答が、対人関係を円滑に構築することが社会生活において重要であるという指摘に留
まったことに言及している。ボランティアQは、子どもと対等な目線から数学についての
学習支援を行うことで、子どもが数学に興味を持つことへの支援を行いたいと感じている
ボランティアである。学習支援の場で主に取り組むことが期待される学習に関する支援ニ
ーズに応えることは可能であるが、学習に関する支援ニーズ以外に対応することを得意と
していないことが、ボランティアQ自身の口から言及される［IN20YY-2, 0713］。このボ
ランティアQの発言は、学習支援に取り組もうと考えたところ、生徒Aから学習支援以外
の支援ニーズ、つまり居場所としての場でなされうる支援要請が表明されたことから、ボ
ランティアQなりに生徒Aを思ってなされた発言だと解釈できる。上述のようなボランテ
ィアQの発言は、生徒Aの対人関係への不安に関するボランティアQの捉え方を表しており、
「相互行為において受容者をどう扱うか、について行為者が受容者に具体的に明示する結
果になる行為」（Goffman訳書 2002, p.71）である「提示儀礼」として捉えることができる。
また、コミュニケーションが取れるようになることの重要性に言及している点から、生徒
A自身の変化を指向する「包摂」が目指されている。だが、対人関係に関する自らの「で
きなさ」を表明しており、自らが感じている不安を受け入れてもらいたいという支援ニー
ズを表出させている生徒Aに対して、「できるようになること」へと方向づける支援は、生
徒Aとの間での支援ニーズに齟齬を生じさせることになり、生徒Aが支援を受けながらも、
自らが受け入れられていないという被排除感を感じることにつながりうる。
　以上より、Ⅲ.1で論じられた事例も踏まえると、支援者であるボランティアと被支援者
である子どもがそれぞれ捉える支援ニーズの齟齬という側面のみに帰結させることのでき
ない包摂的実践の排除性が見えてくる。被支援者である相手に苦痛を与えることを避け、
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学習支援という場の目的に沿って表出される子どもの学習への支援ニーズのみに対応する
「回避儀礼」は、不安感に関する精神的負担を掘り起こすことなく、学習に取り組みたい
という子どもの存在を尊重することにつながる。しかしながら、明示的に言語化されるか
たちで表出していない支援ニーズに対応することはできない。そうはいうものの、子ども
に寄り添うという方法で話を聞くなかで、言語化された悩みを表出させつづけることによ
り、悩みを生じさせた出来事を再体験させるに至る。その結果、子どもの支援ニーズを受
け入れてはおり、齟齬による排除は生じていないものの、子どもにとっては被包摂感を感
じるよりも精神的負担を感じることになる。
　このような上記の議論からは、学校外の教育活動において学習と居場所とのどちらかの
概念しか一つの場において存在しえないという「学習と居場所のディレンマ」（成澤 2018, 

p.19）の議論に留まらない、ボランティアの実践における二つの概念の併存の困難さが存
在することが分かる。それらの概念が場において併存しえないことのみが問題となるので
はなく、ボランティアの実践として併存することが困難となっているのである。例えば、
上記の事例において、学習支援に参加した生徒が、学習に取り組む場において再度不安感
を表出させている。この場面において生徒は、学習支援の場が居場所として機能すること
を望んでいた、と捉えることができる。だが、学習支援の場において学習に関する支援ニ
ーズに対応してきたボランティアは、学習を主目的とする場で学習に直接関係のない支援
ニーズ、つまり居場所づくりで表明されるような支援を要請されたとしても、子ども目線
からそのニーズに寄り添った声かけを行うことが難しい（3）。このような難しさは、教育に
関する専門性を有する教員と異なり、ボランティアが「子どもが抱える教育的ニーズをど
こまで正確に把握できているのか、依って立つべき専門性を有していないがゆえに、確証
を得ることが難しい」（武井 2017, p.256）状況に置かれていることに起因する。学習支援
と居場所づくりに向けた支援を果たすことのできるボランティアがまれに存在したとして
も、学習支援ボランティアとして参加する多くのボランティアは、学習への対応と悩みへ
の対応を同時進行にて行うことに困難さを抱えることが多い。学校外の教育活動では、ボ
ランティアの実践が、学習支援としての対応と居場所づくりとしての対応とが併存されな
い傾向にあることから、包摂的実践における排除性が生じうるのである。
　このような実践における併存の困難さは、「インクルージョン領域における大幅な統合
の緩和」（Luhmann訳書 2007, p.232）の影響を受けていると捉えることも可能である。機
能分化を遂げた社会においては、各機能システムにおける基準に伴い包摂を行うことにな
るため、学習機能を有する教育システムにおいては学習を、居場所機能を有する教育シス
テムにおいては精神的ケアを行うことが前提とされる。その結果、同一システム内におい
てほかのシステムにおける機能を果たすことが期待されなくなるのである。学習支援に参
加するボランティアは、そのシステムにおいて期待される学習支援という側面に焦点化さ
れた実践を意識して進めることで、居場所についての支援ニーズに沿った実践を併存させ
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て行うことが難しくなる。居場所の支援ニーズは、ほかの居場所づくり活動としてのシス
テムにおいて包摂してもらうことが指向されうるのである。
　
3．機能分化によらない子どもの包摂に向けた協働的検討
　社会における機能分化の影響が存在するなかでも、ほかの居場所づくり活動などに生徒
Aの参加を促すのではない方法で、ボランティアは包摂の可能性を探っていく。生徒Aは、
学習に関する支援ニーズについて学習支援の活動、学習以外の支援ニーズについては居
場所づくりの活動というように、機能分化的な包摂を望んでいるのではなく、Zボラにお
いて生徒Aという存在をそのまま包摂してもらいたいと考えているからである。その結果、
ほかの居場所づくり活動やカウンセリングなどを新たに紹介して、新たにほかのボランテ
ィアと関係性を築き上げながら、生徒Aの不安感に対応してもらうのではなく、既に生徒
A自身が関係構築を進めているZボラの学習支援に参加するボランティアが、生徒Aを学習
面・精神面で包摂することはできないかを検討していくことになる。
　以下の場面は、生徒Aが学習支援に参加するなかで、自らの不安感を表出した上述の活
動終了後に、有志のボランティアが集まるなかでなされた会話である。ここでは、学習支
援の場で表出した生徒Aの悩みに対応することができなかったと考えたボランティアQが、
当日の自己の実践を批判的に振り返るなかで、生徒Aへの対応についてほかのボランティ
アに意見を求めている。なお、以下のやり取りでは記載しないものの、そのやり取りの過
程で、ボランティアPによる生徒Aへの寄り添いのように表出した悩みを聞く支援の限界性
について言及されており、そのほかの包摂のアプローチが模索される。
　
　ボランティアQ：今日来ていた生徒Aっていう人とか、そういうストレスを抱えて
いる子に対してって、どうやって対応していけばいいんだと思う？私、全然分からな
くて。（中略）勉強を教えてください〈と子どもから言われる〉なら、はい、と言っ
て教えることはできるんだけど、〈今日話しかけられたことから考えると〉勉強を教
えてって感じでもないんだよね。
　（中略）（4）

　ボランティアR：今ストレス抱えてるかもしれないけど、生徒Aは勉強のもっと先
を行ったほうがいいかもしれないな。（中略）生徒Aには人に教える立場になってもら
うのがいいかな。やっぱり、生徒Aは人から頼られるのが好きだっていう感じで、教
えるのが好きなんだよね。〈以前参加したときにも〉ずっとほかの生徒に教えていた
りして。
　ボランティアQ：そうだね、それ、いいかもしれないね。
　〈ボランティアRの発言を聞いていたボランティアSが頷く〉
　（中略：生徒Aへの対応を踏まえ、困難を抱える子どもへの支援について議論）
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　ボランティアT：〈子どもへの支援をする際に、私は、〉その子、その子に合った対
応をする感じで、どうすればこうなるっていうのは全くなくて。（中略）全部、〈子ど
もへの支援方法は〉個別論になってくるんですけど、その子どもたちの様子を一人一
人詳細に先生方に伝えていくことが本当に難しいんですよね。
　ボランティアU：そうですよね。子どもたち、一人一人って本当に違うので、どう
いう支援が必要かってことを〈学校の先生方も含めて〉みんなで話し合ったりお互い
が把握できたりすればいいんですけど。［FN20YY, YYYY］

　
　ここでは、ボランティアQが、子どもたちが有する学習支援へのニーズに応えることは
できるものの、生徒Aのように学習面以外の支援ニーズを表出した場合には、対応するこ
とが困難であるため、どのように対応していけばよいかを、ほかのボランティアに相談す
る。この相談に対して、ボランティアRが回答をする。ボランティアRは、企業退職後に
活動への参加を始めたボランティアである。ボランティアRは、Zボラのメンバーのなかで
も学習支援などの活動の実施を取り仕切る役割を担い、中学校での学習の重要性を基礎に
置きつつも、生徒自らが得意なことに挑戦していってもらいたいと考えていた。ボランテ
ィアRは、生徒Aが現状で学習面以外に精神的負担を抱えていることは把握しつつも、生
徒Aの悩みに寄り添うだけでなく、「勉強のもっと先」に行く支援を提案する。ここでの「勉
強のもっと先」とは、生徒Aを学習面で支援して学業達成に変化を及ぼすことで、未習範
囲を先取りして勉強してもらうという意味ではなく、生徒A自身がほかの生徒に学習支援
をするという構造的変化を生じさせる必要性を意味している。具体的には、ボランティア
Rは、生徒Aがほかの学年の生徒がいる教室に行き、ボランティアとともに教室運営をし
ながら学習支援をすること、つまり生徒Aが被支援者ではなく支援者側に回ることを提案
する。このような提案は、学習支援に参加するほかの生徒は、数学教科の学習に困難を抱
えているなかで、生徒Aはほかの生徒と比較すると学習への困難度が低く、以前はほかの
生徒にも頼られて学習を教えていたことからなされたと考えられる。
　このような提案は、先述のボランティアQが生徒Aに行った、子どもたち個々人に変化
を及ぼすことで包摂を指向するものでもなく、ボランティアPによってなされた子どもへ
の寄り添いとしてのケアリングによる包摂を指向するものでもない。また、ボランティア
Oの実践で見られたような「回避儀礼」によって生徒Aに直接介入しないかたちでの包摂
を指向するものでもない。ここでは、生徒Aが被支援者としてではなく支援者として活躍
できる場を整えるという観点から、子どもが位置する環境を変化させるという意味での包
摂が指向されている。生徒Aが支援者として活躍する場を整えるとは、生徒Aの学力や非
認知能力に直接的な変化を及ぼそうとすることを回避すると同時に、設定された集団へ生
徒Aを招き入れることを含意している。このような生徒A自身に直接的に変化を及ぼすこ
とのない支援方法の提示は、生徒Aに対する支援方法に行き詰まりを感じていたほかのボ
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ランティアによっても受け入れられることになり、ボランティアQやその場に居合わせた
ボランティアSからも賛同を得ることになる。この生徒Aへの支援方法の議論を踏まえた上
で、他の小中学校での学習支援経験が豊富なボランティアTから、困難を抱える子どもへ
の対応や支援は、決まりきった特定の方法が存在するわけではなく、「個別論」として一
人一人の子どもの様相に寄り添う必要性がある旨が述べられた。だが、このような支援に
際しては、教師への子どもの状況の共有などが重要となるが、その状況共有はなかなか難
しいことに言及がなされた。Z中学校の副校長に誘われるかたちで活動に参加するに至り、
長年Zボラでの学習支援に取り組むボランティアUは、このボランティアTの発言に対して、
子どもたちそれぞれの特性に応じた対応について、教師も含めてともに検討していく方法
を考えている。つまり、生徒Aへの包摂に関して検討するなかで、ボランティアだけでなく、
教師との協働も含めるなかで、子どもたち一人一人に寄り添う方法が模索されていくこと
になった。
　上記のボランティアRによって提案された生徒Aへの支援方法に着目して考えると、結
果的に学習支援の場で主目的とされる学習に関する支援に留まっている。そのため、生
徒Aによって表出される悩みに対応するという支援ニーズには、直接的に対応しておらず、
Zボラの学習支援において、機能分化によらず学習と居場所との相補性を指向する試みは
達成されなかったかのように思われる。だが、ここでの対応は、学習に取り組む生徒Aは、
学習適応層として学習支援で包摂するが、学習面以外の悩みについての支援ニーズを表
出している生徒Aは、学習不適応層として学習支援から排除し、ほかの居場所づくりの活
動やカウンセリングに任せるというものではない。だが、生徒Aが位置する学習支援の仕
組み自体を変えることを検討するなど、生徒Aへの支援方法をボランティアが協議するこ
とで、学習以外の支援ニーズを表出している生徒Aが、容易に学習支援の場から排除され
ることがなくなるのである。居場所機能で果たされるような悩みへの寄り添いは直接的に
行われず、学習支援でのボランティアの実践のなかで学習と居場所に関する支援が相補的
に行われないものの、学習支援で生徒Aが存在しつづけることが可能となるという意味で、
生徒Aの存在が保障される居場所が確保される。
　このような環境やシステム自体に変化を生じさせるという意味での包摂とは、制度の整
備の拡充の観点における飽和性により、環境やシステム自体に変化を及ぼす範囲が限定さ
れているという意味で、教育活動、特に学校教育との親和性が高くないと考えられてきた
（倉石 2021, p.12）。確かに、制度設計などのトップダウン型の施策として、子どもを包摂
する環境に変化を及ぼしていくことへの限界性は存在する。だが、教育に関する環境やシ
ステム自体の変化の可能性をよりミクロに捉えていくと、実際に活動に参加し子どもたち
に接する人たちが、実践の文脈に沿って現場から環境に変化を及ぼしていくことについて
は、十分な検討可能性が残されている。つまり、学習と居場所のジレンマによる難しさは
存在しながらも、ボランティアの協働的な実践では、子ども自身に変化を強いることなく
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「居ながらにして」（同上, p.13）包摂する方法が、ボランティアによって協働的に模索され
ることで、「学習支援」と「居場所づくり」とに機能を分化させることなく、子どもの存
在を包摂しつづけることが可能となるのである。
　
Ⅳ．結語
　
　本稿では、従来の先行研究でなされてきた包摂に内包される排除性に関する議論から、
その排除性への実践的対応へと議論を進めることを目的とし、学校外の教育活動として実
施される学習支援において生じうる包摂的実践の排除性とともに、排除性に対応する重層
的な包摂的実践の可能性について明らかにした。本稿で検討した学校外の教育活動では、
「学校の『排除性』に抗うための選択肢を備えたネットワークを組織すること」で、「子ど
もの多様性や異質性を受容する」（武井 2019, p.103）ことが求められている。学校外の教
育活動とは、子どもを取り巻く排除に対抗しうる実践を何重にも備えて存在し、その実践
方法を柔軟に用いることにより、子どもを包摂していく場として捉えられる。だが、政策
的理念とは異なり、どれほど包摂の網目を張り巡らせたとしても、子どもを完全に包摂す
ることは達成しえない。学校外の学習支援においては、理念的には相補的に存在しうるは
ずの居場所という概念も存在することが難しい。子どもに介入するのではなく、表出して
いる支援ニーズのみに寄り添う「回避儀礼」を伴う学習支援や、子どもの状況を推し量り
ながら、子どもによって語られた話を聞くというケアリングによる包摂、すなわち、被支
援者である子どもと支援者との視点の齟齬をできる限り最小限に留めようという意識を持
ちながらの包摂的実践であったとしても、子どもにおいて包摂が達成されたと断言するこ
とはできないのである。
　私たちは、子どもの貧困対策などを扱う学校外での教育活動に関して考える際には、包
摂が達成されるという最終目標を前提として、子どもの包摂を達成するまでの過程を「投
企」（Schütz訳書 1980, pp.94-103）する。包摂的実践に取り組む前に、どのような支援を
行うことで、子どもを受け入れることができ、子どもにとってより好ましい状況をもたら
すことができるかを考えたうえで、支援行為の結果を想像してみるのである。だが、実際
の包摂的実践は、その投企における結果のようには動かない。投企における結果をそのま
ま現実の包摂的実践にも適応することは、子どもの包摂が達成されたかという問題自体は
中心的な論点とせず、「包摂的実践の担い手を英雄化したり美化したりする」（倉石 2021, 

p.60）だけの結果につながりうるのである。
　しかしながら、Ⅲ.3で示されたように、学校外の教育活動における自らの実践について
批判的に振り返り、実践を通じて考えたことを他者に共有するボランティア間での協働が
可能な議論の場が存在することにより、絶えず子どもへのほかの支援方法が検討されるこ
とになる。その結果、子どもの能力自体に変化を及ぼす具体的な支援を回避しつつも、子
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どもがほかの方法で学習支援に参加することができる環境を整えるという支援、すなわち
ボランティアは環境自体に変化を及ぼすという支援をし、あとは子どもの自律性に任せて
見守るという支援が提起される。そして、困難を抱える子ども一人一人に寄り添った支援
に向けて、教師との協働も含めて模索しつづけることが議論されるに至ったのである。つ
まり、事前の想定通りになすことができない実践での子どもの包摂において、多様なボラ
ンティアが協働するなかで、多様な角度からの包摂的アプローチを提供し、柔軟にその包
摂のあり方自体を変容させていくことが試みられていたといえる。もちろん、多様なボラ
ンティアが意見を交わすことができ、ほかの方法での包摂を検討することができることが、
子どもの完全な包摂の達成につながるわけではない。だが、ボランティア間で実践につい
て議論できる「協働の場」があることは、「そこで互いに協働できる」という事実のみを
有するのではなく、ボランティア間の協働を通じてともに困難な状況や新たな課題に対す
る対応を創り出していくことができることを意味するのである。
　子どもを教育において包摂する網目は幾重にも存在する。それは、教育制度上整備され
たものや、学校教育の実践のなかで行われるもの、学校外の教育活動でなされるものなど、
多様に存在する。しかし、ここで子どもを包摂する網目が何重にも整備されていたとして
も、そこから抜け落ちることもある。だからこそ、包摂から子どもが抜け落ちる可能性を
考慮しながら、子どもが抜け落ちないように子どもの考えや行為を変えさせることのみを
志向するのではなく、その網目自体を柔軟に変容させていくことが必要になる。多様なボ
ランティアが集う「協働の場」が可能とする協働的な対応の創造は、このような柔軟な網
目の変容を可能としうるのである。
　このような柔軟な包摂の網目の変容は、常に「居場所重視」の方向に傾く変化ではな
い。つまり、子どもの教育に関する議論において排除を生み出すものとして定位される傾
向がある学力育成に向けた「学習」は、「消極的回避」としての結果であれ、子どもの更
なる成長を見据えた環境の変化を意図したものであれ、ボランティアによる子どもの包摂
の手段のなかに組み込まれていく。つまり、学校外の教育活動としての学習支援では、「学
習か居場所か」という二元論での包摂的実践がなされるのではなく、「学習」と「居場所」
を協働的に往還するなかで、柔軟な包摂の網目の変容が生じていくのである。被支援者に
とっての完全な包摂を達成することが難しいなかで、教育に関する専門性を必ずしも有さ
ないボランティアができることは、一人一人が自らの多様な経験や背景を活かしながら子
どもに寄り添うとともに、自らの実践を振り返ることである。そして、同時に子どもへの
対応についてほかのボランティアとともに協働的に考えていくことで、子どもがボランテ
ィアやほかの子どもとの関係性のなかで存在を許されつづける場を創り出すために絶えず
模索をつづけていくことではないだろうか。
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注
（1）このような生徒Aの不安感の表出は、学習を主目的とする場以外でボランティアと対峙したこと

に起因するのではなく、ボランティアOよりも話しやすさを感じたボランティアPと対峙したから
こそ生じたのではないかと考えることも可能である。だが、後述のように一度ボランティアへの
不安感の表出を行って以後、ボランティアP以外のボランティア（ここでは、本稿にて記載してい
るボランティアQや、本稿で具体的に言及していないほかのボランティアを含む）に対しても自
らの不安感に関する支援ニーズを表明していることから、ボランティアPとの話しやすさや関係性
のみに、表出の原因を起因させることはできないと考えられる。

（2）倉石（2009）は、在日朝鮮人の生徒を気にかける教師が執筆した文章を検討するなかで、「子ど
もの『肩越し』」に状況を見ることにより、外部からは伺い知ることのできない子どもが置かれて
いる状況が見えてくることを述べている（p.81）。このように、自らの視点のみから相手方との間
で生じる事象を記述していくのではなく、相手方の状況との対話により、相手の視点に立って見
た景色を踏まえながら、事象を捉えていくことを「包摂＝教育の語り」の一つの到達点としてい
る（p.104）。 

（3）ここでの記述は、すべてのボランティアに当てはまるわけではない。例えば、本稿で取り上げた
ボランティアPは、学習支援に参加するボランティアであっても、学習以外の側面からも子ども目
線のニーズに寄り添うことを意識しており、寄り添いが可能なボランティアであると考えられる。
だが、本稿で取り上げたボランティアQを始めとして、Zボラに参加するほかのボランティアにお
いても、学習支援において学習以外の側面から子ども目線のニーズに寄り添うことの難しさが表
されていることから［FN20YY-2, 0707・FN20YY, 0926など］、一般的に言及可能なことである
と考えられる。

（4）ここで中略した部分には、生徒Aの個人情報を含む仔細な説明、会話がなされているため、本稿
においては記載を省略する。
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Inclusion of Children in Learning-Support Activities through Collaborative 
Practices among Learning-Support Volunteers: 

Focusing on Volunteers’ Responses to Exclusion in Inclusion
　

NAKANO, Ayaka (Graduate School of Education, the University of Tokyo)

　
Abstract

　This study aims to clarify the manifestation of exclusion in attempts of inclusion, and how 

multi-dimensional inclusion of children could be achieved in learning-support activities 

outside schools. These activities are carried out by 1） junior high school students who 

voluntarily want to attend them, and 2） learning-support volunteers who are in their 20s to 

90s. The data were collected through fieldwork and interviews. 

　An analysis shows that volunteers avoided intervening into children’s needs which did 

not explicitly appear, and they continued concentrating on children’s learning-support. 

They sometimes adjusted the extent of children’s inclusion. This adjustment meant that on 

one occasion they listened to children’s anxiety, and on another occasion they intentionally 

would not ask children about their needs for support. The collaborative places where 

volunteers from various ages and backgrounds were gathered enabled various kinds of 

approaches for children’s inclusion; for example, inclusion of children through transforming 

the structure of the learning-support activities. On this structural transformation, volunteers 

planned children would not be always regarded as the subjects of support, but they would 

instead be regarded as “supporters”.
　We cannot completely achieve inclusiveness for children even if we make abundant web 

of inclusion for children. Volunteers, therefore, have to consider the probability that children 

might not be included by any web of inclusion, and flexibly transform the web of inclusion 

for children. In this situation, they come and go between the concept of “learning” and “caring”, 
and try to continuously produce or guarantee collaborative places where children can spend 

their time with other children and volunteers.

　
Key words:

Collaborative practices, Inclusion, Learning-support activity, Non-functional division, 

Volunteers
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＜研究ノート＞

　

日本語教育における教育のユニバーサルデザインの提案
Proposal for Universal Design in Education for Japanese Language Education

　
横山りえこ（早稲田大学大学院）

YOKOYAMA,Rieko（Graduate School of Waseda University）
　
　
Ⅰ．目的
　
　近年、日本語学習者（以下、学習者）の多様化の認識が進んでいる。これは、国や文化、言語、
学習歴等の異なりだけでなく、身体・精神的な障害（1）等を含めた学習者の多様性を理解し、
尊重することが重要である、との考え方につながる。つまり、学習者が異なれば学び方も
異なるため、誰もがその人らしく学べる学習保障をするには、授業活動での工夫や配慮を
含めた、学習環境の調整が必要である。
　そこで本稿では、日本語教育の立場から、学習者の多様な学び方に寄り添い、学習環境
を整えることを目的とする。そのために、国内外の教育現場で広まりを見せているユニ
バーサルデザイン（以下、UD）を整理し、それらを援用しながら、日本語教育における、
教育のUDを定義し、原則を提案する。本稿で示す教育のUDは、学習者の学習保障を念頭
にした環境調整のことであり、具体的には、授業における教室活動、および、学びに関わ
る人的・物理的・構造的な工夫や配慮を意味する。
　教育のUDを行うことで、これまで、身体・精神的な理由で、学びにくさを感じてきた
学習者、ならびに、その他多くの学習者がその人らしく学べるようになるだろう。そうす
ることで、言語教育は言葉や文化の学習にとどまらず、人々の幸福を生み、豊かな人間形
成を支えることができるものへと拡張する、と考える。言い換えれば、学習者が日本語を
使って自己実現ができ、地域社会の一員として、他者と対等な立場でやりとりをすること
で関係性の構築に繋がり、共生社会実現への足掛かりとなることが期待できる。つまり教
育のUDは、ウェルフェア実現のための工夫や配慮である、と言える。
　日本語教育の分野において、UDの視点を取り入れた研究は萌芽期にあり、本稿において、
学習者の学習保障を念頭にした教育のUDの定義や原則を示すことは、学習者のみならず、
学習者の多様な学び方にどう対応したらよいか、模索し続けてきた教師にとっても、有益
となると考える。
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1．ユニバーサルデザイン（UD）とは
　UDは、1980年にロナルド・メイスが提唱した用語である。彼は、1998年に、障害者
のための設計であるバリアフリーと、万人が使える設計であるUDの違いについて講演し、
数多くの賛同を得た。もともとは1960年代に、欧州で生まれたノーマライゼーションの考
えに基づいたものである（戸谷 2021）。ノーマライゼーションとは、障害のある人とない
人が同様に、普通の社会生活が送れるよう環境を整え、共に暮らすことのできる社会こそ
がノーマルだ、とする理念である（結城 2016、戸谷 2021）。UDは、具体物に対してだけ
でなく、「人の行為や感情面も含めて考えるべき哲学を持って」（戸谷 2021, p.43）いるこ
とから、今や「汎用性の高い概念」（大野 2019, p.105）として社会に浸透しており、教育
に関する分野はその派生した一部分であると言える。また、近年のUDの取り組みにおい
ては、「「万人」ではなく「出来る限り

4 4 4 4 4

全ての人」と云う概念」（戸谷 2021, p.44）が一般化
している。（傍点は筆者による）
　
2．UDL（Universal design for Learning）
　上記、Ⅰ章1節で述べた、UDを学習に応用し、アメリカで広く普及しているのがCAST

　（Center for Applied Special Technology）による「学びのユニバーサルデザイン（UDL）」
である。UDLは、「個々に違いがあることは例外ではなく「標準」である」（ホールほか　
2018, p.16）と捉えており、学習者一人ひとりの違いに応じて、方法や教材教具等を「デ
ザインすることを意味」（金子・バーンズ亀山訳 2011, p.11）している。そのため、UDLでは、
どの学習者にとっても最適な一つの指導法を目指すのではなく、むしろ、学び方に応じた
いくつかのオプションを、すべての学習者に準備するべきであると提案（小貫 2020）し、
学習者自身が自分に合った学び方でどう学んでいくか、というところに焦点をあてている。
　では、日本国内において、UDLはどのように捉えられているのだろうか。伊藤（2015）は、
このように指摘する。「残念ながらわが国では、このような学習者の主体性を尊重し、長
期的・包括的な視野にたったユニバーサルデザイン型支援のプログラムは提案されていな
い」（p.14）。また、松戸（2021）は、特別支援の必要な学習者に対し、UDLを取り組むこ
とに意義がある、とする一方、我が国において、他者と同様にできることが重視されてき
たこれまでの意識から、多様性が尊重されにくい教育環境があることに触れ、国内におい
て、UDLの実践が不足していることを指摘している。
　
3．UDI（Universal Design for Instruction）
　本節ではUDI（Universal Design for Instruction：指導のためのUD）について述べる。
これは、「適応や特殊な設計を必要とせず、可能な限り全ての人々によって使用可能な教育・
学習材および環境の設計」（Burgstahler 2008, p.1、2009, p.1）のことであり、ワシントン
大学DO-IT（Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology）センターには、

160



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

UDIガイドラインとして、以下の7つが示されている（Burgstahler 2021）。（訳は筆者による）
　

・クラスの雰囲気（Class climate）：多様性、公平性、包括性に配慮し、全ての者がコ
ミュニケーションに参加できるクラス内環境。

・インターアクション（Interaction）：学生間の交流を奨励し、全ての者がコミュニケ
ーションにアクセスできるような複数選択肢の採用。

・物理的な環境とプロダクト（Physical environments and products）：全ての者がアク
セスできる物理的な環境と教材の活用。

・デリバリーメソッド（Delivery methods）：インターネットを利用したコミュニケー
ション等、学習者の意欲を高める複数の選択肢。

・情報資源とテクノロジー（Information resources and technology）：全ての者にとっ
て利用しやすい柔軟性ある情報資源と準備時間の確保。

・フィードバックと評価（Feedback and assessment）：定期的で具体的な評価とフィ
ードバックの実施。

・アコモデーション（Accommodations）：特別なニーズのある者が適応できる代替案
計画。

　
　UDIは、主に高等教育において重視されている（Scott et al. 2002、Burgstahler 2009）。
その理由として、高等教育の学生らは、初中等教育までと比べ、民族・人種・言語・年齢・
様々な障害・学習スタイル等が多様であるためで、Burgstahler（2009）は、UDIを応用す
れば、講義や討論、教材、フィールドワーク等で、全ての学生にとって利用しやすいコー
ス作成ができると述べている。UDIの効果については、学生による肯定的な結果が報告さ
れている（McGuire 2011）。しかしながら、UDIにおいてもUDL同様に、一部の者に対し
て個別の配慮が必要となる場合がある、ということを忘れてはならない（Scott et al. 2002、
Burgstahler 2009）。
　
4．国内学校教育におけるUD
　国内の学校教育にUD（以下、学校教育のUD）が浸透し始めた背景には、特別支援教育
の変革が影響している。
　2004年、発達障害者支援法が成立し、2005年に施行されたことは、後の特別支援教育に
大きな影響を及ぼした。また2006年には学校教育法施行規則の改正が行われ、学習障害（以
下、LD）、注意欠陥多動性障害（以下、ADHD）、自閉症（2）が通級の対象となった。そし
て、続く2007年、学校教育法施行令の一部改正により、特別支援教育が本格的に実施された。
2012年、文部科学省は公立の小・中学校の通常学級において、知的発達に遅れはないものの、
学習面、又は、行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合が、約6.5%在籍してい
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ることを報告した（文部科学省 2012）。この調査結果から、特別なニーズのある児童生徒
が通常学級に在籍していることは、もはや珍しくなく、その状況こそが通常と捉える方が
自然である、と言える。そのため、教師はその状態を念頭に、学級運営や授業活動を行う
ことが重要となり、国内学校教育において、特別支援教育の観点から、学習指導の充実が
図られた。このような経緯から、個人の学習に対する特別なニーズにあわせた支援に加え、
学級、ならびに、学校全体の基礎的学力向上の基盤として、発達障害の特性に関する理解
と授業改善、そして学級経営が日常的に行われるようになった（田中ほか 2021）。
　片岡（2015）は、UDLとUDIの上位概念として「UD教育」（p.25）という用語を用い、
通常学級において、発達障害の児童生徒に対する指導を考えることで、UD教育が「教室
設営、学級経営、指導技法、多様な児童生徒のニーズに対応した評価基準の明確さ、と言
ったものの問い直しに一役買うもの」（同上 , p.29）であるとした。そして、UD教育を「95%

の教員が必要であると回答」（同上 , p.27）したと、報告している。阿部（2014）は、学校
教育のUDは「“「より多く」の子どもたちにとって、わかりやすく、学びやすく配慮され
た教育のデザイン” である」（p.10）とし、「全て」という表現ではなく、「より多くの」と
いう表現を用いて定義している。これは、Ⅰ章1節で述べた、「「出来る限り

4 4 4 4 4

全ての人」と
云う概念」（戸谷 2021, p.44）に通ずるもの、と考えられる。また、阿部（2014）は、学
校教育のUDは、特別なニーズのある個人だけでなく、その周囲の児童生徒にとっても、
結果として有益になると明言している。
　佐藤（2015）は、UDの用語が「ある教え方が多くの子どもたちの「わかる・できる」
につながることを意味する指導を主体としたタイプ」と「子どもたち一人ひとりのニーズ
に応えることを意味する学習者を主体としたタイプ」（p.175）の2つあるとした。これに
当てはめて言えば、学校教育のUDは前者であり、UDLとUDIは後者である、と言えるだ
ろう。
　国内において、このように、他者を含む集団としての学びを重視する理由は、「日本型
学校教育」の意識が根底にあることが窺える。その根源となるものは、1958年の学習指導
要領に遡る。そこではすでに、個人差に留意した指導と、個性や能力を伸ばす必要性が示
されている（中央教育審議会 2021）。しかしながら、「学校では「みんなで同じことを，同
じように」を過度に要求する面が見られ、学校生活においても「同調圧力」を感じる子供
が増えていった」（同上 , p.8）ことも実情として報告されている。そして現在では、時代
の変化に伴い、障害有無、地域差、家庭の経済問題、外国ルーツの子供の増加等、児童生
徒の多様化が進んだことで、これまで教育の場に根強く続いていた、一斉、かつ、同調主
義的な視点から、一人ひとりの発達や状況に応じた学びの提供へと、重きをおくようにな
った。そして、「目指すべき「令和の日本型学校教育」の姿を「全ての子供たちの可能性
を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現」」（同上 , p.19）として、掲げている。
このことから、我が国においては個人を意識しつつも、集団生活を送る上で他者と快適に
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学びあえる集団の空間づくり、という意識が根底に位置付けられていることが窺える。
　阿部（2014）は、特に気になる児童生徒全てに、発達障害の特性があるというわけでは
ないとした上で、発達障害が、知的発達に遅れのない障害であるために、その特性のある
者が、通常学級に在籍していることが多い現状を指摘し、学級経営の視点から、「共生共育」
のためのUD化実現を目指して、以下3つの柱を提案している。
　

・授業のUD化（クラス全体にとってよりわかりやすい授業を目指す）
・教室環境のUD化（集中できる教室環境の工夫）
・人的環境のUD化（他者と支え・学び合うクラス環境を育てる）

　
　上記、授業のUDについて、小貫（2020）は、「工業製品の視点を適用したものに近い」（p.12）
と指摘している。言い換えれば、誰にとっても使用しやすいものを「一つの製品の中で実
現しよう」（同上 , p.12）としている、という意味である。しかしながら、国内学校教育の
変遷からすれば、授業のUDも、「大きな意識変化」（同上 , p.12）であると言えるだろう。
　この授業のUDを行うための、中心的なキーワードとされているのが、「焦点化」「視覚化」
「共有化」（小貫 2014, p.60）である。授業の目標や活動を「焦点化」し、理解の援助・補
足として「視覚化」する。また、他者と共に学ぶ「共有化」も重要だとしている。小貫（2014）
においても、状況に応じた補充の指導の必要性を指摘している。このことからもわかる通
り、授業のUD化に努めるだけでは十分とは言えず、教師は常に、場や状況、学習者をよ
く観察し、柔軟で可変性のある対応に努めることが重要である。
　
Ⅱ．日本語学習者の多様化
　
　令和2（2020）年の国内日本語学習者数は、約16万人で、新型コロナウイルス感染拡大
の影響により、前年度の約27万8千人から大幅に減少した（文化庁 2020）が、コロナウイ
ルス感染者数が減少傾向にあることで、今後、学習者数が再び増加することが予想される。
時代を遡れば、1983年「留学生10万人計画」が発表され、翌84年には、中国残留邦人や
その家族のための、中国帰国孤児定着促進センターが設置された。そして、1990年の入管
法改正により、三世までの日系人は「定住者」の在留資格を得ることができるようになり、
家族を伴った在住外国人が急増した。その後、2008年経済連携協定（EPA）によるインド
ネシア人看護師・介護福祉士候補者の受け入れが始まり、同年「留学生30万人計画」が発
表された。2009年、高度人材受入推進会議が「外国高度人材受入政策の本格的展開（報告書）」
を発表し、さらに2010年には出入国管理及び難民認定法が改正され、新たな在留資格であ
る「技能実習（3）」が生まれた。このような時代背景から、来日した外国人は、様々な背景
や属性、立場であることが分かる。さらに、昨今、滞日外国人の抱える問題も多様化、複
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雑化しており、障害やメンタルヘルスを含めた医療福祉等の課題も報告されている（廣田
ほか 2018）。
　このように、かつては、異なる背景や属性、立場等から、学習者が多様化していると、
捉えられていたが、近年では、学習者の心身の状態や、障害についても多様となり、求め
られる支援や対応の必要性についても知るところとなった（金城・渡真利 2016）。そのため、
このような内面的なものを含め、学習者は益々多様化していると言える。
　
Ⅲ．ウェルフェアと教育のUD
　
　Ⅱ章で述べた通り、学習者が多様化し、社会も激しく変動する中で、日本語教育は、こ
とばや文化を学ぶことだけに留まっていてはならない。障害有無問わず、誰もが、その人
らしく学べる学習保障を目的とする本稿の教育のUDは、ウェルフェア実現のための工夫
や配慮として重要なものであると考える。
　そもそも、ウェルフェアと言語教育の関連性についての議論は、社会言語科学会の初代
会長徳川氏が、ネウストプニー氏との対談の中でなされた（徳川・ネウストプニー 1999）。
対談内で生まれたウェルフェア・リングイスティクス（以下、WL）は、日本語で「福祉
言語学」、「福利言語学」、「厚生言語学」とも訳され、目指すべきは「人々の幸せにつながる」、
「社会の役に立つ」、「社会の福利に資する」（村田ほか 2013, p.1）言語・コミュニケーショ
ン研究である。また、Heinrich（2017）は、社会参加という目的に向けた言語の重要性を
強調しており、WLが、差別のメカニズムを明らかにし、差別に基づかない、また、差別
しない見方や実践を探求するものだ、としている。
　久保田（2016）は、日本語教育の立場から、ウェルフェアを「個人あるいは集団の幸福・
繁栄・福利」と「社会の安泰」（p.23）の2つに分けて検討を行い、多様性ある個人と、多
面性ある社会とのウェルフェアを実現するためには、学習者個々の異なりを理解する努力
と、日本語教師の意識改革が必要である、としている。
　本稿においては、ウェルフェアを、人々の幸福や豊かな人間形成、そして他者や地域社
会との関係性構築につながるものとして捉える。今や、日本語教育の分野は、学校型の日
本語教育、地域日本語教育、ビジネス日本語教育、職種別、または専門分野に特化した日
本語教育等、多岐にわたる。そのため、日本語教育はいずれの分野においても、学習者の
将来や人生に大きく影響するといっても、過言ではない。
　このことから、学習者の多様な学び方に寄り添い、学習保障を目的とする教育のUDは、
言語教育の域を超え、人々の幸福や豊かな人間形成、そして他者や地域社会との関係性構
築につながる、ウェルフェア実現にむけた工夫や配慮となるものであると考える。
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Ⅳ．障害のある学習者への取り組み
　
　国内日本語教育において、障害のある学習者に関する報告や研究が見られるようになっ
たのは、2000年代以降である。障害のある学習者の日本語能力試験受験状況を調査・報告
した上田（2003）は、障害のある学習者にとって、日本語学習に取り組む理由や、日本語
能力を認定されることの意義等を再考すべきである、としている。田中（2006）は、全盲
の留学生に対する支援を報告しており、障害有無に関わらず、適切な支援を行うためには、
学習者一人ひとりを理解することが必要だ、と言及している。このほか、視覚障害のある
学習者に関する先行研究では、試験をUD化し、点字使用者が、晴眼者と同等に受験機会
を得ることを将来的な目標と掲げ、点字使用者の学習環境と現状の課題を明らかにした秋
元ほか（2014）、全盲の留学生に対する日本語指導での、困難点や工夫点を報告した北川
ほか（2014）、がある。また、秋元ほか（2016）は、晴眼の日本語教師に向けた「視覚障
害教育」に関わる情報提供として、授業支援のためのハンドブックを作成した。これは、
視覚障害に関する知識を持ち得ていない教師が理解しやすいよう、工夫し、作られている。
　そして、ディスレクシアを含むLD、ADHDの特性がある学習者への支援や、取り組み
についての報告（中川 2009、池田 2014、安田 2020）や、多様な学習者に対応できる教師
育成の必要性が言及（池田2013）されている。教師養成について、具体的には、池田（2016、
2017a、2017b、2017c）が述べている。さらに、安田（2015）では、発達障害の特性のあ
る留学生の事例から、合理的配慮（4）についてまとめている。
　このように、2000年以降に見られる、障害のある学習者に関した先行研究をいくつか
概観してきたが、日本語教育においては、学習者の障害特性の理解や、対応・支援につい
ての実践や研究が、未だ十分であるとは言いがたい（池田・守時 2013、池田 2013、2016、
2017a、2017b、2017c、2018、中川 2009、安田 2013、2020、横山 2019）。
　そのため、本稿において教育のUDを示すことは、このように障害のある学習者に対す
る対応・支援を検討する上でも、意義があると考える。さらに、ウェルフェア実現を目指
す教育のUDの観点からは、「今・ここ」に注目した対応だけでは十分ではなく、当該学習
者が、将来、日本語を使って自己実現でき、地域社会と繋がり、豊かな人間形成を築くた
めに、セルフアドボカシー（自己権利擁護）スキルを同時に養うことが必要になってくる
であろう。これについては、Ⅵ章1節でも触れる。
　
Ⅴ．日本語教育周辺におけるUDへの言及
　
　本章では、日本語教育を含む、その周辺領域である情報保障や言語教育の視点からUD

に言及した先行研究をまとめる。
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　松尾ほか（2013）は、外国人住民への情報保障の重要性を指摘し、「声、文字、手話など、 
その人に適したかたちで情報をつたえる」（p.25）ことを原則に、「情報のかたちを多様化
する」、つまり「情報のユニバーサルデザイン化」（同上, p.34）について示している。そし
て、森（2005）は「誰にとってもわかりやすく使いやすい日本語」である「ユニバーサル・
ジャパニーズ」（p.74）という思想を示した。また、山崎（2020）は、言語教育の立場か
ら、UDの観点でCan-do能力記述文を検討し、スタンダーズの中には、障害特性のない者
たち、つまり、「多数派の視点」（p.81）が含まれていることについて指摘している。その
ほか、植村ほか（2020）では、従来の外国語学習環境が、学習者それぞれの学習スタイルや、
障害有無等を含めた多様性を、十分尊重してきたとは言えないことに言及し、インクルー
シブな言語学習の環境を設計する必要性からUDに言及している。
　年少者日本語教育の立場からは、高橋（2018）が、子どもの困難を理解する際に、問題
を個人に還元すべきでないと指摘し、特別支援教育が日本語教育にどのように貢献できる
のか、UDを含めた枠組みを整理して説明している。また、青年期以降の学習者を対象と
したものでは、横山（2019）が、日本語教育において授業のUDを行う場合、どのような
工夫が必要なのか、取り入れやすい基礎的なポイントを提案している。
　以上のように、いくつかの先行研究を示してきたが、日本語教育の立場から、教育の
UDに触れた研究は、管見の限り極めて少ないのが現状である。
　
Ⅵ．日本語教育における教育のUDの提案
　
　ここまで、国内外の教育現場で広まりを見せているUDを概観してきた。学習者の多様
性や個別のニーズ等が意識されるようになり、教育分野においてUDの用語が使われて
久しいが、実のところ現状では、一致した共通理解には至っていない（伊藤 2015、佐藤 

2015、堀田・吉岡 2021、田上・猪狩 2018）。
　そのため本章では、これまで述べてきた、Ⅰ章2節のUDL、3節のUDI、ならびに4節の
国内学校教育のUDを援用し、日本語教育の立場から、教育のUDを以下のように定義し、
その原則を提案する。日本語教育における教育のUDとは、
　
　学習者の多様な学び方を尊重し、学習者が手ごたえを感じられるよう、柔軟な選択
肢を設けるとともに、学習者にとっての快適さを目指した工夫と配慮、そして、環境
調整を行うことである。

　
　この定義を具現化するため、以下の3つを原則とする。
　
原則1）明確さ（UDLから “ゴールの明示”、UDIから “具体的な評価とフィードバック”、
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授業のUDから “焦点化”、“視覚化” を援用）
原則2）柔軟さ（UDLから “多様な方法の提供”、UDI から “複数の選択肢”、“適応で
きる代替案” を援用）

原則3）快適さ（UDIから “クラスの雰囲気” “インターアクション”、授業のUDから “共
有化”、教室環境・人的環境のUDを援用）

　
日本語教育における教育のUD原則について
原則1）明確さ
　何のために学び、何のためにこの学習活動を行っているのか等、学習者一人ひとりが、
到達目標や活動の目的、そして、何が重要なのか等を明確に理解できるよう、工夫や配
慮が必要である。例えば、「～することができる」という観点で示したcan-doリストを
用い、現状を自己評価することも、明確さの一つである。また、手順や説明を口頭で伝
えるだけではなく、板書を用いる等、視覚情報を併用することも挙げられる。つまりこ
れらは、学習者一人ひとりの、理解を支える工夫や配慮であると言える。
原則2）柔軟さ
　学習者の多様な学び方に応じた選択肢を設けることは、柔軟さの中で重要な工夫であ
る。なぜなら、選択肢を設けることで、到達目標に向かう道筋（過程）を、学習者一人
ひとりが自らカスタマイズし、学ぶことが可能となるからである。多くの選択肢を設
ける、ということではなく、状況に応じ、2～ 3つの選択肢であっても構わない。例え
ば、オンライン授業であれば、「チャット、もしくは、マイク」のいずれか、また、授
業資料であれば、「電子媒体、もしくは紙媒体」のいずれか等、学習者に心理的・物理
的負担が少なく、学習に集中しやすい方を選択してもらうことである。ここで重要なの
は、学習者に選択権があることである。なぜなら、学習者自身が、選択・決定を繰り返
しながら学び進めることで、日本語を使った意思表示や意見の発信につながるからであ
る。障害のある学習者においては、自らの能力を生かすために必要な配慮を他者に伝え、
協力を得る、セルフアドボカシーのスキル育成につながることが期待できる。また、年
少者を含め、自己選択が難しい学習者がいた場合は、本人の意思を尊重しながら、共に
考える等の対応が必要である。そして、将来的には、こちらから選択肢を提示せずとも、
学習者が自身の学び方を把握し、主体的に意思決定していけるよう、寄り添いながら対
応する必要もあるであろう。
原則3）快適さ
　学びの障壁、つまり、集中力を削ぐような事物をあらかじめ取り除き、学習者にとっ
て学びやすい環境調整を行うことが重要である。複数人以上が同じ場を共有する場合は、
できる限りの環境調整を行いたい。もちろん、その状況は、学習者によっても、場によ
っても異なるものである。また、「快適さ」には、学びやすいという意味があると同時
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に、学習者が安心して過ごせる「居場所」という意味も含まれる。そのため、人的、構
造的、物理的な側面からの環境調整が望まれる。学習者にとっての「快適さ」が整って
いれば、学習者は自らの力を発揮しやすくなり、また他者との協働活動から、学びや思考、
絆が深まることが期待できる。例えば、人的なものであれば、クラスメイトをはじめと
する他者との良好な関係性の構築である。互いに尊重でき、意見が言いやすく、質問し
やすい関係性が望ましい。構造的なものは、場の広さ、使いやすさ、授業の構成等である。
物理的なものでは、学習素材の使いやすさ、見やすさ等も含まれる。オンライン授業等
においては、インターネットの接続環境にも配慮したい。

　以上の定義、および3つの原則は、一つの枠組みを設け、そこに出来る限り多くの学習
者をあてはめるためのものでは、決してない。そのため、学習者に応じた個別の配慮を念
頭に取り組む必要がある、ということを忘れてはならず、常に柔軟で可変性のある取り組
みを心掛けたい。そのために教師は、日頃から学習者をよく観察し、学習者一人ひとりに
とっての学びの障壁となるものは何か、どのような選択肢があれば、目の前の学習者にと
って学びやすくなるのか等、把握しておくことが重要である。
　
Ⅶ．学習者の学習環境
　
　本章では、日本語指導が必要な年少者、留学生、生活者としての外国人に注目し、教育
のUD化が望まれる学習環境の事例を示す。
　
1．日本語指導が必要な年少者
　令和3年度「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」によれば、日本
語指導が必要な児童生徒数は58,353 人（外国籍 47,627 人、日本国籍10,726 人）で、過
去最多となった（文部科学省 2022）。母語による認知や思考の未発達は、日本語学習にも
影響を及ぼし、周囲から学力が低いとレッテルを貼られることがある（東川 2009）。また、
言葉やコミュニケーションの発達の遅れは、自己形成や課題に取り組む姿勢にも影響する。
そのため、学習活動において不適応があると、それが日本語能力の問題なのか、発達障害
によるものなのか判断が難しく、誤解されやすい（飯高 2010）。このような事態をできる
限り防ぐために何が必要かと問えば、発達障害の特性や対応に関した教師研修の実施、と
いう声が多く出ることは想像に容易いが、実は、このような調査も報告されている。
　浜田・斎藤（2018）によると、外国人児童生徒の集住地域の教師は、散在地域の教師に比べ、
教科内容の理解の困難さと、発達障害を関連付けて考える傾向が強いことが明らかにされ
ている。また、その原因として2つのことが示唆されている。一つは、集住地域の教師は、
外国人児童生徒のそのような境界的事例に接する機会が多いため、発達障害と安易に関連
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付けしやすいことである。もう一つは、発達障害を扱う研修により、教師が持つビリーフ
に過剰般化が生じた可能性があることである。このことは、教師研修の在り方を省察する
必要性を示していると言えるだろう。今後は、障害か否かではなく、個々の多様性を認め
る教育のUDの観点から、多様な学び方に応じた「柔軟さ」、精神的・身体的に負担のない「快
適さ」において、工夫や配慮を行う必要があるのではないだろうか。
　
2．留学生
　Ⅳ章でも述べた通り、近年、世界中の国や地域から留学生が来日し、発達障害の特性を
もつ留学生が在籍していることも珍しくなくなっている。例えば、発達障害の特性がある
留学生の場合、心的負担からパニック状態や適応困難（西浦 2019）が生じることがあり、
言語的側面では、文法における理解の難しさ（髙井ほか 2021）や、書字、ならびに、読
字に困難（池田 2014、2015）がある等の報告がなされている。
　このような場合においても、教育のUDの観点から、学習者がその人らしく学べるため
の柔軟な選択肢を設けたり、学習ツールの検討といった物理的、また、人的・構造的な環
境調整を行ったりすることが、有効であると考える。
　
3．生活者としての外国人
　生活者としての外国人とは、「日本社会において、使用言語に関わらず、日本人との接
触が頻繁にあり、さらに自ら接触場面への参加を意識する外国人、または、そう期待され
る外国人」（日本語教育学会 2008, p.8）のことである。地域日本語教育では、外国人と日
本人が「共に生きるための社会の再構築を考える場となる」（米勢 2006, p.105）ことが目
指されており、「「生活者としての外国人」と「生活者としての日本人」相互の変容」（池
上 2011, p.90）が重要である。
　生活者としての外国人は、仕事や子育てで学習時間の確保が難しく、学習の場が近くに
ない等の理由で “日本語を学びたくても学べない” という状況が少なくない（東海日本語
ネットワーク 2020）。今後は、学びの場や学習機会の提供等に加え、教育のUDの観点から、
学習の継続性を高めるための工夫や配慮、環境調整が必要であると考えられる。地域日本
語教育においては、学習の場が、安心して過ごせる快適な「居場所」となることも重要で
ある。そのためには、教育のUDでいう「快適さ」において特に重視した環境調整が必要
であろう。
　以上、本章では、日本語指導が必要な年少者、留学生、生活者としての外国人に注目し、
それぞれの学習環境において、教育のUDの観点から重視したいことを述べた。教育のUD

は、決して画一的なものではない。原則を参考に、それぞれの教育現場において工夫や配
慮をしながら、環境調整をしていくものである。
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Ⅷ．課題と展望
　
　本稿では、日本語教育の立場から、教育のUDの定義づけと、それを実現させるための
原則を提案した。言語教育においては、言語的マイノリティ側が目標言語文化への同質性、
つまり同化を迫られることが懸念される。それを回避させるためにも、「社会の対等な構
成員」（宮崎 2009, p.21）としての姿勢が重要である。それは本稿で示してきた、地域社会
の一員として、他者と対等な立場でやりとりする、つまりウェルフェア実現に向けた取り
組みと通ずることである。今後は、教育のUDを取り入れた、様々な教育現場での具体的
事例を報告し、学習者のウェルフェア実現に向けた変容を示していくことが課題である。
　本稿は、教授法や学習者の苦手克服のためのメソッドではない。学習者の多様な学び方
に寄り添い、学習保障となる環境調整を意識し、工夫や配慮を行うための気づきを促すも
のである。学習者の多様な学び方を理解・尊重し、これまでの固定観念を払拭することで、
学習者目線の工夫や配慮が生まれるであろう。本稿が、日本語教育において、学習者の学
習保障の重要性と、その実現のために必要な教育のUDについて、理解を広めるための機
会となれば幸いである。
　
注
（1）本稿では、「障害」は個人に起因するものではなく、過ごしにくい社会の側にあるとする立場から、

「障害」の漢字を使用する。
（2）文部科学省「障害に配慮した教育」参照。
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Proposal for Universal Design in Education for Japanese Language Education
　

YOKOYAMA,Rieko  (Graduate School of Waseda University)

　
Abstract

　The purpose of this paper is to create a learning environment that accommodates the 

diverse learning styles of Japanese language learners and guarantees that they can learn in 

their own way. To achieve this, we define universal design in education （hereinafter referred 

to as "UD"） from the standpoint of Japanese language education, and propose its principles. 

UD in education will not only guarantee Japanese language learners' learning, but also 

create happiness for people, support rich human development, and, in the future, lead to the 

building of relationships with the community and society, thereby becoming a foothold for 

the realization of a symbiotic society. In other words, UD in education is a way of devising 

and considering ways to realize welfare.

　In Japanese language education, research that incorporates the perspective of UD in 

education is in its budding stage, and it is extremely important to demonstrate the necessity 

of such research in this report. We believe that UD in education will be beneficial not only 

to Japanese language learners, but also to teachers who have been searching for ways to 

accommodate a variety of learners.

　
Key words:

Japanese language education, learning diversity, learning guarantee, universal design, 

welfare
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＜研究ノート＞

自主夜間中学の今日的意義と課題に関する予備的考察
A Preliminary Study of the Present Roles and Challenges of Volunteer Nighttime

 Junior High Schools.

　
田巻松雄（宇都宮大学）

TAMAKI,Matsuo（Utsunomiya University）
　
　
Ⅰ．問題の所在と本論の目的
　
1．自主夜間中学とは
　公立夜間中学の増設や法制化を求めてきた運動体である全国夜間中学校研究会が毎年刊
行してきた大会記録誌、公立夜間中学・自主夜間中学の情報を初めて網羅したとされる
『全国夜間中学ガイド』（2016年）、基礎教育保障学会HP（関係機関ガイド）には、自主夜
間中学と関連する団体の情報が掲載されている。「夜間学級」、「えんぴつの会」、「自主夜
間教室」、「識字教室」、「夜間中学をつくる会」等、自主夜間中学という名称を用いていな
い団体もあることから、「関係諸グループ」（大会記録誌）や「自主夜間中学等」（全国夜
間中学ガイド）の表現が用いられている。掲載されている団体は、名称や性格から、3つ
に大別される。ひとつは、自主夜間中学という名称を用いて学習活動を行っている団体で
ある。自主夜間中学は、特定の学習者を対象とするのではなく、多様な学習ニーズに応え
るための学びの場を提供している点を共有している。学習時間は必ずしも夜間でなく、学
習内容も中学校の教科学習に限定されない中で、自主夜間中学という名称を使う理由とし
ては、公立夜間中学を補充する活動を市民がボランティアとして自主的に行っていること
を発信する狙いが大きいであろう。多様な学びの場であることを強く発信する狙いもある。
次に、様々な名称のもとに、学習活動を行っている団体がある。これらの団体も、多様な
学習ニーズに応えようとする特徴を共有している。また、上記のような媒体を通じて情報
が掲載されることは、関係者が自らの活動を自主夜間中学と規定していることを意味しよ
う。したがって、これらの団体も自主夜間中学と一括して捉えても良いと思われる。その
他の団体は、自主夜間中学の母体・運営・支援組織という性格を持ち、公立夜間中学の増
設や公立・自主夜間中学の充実に向けた活動を行う団体と言える。
　公立夜間中学は、主に義務教育未修了者の学齢超過者を受け入れて、学びの場を提供し
てきた。自主夜間中学は、義務教育によって学びが保障されなかった人への教育保障を民
間組織が自主的・補充的に行うという精神で始まったと言える。今日、自主夜間中学では、
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義務教育未修了者に加え、形式卒業生、学齢超過の外国人、不登校や学習困難な学齢児童
生徒等、多様な人々が学んでいる。
　添田祥史（2007）は、自主夜間中学を「義務教育未修了者に対する学習権保障として
小学校及び中学校相当の学習内容を提供するボランタリーな組織活動で、『公立夜間中学』
の設置を志向し、かつ、広報や対外的な活動紹介などにおいて自らの活動を『自主夜間中
学』として規定するもの」と定義している（p.167）。この定義の基本的な有用性は踏まえ
つつ、学習者が多様化している現実を踏まえると、より広い学習者を包含する表現が望ま
しい。また、公立夜間中学の設置や増設運動に関わらないことを明言する自主夜間中学関
係者がいることを踏まえると、公立夜間中学の設置に対する志向性を定義に組みこむこと
は適当ではない。後述するアンケート調査の結果では、学習者からの参加費・授業料を徴
収している団体は27団体中7団体（25.9％）で、多くの団体が無料で学びの場を提供して
いる。6団体の徴収額は、1年3,000円とか1月500円で低額である。3万8,500円を徴収して
いる団体はNPO法人で、他の団体と比べれば徴収額は突出している。しかし、このNPOは
年間を通じて週平日5日開講しており、開講一回当たりの金額を踏まえれば、授業料は決
して高額とは言えない。このことから、自主夜間中学の大半が無料あるいは低額で学習の
機会を提供していることは定義に盛り込むべきと考える。従って、自主夜間中学は、「義
務教育を十分に受けることが出来なかった人や日本の学校で学ぶことが難しい学齢超過の
外国人などの多様な学習ニーズに応えるための学びの場を無料あるいは低額で提供するボ
ランタリーな組織活動で、広報や対外的な活動紹介などにおいて自らの活動を自主夜間中
学と規定する団体」と定義するのが妥当だと考えられる（1）。
　
2．本論の目的
　2021年4月段階で公立夜間中学は全国で12都府県36校に留まっており、公立夜間中学未
設置地域を中心に、自主夜間中学は貴重な学びの場を提供してきた。自主夜間中学は自主
であることの自由さや柔軟さを活かして独自な貴重な学びの場を提供しているが、ボラン
ティア組織であるが故の固有の脆弱性も有している。添田（2007）は、「自主夜間中学の
活動実態を把握し、その可能性と限界性を見極め、ボランタリー・セクターが引き受け得
る範囲を線引きしていく作業が不可欠であろう」（p.165）と述べた。この重要な指摘にも
かかわらず、自主夜間中学に関する研究はまだ極めて乏しい状態にあると言える。
　筆者は、2021年9月から12月にかけて自主夜間中学及び関連する団体（以下、自主夜間
中学と一括）を対象とするアンケート調査を行った。この調査の基本的な目的は、学習者、
学習方法、スタッフ、運営体制を中心に全国的な動向を把握し、自主夜間中学の今日的意
義と課題を検討するための基礎データを得ることであった。本調査結果の全般的な整理か
ら（2）、2つの大きな特徴が確認された。ひとつは、「学習者の若年化」、「スタッフの高齢化」、
「外国籍学習者の増加」の傾向が進んでいることである。年代別では10代の学習者が最も
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高い割合を示した。もうひとつは、行政から会場や資金面での補助を受け、安定的な運営
を維持している団体は一部に限られていることである。主にこの2つの側面をより詳細に
知るために、その後、複数の関係者からのヒアリングを実施した（3）。
　本論では、自主夜間中学に関するまとまった議論が少ないことを踏まえ、前半では、自
主夜間中学の歴史、類型、特徴、関連資料について整理する。後半では、調査結果を踏まえ、
自主夜間中学の全体的な傾向と多様性を確認したうえで、「学習者の若年化」と「行政か
らの支援」に主な関心を向け議論を展開する。
　
Ⅱ．自主夜間中学の歴史、類型、特徴
　
1．自主夜間中学の誕生
　自主夜間中学は、公立夜間中学未設置地域であった奈良県で、1976年に公立夜間中学設
置を求める運動が展開されたことの産物として生まれた。すなわち、「奈良に夜間中学を
つくり育てる会」が発足し設置運動を進める中で、公立夜間中学が設置されるまでの暫定
的な学びの場として、1976年9月に私設奈良夜間中学校（通称うどん学校）を正強高校に
開設したのが始まりである（岩井 1977）。同校は、2年後には公立化を果たし奈良市立春
日中学校夜間学級が開校された。
　1970年代、川崎市でも奈良県と同様の動きが見られた。川崎市では市内の工業高校卒業
者が中心となって「川崎市に夜間中学を作る会」（以下、「作る会」）を1973年3月に発足し
ている。「作る会」発足のきっかけは、高校在学中にテレビ番組を通して夜間中学の存在
を知った若者たちが、夜間中学の増設運動を展開してきた髙野雅夫を招いて教育問題の討
論会を開いたことであった。「作る会」には、呼びかけに応じて夜間中学校への入学希望
者が現れるようになっていった。「作る会」は夜間中学の設置運動を続けたが、行政が動
かず、1976年10月に自主夜間中学の開設に踏み切った（大多和 2018）。公立化は1982年に
果たされ、川崎市西中原中学校夜間学級が開校された。
　野川によれば、昭和50年代（1975年～ 1985年）は、私設奈良夜間中学校や川崎自主夜
間中学のように設置運動の主体である団体を発足させ、自主夜間中学を開設・運営しなが
ら自治体に対して公立夜間中学の設置を請願していく方式が主流であった。しかし、北海
道から沖縄まで自主夜間中学の開設が全国に広がっていくなかで、公立夜間中学の設置は
目指さず、学びを求める人たちへの教育保障に専念する自主夜間中学も誕生するようにな
っていった（野川 2016, p.195）。
　
2．自主夜間中学の類型
　自主夜間中学は、「つくる／つくり育てる会」（以下、「つくる会」）や公立夜間中学との
関係を軸にしていくつかに類型化される。
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公立夜間中学増設運動の一環としての自主夜間中学
　公立夜間中学増設運動の主体である「つくる会」を発足させ、運動の一環として自主夜
間中学を開設・運営する方式である。1970年代後半から1990年代初頭にかけて、奈良県内
では3つの「つくる会」が自主夜間中学を開設するとともに、公立化のための交渉を展開
した（米田 2019）。その他、「埼玉に夜間中学をつくる会」（1985年9月発足）による川口
自主夜間中学開設（同年12月）、「松戸市に夜間中学校をつくる市民の会」（1983年4月発足）
による松戸市自主夜間中学開設（同年8月）、「福島に公立夜間中学をつくる会」（2010年8

月発足）による福島駅前自主夜間中学開設（2011年1月）等が該当する。
　
教育保障に専念する自主夜間中学
　公立夜間中学の増設は目指さずに、学びを求める人たちへの教育保障に専念する方式で
ある。「仙台に夜間中学をつくり育てる会」（2014年7月発足）による仙台自主夜間中学（2014

年11月開設）、我孫子自主夜間中学 “あびこプラス・ワン”（2013年9月開設）等が該当する。　
　
自主夜間中学から「つくる会」へと拡大
　札幌遠友塾自主夜間中学は1990年4月に開設し、教育保障に専念する学習活動を展開し
てきたが、会場の確保に関する単独での行政交渉の難しさを経験したことがきっかけとな
り、交渉を主な任務とする「北海道に夜間中学校をつくる会」を新たな市民を募って2007

年5月に発足させた。「つくる会」は、公立夜間中学の増設や自主夜間中学の支援などにお
ける行政交渉を主な任務として活動してきた。
　
公立化運動から自主夜間中学へ
　1998年に発足した「北九州市に中学校を実現させる会」は、当初、自主夜間中学を運営
しながら公立化運動を展開してきたが、北九州市との交渉を経て、日々の学習活動を充実
させることを優先させることを決断し（「実現させる会」は2011年に解散）、北九州市との
協働事業で運営する「北九州方式の夜間学級」として城南中学校「夜間学級」を運営して
きた。穴生・中学校「夜間学級」も同様のケースである。
　
自主夜間中学と公立夜間中学との関係
　公立夜間中学増設運動の一環として開設された自主夜間中学は、公立夜間中学が設置さ
れた際に解散する場合と引き続き活動を展開する場合とがある。前者は、先に示した奈良
市や川崎市の自主夜間中学である。今日存在する自主夜間中学の大半は、後者に該当する。
引き続き活動を展開する基本的な理由は、公立夜間中学という制度から漏れる人が不断に
生じることへの心配、埋もれている学習ニーズを引き続き顕在化させることなど、自主夜
間中学独自の役割が引き続き求められるという考え方に基づいている。自主夜間中学の多

179



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

くは、公立夜間中学未設置地域で開設されてきたが、公立夜間中学で学んだ人たちの卒業
後の学び場として開設された「えんぴつの会」（2003年開校）のような自主夜間中学もある。
　
「つくる会」と自主夜間中学の関係
　公立夜間中学が設置された場合、増設運動を行ってきた「つくる会」は、組織を変える
ことなく他地域での設置を求める等の目的で活動を続けるものと、「つくり育てる会」に
改め、夜間中学の充実を目的に活動するものに大別される。前者としては、埼玉に夜間中
学をつくる会が該当しており、川口市に自主夜間中学が設置された後では、さいたま市で
の増設運動を展開している。後者には、奈良県で増設運動を続けていた3つの「つくる会」が、
公立夜間中学設置後に「つくり育てる会」に組織改編した事例が該当する。
　
自主夜間中学の基本的な特徴
　筆者は、『全国夜間中学ガイド』（2016）等を参照して、公立夜間中学と自主夜間中学の
違いをまとめた（表1）。両者の最も大きな違いは、中学校の卒業資格を得られるか否かで
ある。公立夜間中学は課程を修了すれば卒業資格を得られる。

　民間団体で運営されている自主夜間中学は、卒業資格を得られない。しかし一部の地域
では、自治体が自主夜間中学の卒業生に対して卒業証書を授与してきた事例もある（4）。

表1　公立夜間中学と自主夜間中学の比較

注：本表は、学びのリンク編集部（2016）『全国夜間中学ガイド』等を参照し、作成した。
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Ⅲ．関連資料
　
1．実態調査
　添田による16団体の自主夜間中学を対象とした初の全国調査のまとめがある（添田2007）。
『2005年度 第51回 全国夜間中学校研究大会 大会資料』（全国夜間中学校研究会 2005）に
掲載された団体を対象にして、4項目（学習者、学習方法、スタッフ、運営体制）に対す
る実態が調査された。調査結果は、以下のようにまとめられている。16団体で481名（同
年度公立夜間中学在籍生徒数の2割弱）の学習者が学んでおり、年齢は高齢者（60歳以上
が半数）から青年までと幅広く、ニューカマー外国人や形式卒業者もいて、開かれた学び
の場になっている。マンツーマンによるペア学習形式や巡回指導するスタッフの一斉授業
など、公立夜間中学には無い多様な授業形式をとっている団体が見られた。青年層から高
齢層まで幅広い年齢層のスタッフが関わっており、約半数が教員免許取得者であった。年
間予算額は5万円から200万円と団体によって幅がある。行政からの補助金を受けている団
体は5割強、広報面での協力を受けている団体は3割強、会場使用料などの免除措置のある
団体は7割弱あった。
　文部科学省は、2015年4月に「中学校夜間学級などに関する実態調査の結果について」
を公表している（調査時点は2014年5月1日）。中学校夜間学級等に関する詳細な全国実態
調査を初めて実施した。そのなかから、「自主夜間中学・自主夜間学級と称している19団体」
の主な実態を見ておこう。19団体の地域分布は、北海道（4）、奈良（3）、福岡（3）、千葉
（2）、福島・埼玉・大阪・和歌山・徳島・高知・沖縄（各1）、このうち8道県（北海道・福
島・埼玉・和歌山・徳島・高知・福岡・沖縄）が公立夜間中学未設置地域である。実施主
体は、任意団体17、NPOと教育委員会がそれぞれ1である。スタッフの属性は、一般のボ
ランティア44％、現役教員32％、退職教員19％、学生4％、実施場所は、公民館類似施設（コ
ミュニティーセンター等）9、公民館5、学校5、その他5であった。実施頻度は、週1回32％、
週2回26％、平日毎日21％、月2回11％が上位4つで、以下の割合は一桁であった。経費負
担は、非徴収53％、教材費16％、授業料5％、その他教育活動にかかる実費が26％であった。
支援については、自主夜間中学と識字講座等への支援として一括りにされているので、自
主夜間中学への独自な支援の実態は分からない。
　
2．先行研究
　浅野慎一（2012）は、夜間中学生の生活と意識の実態を踏まえ、その歴史―社会的意義
を考察することを目的に、2011年7月～ 10月にかけて公立・自主夜間中学生にアンケート
調査を実施し、1,150名（公立夜間中学生30校1,048名、自主夜間中学生10校102名）から
回答を得た結果をまとめている。夜間中学生に対する大規模アンケート調査で、夜間中学
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の意義や課題に関する様々な発見が整理されているが、公立・自主の違いを超えて夜間中
学全体に共通する本質的特徴を把握することに力点が置かれているがゆえに、自主夜間中
学生独自の生活と意識の特徴についてはあまり語られていない。
　
3．「ニーズ調査ガイドライン」作成のための調査
　株式会社トークアイ『平成29年度「中学校夜間学級の設置促進等推進事業（委託研究 Ⅲ）」
～夜間中学設置に係るニーズ調査ガイドライン』（2018年3月29日）は、夜間中学設置検討
を目的に実施されてきたニーズ調査に様々な問題や限界があったとの認識の下で、より効
果的なニーズ調査を実施するためのガイドライン作成を目的に行われたものである。この
事業のなかで、公立夜間中学25校の生徒174名と指導者535名、自主夜間中学23校の生徒
251名と指導者191名を対象に「実際に夜間中学に通っている人たちが通うようになったき
っかけ、情報、支援」に関するアンケート調査を実施している。本報告書では、「誰かに
聞いた」ことをきっかけに公立夜間中学／自主夜間中学を知った生徒は、公立夜間中学で 

86.9％、自主夜間中学でも 62.5％となるなど、他者からの直接の情報が主な認知のきっか
けとなっていること等を含め、参考となる結果が散見される。
　
Ⅳ．アンケート調査結果の概要
　
1．調査方法
　調査対象は、『2020年度 第66回 全国夜間中学校研究大会 大会発表誌』（2021年）に掲載
されている関係諸グループ一覧（2020年12月）などを参照し、学習活動を行っている37団
体を選出した。調査項目は、運営体制（8問）・学習者（4問）・学習内容（4問）・スタッフ
（7問）の4項目に関する計23問を用意した。27団体から回答があり、回収率は73.0％であ
った。27団体の都道府県別分布は、北海道4、宮城県1、福島県2、埼玉県1、東京都1，千
葉県3、神奈川県3、静岡県1、愛知県2、奈良県2、大阪府1、兵庫県1、和歌山県1、福岡県
3、沖縄県1である。以下の数値は、一部を除き、2021年9月1日現在の数値である。
　
2．全体的な傾向と多様性
学習者とスタッフ
　回答があった27団体の学習者の人数は581名であった。団体の学習者数は平均で21.5名。
一番少ない団体で1名、一番多い団体では65名の学習者がいる。幅広い年齢層が学んでい
るが、10代112名（19.3％）と70代101名（17.4％）の多さが注目される。国籍については、
回答団体数24団体で552名の総数のうち、日本国籍が362名（65.6％）、外国籍が190名（34.4

％）であった。スタッフの人数は502名であった。スタッフの人数が最も少ない団体は1名、
最も多い団体は79名であった。スタッフの年齢別構成では、60代が最も多く、60代以上の
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スタッフは332名で66.1％を占める。対象団体も異なるため単純な比較はできないが、添
田（2007）の調査結果と比較すると、学習者の若年化、外国人学習者の増加、スタッフの
高齢化の傾向が確認される。

授業料とスタッフへの報酬
　学習者からの授業料の徴収の有無について、7割の団体が無償で学習の場を提供してい
る。徴収を行っている団体の授業料（一部の団体では教材費という名称）は、1回500円
（月1回活動）、1月500円（月4回活動）、1年1,000円、3,000円、3万8,500円、4万円（1回
1,000円で月4回、計40回分）だった。3万8,500円の授業料を徴収して自主夜間中学を経営・
運営しているのはNPO法人である。スタッフに交通費を支給している団体は6つあったが、
報酬を払っている団体は皆無である。
　
学習形式と開講回数
　マンツーマン形式の個別学習24団体、グループ学習8団体、全体講義11団体である（複数
回答）。12団体は個別学習のみ、「個別とグループの組み合わせ」と「個別と全体の組み合
わせ」の学習形式を行っている団体はそれぞれ4団体であった。また、3つの形式を全て行
っている団体は4つ、全体講義のみの団体は3つであった。
　1カ月の開講回数は、「4回」と「8回以上」がそれぞれ11団体、「6回」と「2回」がそれ
ぞれ2団体、「1回」が1団体であった。1回の学習時間は1～ 2時間（16団体）と2～ 3時間
（9団体）が多い。開講は週1回だが、開講時間は10時間という団体もある。

行政からの支援
　「会場の提供・配慮」を受けている団体は17団体あった。続いて、「情報・意見交換（10

団体）」、「補助金（10団体）」、「広報面での支援（8団体）」の順であった。「教材面での支援」

表2　学習者とスタッフの年齢別状況（人数／割合）太字は最多人数

注：本表は、田巻松男・服部花菜（2022）のアンケート調査結果をもとに作成した。

183



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

と「研修等での協力」はそれぞれ1団体であった。「特にない」と無回答は合わせて6団体、
その他は「行政との協働事業運営」と「コロナ対策」であった。
　行政からの補助金を受けている10団体の金額別内訳は、1回50万円、1月1万7,000円、1

年約4万円、9万円、約10万円、20万円、30万円、約30万円、約150万円、250万円であった。
6割を超える17団体には行政からの補助金はない。「会場の提供・配慮」と「補助金」を両
方受け取っている団体は6団体であった。
　
多様性
　団体別に学習者とスタッフの数、学習者の年齢別・国籍別構成などをみると、自主夜間
中学の多様性が確認される。外国籍学習者の占める割合が全体で34.4％であるなか、外国
籍学習者のほうが多い団体が5つある。それらの団体における外国籍学習者の割合は、多
い順に、96.7％（学習者総数30名中外国籍学習者29名）、96.3％（以下同様、54名中52名）、
93.3％（30名中28名）、88.9％（9名中8名）、78.6％（14名中11名）で、外国籍学習者集中
型であることが確認される。この5団体の外国籍学習者は全体の67.4％を占める。一方で、
学習者全員が日本人の団体は5つある。
　学習者／スタッフ比（一人あたりのスタッフがどれくらいの学習者を抱えていることに
なるのか）を団体別にみると、1を超えていた（すなわち学習者数がスタッフ数を上回っ
ている状態）団体は15、超えていなかった団体は12で、超えていた団体が少し上回っている。
学習者数がスタッフ数を上回っている団体の最高比は5.45であり、2を超えている団体が3

つあった。
　年齢別にみれば、10代の学習者がいる団体は27団体中18団体（66.7％）、10代学習者が
最も多かった団体は6つあった。その割合は高い順に、87.1％（学習者総数31名中10代学
習者27名）、55.6％（以下、同様、54名中30名）、60.0％（5名中3名）、43.8％（16名中7名）、
42.9％（14名中6名）であった。一方、学習者18名のうち16名が60代以上（88.9％）で高
齢者の学習者が集中している団体もある。
　
Ⅴ．「学習者の若年化」と「行政からの支援」
　
1．10代学習者増加の背景（1）学齢児童生徒
　全国的に10代学習者は確実に増えてきていると推測される。その主な理由として、学齢
児童生徒と学齢超過の外国人の増加が考えられる。
　学齢児童生徒が最も集中している団体は千葉県我孫子市にある、我孫子自主夜間中学 “あ
びこプラス・ワン”（以下、あびこ）であり、学習者31名のうち10代が27名と、10代学習
者の多さが際立っている。調査票では10代を学齢期と学齢超過に分けなかったが、代表者
相澤裕寿によると、10代学習者の大半が小中学生である。
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　「あびこ」は、2013年9月に開設した。学習希望者が参加しやすいように我孫子駅および
近くの駅近辺の複数の会場を使用してきたことが大きな特徴と言える。開校時は1会場で
あったが、2021年までには週3日4会場を使用し、計12回開講するに至っている。　
　相澤によると、子どもから大人まで誰でも学べる場を目指したが、活動を進めていく中
で、小中学校での学習が困難な子どもたちの存在により大きな関心が向くようになった。
一方、我孫子市は2016年11月から学校でも塾でもない学びの場を拡充するために「子ども
学習支援事業」を始めた。この事業は、市が無料で学べる学習支援教室「マナビトらぼ」
を開設するとともに、我孫子市の子どもが無料で学ぶことのできる民間教室を「我孫子市
子どもの学習支援ネットワーク」団体として構成し、市全体の学びの教室の連携強化を意
図するものであった。現在までに市内に6つのネットワーク団体により14カ所の学習支援
教室が開講されている。「あびこ」はその中で4教室を運営するとともに、「マナビトらぼ」
へのスタッフの派遣協力も行っている。
　我孫子市との協働によるこども学習支援ネットワークが進むにつれて、宣伝効果も見
られ、「あびこ」には学齢児童生徒が増えていった。「子どもの貧困や学力格差、学習困難
が予想以上で、外国人を含め、小中学生の参加者の問い合わせが急増している」（本アン
ケート調査結果、自由記述より）。学齢児童生徒が学習者の大半を占める自主夜間中学は、
まだ「あびこ」以外にはないと思われる。
　
2．10代学習者増加の背景（2）学齢児童生徒と学齢超過の外国人
　愛知夜間中学を語る会は、2020年5月に設立され、同年8月に当会が主宰・支援する自主
間中学「はじめの一歩教室」（以下、「はじめの一歩」）を開設した。週に1回土曜日のみの
開講であるが、学習者の増加とコロナ禍での密を避けるため、2021年1月より開催時間を
午前10時から午後8時までに延長している。代表者で定時制高校教諭の笹山悦子によると、
基礎学力が身についていない生徒や中退していく生徒を見る中で、学びのセーフティーネ
ットの必要性を感じたことが活動開始の大きなきっかけとなった。
　「はじめの一歩」の大きな特徴は、学習者54名のうち10代が30名（55.6％）で、かつ学
習者の大半52名（96.3％）が外国籍だということである。この学習者の構成は愛知県が外
国人住民および外国人児童生徒の集住地域であるという地域的特徴を反映している。2020

年5月現在、愛知県の外国人住民数は東京都について二番目である。また、愛知県の小・中・
高等学校には、2020年5月1日現在、全国で最も多い16,186名の外国人児童生徒が在籍して
おり、また、日本語指導が必要な外国籍の児童生徒も9,100名（2019年5月1日現在）と全
国最多で、全国の22.3％を占めている（愛知夜間中学を語る会「2022年度　総会実施概要」）。
名古屋市には、愛知県と名古屋市が協力し、財団が運営する珍しい方式の中学夜間学級が
あるが、文科省からは公立夜間中学とは認められていない（5）。
　「はじめの一歩」は特に外国籍の学齢期児童生徒と学齢超過青少年の学習ニーズを短期間
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で顕在化させることとなった。開始当初5名だった学習者は、主に口コミを通じて、2022

年4月までに68名に増えた。そのうち63名は外国籍である。小学生6名、中学生13名、高
校生21名、専門学校生1名、就学前の幼児4名、過年度生で今後高校受験を希望する生徒3

名、大人20名となっている（「2022年度　総会実施概要」）。主に、日本語学習、高校の学習、
高校受験のための学習を行う10代の外国人が多く集まっている。
　
3．開講回数と行政支援の関係
　27団体のうち開講回数が月に6回を超えていたのは11団体（NPO法人は除く）であった。
「学習」、「交流」、「居場所」等の多面的な役割を担う自主夜間中学の意義は開講日数の多
少や開講時間の長短によって単純に判断できるものではない。しかし、開講回数が比較的
多い団体の運営を支えてきた要因を探ることは、自主夜間中学の在り方を検討していく上
で参考となる論点の抽出に繋がると考える。11団体のうち10団体は、「会場と資金」の両
面あるいはいずれかにおいて行政からの支援を受けていた。そのことから、一定数の開講
日数を維持する運営を行政が直接支えている関係が理解される。
　すべての平日で開講している1団体は、中学校の教室を無料で借用し、活動資金もすべ
て補助金で賄っている。平日3日開講している1団体は、2ヶ所（小学校教室と市図書館）
の施設を無料で借用し、年間活動資金額に照らして十分な補助金を得ている。この2団体
の補助金だけが年間100万円（150万円と250万円）を超えている。
　上記2団体以外で会場・資金の両面で行政からの支援を受けていたのは、5団体である。
このうち3団体は、学校や公共施設を無料で借用できている（学校1、公共施設2）。他の1

団体は、週2回活動を行っているうちの1会場を無料で借用できている。1団体は、会場使
用料について減免措置は受けていないが、優先予約の配慮を受けている。
　他の3団体のうち1団体は補助金を受けている。他の2団体は補助金を受けていない。そ
のうち1団体は1会場を無料で借用し、もう1団体は2会場を無料で借用している。前者の団
体は2019年10月に開校している。学習者3名、スタッフ8名で予算規模も3万円以下の小規
模な団体ではあるが、開設当初から教育委員会生涯学習課の理解と協力が得られ、公立小
学校内に設置された地域開放施設を使用できている。10団体が使用する会場のうち7つが
公共の施設、3つが学校である。以上の整理より、補助金よりもむしろ無料で会場を使用
できることが一定の開講日数の安定的確保を支えている関係を確認できる。
　
4．行政支援の性格（1）一般型の問題点
　自主夜間中学に対する行政からの支援は、一般的な枠組みの中での支援（一般型）と自
主夜間中学支援そのものを目的とする特定の支援（特定型）に大別される。一般型、特定
型それぞれ5団体であった。
　一般型は、条件が厳しく、資金額は活動経費の一部に留まり、期間限定的等の制約を有
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するもので、自主夜間中学の運営を安定的に支えるものとはなっていない。 ある自治体は、
地域のまちづくりを推進し、市民が行う自由な市民公益活動や生涯学習活動を行う団体の
運営や事業を支援するための公募補助金制度を設けているが、交付期間は3年以内、補助
対象経費の100分の10から100分の50までの範囲で補助する仕組みである。また、別の自
治体では、市民活動推進補助金として、10万～ 30万円の補助金支給をしているが、最大
6年間である。さらに別の自治体では、地域有志から寄付金を募って造成した基金から補
助金を配分してきたが、寄附金造成型基金には不安定さがつきまとう。このような一般型
行政支援の限定的性格を受け、以下のような不満や意見が出ている。現在は補助金で会場
費を出せるので特に問題はないが、最大6年間という期間限定で受けてきたこの補助金が
2023年度で切れてしまう。支給されてきた基金が今年度末で枯渇していまい、次年度以降
の財政について危機に陥っている。補助金は活動資金の最大5割までしか配分されないの
で、学習者やボランティアスタッフに交通費を支給したくても、なかなか厳しい、等。
　一般的な活動団体として会場を確保することの困難や減免措置適用外の場合の会場費の
負担の大きさについて付記しておこう。ある団体によれば、会場は利用にあたり市民活動
団体として2ヶ月前に抽選で申し込む制度となっており、当選すれば有料（年約5万5,000

千円）で会場が確保できるが、落選の時は、開催日近くになってから空き部屋を予約する
こととなり、会場の安定的な確保が難しい。ある団体は、週1回の活動（3部屋使用）に年
間で約20万円を費やしている。ある団体は50％の減免措置を受けているが、それでも1回
の会場使用に1万7,000円がかかっている。ある関係者は、「永続的に使用可能な昼間部授
業場所の確保」が最大の課題と語っている。
　
5．行政支援の性格（2）特定型の意味と可能性
　特定型の支援を受け、長期間にわたり自主夜間中学を比較的安定的に運営してきた団体
が福岡県と奈良県にある。関係者と面談できた2団体の事例を見る。
　
北九州市の事例―「城南中学校」夜間学級
　城南中学校「夜間学級」（以下、「城南」）は北九州市にあり、北九州市との協働事業で
「夜間学級」を運営してきた。関係者は「北九州方式」と呼んでいる。現在の年間補助金
は250万円である。市から補助金を受け、市立の小中学校の教室を借用し、退職した教師
らがボランティアで実施している。会場と資金については北九州市が全面的に支援してき
た。
　1994年に八幡の穴生で在日1世のための日本語教室「青春学校」が始まる。その後「穴
生」の活動に関わった関係者が学習者の中学校卒業認定試験の受験勉強の支援として小倉
に「よみかき教室・城野」を1998年5月に開始した。いずれも公民館での週1日の活動から
始まった。同時に「北九州・在日朝鮮人教育を考える会」が主体となって北九州にも夜間
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中学をつくろうと、その年の10月に「北九州市に夜間中学校を実現させる会」を立ち上げ
た（後に「北九州市に夜間中学をつくる会」）。「つくる会」はこの2団体を運営しながら夜
間中学の公立化を市に要請してきた。
　市は、公立化は財政的にも物理的に負担が大きく難しいという立場を堅持してきたが、
「つくる会」からの中学校の教室使用願いを受けて、2002年5月に城南・穴生中学校の教室
の月1回の使用を許可した。その後、中学校の教室と公民館合わせて週2回、週3回と学習
日の拡充が進んでいった。2005年度からは、市の提案（教室の貸与と補助金の交付）を受
けて、5年間の試用期間として週5日体制が始まった。
　5年間の試用期間を経て、今後の方向性が検討された際に、市は、公立化は難しいが自
主夜間中学の活動が続く限り補助を継続すること、および補助金の増額は可能だという提
案をした。「つくる会」は、この提案を受け、2011年に解散し、自主夜間活動の内容充実
に専念する道を選択した。この選択には、「城南」の生徒の多くが高齢化していることを
踏まえると、公立化に時間をかけるより事業を充実させ継続させるほうが現実的という判
断と、公立化すれば3年で卒業しなければならなくなり、学び続けたい人の思いに応えら
れなくなるということへの配慮が関係していた。
　2013年以降城南中学校校舎が耐震工事のために建て替えられることになった時、夜間学
級の存続が一時危ぶまれた。しかし、市は、地方自治法や市財産条例が「市有財産の目的
外使用」を認めており、市立の校舎は生徒の教育を妨げない限度で市民も利用できると判
断し、技術の授業で使われる教室を縮小することで新教室を工面した。北九州市は、2021

年にニーズ調査を行い、公立夜間中学校設置に向けた検討を始めたが、自主夜間中学の独
自な必要性を認め、その円滑な運営のため引き続き支援を継続するとしている。
　現在、学習者18名（日本国籍17名、外国籍1名）が学んでおり、年齢別構成は30代2名、
60代4名、70代10名、80代以降2名となっている。
　
奈良の事例―西和自主夜間中学
　現在、奈良県には公立夜間中学が奈良市（1978年設置）、天理市（1981年設置）、橿原市
（1991年設置）に3校、自主夜間中学が大淀町（吉野自主夜間中学、1996年開設）、王寺町（西
和自主夜間中学、1998年開設）、宇陀市（宇陀自主夜間中学、2002年開設）に3校ある。3

校の公立夜間中学はすべて「夜間中学をつくる会」が開設した自主夜間中学の公立化を求
める運動が展開された結果、誕生した。3つの自主夜間中学は公立夜間中学未設置地域で
設置・運営されている。奈良県にある夜間中学に関する大きな特徴として、上記の6つの
夜間中学とそれぞれの充実を目指す6つの運動団体で構成される奈良県夜間中学連絡協議
会（1991年結成）が、年1回の総会や年数回の教育委員会との交渉、研修会など、夜間中
学充実のために様々な活動を展開していることが挙げられる。そして、奈良県にある3つ
の自主夜間中学は、公共の施設を無料借用し活動している点が共通している。西和自主夜
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間中学を例に見よう。
　西和自主夜間中学は1998年5月に「西和に夜間中学をつくり育てる会」によって開設さ
れた。当時、奈良県西和地域の斑鳩町には最大手の人材派遣会社があり、南米系日系人を
中心に300人位の外国人労働者が雇用されていた。「つくる会」の立ち上げに関わった山本
直子によれば、かれらの生活支援に関わる中で、外国人労働者とその家族に対する日本語
支援の必要性を強く感じるようになった。そのような状況の中で、奈良県夜間中学連絡協
議会の後押しを受けて、西和自主夜間中学の開設に踏み切った。
　スタッフの募集については奈良県夜間中学連絡協議会のサポートがあった。その後は、
口コミでスタッフが増えていった。交通の要所である王寺町近辺での会場確保は斑鳩町と
王寺町の両町長の配慮で実現した。斑鳩町長が王寺町長に相談し、町長の理解の下、王寺
町では広域から学習者が参加することを想定し、議会で公民館の無料貸与について審議し
了解した。そして、王寺周辺広域市町村圏協議会規約によって設けられた西和7町（平群、
三郷、斑鳩、安堵、上牧、王寺、河合）でつくる法定協議会「王寺周辺広域市町村圏協議会」
が毎年10万円を供与していくことを決めた。
　現在、学習者30名のうち29名が外国籍、年齢別内訳は10代6名（学齢児童生徒）、20代2名、
30代19名、40代3名で、日本語学習と中学校教科の教科学習がマンツーマン形式で行われ
ている。法定協議会は2021年3月で廃止されたが、2022年度以降は7町教育委員会がそれ
ぞれ1万4千円を供与していくことが決められている。
　
Ⅵ．まとめと今後の課題
　
　第一に全国の自主夜間中学には、10代～80代以上の幅広い年齢層の600名近い学習者が
学んでいることが確認された。外国人は3割を超えている。7割の団体では無料で学習の場
が設けられている。有料の場合も低額に押さえられている。24団体がマンツーマン形式の
個別学習をしている。学習者一人一人に寄り添った学習を大事にする自主夜間中学ならで
はの学習形態と言えるだろう。スタッフに報酬を払っている団体は皆無である。正義感や
善意に基づくボランティアスタッフの多様な力を活用することで、自主夜間中学は成り立
っている。
　第二に、学習者の年齢別内訳では、10代が最も多かった。この事実は、「あびこ」と「は
じめの一歩」の2団体の10代学習者が突出して多かったことに影響されているとはいえ、
10代学習者が最も多かった団体は6つあり、学習者の若年化傾向が読める。特に、学齢超
過の外国人青少年にとって自主夜間中学がほとんど唯一の学びの場となってきた事実は直
視する必要がある。関本保孝は、高校進学を希望する学齢超過の外国人義務教育未修了者
にとって、日本の義務教育保障制度が極めて未整備だと指摘している（関本 2019）。現実
的に唯一受け入れ可能な公立夜間中学が首都圏や近畿圏などに限定されているからである。

189



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

ただ、外国で9年間の学校教育歴を充たしていても、日本の中学校に在籍しておらず中学
校教科の勉強をしていない学齢超過外国人の高校進学の壁は厚い。なお、10代学習者にと
っては、基礎学力保障と高校進学が共通の基本的な課題となる。高校進学のような明確な
目標がある場合、週1～ 2回の開講では学習効果の点で自ずから限界があるため、学習方
法の工夫や関連団体との協力連携は重要な課題となり、この面での研究が問われる。
　第三に、団体別に学習者を見ると、「10代集中型」、「高齢者集中型」、「日本人集中型」、「外
国人集中型」、「10代外国人集中型」、「高齢日本人集中型」に分類される。特定の学習者の
集中化傾向が強まっていると言えるかもしれない。年齢も国籍もバックグラウンドも多様
な人々が多文化共生的な環境の中で一緒に集い、語らい、学ぶことの意義や効果が「多様
な学び」の場である夜間中学に固有なものとして捉えられてきたことを踏まえれば、この
ような傾向の是非や課題は重要な研究テーマとなろう。
　第四に、大半の自主夜間中学は、運営面で様々な課題に直面している。行政からの支援
がないか、あっても一般型で限定的なため、安定した会場と資金が確保されていない。学
習者のニーズに寄り添えば、交通アクセスが良く、使用料は無料あるいは低額で、バリア
フリーが整備され、教材などが置ける会場が理想だが、このような会場は行政からの支援
なくしては得られるものではない。北九州方式と奈良の事例は、自治体が特定型支援の下
で自主夜間中学を支えてきた極めて有意義なものであるが、いずれも1970年代後半から
1990年代にかけて開始されたものである。その後に開設した自主夜間中学へ特定型の支援
をしてきた自治体は皆無である。「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機
会の確保等に関する基本指針」（2017年3月31日）は、「・・いわゆる自主夜間中学につい
ても、・・各地方公共団体において、地域の実情に応じて適切な措置が検討されるよう促
す」と明記している。「義務教育機会確保法」（2016年12月）と「基本方針」の制定によって、
公立夜間中学設置の動きは多少進んだが、自主夜間中学への「適切な措置」は何ら進展し
ていない現実がある。
　現在、無料で会場を借用できている団体のうちの多くは、開設当初から施設や学校を無
料で使用できたのではなく、行政との交渉を経て勝ち取ってきた経緯がある。これらの経
緯や背景について、関係者自身による振り返りの記録はあるが（松戸に夜間中学をつくる
市民の会 2015）、学術的な研究はほとんどない。また、北九州方式や奈良県の事例の今日
的な意味や適応性を検証することも必要と思える（6）。
　最後に、本調査では、スタッフの7割近くを60代以上が占めていることから、高齢化の
傾向が確認された。ほとんどの団体は、スタッフ募集に関し多様な力を呼び込むために、
教員免許や各種資格の有無を問わず、特に条件を課していない。自主夜間中学の社会的意
義を広く発信するとともに、スタッフの参加動機やきっかけを丁寧に検証し、参加しやす
い仕掛けづくりを模索していく研究も問われる。
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注
（1）『全国夜間中学ガイド』（学びリンク編集部 2016）では、自主夜間中学について、ボランティアな

ど市民で運営されている民間の学習支援施設と極めて簡潔に定義されている。大会記録誌や基礎
教育保障学会関係機関ガイドでは、定義については触れられていない。

（2）本調査結果の全般的な整理については、田巻・服部（2022）を参照されたい。
（3）ヒアリングは、城南中学校「夜間学級」の川村公子氏他関係者（2021年11月11日）、我孫子自主

夜間中学 “プラスワン” の相澤裕寿氏（2022年5月9日）、西和自主夜間中学の山本直子氏（2022

年5月12日）、愛知夜間中学を語る会主宰・支援自主夜間中学「はじめの一歩」の笹山悦子氏（2022

年5月13日）を対象に行った。
（4）珊瑚舎スコーレは授業料を徴収して夜間中学を始め初等部・中等部・高等部（高等専修学校）を

運営しているNPO法人である。夜間中学は2004年に開設された。義務教育未修了者と形式卒業生
を対象にしており、形式卒業生から年間授業料38,500円を徴収している。義務教育未修了者は無
料である。沖縄県は2008年度から珊瑚舎スコーレ夜間中学校の卒業生に対する中学校卒業証書の
授与を始めた。この事業は沖縄戦で就学の機会を奪われたと考えられる1932年～ 1941年生まれの
義務教育未修了者のみを対象とした戦後処理としての支援であった。珊瑚舎スコーレはNPO法人
で、その組織的性格が他の団体とは大きく異なるので、本論V以下の議論からは外した。

（5）小島（2020）は、「歪な制度」として運営されてきた中学夜間学級が果たしてきた役割と問題点
を考察し、愛知県及び名古屋市が現在の中学夜間学級を改善し、公立夜間中学を設置する必要が
あると主張している。

（6）添田（2006）は、北九州市における官民協働方式で運営される自主夜間中学には、費用対効果の
高さ以外に、ボランタリーな組織活動の長所や蓄積が活かされた学習支援を受けるメリットなど
があると指摘している。官民協働方式がスタートして間もない段階での考察であり、現在までの
展開についての体系的な研究が問われる。奈良の夜間中学運動については、米田（2019）の論考
がある。全体的な流れは良く掴めるが、公立夜間中学増設運動および公立夜間中学中心の記述に
なっており、自主夜間中学への言及は少ない。

文献資料
愛知夜間中学を語る会（2022）『2022年度総会実施概要』。
浅野慎一（2012）「ミネルヴァの梟たちー夜間中学生の生活と人間発達」『神戸大学大学院人間発達環
境学研究科研究紀要』6, pp.125-145.

福島に公立夜間中学をつくる会10周年記念誌編集委員会（2021）『生徒が主役』。
北海道自主夜間中学校交流会実行委員会／札幌遠友塾自主夜間中学（2021）『2020年度　札幌遠友塾

自主夜間中学30周年記念　記録集』。
岩井好子編（1977）『うどん学校』盛書房。
城南中学校「夜間学級」（2018）『創立20周年記念文集 사람』。
株式会社 トークアイ（2018）『平成29年度「中学校夜間学級の設置促進等推進事業（委託研究Ⅲ）」～夜

間中学設置に係るニーズ調査ガイドライン』。
 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/07/02/　

1405716_2.pdf（最終閲覧2022年5月17日）
小島祥美（2020）「愛知県における公立夜間中学の必要性に関する考察―学齢を超過した外国人青少

191



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

年に向けた学び直し支援の充実化の視点から」『基礎教育保障学研究』4, pp.54-68.

松戸市夜間中学校をつくる市民の会編（2015）『新たな出発　松戸市自主夜間中学校の30年』。
学びリンク編集部 （2016）『実態を知り、広げよう！ 全国夜間中学ガイド』。
文部科学省（2015）「中学校夜間学級などに関する実態調査の結果について」。
 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/10/26/ 

1375982_02.pdf（最終閲覧日2022年5月17日）
野川義秋（2016）「夜間中学の誕生と移り変わり」『月明かりの学舎から』176-199頁。
奈良県夜間中学連絡協議会（2011）『奈良の夜間中学とは～奈夜中協20年の記録～』。
大多和雅絵（2017）『戦後夜間中学校の歴史 学齢超過者の教育を受ける権利をめぐって』六花出版。
埼玉に夜間中学をつくる／川口自主夜間中学三十周年誌刊行委員会編（2016）『月明かりの学舎から　
川口自主夜間中学と設立運動三十年の歩み』。

添田祥史（2006）「夜間中学の官民協働運営の可能性―北九州市における「官民タッグ」方式の可能性」
『九州教育学会研究紀要』34, pp.249-256.

添田祥史（2007）「自主夜間中学の活動と展望」『ボランティア学研究』8, pp.165-180.

関本保孝（2019）「新渡日外国人子どもの教育困難と貧困化」『貧困研究』23, pp.85-93.

「仙台に夜間中学をつくり育てる会」（2020）『仙台自主夜間中学 開講5年間の歩みと記念講演会報告書』。
田巻松雄・服部花菜（2022）「自主夜間中学の活動実態―歴史的変遷の整理とアンケート調査結果よ

りー」『夜間中学と定時制高校―現状を知り、多様な学びの場の可能性を考えよう』（研究代表者　
田巻松雄）宇都宮大学、1-19頁。

米田哲夫（2019）「奈良の夜間中学運動」『生きる 闘う 学ぶ 関西夜間中学運動50年』191-206頁。
全国夜間中学校研究会（2005）『2005年度 第51回 全国夜間中学校研究大会 大会資料』。
全国夜間中学校研究会（2021）「関係諸グループ一覧」『2020年度 第66回 全国夜間中学校研究大会 大
会発表誌』, pp.127-129.

192



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

A Preliminary Study of the Present Roles and Challenges of Volunteer 
Nighttime Junior High Schools.

　
TAMAKI,Matsuo  (Utsunomiya University)

　
　
Abstract

　Firstly, this paper mentioned the history, types, features and references concerning 

volunteer nighttime junior high schools. Then, it examined the results of questionnaires and 

interviews which had been conducted from September 2021 to May 2022 with participants 

from 27 schools. By doing so, it aimed to clarify the status quo and consider the present 

roles and challenges of volunteer nighttime junior high schools. The participants were 

divided into learners and supporters, with 581 learners and 502 supporters respectively. 

The results highlighted the following two main features: learners tended to be younger; 

especially the ratio of teenagers was the biggest among all ages. Also, a very small number 

of the 27 schools could get enough administrative support for the venues or other resources 

to be operated stably. Based on these findings, this study surveyed two schools which stand 

out in the ratio of teen learners to explore their backgrounds. It also focused on the cases of 

Kitakyusyu and Nara cities to consider the relationship between stable school operations and 

administrative supports for them. 

　
Key words:

administrative support, interview survey, questionnaire survey, the increase of young 

learners, volunteer nighttime junior high schools, 
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＜報告＞

　

札幌市立夜間中学開設の意義と今後の課題
　

　工藤慶一（札幌遠友塾自主夜間中学）
　
　
Ⅰ．札幌遠友塾自主夜間中学31年のあゆみ
　
1．夜間中学の始まりは？
　1947（昭和22）年に6・3・3制の教育制度が始まると同時に、戦後の混乱期に昼間働か
ざるを得なくなった子ども達のために開設された初の公立夜間中学校が、大阪の生野第二
中学校である。政府の外郭団体が、現在の不登校生徒数にあたる長期欠席者数の調査を
1949（昭和24）年に行い（江口 2015）、東京都と高知県が戦後の混乱の為、沖縄県は当時
アメリカの軍政下にあった為にデータを提出できなかったにも拘わらず、全国で736,620

人もの膨大な人数となった。これに未提出県の人数を考慮して「幻の100万人調査」と言
われている。全県の中で最大人数は、北海道の55,293人であり、当時の北海道の学齢生徒
の実に10.2％を占める。
　
2．北海道は、なぜ学べなかった人が多いのか？
　北海道の人口は1945（昭和20）年に約352万人であったのに対し、1951（昭和26）年に
は約439万人となり、わずか6年間で87万人も増加している。これは昭和20年3月東京大空
襲の直後に政府が「都市疎開者ノ就農ニ関スル緊急措置要綱」を閣議決定し（北国 2016）、
本州の爆撃被災者を北海道開拓者とし、更に戦後になって満州・樺太・南方諸島等からの
引揚者対策として同様の措置を取ったためである。しかし、明治以来の開拓により肥えた
土地は少なく、山間僻地に入植せざるを得なかった。この実態を、雪印乳業の前身の創設
者であり、北海道農業界のリーダー的存在であった黒澤酉蔵は、「～道路も電気もない沢
地とか荒れ地に人を押し込むという乱暴なことになってしまった。～必ず失敗する以外に
ない方法でした」と書いている（黒澤 1975）。後に大部分の人たちが離農するが、一緒に
暮らす学齢期の子供たちが学ぶ機会に恵まれなかったケースが多く、現在も道内の自主夜
間中学や札幌市立星友館中学等に辿り着く。
　他には、ポリオ等の病気・中国残留孤児と家族・不登校と引きこもり等の理由による形
式的な卒業者・経済格差による若い人の経済的困窮・無戸籍・外国にルーツを持つ人たち等、
時代の変化の中で、新たな人たちが夜間中学を目指すようになる。
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3．夜間中学に集う人たちと札幌遠友塾の開校
　読み書きが十分でないため、最近では胆振東部地震でラジオから流れる避難所に行けな
い、コロナ禍の中で10万円のコロナ特別給付金申請やワクチン接種の手続きができない等
の事態に直面するので、スタッフのフォローそのものが授業の一環となっている。また国
勢調査の記入も、以前は分からないので捨てていたという。投票に行けないことや、役所
などの手続きを代筆してもらう等の辛さを抱える人は今も存在する。
　1990（平成2）年4月、「学ぶことが生きることの証と喜びになる」という言葉をスロー
ガンに、札幌市民会館で約100人の受講生が集う札幌遠友塾自主夜間中学の授業が始まる。
校名の由来は、1894（明治27）年から1944（昭和19）年まで50年間続いた遠友夜学校か
らいただいた。創設者は新渡戸稲造氏で、「遠友」とは、見ず知らずの人とも仲良くやっ
ていけるという意味を持ち、夜学校のスタッフに当時の札幌農学校の学生の中から「遠友
になれる人」に担ってもらったと記録にある。
　1996（平成8）年に68歳で入学した故桑山玉枝さん（2020［令和2］年4月逝去）の文章
（桑山 2021、原文 2006）には「覚えられない自分が情けなくて、自宅の窓から見える藻岩
山に向かって、何度も涙を流しました。スタッフのYさんに辞めようかと相談もしました。
「もう少し頑張って」と励まされて、気を取り直しました。」とある。めげようとする受講
生がやめないよう、必死になって支えることが、スタッフの第一の役割であることが続い
たため、いつしか私たちは「教える」のではなく「ともに生き、ともに学ぶ」のだという
思いを持つようになってきた。「遠友になれる人」とは、こういうことなのかと得心でき
たのである。
　
4．教室場所確保の苦しみと輪の広がり
　2002（平成14）年北海道新聞に「札幌市民会館　耐震構造のため5年後取り壊し」とい
う記事が載り、以後7年間にわたる札幌遠友塾の教室場所の確保を巡る市との長く厳しい
交渉が続く。2007（平成19）年3月に市民会館が閉鎖され、取り敢えず2年間札幌市教育文
化会館に会場を移した後、多くの方のお力添えで2009（平成21）年4月札幌市立向陵中学
校の校舎をお借りして、夢の授業が始まる。
　この過程の険しい現実が、自主夜間中学が単独で行政に当たるのではなく、市民も巻き
込み全道・全国的視野で交渉を進めるきっかけとなり、遠友塾と別に2007（平成19）年5

月に「北海道に夜間中学をつくる会」を設立した。同会は札幌市議会と道議会の全会派に
働きかけながら、道と札幌市に五項目（自主夜間中学支援・公立夜間中学設置・小中学校
への大人の入学・訪問教育の実施・行政文書に平仮名振りを等）の要望を提出した。15年
を経た現在も、その活動を継続している。
　2020（令和2）年3月からはコロナ禍のため向陵中学を使用できず、現在は休館・休塾
の場合を除き教育文化会館を使用。今後については、コロナ収束の見通しが立たない上に
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2023（令和5）年1月から約2年に渡り、向陵中学の全面建替えと教育文化会館の改修工事
とが重なり、教室の確保が不透明になっている。このため札幌市とは話し合いの最中である。
　なお2008（平成20）年には旭川遠友塾が、2009（平成21）年には函館遠友塾と釧路「く
るかい」の3自主夜間中学が開校し、現在に至っている。毎年9月に全道自主夜間中学交流
会を開催し、記録集を発行している。新年度は「星友館中学」もこの輪に加わり、名称を「全
道夜間中学交流会」と改める予定である。
　旭川は、現在「旭川に公立夜間中学をつくる会」と連携している。
　
Ⅱ．公立夜間中学の設置に向けて
　
1．なぜ公立夜間中学設置を要望書の項目としたか？
　「今できることから始める」として開校した札幌遠友塾自主夜間中学が、公立夜間中学
設置を求めるようになってきた契機は以下の三つである。
　一つは、全国夜間中学校研究大会での授業見学で、東京の新星中学（現在の三宿中学）
で残留孤児のクラスを訪れた際に、中国語をマスターした上で日本語を教えていた教師に
感銘を受け、専門性の必要性を痛感したからである。二つ目には、本来、義務教育は国と
地方自治体が責任を負うべきものだとの思いがあり、電話で学びの場を問い合わせてきた
来た人に教育委員会は「遠友塾を紹介する」だけでいいのか、一緒に担えないのかという
素朴な疑問があったからである。第三に、遠友塾が教室場所確保で困りぬいていた時に、
公立夜間中学設置という要求を掲げなければ、行政は真剣に話を聴く構えには無かったか
らである。
　
2．議会への働きかけと教育機会確保法の成立
　「北海道に夜間中学をつくる会」は、まず札幌市議会の全会派の文教委員と幹事長に、陳
情提出を前提とした夜間中学の理解を求めていき、2008（平成20）年1月の文教委員会で「義
務教育を受ける機会が実質的に得られていない人たちへの修学保障を求める陳情」を審議
したが、継続審議となり3月末に廃案。しかし、全会派の数多くの議員と知り合いになれ
たことが最大の収穫であった。以後、現在に至るまで活動を継続できたことの源となる人
との繋がりが、この時に確かにできたのである。
　私たちの発議により、札幌市議会と北海道議会で、2012（平成24）年と2014（平成26）
年の二度に渡り、国への意見書提出の審議が行われ、本会議で全会一致可決成立したため、
政府・文科省に意見書が提出された。2012（平成24）年は夜間中学の法整備に関するもの
で全国初、2014（平成26）年には国勢調査教育欄の質問項目改善等に関するもので全国で
唯一の意見書である。長年の関係者の努力により徐々に文科省の理解も進み、全国夜間中
学校研究会は2012（平成24）年から2015（平成27）年にかけて毎年夏に国会議員会館で
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夜間中学の法整備に関するシンポジウムを開催。国会議員連盟の結成と活動から、超党派
議員立法により2016（平成28）年12月に待望の教育機会確保法が成立した。この法律は「教
育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、年齢又は国籍その他の置かれてい
る事情にかかわりなく、教育を受ける機会が確保されるようにする」ことを基本理念とし、
国と地方自治体が責務とし財政上の措置をふまえて実施することとなっている。これを受
け、私たちは札幌市に「公立夜間中学校のすみやかな設置を求める陳情」を提出。2017（平
成29）年2月に文教委員会で審議が行われ、全会一致で可決し、本会議でも採択された。
　一方、北海道教育委員会主催の、教育機会確保法第15条にある協議会規定に準ずる協議
会を2017（平成29）年11月より2021（令和3）年3月までの間に8回開催し、第4回（2019

年1月）では札幌市に公立夜間中学設置を確認し、また「札幌遠友塾」と「北海道に夜間
中学をつくる会」は第3回（2018年7月）に公立夜間中学の在り方を提言し、第7回（2020

年10月）には札幌市立夜間中学の各市町村間の経費分担と就学援助の調整・道立の定時制
通信制高校に夜間中学設立の提言を行っている。
　
Ⅲ．札幌市立星友館中学校の開校
　
1．開校までの経緯
　2017（平成29）年2月の陳情採択から2年後の2019（平成31）年2月、札幌市議会本会議
で長谷川教育長が公立夜間中学設置を検討するとの答弁を行い、4月の札幌市長選で候補
者の2人が共に公立夜間中学の設置を公約にかかげ、市教委学校教育部に夜間中学専任の
担当者が決まり、以後毎週のように遠友塾を訪れ、私たち当事者の話を熱心に聴きに来る
ようになった。この姿勢が、後の公立夜間中学の設置基本計画案作成の決め手となったと
思われる。
　9月には同教育長が、2022（令和4）年4月の市立夜間中学の開校を宣言。10月には札幌
遠友塾が第73回北海道新聞文化賞を受賞し、また夜間中学の映画「こんばんはⅡ」の全国
キャラバンが札幌からスタートした。この集まりに参加された札幌市の教育部長に冒頭の
ご挨拶もいただいた。12月から翌2020（令和2）年1月にかけて、札幌市教委による当事者
に届くアンケートが実施され、札幌市立公立夜間中学の基本計画の素案が作成され、6月
から7月にかけて8人の委員による「公立夜間中学の在り方検討委員会」が4回開催された。
工藤もこの委員の一人となり、思う存分自主夜間中学の経験をお伝えすることができた。
こうして12月の教育委員会議に設置計画原案が示された後、2021（令和3）年2月に行なわ
れたパブリックコメントにおいて、最も意見の多かった修業年限6年以上の在学要望につ
いては、在籍上限6年という文言が、在籍上限 “原則” 6年に変更され、6月に正式発表された。
　またパブリックコメントと同時に募集した数多い校名案の中から、校名検討委員会（在
り方検討委員が全員留任）の3回に渡る検討会議により、学校名が「札幌市立星友館中学校」
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と決定した。
　
2．札幌市立星友館中学校の際立った特徴
1）目指す姿
　星友館中学の目指す姿には『生徒の誰もが安心して、学びの主役となれる多様性を尊重
する学校』と書かれている。誰もが安心・生徒が主役・多様性尊重という理念の中で「学
びの主役は生徒」という言葉に、遠友塾での経験の一例を重ねてみる。遠友塾では卒業修
了式において、一人一人に証書の授受が行われる際の名前読み上げを「○○さん」とし、
呼び捨てにすることはない。「ともに生き、ともに学ぶ人」を呼び捨てにする気には、ど
うしてもなれなかったからである。これを星友館の先生にお伝えすると、星友館中学でも
名前を呼ぶときには「○○さん」で統一するお考えとのことである。
　まったく嬉しいかぎりである。
　
2）現時点では最善の機能を備えた夜間中学
○単独校：設置形態を単独校とすることにより、教育活動の充実と独立性が重視され教
員数は校長を含めて11人が配置される（1学年1学級3学年、120人募集）。

○近隣市町村在住の方たちの受け入れ：近隣11市町村と交わしている「さっぽろ連携中
枢都市圏」の機能を活用し、経費按分と就学支援制度に関する調整を進める。

○資生館小学校の建物を使用：市内全域からの交通アクセスが便利で、校舎がバリアフ
リーであり、活用可能なスペースがあり早期開設が可能である。

○修業年限：小学校からの学びを希望する方が多く、前掲の「上限原則6年」に。
○柔軟な入学制度とするため9月までを入学可能期間とし、高校への進学や就職を目指

す人の適切な学びの期間として中途学年の2年・3年からの編入学も可能。
○学ぶ環境
・少人数指導体制の充実や学びのサポーターとの連携による支援体制。
・養護教員の配置とスクールカウンセラー等の派遣。
・身体的、経済的な事情で学校生活を断念することがないよう施設と設備の配慮を検
討し、学校行事や教材の工夫による負担費用の低廉化に努め、生活保護の教育扶助
を包含する札幌市の就学支援制度を確立し、給食も用意する。

・日本語指導のため、理解度に応じた複数の授業を実施し、通訳の活用も行う。
○関係機関との連携と継続的改善への取り組み
・様々な取り組みについて、以下の関係機関や団体との連携を検討していく。
札幌市若者支援総合センター、公益財団法人札幌国際プラザ
札幌遠友塾自主夜間中学、札幌市立大通高等学校

・常に変化し続ける必要性から、学校評議員制度等を積極的に活用し、広範な関係者
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の意見を聞きながら継続的に運営状況を把握し、改善に向け取り組む。
　
　＊この他に教員の研修体制の整備や人事交流を通じて理念の普及と資質の向上を目指
し、市民への広報周知に努める等がある。尚、学齢者の入学ができないということが唯
一の課題として残っているので、今後は不登校特例校申請を含む広範な検討が必要とな
る。現在のところ、様々な面で細部にわたる入学希望者への配慮が感じられ、本当にど
のような学校ができるのか楽しみである。さらに札幌出身のシンガーソングライターで
ある半﨑美子さんの作詞・作曲の校歌「私の物語」も、希望にあふれ心に響いてくる。
札幌遠友塾でも愛唱歌として歌い続けていけたらと思う。
　
3）札幌遠友塾自主夜間中学と札幌市立星友館中学校との共存
　公立夜間中学と自主夜間中学の共存の在り方について、新たな時代に入ることは間違い
ない。当事者に届くアンケート調査の結果（遠藤他 2018）は、公立夜間中学入学希望者と
入学しない人が拮抗していた。入学しない人の理由は、高齢と仕事の忙しさのために毎晩
は通えないからである。更に、やっと家から出ることができるようになった若い人が、毎
晩の通学が可能となるためには、まず自主夜間中学で週に一度か二度足慣らしをし、年配
の受講生から受ける暖かく優しい雰囲気の中で経験を積み、その上で公立夜間中学に入学
するという、ゆったりした考えがいいと思う。少なくとも、学齢期の若い人が遠友塾に来
て元気になる姿を見る経験からはそう言える。既に遠友塾から星友館へ入学する人・逆に
星友館に入ろうと思った人が遠友塾へ入学するというケースが複数出てきている。この意
味で学びの場の、車の両論として「札幌遠友塾」は「星友館中学」と共に歩む存在でありたい。
　
Ⅳ．広い北海道における基礎教育保障のこれからについて
　
　全国で2番目に未就学者が多い北海道は、国土の22％を占める面積を持つ。このため広
大な地域をカバーしつつ、冬場の雪やツルツル路面を考慮に入れた通学保障という問題に
取り組み、工夫を重ねた上で夜間中学に必須である「対面での授業」を実現していきたい。
そうでなければ、学びの場そのものが絵に書いた餅になってしまう。今後は札幌市におけ
る公立夜間中学の経験をふまえ、全国の公立夜間中学に関する様々な情報を参考に、関係
する多くの人たちによる検討を行い、知恵と熱意を結集する必要がある。
　既存の公立夜間中学は全国で36校あるが、これに文科省の方針である全県と全政令指定
都市各々に少なくとも1校開設の動きを進め、今後は人口20万人以上の中核市（函館と旭
川が該当する）にも拡大することを政府に求めたい。2022（令和4）年4月に開校する人口
6万人の香川県三豊市は、不登校特例申請を行う等、特色のある公立夜間中学を設置する。
熱意と工夫があれば、政令指定都市以外の自治体の開設も可能であることを示している。
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　現在道内で自主夜間中学のある函館・釧路・旭川での設置検討をまずは進めるべきであ
る。この設置形態を、市立とするか道立とするかの判断をしなければならない。一般的に
は広域を扱う道立定時制高校・通信制高校に夜間中学を設け、更に通信制夜間中学と遠隔
教育特例校の検討をしていかなければならない。ただし通信制の場合でも居住地域で有償
ボランティア・自主夜間中学によるフォローが前提である。
　「北海道に夜間中学をつくる会」は2021（令和3）年11月に函館と釧路の教育委員会と、
地元の自主夜間中学の関係者と共に、夜間中学設置に関する意見交換をオンラインで初め
て行った。また1月には旭川市長並びに教育委員会と対面での意見交換を行った。更に2月
には道教委主催の協議会の中のワーキンググループのオンライン会議が開催され、構成員
として星友館中学校長と函館・釧路・旭川の市教委担当者、北海道大学の横井氏や工藤他
が参加した。今年5月に予定されている国勢調査の義務教育未修了者（未就学者含む）の
データを整理の上で、この会議を通じて検討を進めたい。政令指定都市ではない地域の問
題であるので、道と道教委の姿勢が鍵を握ることになる。
　私の夢は、北海道の14振興局管内全てに夜間中学が設置されることである。
　自分の73歳という年齢を見据え、道のりは長くなるが、希望を持って歩みたい。

　（2022年2月）
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＜報告＞

　

札幌市立夜間中学の構想
　

工藤真嗣（札幌市教育委員会）
　
　
Ⅰ．はじめに
　
　札幌市は、2022（令和4）年4月に、北海道・東北で初となる公立夜間中学「札幌市立星
友館中学校」を開校する。開校に当たり、札幌市教育委員会（以下、市教委）は2020（令和2）
年に「札幌市における公立夜間中学の在り方検討委員会」を設置、2021（令和3）年3月には「札
幌市公立夜間中学設置基本計画（以下、基本計画）」を策定し、現在、開校に向け準備を進
めているところである。
　このたび、貴学会研究大会シンポジウムにおいて、本校の構想について発表する機会を
得たので、その発表内容及びその後の取り組み状況等について報告する。
　
Ⅱ．報告内容
　
1．公立夜間中学設置までの経過について
　「北海道に夜間中学をつくる会」が2007（平成19）年に設立され、公立夜間中学設置の
要望が市教委に寄せられていたが、2016（平成28）年の教育機会確保法の成立等、公立夜
間中学の設置に向けた諸条件が整っていくことにより、北海道、札幌市としても、公立夜
間中学の設置に向けた検討が大きく進んでいくことになった。
　2017（平成29）年2月の定例市議会において、北海道に夜間中学をつくる会、札幌遠友
塾自主夜間中学から提出された「公立夜間中学のすみやかな設置を求める陳情」が全会派
の賛成で採択され、同年10月には北海道教育委員会（以下、道教委）が「夜間中学等に関
する協議会」を設置し、札幌市も参加した。
　2019（平成30）年1月に行われた第4回協議会において、設置主体の議論とは別に、設置
場所として「札幌市内に設置することが適当」との意見が集約された。これを踏まえ、札
幌市において、道教委と調整を図りながら設置に向けた具体的な検討を開始することにな
り、同年9月の市議会において、2022（令和4）年4月の開校を目指すことを表明した。
　2020（令和2）年2月には、札幌市民が公立夜間中学に期待すること等を把握するため、
アンケートを実施した。そして、同年6月には、学識経験者、自主夜間中学関係者、若者
支援施設職員、国際プラザ職員、各校種の校長の代表からなる「札幌市における公立夜間
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中学の在り方検討委員会」を設置し、各委員から札幌市が設置する公立夜間中学の目指す
姿等についての意見を聴取した。これを元に、2021（令和3）年2月に基本計画の案を取り
まとめ、札幌市議会に諮るとともに、パブリックコメントを経て、3月の教育委員会会議
において策定した。
　また、校名案についても、校名検討委員会にて検討し、教育委員会会議において札幌市
立星友館中学校に決定した。
　2021（令和3）年4月には、市教委に夜間中学担当課（教員課長1名、教員係長2名、学校
事務職員1名）を設置し、教育推進課事務係長1名を加えた5名で開校準備を進めることと
なった。6月には札幌市立学校設置条例を改正し、2022（令和4）年4月の星友館中学校開
校が決定した。
　なお、校名の由来であるが、星友館の「星」は多様性の尊重と自らの夢や願いに向かっ
て自分らしく学ぶこと、「友」は互いの尊重・助け合い・支え合いで、新渡戸稲造先生の
札幌遠友夜学校の理念にも通じている。「館」は、札幌では集い学ぶ場を表すことばとし
て用いられてきており、本校においても「館」を用いることとした。学校に集う人たちみ
んなが互いに支え合い、高め合いながら共に学ぶこと、喜びと誇りをいつまでももてるよ
うな学校になってほしいという願いが込められている。

2．目指す学校像（札幌市が設置する公立夜間中学の目指す姿）
1）札幌市における公立夜間中学の設置に係る基本方針
　目指す学校像について、基本計画では、目指す姿として「生徒の誰もが安心して、学び
の主役となれる多様性を尊重する学校」と示されている。これは、学齢期において十分に
学ぶことができず、その後も学ぶ機会を得ることができずに困難を抱えながら生活してい
る方もいること、また、札幌市においては、高齢者層、不登校層、外国籍層のどの層にも
一定の入学ニーズがあり、多様な生徒が在籍されることが想定されたこともあり、「安心」
「多様性」というキーワードを用いることとなった。
　また、この目指す姿を具現化するための学校づくりの視点が2点設定されている。
　「一人一人の夢や願いの実現につながる多様性を尊重した学校づくり」では、学び合い
や多様さの尊重、小学校の学習内容を含めた学び直し、基礎基本を大切に実社会で活きる
学ぶ力の育成、自己を表現する機会の設定、日本語指導、体験的な学習による社会性の育成、
進路探究学習に取り組むこととしている。
　「生徒の誰もが安心して学びの主役となれる学校の環境整備」では、少人数指導体制、
ボランティアとの連携による学習支援体制、教育相談体制、バリアフリー施設、経済的支援、
日本語や日本文化への不安に配慮することが示されている。
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2）学校教育目標、目指す姿
　これらのことを踏まえ、学校教育目標を「『学ぶ＝（は）いきる』～より自分らしくあ
るために～」と定めた。自らの意思で学ぶことを選んだ夜間中学の生徒にとっては、まさ
に学ぶことは生きることであり、生きることは学ぶことであると言える。本校は、学びを
通して自分の人生をより自分らしく生きるための学校でありたい、生徒も教師も共に学び
合い、自分のよさを活かしたり、他者に活かされたりしながら成長する場でありたいとの
願いを込め、このように設定した。
　また、目指す生徒の姿として、「自分らしい生き方の実現を目指し、学び続ける生徒」、「自
分を活かし表現することに挑戦し、共に学び合う生徒」、「違いを認め合い、大切にし合え
る生徒」の3点を、目指す学校づくりとして、「生徒の困りや願いに寄り添う教職員」、「開
かれた学校・つながる学校づくり」、「変化し続ける学校づくり」の3点を掲げた。特に、「変
化し続ける学校づくり」については、多様なニーズの変化に対応できる学校づくりの視点で、
常に生徒や市民のニーズを把握し、学校の在り方を見直し続けることが大切だと考えている。
　
3．単独校とした理由
　様々な理由によりこれまで十分に学ぶことができなかった方々の多様な教育的ニーズが
ある中、義務教育を受ける機会を実質的に保障するためには、生徒一人一人の状況を適切
に把握した上で、学習状況に応じた少人数による学習や複数教員によるサポート等、きめ
細かな対応が必要である。そこで、充実した学校運営体制の構築に向け、日々刻々と変化
する学校課題を校長が自ら肌で感じ、リーダーシップが発揮できるよう、校長を専任にす
るとともに、独立性を担保し、かつ、より多くの教職員を配置できる単独中学校として設
置したところである。
　
4．教育課程・教育活動
1）授業について
　授業については、6つのコース別に授業を行う予定である。当初、日本語指導を行うコ
ースと一般のコースに分け、それぞれのコースに、学習状況に応じたコースを3コースず
つ設定する想定であった（表1）。
　ベーシックコースは第1学年、スタンダードコースは第2学年、チャレンジコースは第3

学年のイメージではあるが、コースと学年を紐づけている訳ではなく、第1学年でスタン
ダードコースを選択してもいいし、第2学年でベーシックコースに所属してもいいことと
している。どのコースで学ぶかについては、生徒一人一人との面談を踏まえて決めていく
予定である。
　星友館中学校は、原則として最大6年まで在籍が可能となっている。また、第2学年、第
3学年に編入学することも可能なので、生徒の学びの状況や卒業後の進路希望等に対応で
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きるよう、所属学年やコース選択をフレキシブルに行えるようにした。
　授業の内容や進め方としては、ベーシックコースを中心に小学校段階の学び直しを含む
授業を行うとともに、学活や総合的な学習の時間、道徳、音楽、保健体育については学級
ごとに実施し、美術や技術・家庭は学年合同で行うことを想定している。英語については、
ALTの活用も予定している。
　また、ICTを効果的に活用するとともに、理科の実験等、体験的な学習活動をできるだ
け取り入れながら、学ぶ意欲を高め、基礎基本の定着を図る。星友館中学校においても、
GIGAスクール構想に基づく一人一台端末を導入するとともに、電子黒板と連動させ、よ
り分かりやすい授業づくりを進める。

　なお、9月下旬から生徒募集を行っており、入学希望者全員と個別の相談を実施している
が、日本語指導が必要な外国籍・外国にルーツのある方の人数が予想より少ないこと、また、
小学校段階からの学び直しが必要な方が多くなっていることを踏まえ、日本語指導を行う
コースを減らし、学び直しを重点的に行うコースを増やすことを検討しているところである。
　
2）学校行事について
　学校行事についても、夜間中学の特徴を踏まえたものを検討中である。校外学習につい
ては、夜間に行われるイベントへの参加等、夜間中学ならではの活動を検討しているほか、
スポーツ交流会や文化学習発表会等の学校行事を予定している。文化学習発表会で制作し
た作品は、例えば、3部制定時制高校である市立札幌大通高校の学校祭での展示等、学校
外での展示についても検討しているところである（表2）。

表1　コース別時間割（基本例）
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5．困りのある生徒への支援体制
1）学習支援について
　コース別授業の中で、可能な限り少人数指導を行う
予定である。特に、加配教員等の配置状況にもよるが、
小学校段階の学び直しを行うコース・授業を中心にテ
ィームティーチングを組む。また、学習ボランティア
による支援も予定している。
　
2）相談支援体制について
　教育相談を計画的に（年5回）実施するとともに、スクールカウンセラーを一般の中学
校と同様に週7時間45分配置する。また、生徒の福祉・医療的な困りに対応するため、市
教委からスクールソーシャルワーカーの派遣を要請できる体制も整えている。
　
3）経済的支援について
　就学援助の類似制度（夜間中学就学支援制度）を整備した。支給基準は札幌市の就学援
助制度に準じており、支援内容は、学用品費（日額135円）、校外学習に係る費用（入館
料、貸切バス料金等の実費）、生徒会費（実費）、日本スポーツ振興センター共済掛金（年
額460円）、給食費（日額300円）、通学費（通学定期券の額を上限）となっている。
　なお、給食について、仲間づくりや食育の側面から実施することとした。学校給食の手
法ではコストがかかりすぎるため、仕出し弁当を給食として提供する。1食当たり550円程
度を想定しており、費用は、本人負担と公費負担で賄う予定である。
　
4）関係機関との連携について
　困りのある生徒への支援を含め、よりよい学校づくりのため、様々な関係機関との連携
を図ることとしている。
　札幌市若者支援総合センターは、様々な悩みを抱える若者の相談を受け支援する機関で
ある。相談者の中には、不登校等で中学校を形式的卒業した方もいるので、星友館中学校
での学びに繋いだり、卒業後の進路・支援相談等の連携が想定される。
　札幌国際プラザでは、SNSを用いた外国籍の方への情報発信も行っており、すでに星友
館中学校のことも情報を流していただいている。通訳や翻訳、困りのある外国籍の方に係
る個別の相談等での連携を想定している。
　札幌遠友塾自主夜間中学は、30年を超える豊富な指導実績があり、市教委職員や教育課
程等を検討するプロジェクトの委員（現場の教員により構成）が視察し、指導方法や配慮
事項等について教授いただいている。開校後も、教員研修等、様々な面においての連携を
想定している。

表2　年間の主な行事予定例
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　市立札幌大通高等学校は、午前、午後、夜間の三部制の定時制高校である。働きながら
学ぶ生徒、中学校で不登校傾向だった生徒、年齢がかなり上の生徒、心身に不調や障がい
がある生徒、日本語が得意でない生徒が社会とのつながりを意識した学びを行っており、
多様性を重視した学校であることから、教育活動や研修等で連携を図っていく予定である。
　このほかにも、必要に応じて、医療や福祉等、様々な関係機関と連携を図ることを想定
している。
　
6．近隣市町村からの生徒受け入れ
　札幌市が設置する学校であることから、入学対象者は札幌市民が原則であるが、現時点
で公立夜間中学は北海道内に1校であり、連携の意向がある近隣市町村に在住の方につい
ても受け入れる方向で検討してきた。
　今回、札幌市を含め12の市町村で形成する「さっぽろ連携中枢都市圏」の枠組みを活用
することとし、札幌市以外の11市町村と調整を進めた。この枠組みであれば、札幌市の通勤・
通学圏となっていること、また、すでに連携のスキームがあることから、現実的な進め方
であろうと判断したところである。2021年6月中に11市町村と応分負担等に係る覚書を締
結した。それぞれの市町村において、住民に対し、札幌市に公立夜間中学が設置され、当
該住民を受け入れていることについて広報している。
　応分負担については、生徒が居住する市町村に対して、教職員の人件費を除く学校運営
費について、生徒人数割で負担を求めるほか、就学援助類似制度の対象となる生徒がいる
場合は、その実費を負担いただくこととしている。また、近隣市町村住民の受け入れに当
たって、北海道教育委員会に対しては教員の派遣を依頼している。
　なお、就学援助類似制度については、11市町村の生徒についても、札幌市が決定した支
給基準・支給内容で実施することについて、11市町村と調整済みである。
　その他の市町村についても、覚書が締結できれば生徒を受け入れる予定であるが、地理
的に札幌の夜間の学校に通学可能な市町村は限られる。
　
7．課題
　開校するに当たり、主な課題について3点示しておく。

1）広報について
　夜間中学が必要な方に夜間中学のことを知っていただくこと、つまり広報の充実が重要
と考えている。公立夜間中学は、これまでも多くの報道機関で取り上げられ、また、札幌
遠友塾や札幌市若者支援総合センター、札幌国際プラザにそれぞれ協力いただき、必要な
方に情報が届くよう努めてきたところである。
　新聞社やテレビ局、地元情報誌に、シンポジウムや学校説明会の様子について取材して
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いただいた。新聞の記事を見て夜間中学のことを知ったという方も多かったが、テレビの
力は大きいものがあった。テレビだと、新聞を読むことが苦手な方にも伝わりやすく、実際、
テレビ番組の放送後には入学願書の提出が増えた。
　市教委としても、報道機関に星友館中学校のことを取り上げていただけるよう努めてき
た。校歌の制作について、作詞作曲を札幌出身のシンガーソングライターである半﨑美子
氏に依頼し、編曲については、半﨑氏が同じく札幌出身の音楽プロデューサーである蔦谷
好位置氏に依頼していただいた。半﨑氏は、札幌遠友塾や東京の夜間中学を訪問して夜間
中学に通う方からお話を伺い、学びたくても学ぶことができなかった方々に寄り添った楽
曲を制作した。2021（令和3）年12月に、市教委が調査相談・情報提供に特化した『課題
解決型図書館』として整備した「札幌市図書・情報館」において、札幌遠友塾等の関係者
を招き、報道機関向けの校歌お披露目会を開催した。半﨑氏から校歌に込めた思いをお話
しいただき、校歌を披露していただいたあと、楽譜プレートが半﨑氏から秋元札幌市長に
手渡された。このお披露目会の様子を、新聞社が記事にするとともに、複数のテレビ局が
地元ニュース番組で大きく取り上げ紹介した。
　また、校章のデザインは、札幌の中学生から募集した。応募があった422作品の中から
市教委において10作品を選定し、札幌市公式ホームページ上に掲載した。閲覧者に投票を
依頼し、最も多くの得票を得た作品を校章のデザインに採用したのだが、このことも報道
機関に情報提供し、新聞で取り上げられた。
　各報道機関においては、これまで様々な事情で十分に学ぶことができなかった方にこの
学校のことを知っていただきたいとの思いをもって報道していただいている。報道の仕方
も、単に学校の概要を伝えるだけでなく、入学希望者個人にスポットを当て、これまで十
分に学ぶことができなかった事情や公立夜間中学で学びたいという気持ちを伝える等、ど
のような人が通う学校であるのかがとても分かりやすく表現されている。
　広報に関する課題として、今は、来年開校というタイミングであり、しかも北海道・東
北で初となる公立夜間中学ということで、報道機関の注目度が高いのだが、継続的に学校
のことが広報されるための工夫が必要であると考えている。来年度からの生徒募集に活用
できるよう、今年度中に長短2種類の広報動画を作成する予定である。4分程度の長い動画
は学校説明会やホームページ等で活用し、15秒の短い動画は、人通りの多い地下道に設置
されているデジタルサイネージで放映する予定である。開校後の学校配当予算は、原則的
には他の中学校と同じ基準での配当となるので、少ない予算の中で工夫しながら広報に努
めていく必要がある。
　
2）教員の配置について
　きめ細かな指導・支援を行うためには、少人数指導は必須であり、教員はできるだけ多
い方が望ましい。教員の確保については、おそらく全国の夜間中学共通の課題なのではな
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いかと考える。
　夜間中学で学びたいという方の中には、子どものころに学校で学んだ経験がなく学校で
の学びについていけるか心配している方や、病気や障がいにより十分に学べなかった方が
少なくない。他者との関わりに不安な気持ちをもっている方もいる。このように、困りや
不安、心配な気持ちを抱えながらも、勇気をもって夜間中学での学びを決断した方々が安
心して学び続けることができるためには、きめ細かな支援が必要であり、場合によっては
マンツーマンの体制が必要となる状況もあり得ると想定している。
　文部科学省では、教員の加配措置については夜間中学への配慮がなされているが、定数
配置については一般の中学校と同様の基準となっている。定数配置基準における夜間中学
への配慮について切に願うところである。
　札幌遠友塾では、多くのスタッフによる手厚い学習支援・指導が行われている。星友館
中学校でも、学習支援ボランティアを募集し、学びに困りのある方への支援を充実してい
く予定である。学習支援ボランティアと教員の協働による効果的な支援・指導のためには、
学習支援ボランティアと教員との事前の打合せが重要となる。今後、スタッフ間の情報共
有のノウハウや留意点等についても、札幌遠友塾から学んでいきたいと考えている。
　
3）日本語指導について
　札幌においては、日本語指導に携わっている教員が少なく、小中学校を巡回して日本語
指導を行っている加配教員については市教委が、外国籍生徒を受け入れ日本語指導を行っ
ている大通高校では教員が工夫を凝らしながら、それぞれ研究・研修を行っているところ
である。今後は、星友館中学校が中心になりながら、市教委と連携し、札幌市立学校で日
本語指導を行っている教員が一緒になって研究・研修を充実させ、指導力を向上していく
必要があると考えている。
　
Ⅲ．終わりに
　
　入学願書を提出した方との個別相談では、入学希望者から「子どものころ学校で学ぶこ
とができなかったので、学べるところがないか探していた」、「このような学校ができてと
ても嬉しい」との声が寄せられている。中学校で十分に学べなかった事情は様々であるが、
学びたいという気持ちは同じであり、その学びたいという気持ちに十分応えることができ
るよう、しっかりとした準備が必要だと認識している。
　また、これまで十分に学ぶことができなかったことに起因して、生活面でも困りを感じ
ている方もいることに配慮し、必要に応じて関係機関とも連携を図りながら、様々な支援
をすることが期待されていることにも留意する必要がある。
　東北・北海道地区で初となる公立夜間中学ということで、公立夜間中学は近隣にはない
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状況であるが、幸いなことに、札幌には30年以上の実績のある札幌遠友塾自主夜間中学
があり、今後もノウハウを学ばせていただきながら、支援・指導の充実に努めていきたい。
また、全国の夜間中学や関係団体等とも連携を図ることで、学校運営に生かしていきたい
と考えているところである。
　生きることは学び続けることであるように、学校が「生きて」いくことは、学校が「学
び続ける」ことなのだと考えられる。開校後も、多くの人から学び、よりよい方向に改善
し続ける学校づくりを進めていきたい。
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＜報告＞

　

北海道における夜間中学校等の在り方についての検討状況と課題
　

行徳義朗（北海道教育庁学校教育局義務教育課）
　
　
Ⅰ．はじめに
　
　2016（平成28）年12月、超党派による議員立法により「義務教育の段階における普通教
育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（以下「教育機会確保法」という。）が制
定され、2017（平成29）年3月には、法第7条第1項の規定に基づく「義務教育の段階にお
ける普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」（以下「基本指針」という。）
が文部科学省から示された。
　このことを踏まえ、北海道教育委員会（以下「道教委」という。）では、札幌市教育委
員会と連携した調査研究の実施や、「夜間中学等に関する協議会」（以下「協議会」という。）
を立ち上げる等して、道内における公立夜間中学の設置等、義務教育未修了者等に対する
教育機会の提供の在り方について検討を進めてきた。
　このような中、2019（令和元）年9月には、札幌市が公立夜間中学の設置を表明し、2022（令
和4）年4月の開校に向け、具体的な準備が進められている。
　一方、道教委が令和元年5月に行った調査では、札幌市以外の地域において、教育機会
確保法や基本指針の趣旨に沿った教育機会の提供や実態の把握等が行われているのは、1

市のみという状況であった。また、これまでに開催してきた協議会では、夜間中学等に関
する各自治体や住民の理解をさらに深める必要があるとの意見をいただいている。
　道教委では、公立夜間中学設置等による教育機会の確保等について、市町村における理
解が一層促進されるよう、教育機会確保法等の趣旨や、教育機会の確保のための道内外の
実践事例等を取りまとめ、資料を作成し周知を図っているが、今後は、札幌市に開校する
公立夜間中学校の動向等にも注視し、広域な本道の特性に応じた札幌市以外の地域におけ
る夜間中学の設置の在り方について、検討を進めていかなければならない。
　
Ⅱ．北海道教育委員会におけるこれまでの取り組み
　
1．2015（平成27）年度
　国会議員超党派による夜間中学の設置を推進するための議員立法成立に向けた動きが活
発化していく中、文部科学省において未設置道県への促進を図るため、委託事業を実施す
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ることとなった。
　このような背景の中、道教委は、札幌市教育委員会と連携し、文部科学省の委託を受け、
公立夜間中学の設置に関する課題や対応の在り方等、調査研究事業を実施した。
　調査研究の主な内容は、道内（札幌、旭川、函館、釧路）の自主夜間中学の生徒・運営
スタッフを対象としたアンケート調査による、夜間中学に対するニーズや必要な配慮事項
等の把握や夜間中学設置に当たっての課題やその解決策の検討等であった。
　アンケート調査から、入学希望者数を把握することは困難であるものの、公立夜間中学
設置への関心やニーズが少なからずあること等が明らかとなった。
　
2．2016（平成28）年度
　2015（平成27）年度に行ったアンケート調査を踏まえつつ、より詳細なニーズを把握す
るため、自主夜間中学の生徒や卒業生に対するアンケートのほか、いわゆる形式卒業者に
対するニーズ調査等を実施した。
　また、ニーズ把握を補完するために、前年度と同様に運営スタッフに対するアンケート
も実施した。2016（平成28）年度のアンケート調査結果は表1の通りである。
　

　自主夜間中学の生徒及び卒業生については、回答者総数166名のうち、半数を超える87

名の方が「公立夜間中学で学びたい」との意向を有していることが明らかになった。 また、
形式卒業者については、回答総数15名のうち10名の方から「公立夜間中学で学びたい  （中学
校の勉強をやり直して、学力を身に付けたい）。」との意向を有していることが明らかになった。
　また、自主夜間中学の運営スタッフからは、「現在、自主夜間中学に通っている、若し
くは通っていた方以外で、公立夜間中学への入学を希望すると思われる方を知っているか」
との問に対し、義務教育未修了の方等24名に関する情報が寄せられ、自主夜間中学に通わ
れている方以外にも、公立夜間中学へのニーズが一定程度あるものと考えた。
　
3．2017（平成29）年度
　様々な立場の方から幅広くご意見を伺いながら、北海道における夜間中学等の在り方等
について、具体的な検討を進めるため、教育機会確保法第15条に準じた組織として、道と

表1　平成２８年度アンケート調査結果
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札幌市の職員に加えて、学校職員や自主夜間中学等の民間団体の関係者、学識経験者等に
より13名で構成される「夜間中学等に関する協議会」を設置した。
　協議会では年2回程度開催し、これまで「公立夜間中学へのニーズの把握」、「本道にお
ける公立夜間中学の在り方」、「道内市町村における学習機会の提供の在り方」等について
協議してきた。
　
4．2018（平成30）年度
　潜在的ニーズが他の市町村よりも多くあると予想される札幌市を中心に、通学範囲と考
えられる石狩管内の全市町村と小樽市、岩見沢市の協力を得て、夜間中学へ通いたいとい
う意向をもっている方々に、通いたい理由や年齢・性別、居住市町村等の詳細を把握する
ため、夜間中学について紹介するパンフレットの裏面を利用した調査票を日本語版のほか、
英語、中国語版で作成し、公民館やコミュニティセンター、公立図書館等約230箇所の公
共施設等に約8,000枚を設置してニーズ調査を実施した。
　2018（平成30）年9月から10月の約2ヶ月間で727枚が持ち帰られ、6名の方から夜間中
学で学びたいという意向を把握することができた。
　 

5．2019（令和元）年度
　教育機会確保法施行後の各市町村における課題や教育機会提供の取り組みの現状等を把
握するため、道内市町村（札幌市を除く。）を対象に、住民からの要望・問合せの有無や
議会議論の有無、設置に向けた検討、ニーズ調査の実施検討状況等について、聞き取り調
査を実施した。2019（令和元）年度の聞き取り調査結果は表2の通りである。
　

　義務教育の学びに関する教育機会の提供や学習ニーズの把握を行っているのは1市、ニ
ーズ調査の実施を検討しているのは同じく1市、議会等で夜間中学の必要性等が議論され
ているのは5市等となっており、その他の市町村では、具体的な検討等は行われていない
状況であることが明らかになった。
　
6．2020（令和2）年度
　2019（令和元）年度に調査した道内市町村の状況から、夜間中学等に関する市町村の理

表2　令和元年度聞き取り調査の結果
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解を一層深める必要があることが明らかになったことから、教育機会確保等の趣旨や教育
機会の確保のための道内外の実践事例等をまとめた資料「公立夜間中学設置等による教育
機会の確保に向けて」（北海道教育委員会 2020）を作成し、各市町村教育委員会に配布す
る等して、市町村における理解の促進を図った。
　
7．2021（令和3）年度
　札幌市公立夜間中学校開校に向け、夜間中学説明会や学校見学会の開催について、道内
市町村へ周知協力するほか、札幌市と近隣市町村との就学援助の在り方について、関係機
関との連絡調整を図った。
　
Ⅲ．札幌市立公立夜間中学校開校による全道への波及効果について
　
　道教委では、これまで、2022（令和4）年4月に開校予定の札幌市立星友館中学校につい
て、協議会において、札幌市教育委員会と共同でアンケート調査を行ったり、公立夜間中
学の設置に当たっての課題や解決策について検討したりしてきた。
　道内初の設置となる札幌市立星友館中学校は、北海道における公立夜間中学校のモデル
となる学校と考えており、開校により、夜間中学に対する道民の認知度が高まり、全道各
地域における潜在的ニーズの顕在化につながることが期待される。
　このため、今後も札幌市教育委員会と一層連携を深め、設置・開校・運営等のノウハウ
をはじめ、そこで学ばれる生徒の姿を通じて公立夜間中学校の成果を道内市町村に広く提
供する等して、各地で地域の実情や住民のニーズに応じた教育機会の確保に向けた機運が
醸成される等の波及効果を期待したい。
　
Ⅳ．今後の課題
　
　2010（平成22）年の国勢調査によると、本道における未就学者は7,374名で、道内179市
町の92％にあたる165市町村に未就学者がいることが明らかになった。
　広域な北海道においては、未就学者が全道各地に分散しており、こうした方々に対し、
教育機会の確保を実現することは、財政的、人的等あらゆる面において課題解決はそう簡
単なことではない。
　これまでも、協議会においては、北海道の広域性と夜間中学のニーズの多様性に対応す
るのは困難な課題であることから、一市町村に負わせるものではなく、道教委が率先して、
道立夜間中学の設置を検討すべきであるとの意見もあり、道教委としては、各市町村にお
ける具体的な検討が進められるよう、潜在的ニーズが多いとされる市町村等と地域の実情
や通学希望の動向について意見交換を行いながら、様々な事情により義務教育を十分に受
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けることができなかった方々等のニーズに即した教育機会が確保されるよう連携し、検討
していきたい。
　

　
Ⅴ．おわりに
　
　道教委では、教育機会確保法が制定されたこと等も踏まえ、これまでに、本道における
実態を把握するため、夜間中学に関わる調査研究の実施や、学識経験者や民間団体等の代
表者からなる協議会を立ち上げ、本道における公立夜間中学の設置等、義務教育未修了者
等に対する教育機会の提供の在り方等について、検討を進めてきた。
　一方、公立夜間中学以外の教育機会の提供については、ボランティアで運営されている、
いわゆる民間の「自主夜間中学」として、札幌市のほか、函館市、旭川市、釧路市において、
それぞれ学習者の心に寄り添いながら丁寧な指導を行う等、献身的な活動が展開されてい
る。
　民間の「自主夜間中学」は、学校教育法に規定する中学校ではないことから中学校の卒
業資格を得ることはできないが、未就学者のほか、学び直しを求める中学校既卒者、外国
籍の方等、幅広い方々が学べる場所となっている。
　この他にも、学齢期の不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、
基本的生活習慣の改善等のための相談・指導等、社会的自立に資することを目的に教育委
員会が設置する教育支援センター（適応指導教室）が、2020（令和2）年6月現在、道内で
47市町村に55センター（教室）設置されているほか、民間団体が運営するフリースクール

表3　未就学者が１００名を
超える市町村

図1　未就学者の年齢世代別内訳
出典：総務省「国勢調査」2010（平成22）年
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の活動等、道内には多様な教育の機会の確保に向けた活動が展開されている。
　道教委としては、今後も、こうした様々な関係機関・団体と連携し、引き続き、公立夜
間中学校等による教育機会の確保に向けて検討を進めていく。
　
引用文献
北海道教育委員会（2020）「公立夜間中学設置等による教育機会の確保に向けて」（北海道教育委員会

ホームページ。
 http://www.gimu.hokkaido-.ed.jp/yakan/yachushiryo.pdf（2022年2月4日アクセス）

参考文献
文部科学省（2018）「夜間中学の設置促進・充実に向けて【手引】（第2次改訂版）」（文部科学省ホームペー

ジ。
 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/yakan/1381010.htm（2022年2月4日アクセス）
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＜報告＞

　

北海道各地方の義務教育未修了者等と基礎教育保障の展望
　

横関理恵（拓殖大学北海道短期大学）
　
　
Ⅰ．はじめに
　
　全国には義務教育未修了者が少なくとも12.8万名が存在している（日本弁護士連合会、
2006）。近年では不登校児童生徒が増加傾向にあり、出入国管理法の改正により外国人数
が増加している。これらの人々に教育機会を提供してきたのが本報告で対象とする中学校
夜間学級（いわゆる夜間中学）である。1947（昭和22）年の学制改革に伴い中学校が義務
教育となったが、家庭の貧困から昼間に就労を余儀なくされ、中学校を長期欠席した学齢
者が多くいた。これらの生徒のために教員が独自で夜間に授業を行いはじめ、その後、市
町村教育委員会が関わり夜間中学が開設された経緯があり、昼間の中学のように全国一律
に開設されたわけではなかった。夜間中学は、戦後の混乱や貧困、差別等様々な理由で義
務教育を修了しないまま学齢期を経過した人々、不登校、外国籍の人々等の教育を受ける
機会を保障するために重要な役割を果たしており、近年では、2015（平成27）年7月の文
部科学省の通知「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関
する考え方について」により、不登校等で実質的に十分な教育をうけられないまま、学齢
の満了とともに、中学校の卒業資格を付与された既卒者（いわゆる「形式卒業者」）の入
学を認めている。
　このような状況のもと、2016（平成28）年12月に「義務教育の段階における普通教育に
相当する教育の機会の確保等に関する法律」（以下、教育確保法）が成立し、同法第14条
において、すべての都道府県及び市町村に対して、夜間中学等の設置を含む就学機会の提
供その他の必要な措置を講ずることが義務付けられた。2018（平成30）年6月「第3期教育
振興基本計画」でも、全都道府県に少なくとも1つの夜間中学の設置を目指すことが明記
された。次いで、「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応先の充実」（2019年6月
18日外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）、「子どもの貧困対策に関する
大綱」（2019年11月29日閣議決定）等において、全ての都道府県に少なくとも1校の夜間中
学を設置すること、及び、人口規模や都市機能に鑑み、全ての政令指定都市にも設置する
ことを定め、その教育活動の充実や受入れ生徒の拡大を推進している（文部科学省 2021）。
　さらに、2021（令和3）年1月25日には、衆議院予算委員会において菅内閣総理大臣（当時）
から「今後5年間ですべての都道府県・政令指定都市に夜間中学が少なくとも1つ設置され
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ることを目指し、全国知事会や指定都市市長会の協力を得て、取り組みたい」との答弁が
なされた（文部科学省 2021）。文部科学省は、2021（令和3）年度政府予算（案）において、
夜間中学の設置推進・充実事業について7,500万円を計上し、（1）都道府県、政令指定都
市等における夜間中学設置の促進、（2）教育機会確保法第15条に基づく協議会の設置・活
用、（3）多様な生徒に対応するための充実を図ることを目標とした。教育確保法が成立し
た2016（平成28）年には、8都府県に31校であった（全国夜間中学校研究会 2016）。全国
各地で設置に向けての検討が進められているが、2021（令和3）年までに、全国12都府県
36校の増加に留まっている。北海道では、2022（令和4）年4月に初めて札幌市に公立夜間
中学が開設される。だが、札幌市以外で公立夜間中学設置計画はなく、非都市部で暮らす
義務教育未修了者等への基礎教育保障の課題は残されている。
　2016（平成28）年に成立した教育機会確保法をめぐる議論については、添田（2018）、
江口（2020）、横井（2020）が全国的動向について論じており、道内については、遠藤・横関・
工藤（2018）が、北海道教育委員会が実施した「公立夜間中学に関するアンケート等調査」
の実施過程とその意義を論じているが、道内の公立夜間中学設置に関わる研究は少ない。
　そこで本報告では、上記の先行研究を参照しつつ、（1）近年の夜間中学の設置・検討状
況について全国的な動向を概観した後、（2）県立の夜間中学の事例を紹介し、（3）道内の
非都市部に散居する義務教育未修了者等への基礎教育保障の在り方について展望したい。
　
Ⅱ．国による夜間中学設置推進政策と全国の夜間中学の設置・検討状況
　
1．国による夜間中学設置促進政策
　2016（平成28）年12月に制定された「教育機会確保法」にある「地方公共団体の責務」（第
5条）「就学の機会の提供等」により夜間中学の設置等は、自治体の義務として明確化された。
　国は、すべての都道府県に少なくとも1校、及び、すべての政令指定都市においても夜
間中学の設置を目指し、夜間中学設置促進政策を実施している。この政策により、国は
夜間中学の開設自治体に対して、5年間の補助事業を実施する。国は新設自治体に対して、
準備期間2年間、開設後3年間、補助金を交付し未設置地域での夜間中学新設を促進する。
具体的には、新設・運営補助（新設期間補助）として5,500万円（2021年度）を予算化し
ている。この補助金は、夜間中学の新設に伴う協議会等の設置、コーディネーターの雇用、
ニーズ調査実施、広報活動等の設置に向けた準備に関わる経費及び開設後の円滑な運営に
係る経費に充てられる。これとは別に文部科学省が直接執行する予算があり、広報活動と
して、主に、教育機会確保法の趣旨や基本指針の内容、夜間中学の活動等を周知するため
のポスターを作成・配布する等、国民の理解を増進させる活動に充てられている。
　さらに、夜間中学の教育活動を充実させるための委託事業（運営補助期間）に1,000万
円（2021年度）の予算措置がある。この補助金は、夜間中学における多様な生徒の実態に

218



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

応じて教育活動を充実させるための環境整備の在り方を検証することを目的とした補助金
である。具体的には、ICTの活用等を含めた高齢者や外国人向けのカリキュラム開発、不
登校経験者支援のための相談体制の整備、他市町村の夜間中学や域内での昼の中学校、近
隣の定時制高校との連携、効果的な学校行事や校外活動等の在り方、遠距離通学生徒への
支援の在り方、教育機会確保法第15条に基づく「協議会」の設置とその活用等の経費に充
てられる。
　なお、人件費は、非常勤講師、看護師等に充て、加配教員やスクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー、日本語指導補助者、母語支援員等は関係予算で総合的に対応
する。以下では、2016（平成28）年の教育確保法成立以降の全国の夜間中学の新設動向を
みていく。
　
2．全国における夜間中学の新設動向
　2016（平成28）年以降、市立では、2019（平成31）年4月に千葉県松戸市（千葉県松戸
市立第一中学校みらい分校／入学者数22名）、埼玉県川口市（埼玉県川口市立陽春分校／
入学者数77名）に開校し、2020（令和2）年4月に茨城県常総市（茨木県常総市立水海道中
学校夜間学級／入学者数20名）に開校している。県立では、2021（令和3）年4月に徳島県
（徳島県立しらさぎ中学校／入学者数34名）、高知県（高知県立国際中学校夜間学級／入学
者数10名）が開校した。2021年4月現在、全国12都府県（7政令都市含む）に36校の設置
（生徒数：約1,500名）に留まっており、設置エリアは関東や近畿に偏っている。今後、新
設を予定しているのは、2022（令和4）年4月に、札幌市、相模原市、三豊市、福岡市であ
り5都道府県に40校設置予定である。また、2023（令和5）年に、仙台市、千葉市、静岡県、
2024（令和6）年には福島市が新設予定であり、姫路市、鳥取県、岡山市、大牟田市、長
崎県、宮崎市でも設置に向け検討中である。
　戦後の混乱や貧困等の理由で学べなかった高齢者や、増え続ける不登校生徒、在留外国
人に基礎教育を提供するセイフティネットの一つとして夜間中学は各地で期待されている
が全国的に夜間中学の設置数はまだ少ない。都市部に1校のみ設置されても不十分であり、
設置市町村以外からも広域的に受け入れ可能となる夜間中学が複数校設置されるべきであ
る。今後も都道府県で「協議会」等を設けて、夜間中学設置計画に基づいて、市や県の領
域を超えて、教育機会の実質的な保障の在り方を具体化しながら総合的にその促進が求め
られる。
　
Ⅲ．県立の夜間中学（徳島県・高知県）
　
　以下では、県立の夜間中学を開設した徳島県、高知県の事例を紹介する。
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1．徳島県立しらさぎ中学校
　徳島県では、2010（平成22）年度の国勢調査によれば、義務教育未修了者数1,425名、また、
2017年度の不登校者数は438名、県内在住の外国人労働者数は、4,024名であり年々増加傾
向にある。徳島県教育委員会は、2015（平成27）年度から文部科学省事業を活用した調査
研究を開始し、市町村教育委員会・県教育委員会（2016年度より中学校校長会）で構成さ
れる「中学校夜間学級協議会」（以下「協議会」）を設置し、その下部組織に「市立夜間中
学作業部会」を設けた。「協議会」は、2016（平成28）年度に「夜間中学ニーズ調査」を
実施した。夜間中学のニーズを把握することを目的に全県的な「需要調査」を行った。ま
た、「需要調査」でニーズが確認された県内の識字学級や定住外国人支援講座等の学級生・
受講生及び共学者・指導者・運営担当者等に聞き取りアンケート調査を実施した。その結果、
366名中、169名が入学を希望していることが判明した。さらに、同年度に実施した「中学
校教員に対する意識調査」では、県内の中学校教員の69％が「県内に夜間中学が必要」と
回答しており、教員からも夜間中学のニーズがあることを明らかにした。しかし、2017（平
成29）年には協議会は開催されず、市立での夜間中学の設置の検討が進まぬ中、2018（平
成30）年度に「協議会」の下部組織に新たに「県立夜間中学作業部会」を設置した。
　これまでの調査研究結果を踏まえ、市町村による夜間中学設置と県による設置の両面か
ら協議した結果、（1）徳島県の人口は約71万名ほどであり、人口減少傾向にあり、市町村
も同様の傾向がある。そのため、市町村単独で設置すると広域に生徒を募集することが困
難であり、生徒数を維持できない。初年度は生徒数を確保できても、年々、生徒数の減少
が見込まれ、持続可能性に課題がある。（2）市町村単独で設置する場合、生徒数が少なく、
小規模学級となる可能性が高く、さらに学級数が維持できなくなると、十分な教員配置が
できない。教員数が少なくなると、個別指導ができなくなり、適切な教育が提供できなく
なることが想定される。そのため、市町村をまたいで広域に生徒を受け入れられる学校を
設置することが望ましいとの判断に至り、県立の夜間中学を設置することとなった。県立
で夜間中学を設置したことにより、広域から生徒が受け入れられるようになり、生徒数を
維持することができ、十分な教員配置が行え、夜間中学の運営を持続可能となることを期
待した。2019（平成31）年2月県議会で美馬特仁教育長が県立の夜間中学の設置を表明し、
2021（令和3）年4月7日、県が主体となり設置した全国初となる徳島県立しらさぎ中学校
が開設した。
　しらさぎ中学校は、既存の中学校に学級を併設するのではなく、全国初の県立単独校で
ある（県立高校付設の産業実習棟を改修）。同校は、通学の利便性に優れ、夜間定時制教
育のノウハウを持っている県立徳島中央高校（徳島県唯一の定時制・通信制）の敷地内に
併設することにより、県内の学校全体における「学び直しの拠点」と位置付けられている。
　入学条件は、16歳以上で①小・中学校を卒業していない人、②義務教育内容の学びを
希望している人（形式卒業者）、③原則として徳島県に住んでいるか、徳島県で働いてい
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る人（国籍不問）である。生徒数は34名であり、10代から80代まで（10代7名、20代3名、
30代6名、40代3名、50代3名、60代4名、70代3名、80代5名）の幅広い年齢層の人々が学ぶ。
男性は16名、女性は18名でありやや女性が多い。国籍別では、日本国籍23名、外国籍が11

名（中国5名、フィリピン3名、韓国1名、タイ1名、インドネシア1名）であり、多様な生
徒が学ぶ。これらの生徒は県内10市町（徳島市15名、鳴門市1名、小松島市3名、阿南氏2名、
吉野川市2名、美馬市2名、勝浦町1名、北島町1名、藍住町1名、板野町6名）から通う。中
学校9科目を学ぶことができる教育課程であり、無償で平日夜に4コマ（1コマ40分）の授
業がある。総合的な学習時間「総合的な学習時間AWAタイム」では、藍染めやお遍路の体
験等の徳島の伝統文化を学べるプログラムもある。また、学習者の様々なニーズに応えら
れるきめ細やかな教育を提供（①日本語教育、②個別のニーズに応じた授業の工夫：少人
数学習・個別指導、補充学習）している。また、生活に密着した「消費者教育」、「防災教育」、「キ
ャリア教育」が充実しており、就学状況や学力に応じて2年生・3年生への入学が可能である。
全課程を修了すれば、中学校卒業資格を得られる。最長9年在籍でき、時間をかけてゆっ
くり学び通すことができる。
　教員数は、29名（校長1名、教頭1名、教諭8名、非常勤講師3名、養護教諭1名、事務長1

名、室長補佐1名、主査1名、主査兼係長1名、主任5名、主任主事1名、学校医3名、学校歯
科医1名、学校薬剤1名）である。教員配置は、昼間の中学校と同じ基準（1学級40名に1名）
であるが、多様な生徒に対応するために、授業担当者以外の教員がサポートに入るケース
が多い。薮内教頭によれば、「教員の空き時間はほぼ無い」状態であり、教員増員の必要
性を訴えている。また、約40キロの内陸から片道2時間をかけて通学している生徒や、遠
距離通学が負担となり欠席が続く生徒もあり、県内の複数の市町村から遠距離通学してい
る生徒の経済的・時間的負担の解消が求められており、広域から生徒を受け入れる夜間中
学の課題の一つである。
　
2．高知県立国際中学校夜間学級
　「教育機会確保法」が制定された翌年2017年に高知県は「公立夜間中学設置検討委員会」
を設置し、夜間中学の検討が開始された。「公立夜間中学設置検討委員会」では、①「ニ
ーズ調査」の実施、②「夜間中学校体験学校」の開催（20回、のべ263名参加、アンケー
ト調査実施）をしており、さらに、2018年度には、③『県民世論調査』を県全域で3,000

名（満18歳以上、無作為）を対象として実施した。①～③の調査結果を総合的に見て「県
民には夜間中学のニーズあり」との判断に至り、夜間中学の開設を進める方向性が決まっ
た。しかし、県側から夜間中学開設を希望する自治体（市町村）を募ったところ皆無であ
り、市町村立での夜間中学開設は不可能であった。県は、調査結果や「夜間中学校体験学校」
の参加者アンケート回答を根拠として県立での夜間中学を開設することを決定した。
　2019年度に「公立夜間中学校設置検討委員会」は、「高知県公立中学校夜間学級設置準
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備会」へ移行し、県立の夜間中学の開設準備が開始された。2021年4月26日に高知市内に「高
知県立高知国際中学校夜間学級」が開設された。校舎は、高知県立高知国際中学校内にあ
るのではなく、数キロ離れたJR高知駅近くの高知県高知江の口特別支援学校の旧校舎3階
をリノベーションして夜間中学の校舎として活用している。
　入学条件は、県内在住者の学齢超過者（15歳以上）、3年間続けて通学できる方の内、①
小学校や中学校を卒業していない方、②中学校の学習を学び直したい方（不登校や病気等
の理由で、十分に学校に通えなかった方）である。生徒数は、10名であり、年齢層は20～
60代である。男性3名、女性7名（外国籍1名）が学び、高知県内4市町村（高知市、阿南市、
南国市、須崎市）から通う。授業時間は平日午後5時半から9時であり、3年間での卒業を
目指す。教育課程は中学校9科目を実施し、様々なニーズに応えるきめ細やかな教育の提供、
個別指導、ティーム・ティーチングを実施している。
　今後も、全国的に「不登校経験者」、「形式卒業者」、外国人は増える見込みであり、夜
間中学で学ぶニーズを掘り起こす必要がある。高知県の場合、自治体規模が小さい地方で
県による「夜間中学校体験学校」を実施し、非都市部の夜間中学のニーズを掘り起こした
上で、県立で高知市内に夜間中学を開設した。県立で夜間中学を開設したことにより、通
学可能な市外からも広域的に生徒を受け入れることが可能となっている。
　
Ⅳ．道内の非都市部に散居する義務教育未修了者等への基礎教育保障の展望
　
　以上、近年の国による夜間中学政策、全国の夜間中学設置・新設状況を整理し、県立で
設置した徳島県と高知県の事例を紹介してきた。以下では、道内の非都市部に散居する義
務教育未修了者等に対する基礎教育保障の在り方について検討したい。
　
1．人口減少社会における非都市圏での夜間中学の開設を巡って
　第1に、我が国の人口減少社会において、中長期的な将来を見据えると、現状のままでは、
学校教育機能を維持することは困難となる地域が増加し、教育政策上の大きな課題となる
ことが予想されている。これは、非都市圏において喫緊の課題であり、これに応えうるよ
うに夜間中学を開設し、運営を持続可能とする手立てが必要となる。
　国は、夜間中学の新設準備・運営のための補助事業を5年間実施、さらに、夜間中学設置・
運営維持に関わる教員配置や校舎修繕費に関する法制度を改正している。学校の設置・管
理運営に関する経費は、設置者負担が原則である（学校教育法第5条）。だが、教員人件費
は、設置自治体の独自財源のみでは負担しきれないため、市町村立学校職員給与負担法（第
1条）に基づき、都道府県が教職員給与を負担する（県費負担教職員制度）。県費教職員の
任命権は、市町村ではなく都道府県教育委員会に属する（地教行法第37条）。この制度は、
夜間中学の教員も同様であり、教員配置に係る経費を確保できる仕組みが活用できる。ま
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た、学校施設に係る経費は国庫負担（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担に関する法律
第2条）に基づき、公立学校施設整備に要する経費の一部は国庫負担・補助の対象であり、
これには夜間中学も含まれる。
　これらの法制度を運用して、県費負担教員の配置や、高等学校等の廃校校舎・空き教室
等のリタイア・インフラを有効活用すれば、小規模自治体においても都道府県立の夜間中
学の開設が可能である。
　第2に、非都市部における夜間中学の運営面での持続可能性を考えた場合も、市町村立
ではなく、都道府県立であるべきである。本報告で取り上げた徳島県の事例で見てきたよ
うに、市町村立単位で単独校を設置した場合、設置自治体内では生徒数が少数となり小規
模学級となるため教員配置数が限られ、多様なニーズをもつ生徒が求める教育を提供する
ことが困難となる。これに対して、いくつかの市町村で圏域化し、都道府県立にした場合、
複数の自治体から生徒を受け入れることが可能となり、生徒数を継続的に維持できれば、
学級数を増やすことが可能となり、教員配置数を確保でき、個別のニーズに応えられる教
育提供が可能となる。
　第3に、夜間中学開設に向けて都道府県レベルでのリーダーシップが求められることで
ある。徳島県の事例で見てきたように、市立夜間中学設置「作業部会」を構成した後、市
立では生徒数確保・維持の課題から開設が困難と判断すると、迅速に県立夜間中学設置「作
業部会」を組織し、県と市との協働関係を維持しつつ、県立を推し進めた県のリーダーシ
ップがあった。同様に、高知県では、高知市内のみならず、非都市部で「夜間中学校体験
学校」を開催し、夜間中学での学びを必要とする人々を掘り起こし、そのニーズを明らか
にした。夜間中学の設置主体になることを希望する自治体がないと判断すると県立夜間中
学開設への方針に切り替え実現している。ここにも県のリーダーシップがあった。いずれ
の県も、義務教育学校の設置主体を市町村とすることに拘らずに、広域で生徒を受け入れ、
校舎及び教員数を確保し、持続可能な夜間中学の設置・運営を試みたと言えよう。
　
2．道内の非都市部に散居する義務教育未修了者等への基礎教育保障
　全国では都道府県・政令指定都市に少なくとも1校の夜間中学の開設が推進されている
が、都市部に夜間中学が1校開設されても、非都市部から通学できない義務教育未修了者
が多く存在する。特に、北海道では、非都市部に義務教育未修了者が散居していることを
考えれば、札幌市に1校開設されても通学圏内の居住者のみしか通えないという課題があ
る。道内の非都市部からも広域的に生徒を受け入れられる夜間中学を開設するには、政令
指定都市で設置する札幌市立に加えて、数校の道立夜間中学を開設する必要がある。具体
的には、①道が夜間中学の設置主体となり、県（道）費負担制度を活用した教員配置を行
い、廃校校舎・空き教室等のリタイア・インフラを国の夜間中学設置促進に係る補助金と
合わせて活用すれば、夜間中学の教育条件整備を整えられる可能性は十分ある。②道内の
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夜間中学ニーズ調査を道内179市町村で実施すると、それぞれの自治体のニーズは小規模
になる可能性がある。しかし、北海道の広大な地域に夜間中学の学びを必要としている人々
が散居することを想定すれば、道内に14区分（9総合振興局・5振興局）されている振興局
ごとにニーズ調査を行い、それぞれに少なくとも1校設置するべきである。③札幌市立の
夜間中学を活用し、広域からの生徒を受け入れられる就学保障システムを構築する。具体
的には（ⅰ）通学可能圏域では、遠距離通学を保障するために、道内の特別支援学校や小
規模自治体で導入しているスクールバスを活用することにより通学の不便さを解消するこ
とや、遠距離通学に必要な高額な通学費を補う就学援助（通学費補助）を導入することが
考えられる。（ⅱ）通学不可能圏域では、札幌市立夜間中学を拠点校とし、非都市部にあ
る近隣の定時制高校等に夜間中学サテライト校を付設し、遠隔授業（オンライン）の実施
を行う等が考えられる。また、中学校通信制と札幌市立夜間中学（定型的なスクーリング）
と連携し通信制と夜間部を併用して中学校卒業資格を満たす教育課程の開発が求められる。
ただし、異年齢、多国籍の仲間や教員と出会い共に学び合うなかで、識字をはじめとする
基礎学力や、生活を豊かにする非認知能力など、生きていくために必要な力を習得する点
に夜間中学での学びの独自性があることを考えると遠隔（オンライン）授業ではその機会
を十分に確保できるのかという課題もある。
　道内各地の非都市部に散居する義務教育未修了者数は、決して少なくない。しかも、そ
れらの人々の生活圏が拡散している北海道では、徳島県、高知県の事例からヒントを得て、
個々の市町村を超えた教育行政の圏域化が必要であろう。例えば、都市部の夜間中学（拠
点校）と非都市部の夜間中学（小規模学習拠点）をつなぐネットワークを構築することに
より、義務教育未修了者の教育補償の場を広域に確保することを目指すことができるので
はないか。これを実現させる方途の一つとして、道立夜間中学の開設が求められている。
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＜報告＞

　

北海道の夜間中学と基礎教育保障のこれからを考える
─シンポジウムの質疑とまとめ─

　
横井敏郎（北海道大学）

遠藤知恵子（札幌遠友塾自主夜間中学）
　

　
Ⅰ．本シンポジウムの企画趣旨
　
　戦後の社会的混乱や貧困、差別によって教育を受けられなかった人々の教育機会を保障
する重要な役割を果たしてきたのが夜間中学である。近年では不登校や外国にルーツのあ
る子どもたちも増え、夜間中学の必要性がさらに高まってきている。2016（平成28）年に
教育機会確保法が制定され（義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確
保等に関する法律、2016年法律第105号）、公立夜間中学の設置拡充が求められている。法
制定後に開校されたのは、2021（令和3）年4月時点でわずか5校に留まっており、校数は
それほど増えていない。地域によっては夜間中学設置に関わる議論を早々に打ち切ったと
ころもある。しかし、設置を決定して開設準備を行っている地域や設置に向けて議論して
いる地域も少しずつではあるが、出てきている。
　北海道では教育機会確保法を受けて、2017（平成29）年に「夜間中学等に関する協議会」
が設置され、道内における公立夜間中学の設置に関する議論が始まった。また札幌市でも
議論が進められ、2022（令和4）年度に札幌市立夜間中学（星友館中学校）の設置が決定
されている。札幌市では公立夜間中学の設置が決まったものの、北海道は非常に広大な面
積を有しており、そこでの基礎教育保障についてはこれから議論していく段階にある。
　そこで、本シンポジウムでは「北海道の夜間中学と基礎教育保障のこれからを考える」
と題して、札幌市立夜間中学設置決定にいたるまでの自主夜間中学等の市民活動の取り組
みと経過、札幌市立夜間中学の構想、札幌圏以外の地域の基礎教育保障の課題について検
討することとした。また過疎地域を抱える他県の事例についての情報も必要と考え、その
報告も加えることとした。報告者は、札幌遠友塾自主夜間中学の工藤慶一氏、札幌市教育
委員会の工藤真嗣氏、北海道教育委員会の行徳義朗氏、夜間中学研究者の横関理恵氏（拓
殖大学北海道短期大学）の4名である。司会は横井敏郎（北海道大学）と遠藤知恵子（札
幌遠友塾自主夜間中学）が務めた。
　北海道では第二次世界大戦後、引揚者や本州からの転入者が多かったこともあって、義
務教育を受けられない人々が多く生まれることとなった。その後、長い時間が経過したが、
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1990（平成2）年に自主夜間中学として札幌遠友塾自主夜間中学が開設され、道内の義務
教育未修了者等に学習機会を提供する市民活動が行われてきた。同塾は学びを求める人々
に学習機会を提供するだけでなく、札幌市議会・市教育委員会や北海道議会・道教育委員
会にも働きかけ、自主夜間中学の場所の確保や公立夜間中学の設置について要望してきた。
活動はその後、道内に波及して旭川市、釧路市、函館市にも自主夜間中学が生まれ、2007（平
成19）年にはこれらの活動を基盤にして「北海道に夜間中学をつくる会」が結成されている。
北海道では教育機会確保法制定後、早期に上記協議会が設置され、また並行して札幌市で
も議論が進められ、2022（令和4）年度に市立夜間中学の設置が決まったが、そこにはこ
うした地道な市民活動が基礎にあったのである。そこで、北海道で中心的に運動を進めて
こられた札幌遠友塾自主夜間中学の工藤慶一氏に北海道の公立夜間中学設置決定にいたる
までの歴史と自主夜間中学等の取り組みの経過について報告をいただくこととした。
　次に、新設される札幌市立夜間中学の構想について取り上げることとした。公立夜間中
学は既存中学校の教室等の施設を夜間に使用する形で設置される夜間学級であるが、札幌
市立夜間中学は単独校として設置される予定である。札幌市教育委員会が開設を準備する
中で条件整備の充実等の面から単独校の方が夜間学級より優位であると判断し、単独校と
された。また同校は目指す姿として「生徒の誰もが安心して、学びの主役となれる多様性
を尊重する学校」を掲げて多様な人々に教育を提供しようとしており、市内のさまざまな
組織・団体と連携して生徒の学びや生活を支援しようとしている。こうした同校の構想は
今後の夜間中学校のあり方として1つのモデルとなりうるものであろう。そこで、札幌市
教育委員会の工藤真嗣氏に同校の開設準備の経過や学校の運営体制等の具体的な構想につ
いて詳細を報告していただくこととした。
　また、札幌市立夜間中学設置後の道内基礎教育保障のあり方を検討することとした。こ
れまで北海道教育委員会は自主夜間中学生徒・スタッフへのアンケート・聞き取りや住民
アンケート、市町村教育委員会向け説明資料の作成・配付等に取り組んできた。また早期
に協議会を設置し、道内自治体、自主夜間中学、学校教員、有識者等を協議会構成員とし
て、道内における公立夜間中学設置のための議論を行ってきた。この議論は札幌市立夜間
中学の設置をもたらしたが、札幌圏以外の地域での公立夜間中学設置の目途は立っていな
い。道内は過疎化が進み、義務教育未修了者や形式卒業者は散在しているため、基礎教育
保障の新たな方法を考えねばならない。そこで、北海道教育委員会の行徳義朗氏にこの間
の道教育委員会の活動を紹介いただき、今後の道内基礎教育保障のあり方について方向を
提示していただくこととした。
　広大な過疎地を抱える県は北海道だけではない。過疎化少子化が進む今日、過疎地域の
基礎教育保障は全国共通の課題ともいえる。そうした地域の市町村は財政力も弱く、県が
何らかの役割を果たすことが期待される。すでにいくつかの県では県立夜間中学が設置さ
れている。そこで、夜間中学研究者の横関理恵氏に、高知県と徳島県の県立夜間中学につ
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いて取り上げ、開設の経緯や運営状況等を紹介していただくこととした。

Ⅱ．質疑の要点
　
　各報告はそれぞれ20分の持ち時間しかなかったが、いずれも密度の高い内容の報告であ
った。その詳細は本誌掲載の各論稿をご覧いただきたい。以下では質疑の要点を紹介する。
質疑は札幌市立夜間中学の構想と道内での基礎教育保障の方法の2つの点を中心に行われ
た。
　
1．札幌市立夜間中学の構想に関して
　札幌市立夜間中学の構想に関しては多数の質問がなされた。まず、札幌市立夜間中学を
単独校とした理由や昼間とせず夜間とした理由について質問があった。またコース制を導
入すれば通常の教員配置では教員が不足するのではないか、障がいのある生徒のための特
別な教職員の配置やボランティアの確保は検討されているのかという質問があった。これ
らについて札幌市教委の工藤真嗣氏からは大要、以下のような回答があった。
　星友館中学はいま3学級の設置を目指している。公立義務教育諸学校学級編制及び教職
員定数標準法の規定に従えば、3学級校の教員配置数は7名になる。このほかに加配の教員
が付き、時間講師を置き、こうやって何とか1つのコースに複数の教員を入れてコース別
の授業を行えるようにしたいと考えている。個人的な意見だが、同教職員定数標準法の見
直し等、何らかの方法で配慮があるといいと思っている。単独校としたのは、こうした教
職員配置の面から検討した結果である。昼間についてはまったく考えなかった。日中働い
ている人も通えるようにするには夜間がよいと判断している。
　障がいのある生徒に対応するための特別な教員の配置は予定してはいない。まずは通常
の学級でスタートするが、教員に特別支援学校や特別支援学級での勤務経験者、特別支援
教育免許のある教員を配置できたらと考えている。ただし、それは市教育委員会の人事を
待たねばならず、現時点で保障できるものではない。今後は特別支援学級の設置等も検討
課題になるかと思っている。
　以上のような回答に対して参加者からは、大阪の夜間中学では以前に特別支援学級の二
部という形で夜間中学に特別支援学級の設置が認められており、実際にたとえば岸城中学
には特別支援学級がある、夜間中学に特別支援学級が置かれると専任加配が1つ付くので、
星友館中学も必要なときには特別支援の二部学級を申請すればよいのではないかという情
報提供があった。
　教育課程に関わって、コースの変更は可能か、また英語以外の外国語は学べるのかとい
った質問もあった。工藤真嗣氏からはコース選択については、実際にどういう生徒が来る
か、それに合わせて時間割やコース、カリキュラムを整えていくつもりであり、個々の生
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徒の実情に合わせてコースを選択できるようにしたいと考えているとの回答があった。英
語以外の外国語については、授業として実施する予定はないが、母語支援は必要だと思っ
ている、札幌市在住外国人は1.5万名程度で義務教育未修了者は少ないが、状況を見ながら
対応し、必要があればネイティブのボランティアを依頼するなどしていきたいと回答がな
された。
　次に、星友館中学では不登校生徒は受け入れるのかという質問があった。これについて
は多くの発言、やりとりがなされた。まず工藤真嗣氏からは、不登校特例校に申請しなけ
ればならないこと、また不登校対応は不登校施策全般の中で検討すべき課題であることか
ら学齢生徒の入学は認めないこととしている、ただし、不登校は札幌市においても大きな
問題なので、学齢不登校生徒受け入れは今後検討していくべき課題と認識しており、将来
的には選択肢の1つに入ってくるかもしれないとの回答がなされた。
　これに関わって、札幌遠友塾の工藤慶一氏からは以下のような発言があった。当塾には
この5年間ぐらい毎年、不登校の生徒が入ってくるが、非常に元気になって元の中学にも
どったり、卒業して高校に入り生徒会長までやるようになった例もある。「札幌市におけ
る公立夜間中学の在り方検討委員会」で公立夜間中学も不登校生徒受け入れ先の有力な対
象になると発言してきた。不登校ではいじめで学校に行けない場合があるが、自主夜間中
学では週1回授業を実施しているが、そこに来てまず足慣らしをしていき、息を吹き返す
子がいる。不登校生徒を門前払いせず、協議の結果で公立夜間中学でも受け入れられるよ
うにしてほしい。2022（令和4）年度に香川県三豊市で開校される予定の夜間中学では不
登校特例校を申請する予定であるので、星友館中学も検討課題として真剣に検討していく
ことを期待している。また、同氏からは、生徒にどういうニーズがあるのかまだよく分か
っていない面があり、星友館中学は昼間の実施も視野に入れておくべきではないかとの発
言もなされた。
　本学会会長の岡田敏之氏からは次のような発言がなされた。いま不登校特例校を活用し
ようとしている三豊市の検討委員会に参加している。不登校生徒の受け入れについては慎
重であらねばならないが、不登校児童生徒の3分の1は起立性障がいをもっているとのデー
タもあり、昼間は登校できないが、夜間なら登校できるという生徒もいる。原籍校で取り
組みを一生懸命やっても通えないという場合は体験入学等してもらいながら受け入れを検
討していければと考えている。
　次に、札幌市教委では文字を十分に読解できない人に星友館中学の情報をどう届けよう
としているのか、また広報・周知活動として生活保護関係課や福祉サービス窓口職員に周
知し、担当の大人や子どもで基礎学習が必要な者に情報提供することは考えているのかと
いう質問があった。これに対して工藤真嗣氏からは、文字だけではだめなので映像を活用
した情報提供を実施しており、また生活保護のケースワーカーに夜間中学校を理解しても
らうことや若者支援センター、国際プラザ、ハローワークとも連携するよう努めたいと考
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えているが、他にもアイデアがあれば知りたいとの応答があった。
　参加者からはテレビ番組の市のお知らせやスポット広告、ラジオを使ってはどうか、若
い人たちであればSNSが有効、外国籍の人には多言語での発信が必要、宇都宮市では民間
バスで広告しており、これも考えていいのではないかといった発言が相次いだ。

2．北海道での基礎教育保障の方法に関して
　質疑の後半では、広大なエリアを抱える北海道での公立夜間中学の設置と基礎教育保障
についての議論が行われた。道教育委員会の協議会では、札幌市の次には自主夜間中学の
ある釧路、旭川、函館に市立夜間中学を設置するべきという意見も出ているが、3市では
議論が進んでいない。またそれら地方都市はまだ人口があるが、それ以外の多くの過疎地
域をどうするかという問題が残っている。
　質疑ではまず道立で夜間中学を設置できないかという意見が出された。これに対して北
海道教育委員会の行徳氏からは、そのような意見は協議会でももらっており、今日の横関
報告や県立の事例の情報をもっと得て何ができるのか考えていきたい、またいまICTが教
育保障の有効な手段となっており、札幌市立夜間中学の授業を他地域につないでいく等の
方法も考えてみたいと回答があった。
　また、校舎は自治体がもち、運営は民間が行い、教員は夜間中学教員経験がある退職者
を充てるといった公設民営型夜間中学はできないかという質問が出された。これについて
前川喜平氏からは、すでに国家戦略特区制度を用いて公立学校の民間委託は行われており、
教員の給与費に国庫負担金も充てることができるようになっているが、自治体が申請しな
ければならず、ハードルが高いのではないかとの情報提供があった。
　他に、中学校通信制課程を活用すべきという意見があった。その趣旨は以下の通りであ
る。同課程は現在全国に2校しかない。そのうちの1校が東京の千代田区立神田一橋中学で
あるが、今年は中学3年生1名しか生徒がおらず、存亡の危機にある。毎日通学できない人
には十分活用でき、広大な北海道で基礎教育のニーズに応えるために使うことができるは
ずである。ただし、法的根拠が戦後すぐのもので実情に合っておらず、見直しをかけて整
備していく必要がある。文字の読み書きができない人にはやはりそばで手助けする人が必
要なので、そこはNPO・自主夜間中学・退職教員等に協力してもらいながら、通信制課程
を使っていければよい。
　また別の参加者からも通信制の活用を推奨する次のような意見があった。公立夜間中学
は必要だが、1校設置するのに数千万円から1億円がかかる。政令指定都市と中核市に設置
していくことはできても、全国の多数の市町村に作るのは財政的に厳しい。また夜間中学
を中心地域に作っても、生徒にとっては遠距離を通学しなければならず、交通費も相当額
がかかる。そこで、県と市町村で協力組織を作り、通信教育を導入して遠方居住生徒には
公民館等でレポート作成支援等を行い、年に何日か登校日も作り、行事等も行うようにす
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ればよい。これに関しては、全国の市町村にある通常の小中学校を活用できるという意見
も出された。
　一方で、一対一方式を用いていた識字教室では、コロナ禍でオンラインになると利用者
が出席しなくなったという経験談が紹介された。また、札幌遠友塾の工藤慶一氏からは、
これまでの経験から授業はやはり対面が基本であり、通信とかオンラインではできないと
いう意見が出された。
　以上が本シンポジウムの質疑応答の要点である。シンポジウムの最後に、各報告者から
一言ずつ発言がなされた。札幌遠友塾の工藤慶一氏は、北海道の基礎教育保障の骨格をこ
れからの10年でしっかり作ることが大事であり、道立定時制高校に夜間中学を設置する
ことが望ましいと述べられた。横関氏は、高知と徳島では当初、市町村立で考えていたが、
それでは通えない人が出るため県立へ方針を切り替えたこと、体験入学によるニーズの掘
り起こしがされていること、北海道でも道立夜間中学を設置していきながら市民の協力も
得て基礎教育保障を進めていくことが大事ではないかと述べられた。札幌市教委の工藤真
嗣氏からは星友館中学をいい学校にしていきたい、道教委の行徳氏からはさまざまな意見
をしっかりと聞きながら進めていきたいとの発言があった。
　
Ⅲ．まとめ
　
　夜間中学の設置拡充を進めるにはクリアせねばならない多くの課題があり、まだまだ議
論が必要な段階にある。最後に本シンポジウムで提起された論点や明らかにされた課題を
まとめ、本シンポジウムの意義を確認しておきたい。
　第1に、夜間中学の設置運営形態、とりわけ単独校という形態の可能性である。今回、
札幌市立夜間中学が単独校という形態を取ることが報告された。これまでの夜間中学は本
校に設置される夜間学級であり、特別支援学級や高校定時制と類似した位置にあると考え
てよい。しかし、札幌市の単独校はそれ単体で1つの中学となる。これは本校の校舎・施
設の借用というような従来のあり方とは異なる新しい設置形態である。こうした単独校が
増加すれば、夜間中学は実態として狭義の夜間学級の範疇を超えるものとなっていくので
はないか。札幌市の夜間中学構想は、夜間中学の形態とその公教育制度上の位置づけを変
化させていく可能性を有すると考えられる。単独校の設置動向については今後注視してい
く必要があろう。
　第2に、これまでも指摘されてきたことではあるが、夜間中学の教育条件整備の課題が
あらためて確認された。従来の夜間学級では教職員配置に課題があり、札幌市が単独校と
いう形態を採用したのは条件整備、特に教員配置の理由が大きい。教育機会確保法制定後、
文部科学省は若干の充実策を導入したものの、教職員配置は依然として夜間中学の運営に
おける大きな課題である。教職員定数を算定する際に、夜間学級は特別支援学級と同じよ
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うに1学級として数えられるが、夜間に運営されるものであり、また生徒の多様性から学
級の分割やコースの開設が行われるため、教員の不足が生じることは明らかである。夜間
中学の設置拡大を進めるに当たって条件整備面の課題が大きいことが本シンポジウムでも
確認された。
　第3に、夜間中学の設置を都市部人口密集地以外にいかに広げていけるかという問題で
ある。これまで関係者により夜間中学の拡充が求められ、また政府も教育機会確保法制定
により全国にその設置を要請するようになっている。しかし、いったいどれだけの人々に
いかに教育を提供できるのか、実はその点の現実的な検討は不足している。これまでの夜
間中学は一部の都市地域にしか存在していない。本当にすべての義務教育未修了者や形式
卒業者等に教育を送り届けようとすれば、過疎地における教育機会保障の方法を考えねば
ならない。本シンポジウムはこの点を本格的に提起した。
　第4に、上に関わり夜間中学の設置運営に関する複数の論点や課題が浮かび上がった
が、その1つとして設置者の問題がある。広範囲にわたる過疎地域をカバーできるような
夜間中学の設置を小規模な市町村に任せるのは困難である。横関報告でも紹介されたよう
に、すでに高知県と徳島県では県立夜間中学が設置されている。本シンポジウムの議論か
らは、広大な過疎地域での基礎教育保障のために県立の夜間中学が有力な選択肢となるの
ではないかと提起された。中学校の設置者は市町村とするのが戦後日本の教育法制であっ
たが、夜間中学については県立という形態を積極的に位置づけていけば、今後学校設置も
進むと考えられる。
　第5に、夜間中学への通学が困難な人々への対策として通信制やオンライン教育・遠隔
教育の活用が提起された。市町村立か県立かを問わず、夜間中学が設置されたとしても実
際には通学が困難である人が多数取り残される恐れがある。都市部でさえもさまざまな事
情で通学できない場合があると考えられる。こうした通学困難者への基礎教育保障のため
に通信制やオンライン教育の活用が考えられる。他方、シンポジウムの質疑では文字が読
めない人には一対一方式の授業が不可欠との指摘もなされた。通信制や遠隔教育がどのよ
うな人々に有効なのか、有効だとしてもサポートする人をどう確保するか等、それらの有
効性や活用方法を検討していく必要がある。
　第6に、夜間中学の民間委託の提案があった。すでに国家戦略特区制度のもとで学校の
民間委託が実現しているが、夜間中学でそれは可能なのか。これについては本シンポジウ
ムではほとんど議論ができなかった。自治体が特区制度を使えば運営委託は可能なのかも
しれない。また上述のように現在の教職員定数では十分な教職員数を確保できないし、過
疎地に散在し、通学困難な義務教育未修了者等への教育保障も困難な課題である。そこで
民間の協力を得ることが1つの方法として考えられる。他方、夜間中学の公設民営化につ
いては、義務教育としての夜間中学を本当に運営できる団体は設立できるのか、設立でき
るとしてどのような団体が参入してくるのか、公教育が担うべき義務教育を安上がりにし
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てしまうだけではないのか等、種々の検討課題が生じよう。民間委託については基礎教育
を保障するためのアイデアとして尊重しながらも、それを進める場合は丁寧な議論が求め
られよう。
　第7に、以上の他に学齢不登校生徒の夜間中学入学について意見が交わされた。学齢生
徒の夜間中学入学を認めれば、問題があるとみなされた生徒が通常の中学校から追い出さ
れることにならないか、慎重に検討される必要がある。しかし、本シンポジウムの質疑に
おいては、自主夜間中学では不登校生徒が回復していく事例があり、もう1つの学びの場
として十分に考えられるのではないか、不登校の実情をよく見れば夜間中学こそ不登校生
徒には必要ではないかといった発言が出された。夜間中学を義務教育の複線化に用いては
ならないが、学齢不登校生徒のニーズを探り、夜間中学を学びの場の1つとする議論を始
めることはけっして無意味ではないと考える。
　本シンポジウムによって、夜間中学の設置と基礎教育の保障の推進を図るために検討す
べき課題が多数あることが明らかとなった。従来の公教育制度のあり方と学校のイメージ
を前提としていては解決できない問題が多々あり、課題山積といってよい状況である。
　これまで夜間中学についてはその教育や生徒の実態を伝えたり、維持存続を訴える文章
が多く書かれてきた。またこの十数年で夜間中学の歴史的研究が進んだ。これに対して本
シンポジウムは、夜間中学の設置形態や今後の設置拡大の方法を取り上げ、議論した。こ
うしたテーマを学会でしっかりと議論するということはこれまで少なかったのではないか。
ようやく本格的な基礎教育保障のあり方を議論する時期が来たように感じる。
　第6回大会はあいにく新型コロナウイルス感染症が流行したため、オンライン開催とな
った。本シンポジウムもオンラインでの実施となり、どれだけの人が参加できるか心配さ
れたが、Zoom会場への同時最大参加者数は84名に及び、多数の参加者を得ることができた。
参加者からは口頭とチャットで多数の発言があり、議論も非常に活発に行われた。充実し
た報告と多数の発言により、2時間半の予定を15分ほど超過してシンポジウムを終えた。
　大会後、北海道教育委員会の協議会ではワーキンググループを設置し、広大な地域に散
在する義務教育未修了者や形式卒業者にいかに義務教育を保障するかについて議論を始め
ている。本シンポジウムの報告者や司会者もメンバーに加わっており、ここでの議論も参
考にしながら、北海道での基礎教育保障に関する議論が進展することが期待される。また
本シンポジウムでの議論が北海道のみならず、今後の研究や各地の取り組みの発展につな
がれば幸いである。
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＜報告＞

　

日韓シンポジウム
コロナ禍の基礎教育保障の現状と展望

日韓シンポジウムをふりかえって
　　

　森実（大阪教育大学名誉教授）
　
　

Ⅰ．シンポジウムの位置づけ
　
　今回の日韓識字交流は2017年から始まり、現在まで続いている。2019年9月にソウルで
行われた国際シンポジウムをもっていったんの区切りとなった（1）。2019年3月に福岡で日
韓の識字学習者が交流し、そのときのやりとりがほとんどそのまま「日韓識字学習者共同
宣言」として発表された。また、日韓の識字・基礎教育を論考としてまとめ、歴史と現状
や課題について論じる冊子も、韓国語では2019年10月に、日本語では2021年3月に発刊さ
れた。日本語版の冊子タイトルは『子どものころに学べなかったからこそ－韓国と日本の
識字・基礎教育－』となっている。
　今回のシンポジウムは、その経験を踏まえて、さらにその後のお互いの取り組みを交流
しようとするものだった（2）。特に、2020年は当初より新型コロナの影響が出始め、2021

年になってもその影響は続いており、識字・基礎教育の学習の場は極めて困難を強いられ
ているという時期だったので、この問題を抜きに日韓シンポジウムはありえなかった。そ
のため、シンポジウムタイトルも「日韓シンポジウム　コロナ禍の基礎教育保障の現状と
展望」となった。
　当日は、わたし森実が司会を担当した。日本側の報告者は、棚田洋平さん（部落解放・人
権研究所）、新矢麻紀子さん（大阪産業大学）である。韓国側の報告を担当したのは、ムン・
ゾンソクさん（プルンオモニ学校）であった。指定討論者として、日本側からは添田祥史さ
ん（福岡大学）、韓国側からはチェ・ゾンボクさん（韓国古康総合社会福祉館）が位置づけられ、
それぞれ相手国の報告を自国の文脈に即して整理することが期待された。なお、通訳は金侖
貞さん（東京都立大学）、肥後耕生さん（豊岡短期大学）、ウ・ソッキョンさん（元九州大学
大学院研究生）、溝内亮佑さん（九州大学大学院生／日本学術振興会特別研究員）である。
　
Ⅱ．当日の流れ　
　
　シンポジウムは、韓国の全国文解・基礎教育協議会会長のキム・インスクさんによる開
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会のあいさつから始まった。キム・インスクさんは、このシンポジウムの準備会合のなか
で「コロナパンデミックにより、文解学習の場が学習だけでなく、生活を支える福祉の面
で大きな役割を果たしてきたのだと再認識した」と言っていたのが印象的である。その延
長線上に、キム・インスクさんは、開会にあたって2017年からの交流をふりかえりつつ、
日本語も交えながらこのシンポジウムへの期待を語った。報告と指定討論者の発言はそれ
ぞれの方にまとめていただくので、ここではポイントと、討議の話題をまとめることにし
たい。
　日韓の報告から浮き彫りになったのは、次のような点に関わる共通性と今後の課題であ
る。これらの点は、今後の交流のなかでも議論されるべきだ。
　
①学習者や学習機会の大幅減少
　第1点は、日韓ともに識字・基礎教育の学習機会が大幅に減少し、学習の制約が発生し
たということである。この点は、日韓のみならずユネスコでも報告されている点である。
ユネスコが2021年8月に実施した調査では、回答があった49の成人識字プログラムの90％
以上がロックダウン中に完全にまたは部分的に停止されたとのことである。また、ユネス
コ・ベイルートが実施した調査によると、調査に参加したプログラムの70％近くで教員の
給与を削減しなければならなかったという。
　
②現場に即応しない政府の政策、実態調査の欠如
　このような状況の下、両国政府の政策は、新型コロナ感染拡大の影響を受けとめた的確
なものとはなっていなかった。たとえば韓国では、講師謝金が教室開催数に即して出され
るため、コロナによる休講時の給与が支払われなくなった。また、韓国政府では以前から
文解教育向けの映像教材が作成されていたが、それらはコロナ感染拡大状況ではほとんど
役に立たなかった。日本では、識字教室に日本政府がほとんど関わっておらず、ほとんど
サポートも行われなかった。文化庁が資金提供している地域日本語教室では、その予算を
活用して消毒などの感染予防が行われた。さらに一部の自治体では、アクリル板などを購
入して教室の再開につとめた。しかし、全般的に見るとき、実態に即した施策は欠如して
いたと言うべきであろう。
　地方自治体を含めても、実態の把握が遅れている。この点で特筆すべきは、日本の大阪
府が域内の識字・日本語教室の取り組み状況を調査したことである。残念ながらこのシン
ポジウムの時点では、まだ調査結果はとりまとめられていなかった。
　
③学習内容や方法の発展にかかわる課題
　三つめのポイントは、学習内容や方法に関わる。さきにも触れたが、韓国政府は文解教
育の映像教材を作成しており、それをオンラインで用いて文解教育を進めることを期待し
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ていた。しかし、文解学習者はほとんどデジタル教材を活用できなかった。日本では文化
庁が日本語学習者向けに映像教材を作成していた。しかし、これもどれだけ活用されたか
はわからない。学習者にとってパソコンやタブレットなどを操作すること自体が難しく、
結局このシンポジウムの段階では、コロナ感染拡大に即応した学習内容や学習方法はまだ
開発されていなかったということになる。
　
④デジタルデバイドへの対応
　学習内容や方法に関わって、デジタルデバイドへの対応はとりわけ重要である。たとえ
ば大阪教育大学では大学主催で識字・日本語教室を開設している。わたしもここに関わ
っているが、この「しきじ・にほんご天王寺」という教室では2021年春よりZoomを使っ
て教室を行うようになった。これにより、その後も取り組みを続けることが可能になっ
た（2022年3月現在までオンライン教室は継続されている）。問題は、そのZoomを使った
オンライン教室に参加できた学習者の層である。オンラインになっても継続して参加した
のはもともと日本語がある程度堪能で、パソコンなどのスキルも習得していた人たちだっ
た。対面だったころは、40人ほどいた学習者の3分の1は夜間中学の卒業生であった。しかし、
10人を超えるその人たちは、ほぼ誰一人、オンラインの教室に参加することはできなかっ
たのである。夜間中学の卒業生は、どちらかと言えば日本語は話せるが読み書きが困難だ
という人が多い。そのように、識字学習を最も必要としている人たちが参加できなくなっ
たということである。この点をどう乗り越えるかは重要な課題である。
　
⑤識字-日本語、文解─韓国語学習の接続
　もう一つの論点は、それぞれ国内で育った人たちの学習と、海外から来た人たちの学習
をいかにうまく接続するかという点である。これは、今回のシンポジウムで大きな論点と
なったわけではない。しかし、それぞれの報告のなかではこの問題が言及されていた。日
本では、たとえば、夜間中学に海外からの渡日者が入学することを文部科学省が認めてい
る。大阪では「識字・日本語教室」という枠組みで常に両者の接続が意識されている。韓
国では、現在の学習者は朝鮮戦争頃に子ども時代を過ごした人が多い。この世代の人たち
が一つの層となっている。この人たちのつぎにどのような人たちが文解教育の学習者にな
るのか、検討課題となっている。
　
Ⅲ．討論のトピック
　
　報告では、どちらかと言えば大所高所に立った議論や、統計調査の結果に基づいた議論
が中心となっていたこともあり、討論では現場からの事例に基づいた発言を求めた。
　韓国からは、教室に講師として通っている人から、コロナの影響で教室が閉講になり通
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えなくなってしまったが、学習者の皆さんもコロナを気にしながら暮らすことに疲れてお
り、早く以前のように集えるようになることを期待しているという話があった。
　日本からは、いくつかの被差別部落の識字教室から発言があった。大阪の菅原さんは、
教室に来ているベトナムの男性がつづった文章を紹介した。作品の一部に限られるがここ
でも紹介しよう。彼の息子はベトナムにおり、コロナが広がってから彼はベトナムに帰っ
ていない。
　
　「毎日フェイスブックで息子と話しています。息子と話すと『パパ、なんでベトナ
ムへ帰らないの？なんで会いたくないの？なんでずっと日本にいるの？』と聞かれま
した。毎回息子からそんな質問を聞かれたらとっても寂しいです。……母はまだ元気
だったのですが、コロナに感染して10日後なくなりました。……悲しくつらかったと
き教室の人のはげましのおかげで気分が良くなりました。教室の人は『お母さんはホ
アさんが幸せなのが一番嬉しいと思うので、幸せに過ごすのが親孝行だと思います』
と言いました。聞いてから、自分はもっと頑張らないといけないと自分に言っていま
した。」

　
　被差別部落の識字教室には、海外からの人も参加しているが、それで「日本語を教える」
だけの教室になったわけではない。その人たちも自分にとってつらいことを含めて教室で
語ったりつづったりしている。そういうことを出し合える教室だからこそ、お互いの人生
を応援しあえているのだ。
　和歌山県の小賀さんは、和歌山県の各地にある被差別部落の識字でも、生活や思いをつ
づる活動が重ねられていることを紹介した。毎年県内の識字教室は交流会を開催している。
また、そこには外国からの人はほぼ参加していないと伝えた。日本側の報告のなかで、被
差別部落の識字には海外からの人たちが数多く参加していると述べられていたので、もう
被差別部落の学習者はいないのかと思われるかもしれないと感じたからである。
　討論の時間は限られていたが、このような現場からの声が出し合えたことは意味があっ
た。今後の課題にも通じる点だ。
　シンポジウムの最後には、日本の基礎教育保障学会会長である岡田敏之さんから閉会の
あいさつがあった。この交流をこれからも重ねていきたいというメッセージである。
　
Ⅳ．今後にむけて
　
　2017年から積み重ねられてきた交流は、じつは1990年の国際識字年から続いている。こ
の交流がより深く広いものとなっていくには、いくつかのポイントがあるように思える。
すでに5点を述べたが、最後に3点を補足しておきたい。これらは、すでにこれまでの交流
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で明らかになっていることでもある。
　ひとつは、現場を大切にした交流、学習者どうしの交流を軸に進めることである。日韓
交流に限らず、識字に関連する集まりは、学習者の力と姿こそが推進力となる。もちろん、
学習者を抜きにしても意義深い交流ができることが望ましいが、識字の主役である学習者
が、交流にあっても主役であるように取り組みを組み立てることが必要である。
　いまひとつは、世界のなかの日韓の位置を自覚しつつ進めることである。いま世界は、
新型コロナパンデミックやウクライナでの戦争などに揺らいでいる。SDGｓに象徴される
世界の課題もますます深刻になっている。日韓の間には、友好の歴史と侵略・戦争の歴史
がある。このような両国が交流を重ねることは、両国のみならず世界的な意義がある。世
界の動きを積極的に取り入れながら、自分たちから世界に発信できるような交流でありた
いものである。
　最後の課題は、両国がともに識字という面で前進できるような交流でありたいというこ
とである。たとえば、「日韓識字学習者共同宣言」では、両国が9月を識字月間と決めて、
両国で交流しながら識字の取り組みを深め、広げることにつないでいきたいと述べている。
そのようなことが実現することを期待したい。
　
注
（1）プロジェクトの成果と課題については上杉ほか（2020）を参照。成果物は、すべて　特設ホームペー

ジ（https://asia-net.jasbel.org/）で無料公開している。
（2）このシンポジウムは、科研費（18K02350）の助成を受けたものである。

参考文献
上杉孝實・森実・大安喜一・金侖貞・坂本旬・新矢麻紀子・添田祥史・棚田洋平・長岡智寿子・肥後

耕生（2020）「日韓基礎教育共同プロジェクトの成果と展望」『基礎教育保障学研究』4, pp.132-

151.
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＜報告＞

　

コロナ禍における日本の基礎教育保障の現状と課題
─日本語教室・識字学級・夜間中学の現場より─

　
新矢麻紀子（大阪産業大学）

棚田洋平（部落解放・人権研究所）
　
　

Ⅰ．はじめに
　
　日本では2020年1月に国内初の新型コロナウイルス感染者が報告され、感染が全国に広
がった。政府の要請で3月2日から全国の小・中・高校が一斉に休校となる。4月には、13

都道府県で、その後、全国に緊急事態宣言が発令され、その後も一進一退で2021年1月に2

度目の緊急事態宣言、そして断続的に計4回の宣言が繰り返された。
　図1のように、2020年の日本への外国人入国者数は、コロナウイルスの影響により、前
年に比べ－2700万人、－86％と大きく減少し約431万人であった。

　また、図2のように、入国者数減少に伴って国内全体の在留外国人数も288万人となり
前年に比べ約5万人減少した。日本では近年、外国人対象の地域日本語教室だけではなく、
識字学級や夜間中学にも外国人学習者が大きく増加している。即ち、コロナウイルス感染

図1　外国人入国者数・日本人出国者数等の推移

出典：出入国在留管理庁「令和2年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について（速報値）」（2021年1月29日、報道発表資料）。
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症拡大による外国人学習者数の減少は、地域日本語教室、識字学級、夜間中学という基礎
教育現場全体に影響を与えていることがわかる。

　本報告では、コロナ感染症拡大状況下において、夜間中学・識字学級・日本語教室を対
象に実施された調査等の結果をもとに、それら基礎教育の現場で何が起こったのかを明ら
かにすることを試みる。
　 

Ⅱ．地域日本語教室への影響
　
　日本では、近年、外国人に関連する法律や政策が数多く制定されている。これらの法整備、
特に日本語教育推進法によって外国人への日本語教育の予算も大きく増額している。2019

年が8億円、2020年が9.5億円、2021年が9.9億円であったが、2022年には13億円の予算を
要求している。
　日本では、成人を対象とする日本語教育は文化庁が統括している。文化庁が毎年実施し
ている「日本語教育実態調査」の2020年度報告書から、全国の日本語学習者数は約62,000

人で前年から36％減少したことが明らかになった。しかし、コロナ禍にあった2020年、
2021年の両調査とも、質問項目は過去のものと同一で、コロナの影響による教育実践の変
化や課題について問う質問は設定されていない。つまり、コロナ感染症の日本語教室への
影響を調べる全国規模の調査は行われなかったことを意味する。また、自治体レベルの調
査に関しても、実施している団体は多くないのが実態である。
　コロナ状況下における日本語教室への公的経費支援としては、文化庁「地域日本語教育

図2　在留外国人数の推移
出典：出入国在留管理庁「令和2年末現在における在留外国人数について」（2021年3月31日、報道発表資料）。
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の総合的な体制づくり推進事業」の予算が活用可能で、地域内の教室は補助対象経費とし
て計上できる。実態調査、日本語学習相談窓口の設置、オンライン授業の講師謝金、ウェ
ブ会議ツール、PC等のリース、感染予防用消耗品購入、等である。しかし、この事業は
1/2の補助金事業であるためか、全国の1/3の都道府県と40％の政令指定都市が未だ申請を
していない。また予算を得ている場合でも、予算用途は自治体に一任されているため、日
本語教室に十分な経費支援を行っていない自治体も見られ、文化庁の事業費が有効に活用
されていない実態がある。
　この節のまとめとして、複数の自治体が行った調査、コーディネーター対象のアンケー
ト、インタビューなどから分かったコロナ状況下における地域日本語教育の課題と可能性
を述べておく。課題としては、公的支援体制の地域間格差、オンライン学習用インフラ（PC/

タブレット等の機器、インターネット、その他教室設備）の整備、オンライン学習コンテ
ンツの整備と活用、学習者の日本語学習環境/日本語使用環境の喪失や減少による日本語能
力の低下、デジタルリテラシーの有無による参加格差（学習者、学習支援者とも）、教室
非開催による「つながり」、「居場所」の喪失、オンライン学習支援に関する日本語ボラン
ティアへの負担、等である。なかでも特に、オンライン授業の提供等が地域間、教室間で
格差が生じたこと、デジタルリテラシーがあるかないか、あるいは経済的な問題で個人的
な参加格差が生じたことがあげられる。
　一方、新たな可能性も広がった。オンライン授業の開催によって、対面の教室になかな
か来られない新たな学習者層の掘り起こしができた。例えば、「こそだてのかんじクラス」
に乳幼児を持つ外国人の母親の参加、仕事が忙しく教室に来る時間が確保できない労働者
や心理的に対面参加が困難な学習者の参加である。オンライン授業に伴い、オンライン学
習コンテンツや新たな学習方法の開発も進んだ。また、支援経験は豊富だがITは苦手な支
援者と経験は浅いがデジタルリテラシーが高い支援者の協働が生まれた。
　阪神・淡路大震災（1995年）の負の経験から、多言語対応が広がり「多文化共生」が推
進されたように、今回のコロナ状況下における一過性の対応に終わらせることなく、オン
ライン学習教材や教育方法の開発等を、コロナ感染症終息後にも有効活用できるように持
続可能性を意識して整備しておくことが重要である。
　
Ⅲ．識字・日本語教室への影響
　
　識字学級や夜間中学についても、地域日本語教室と同様に、コロナ禍による多大なる影
響を受けたと推測されるが、その全国的状況を知るすべはない。ただ、一部地域では、こ
の間のコロナ禍における夜間中学や識字学級、日本語教室の状況を把握するための調査が
実施されている。
　大阪では「大阪府識字施策推進指針」が施行されており、府内には200以上の識字・日
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本語教室が存在し、それらの教室を対象にした実態調査が定期的に実施されている。大阪
府が2020年度に実施した「識字・日本語教室等現況調査」では、コロナ禍の影響をたずね
る項目が含まれている。
　識字・日本語教室の多くは、公的施設の一室を借りて開催されている。そのため、緊急
事態宣言の発令を受けて、公的施設の使用が制限されることにともなって、識字・日本語
教室も休講せざるをえない状況となった。前述の調査の結果によると、回答した193の教
室のうち、ほとんどの教室が「教室での活動を休止した期間があった」（188教室）、「いわ
ゆる『3密』の対策を行った」（179教室）と回答している。「特に影響はなかった」との
回答は0であり、すべての識字・日本語教室は新型コロナウイルスの感染拡大により何ら
かの対応をせまられたと言える。また、学習者が減ったという教室は半数を超え（52.3％、
101教室）、学習支援者が減った教室は約3分の1にのぼる（31.6％、61教室）。
　2020年6月には、識字・日本語センターが、大阪府内の市町村の識字・日本語教室担当
者ならびに国際交流センターの日本語教室担当者を対象にして「識字教室、識字・日本語
教室、日本語教室開催状況アンケート」を実施している（発送数74、回答数42）。その結
果によると、休講中の対応として「状況を把握していない」は少数（7.5％）にとどまり、
学習者や学習パートナー（支援者）と連絡を取り合ったり、学習者のこまりごとの相談
にのったり、学習者の健康状態を確認したり、といった何らかの対応がおこなわれている。
教室の再開にあたっては、コロナ感染予防のため、教室参加者に対しては、検温や手指消
毒の実施、健康チェックシートの作成、マスクやフェイスシールドの装着などが求められ、
教室設営に関してはアクリル板の設置や一定の距離を保った机配置、定期的な換気、使用
した机やいすの消毒などの対応が実施されている。
　課題やこまりごととしては、「机の配置を変えて、定員を制限するため、教室の受け入
れ可能人数が少なくなる」といったように、希望者がいても、コロナ感染予防措置により
受け入れを制限せざるをえないといった悩みがあったり、学習者だけではなく「スタッフ
はほとんどが高齢者であり、感染した際のリスクが高い」といった課題が出てきたりして
いる。また、学習者・支援者の混乱や不安が様々にあったという回答があったり、コロナ
禍でなかなか先行きが見えない中で教室活動の展望が描けないという回答も多く見られる。
　
Ⅳ．夜間中学への影響
　
　公立の夜間中学は「全国一斉休校」の対象になったため、長いところで3ヶ月（3～ 5月）
にもわたる、学びの空白期間を余儀なくされた。
　全国夜間中学校研究会近畿地区調査（2020年5月末）によると、休校期間中は、電話や
SNS、手紙などで連絡を取り合ったり、家庭訪問したりすることをとおして、学習指導や
生活相談などに対応した学校が多い。学習指導に関しては、学校だよりや家庭学習用のプ
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リント課題を郵送したり、家庭訪問の際に手渡したりするといったように、学びが途切れ
ないように様々な対応が試みられた。ただ、それらの方法では、対面でなかったり、時間
が限られているため、込み入った生活相談ができなかったり、学習内容の理解度の把握が
難しいといった課題が挙げられている。
　学校再開後も、登校日の限定や分散登校といった対応、毎日の健康チェックの実施など
がおこなわれている。また、特別定額給付金の申請の手続き等に困っている生徒も多かっ
たため、その支援も求められた。
　生徒の中には、コロナの影響により給料が減ったり、仕事を失ったりして、そのことが
原因で、夜間中学に通うことができなくなった者もいる。他方で、高齢の生徒の場合、健
康面の不安から夜間中学に来なくなった者もいる。家族や勤めている会社から夜間中学に
行くことを止められるようなことも起こっている。こうした中、従来から夜間中学への配
置が要望されてきた、養護教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、
母語支援員等の必要性があらためて実感されている。
　
Ⅴ.「コロナ後」の基礎教育保障
　
　本稿をとおして、コロナ禍における日本の基礎教育保障の現状と課題として、「学習者・
支援者の減少」、「オンラインによる活動の可能性と課題」、「基礎教育のニーズの高まり」、
「実態調査の必要性」の4点が明らかになった。
　学習者・支援者の減少の背景としては、①外国人入国者数の制限による新規学習者の減
少、 ②長期間の活動休止や③生活面、健康面の困難・不安にともない学習者・支援者が離
れていったことが挙げられる。コロナ禍の基礎教育保障の現場では、特別定額給付金やワ
クチン接種等の申請手続きのサポートも含めて、生活や健康などに関する相談支援の機能
も不可欠であると言える。
　学習支援活動に関しては、いくつかの識字・日本語教室において、オンラインによる活
動が試みられた。その可能性としては、Ⅱ節で言及しているように、ニーズの発掘とアウ
トリーチによる支援の実現、新しい関係性の構築などといった側面がある。他方で、課題
としては、オンライン環境やネットスキルがない学習者を疎外するというデジタルデバイ
ドの問題にくわえて、「地域の教室としての目的との間で齟齬や無理がでることが懸念さ
れる」との教室担当者の声もあった。コロナ禍において急速に広がったオンラインによる
活動は、教室活動の「居場所性」、「共同性」、「地域性」を問うものだと言える。
　コロナ禍においては、ますます基礎教育のニーズが高まっている。不登校の児童生徒は、
2020年度は過去最多を更新し、小学生で63,350人、中学生で132,777人であった。それと
は別に、コロナ感染を避けるために、30日以上出席しなかった小・中学生も20,905人いる。
不登校の子どもの数は年々蓄積されており、あわせて、外国人の子どもも年々増加してい
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る。これらの子どもたちの状況を見るだけでも、基礎教育保障のニーズが確実にあること
は明らかであり、そのニーズをしっかりとつかみ、それに応える施策が喫緊に求められる。
　最後に、基礎教育保障にかかわる実態調査の必要性である。本稿で参照にした調査は、
一部地域で実施されたもののみであったが、これは何もコロナ禍の影響に関する調査に限
ったことではない。そもそも、日本においては、基礎教育保障の現場を対象にした、全国的・
継続的・横断的な実態調査がない。諸施策を推進するにあたっての基礎資料として、基
礎教育保障の現場の概況を把握する調査や、基礎教育を求めるニーズに関する調査などが、
全国的規模で実施されることが望まれる。
　
参照資料
文化庁「外国人の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業『地域日本語教育の総合的な体制づ

くり推進事業』」。
 https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/chiikinihongokyoiku/（2021年12月18日
アクセス）

文化庁「令和2（2020）年度 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業『新型コロナウィルスの
影響を受ける地域の日本語教育推進活動への支援モデル（例）』」。

文化庁「令和2（2020）年度日本語教育実態報告書　国内の日本語教育の概要」。
第67回全国夜間中学校研究大会実行委員会（2022）『2021年度　第67回全国夜間中学校研究大会　大
会発表誌』。

公益財団法人愛知県国際交流協会・日本語教育リソースボランティア（2021）「地域日本語教室にお
けるオンライン授業等に関するアンケート～調査結果報告～」。

大阪府（2021）「令和2年度識字・日本語教室等現況調査」調査結果概要。
識字・日本語センター（2020）「識字教室、識字・日本語教室、地域日本語教室開催状況アンケート」

報告書。
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＜報告＞

　

教育のやり方と方法を拡大していくべきときに…
　
チェ・ゾンボク（韓国古康総合社会福祉館）

翻訳・編集：金侖貞（東京都立大学）
　
　

Ⅰ．日本側の報告を受けて
　
　日本側の報告を聞いて、コロナが韓日両国の学習者に及ぼした影響がしんどいものであ
ったと思った。このコロナと関連して、3つのことを述べていきたい。
　まず、コロナによって、オンラインによるメディアが発展し、オンライン環境を整備す
ることで学習者のアクセシビリティは増えた反面、一方ではオンライン環境が整っていな
かったり、機器や学習空間が確保できなかったりすると、格差が生まれてくる。
　また、日本では、学校教育に関して、GIGAスクール構想などの一環として、政府から
パソコンなどツールの費用や、オンラインによる教育や相談の支援などが行われたようだ
が、社会教育についての施策は弱く、公共施設の使用には制約があって教室を利用できな
いこともあるので、学習ニーズに合わせて適した学習空間を創ることが大事だと思う。
　さらに、オンライン教育は、距離や時間を節約して、いろいろな人が参加しやすいとい
う意味でアクセシビリティが高いというメリットがある。しかし、先にも述べたとおり、
オンライン学習には制約も大きく、依然として対面学習の効果は大きい。コロナによって、
学習者の不安が高まり、疎外や排除という問題が生じている。これに対して、学習教材の
キットを用意したり、電話での相談や教育、SNSなどを使った工夫もしたりしているが、
教育の効果や学びの質は対面の学習よりも落ちているのが実情である。
　以上のことを踏まえて、討論者としての意見を次の3つで考えている。
　
Ⅱ．指定討論者としての意見
　
　筆者は、社会福祉館の館長として地域の社会福祉施設で子どもから高齢者まで、すべて
の地域住民に対するケアと教育、住民組織事業などを進めてきた。ここでは、社会福祉的
観点から、3つのことを考えてみたい。
　1つ目は、メディア・リテラシーや出前型識字教育のことである。非識字者はデジタル
社会から疎外されている。しかし、読み書きは身につけていても、メディア機器が使えな
いならば、その住民も社会から疎外されているのであり、ある意味では非識字者であると
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いえよう。そのような人たちも含めて、メディアから疎外された非識字学習者の実態調査
が必要であり、メディア・リテラシーもそこに焦点を合わせなければならない。彼らのた
めに、地域のコンビニなどに設置されたキオスク端末の使用方法を教えたり、Zoom活用、
メディア機器の使用法、SNSの使い方などが学べるように、出前型教育を行ったりするこ
とが必要である。従来は教室中心に学習が行われてきたが、今後は地域中心かオンライン
を使う学びが求められる。たとえば、Zoomなどを使った教育や動画配信の学習も考えら
れる。識字の主な学習内容は、必ずしもハングルや日本語だけではない。地域的な疎外と
排除の問題を歴史・社会・芸術・哲学などと関連づけて学ぶ人文学教育を行うことも、また、
コロナ関連の支援金に関する情報や申請方法、政治や経済イシューなど、日常生活に必要
な技術に関する教育も、重要である。
　2つ目は、地域内のさまざまな空間を教育という観点から捉えなおし、整備することで
ある。日本ではコミュニティ・カフェが出会いの場として機能していると聞く。そのよう
な出会いの場を増やして、地域のすべての空間が学びの場所となるように、教育空間を整
備していくことが求められる。これは、地域のカフェであったり、マンションのコミュニ
ティ空間であったり、洞（日本の「町」）の住民センターや市場の事務室、図書館などが
考えられる。こういった空間を地域で利用して、学びが行われるようにする。こうするこ
とによって、人と人が地域で自然とつながり、関係が構築できるツールとして地域が機能
するようになる。それにより、関係も育むことができ、ケアも可能となり、信頼と共生の
価値が広まる可能性も生まれてくる。
　3つ目は、その延長線上にケアと教育がともに行われる地域環境を創ることである。ケ
アが必要となる高齢者や住民が増加している。また、時代の変化が早い今は、誰もが疎外
されかねない。このような社会では、地域のすべての住民が教える立場になるとともに、
学ぶ側にもなることが必要であり、同時に可能である。同様に、すべての住民がケアの主
体である一方で、客体にもなる社会も求められるようになっている。さらには、そのよう
な特徴をもった教育とケアが循環する構造も考えられる。その際に、どのようなシステム
が必要になるのかも考える必要があろう。この点に関わって、筆者は「タイムバンク」方
式で教育とケアの循環を創る仕事をしている。タイムバンクとは、それぞれの人が自分の
得意な活動で他者を支援し、支援した時間を登録してその分のサービスを他の人から受け
られるようにするものである。この「タイムバンク」実践は、個人がもっている知識と技
術を他者と共有するものであり、自分がもっている知識をAさんからBさんへ、また、Cさ
んからDさんへとつながるようにすることで、必要な情報とサービスを人々に届け、他の
人に時間を活用してもらうやり方である。このようなやり方を取り入れて、疎外が広まる
社会で多様な情報が共有できるようにしていく必要がある。
　より長期的観点からは、ロボット工学やAIとつなぐことも考えられる。ロボット工学が
学びと融合しているので、親孝行ロボットを一人暮らしの人や高齢者や障害者に普及させ

247



基礎教育保障学研究　第６号　2022.08

れば、うつ病克服の効果なども期待できるかもしれない。基本的には対面教育が大事であ
ると考えているが、学びの補助としてオンラインやAIを活用できればと思う。また、地域
単位で無料Wi-Fiを設置して、アクセシビリティを拡大していくことを政策として提案し
たい。
　いまのコロナ時代はいろいろな変化をもたらした。さまざまな制限がある中で、学習者
の学習権が脅かされている。コロナを理由に学びが中断され、人々の交流が減ってははら
ない。社会の技術と情報は、住民の誰にも、識字学習者の誰にも、平等に適用され提供さ
れるのが、学習権の基本である。
　韓国も日本もコロナがまた増えていき、安心できる状況ではないが、皆さんと一緒に元
気を出していきたい。
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＜報告＞

　

コロナ時代における韓国文解教育の現況と展望
　
　

ムン・ゾンソク（全国文解・基礎教育協議会、プルンオモニ学校）
翻訳・編集：肥後耕生（豊岡短期大学）

　
　

Ⅰ．はじめに
　
　新型コロナウイルス感染症は、地球上のすべての国において、人間の暮らしにとって根
本的な脅威となった。韓国においては、世界的に最も強力な対応をとり、国民の対面行動
を徹底して阻止するという対策をとりつづけてきた。
　このような対面できないという状況は、学習の機会を取り戻そうとしていた他ならぬ文
解（識字）学習者と文解教室に致命的な危機をもたらした。
　2020年上半期は、すべての文解教室が強制的に休校状況となり、この状況の先行きが全
く予測できないもどかしい状況下におかれた。下半期になると、民間の文解教室では、防
疫指針遵守と学習者のソーシャルディスタンスに関する指針を遵守すれば対面授業もでき
たのだが、公共機関が運営する文解教室においては、施設が使用できず、2021年上半期ま
でほとんど対面授業ができなかった。
　新型コロナウイルス感染拡大の危機的状況が生じて2年経過するが、政府はいまだに公
的にコロナ禍における文解教育の運営状況を調査しておらず、正確な統計等もない。その
ため、本稿の内容は、公式的な調査結果ではなく、文解教育現場から報告された内容をも
とに整理したものである。
　
Ⅱ．コロナ禍で顕在化した文解教育の現実
　
1．学習者の現状
1）文解学習者に対する理解不足
　コロナの状況は何よりも学習者にとって危機であった。文解教育と文解学習者の特性を
理解できない教育当局の問題が挙げられる。文解教育現場を理解できない当局は、正規の
教育のように、文解教育も非対面教育（オンライン教育）で実施するようにとしたが、多
様な学習方法論を経験できず、特にデジタルリテラシーが深刻な学習者にとってオンライ
ン教育は試すことすら困難であった。このような状況は、デジタル弱者であり、教育の二
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極化の最も弱者である文解学習者にとってまたひとつの挫折を味わう瞬間であった。
　
2）学習方法とデジタルリテラシー
　オンライン教育は、デジタル機器と環境に接することさえも難しい文解学習者にとって
は選択できない教育方法である。家族の手助けによりオンライン機器に接続したとしても、
ほとんどのオンラインコンテンツが一方的な講義式の教育コンテンツであるため、文解学
習者とのコミュニケーションが難しく、結局のところ学習効果は期待できない。
　また、学習課題を制作して郵送や手渡しで配布し、電話による学習方法を試みるなど、
非対面教育を実施してきたが、相互のコミュニケーションを円滑に進められなかったり、
課題のページ番号を読み取ることが難しくて探せなかったりする学習者にとっては学習の
効果が期待できなかった。
　
3）高齢学習者の孤立感と学習機会の損失
　コロナ禍における非対面状況は、高齢の学習者たちをさらに萎縮させ、孤立させた。高
齢の学習者にとって感染のリスクが大きな恐怖となり、家族への感染リスクに対する不安
から外出をまったくしない時間を過ごす人も数多くいた。一部の高齢の学習者たちは、登
校できない孫の面倒をみることに心と身体が疲弊し、持病が悪化したり、他の病気を患っ
たりしている。文解教室は学習と交流の空間だったので、学校に出てこられない学習者た
ちが感じた孤立感は計り知れず、健康状態や認知状態（機能）すべてを後退させた。この
ような状況は、ようやく学習の機会を取り戻そうと決心した学習者の意欲さえもくじくこ
ととなり、文解学習者の2割から3割程度がこの間学習をあきらめたと報告されている。
　長い休校期間と、効果が期待できない非対面授業により、学習の機会を失った時間が増
え、その不足した学習を補完するための対策が必要な状況である。
　
2．文解教室の現状
　このコロナ危機は、文解教室、特に民間が運営する文解教室にとっても大きな危機であ
った。コロナの状況に対処する教育方法論と教育コンテンツを制作できる人材も予算もな
くもどかしい状況であった。急遽非対面による教育資料を作成しなければならない状況の
中で、文解教員たちはきつく疲労感が増していた。
　民間の文解教育機関においては、学習者の孤立感と授業時数の減少をこれ以上放置でき
ず、2021年から防疫指針を守りながら学校を再開して対面授業を実施している。学習者た
ちは教室再開後、再び対面授業ができ、仲間といっしょに学習できて、孤立感を抱かずに
すむようになったという満足感を積極的に表現している。しかし、文解教室の部屋が狭く
て小さいため、学習者同士のソーシャルディスタンスに関する指針を満たすことができな
い。これを解決する見通しは立たず、二重三重の苦しみを味わっている。
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　一方、公共機関や農漁村地域の出前型文解教室の場合、現在でも対面授業ができない場
合もあり、この点に対する対策も準備されなければならない。
　
3．成人文解教育予算の問題
　政府が文解教育に支援を始めたのは2007年からであるが、2021年現在においても文解教
育に割り当てられる政府予算は、韓国の小学生一人当たりに支援される予算の0.52％にと
どまっており、1％にも満たない状況である。このような状況の中で授業中断期間が長引き、
政府支援金の執行も遅れたため、文解教室は後援金なども不足し、機関運営の賃貸料や人
件費などを支払おうとして、学校もしくは代表者が負債を抱えながら運営するという困難
に陥った。2021年度はなんとか維持できているものの、2020年度に生じた負債は返済でき
ずにそのまま残っている状況である。これは、現在の韓国における文解教育への支援構造
が極めて脆弱で、現実的でないということを露わにしている。
　
4．移民対象の韓国語教育と文解教育の連携方策
　移民学習者たちの韓国語教育を文解教育と連携する方策が必要である。現在韓国におけ
る移民対象の韓国語教育は、帰化及び永住権政策と連結して法務部の社会統合プログラム
履修制の一環として実施されている。その一方で多文化家族支援センターで支援していた
韓国語教育は、法務部との重複支援を避けるために、短期の韓国語教育しか提供できない。
　社会統合プログラム履修制で実施されているのは、一般的な生活言語中心の韓国語教育
である。そのため、定住移民である移住女性は、ライフサイクルに合わせれば必要となる
はずの、親として必要な韓国語教育や基礎教育を提供されていない。
　彼らは、文解学習者であると同様に、情報疎外階層であり、地域社会とのコミュニケー
ションも円滑にできない。そのために孤立感と支援の断絶がかなり深刻である。2021年か
ら国家文解教育プログラムに結婚移住女性、中国同胞など、移民を背景にもつ国民も参加
している事例があり、今後、移民学習者に対応するため、文解基礎教育カリキュラムと教
授法の開発などが必要である。
　
5．成人文解教育における支援方式の問題点
　もうひとつ、コロナ禍においてさらに浮き彫りとなった問題は、韓国の文解教育プログ
ラム事業の支援期間である。平均的に4月に始まり12月に事業が終了するように設計され
ている。そのため1月から3月は強制的に休校するか、ボランティアでその期間を埋めてい
る状況である。さらに大きな問題は、農村地域の場合、1月から3月は農閑期なので、学習
を行うには良い時期なのに、この時期に授業ができないということである。また、民間の
文解教育機関の場合、この空白の期間に生じる機関運営費が毎年赤字として積み重なって
いるという事実である。このような問題点の改善が切実である。
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　6．非対面オンライン授業方法の事例
　この2年間、韓国の文解教育現場において実施されてきた非対面授業の内容は表1のとお
りであるが、どの試みも対面授業に匹敵するほどの効果はなかった。
　
　

　また、表2のように生活リテラシー教育や民主市民教育などに関する動画学習コンテン
ツを制作しているが、これも非対面状況において上手く活用できていない状況である。
　

表1　非対面オンライン授業方法の事例

出典：ムンが作成したものを肥後が翻訳・編集。

表2　動画学習コンテンツの制作内容
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Ⅲ．コロナ禍で得た教訓及び課題
　
　最後に、コロナ禍の状況で得た教訓及び課題についていくつか挙げてみたい。
　一つ目は、非対面授業により学習の不平等が生まれ、学習機会の損失が重なり、教育格
差が拡大したが、その状況に対処する対策として、臨時の反復学習支援などの支援拡大が
必要である。
　二つ目は、コロナ危機で早まるデジタル環境に対処できるデジタルリテラシー教育を実
施する必要がある。そのためにも、特に文解教室へのオンライン教育のインフラ構築など、
積極的な対策が必要である。
　三つ目は、新型コロナウイルス感染症によって学習者数が減少したことを受けて、広報
及び安全な教育空間の構築などの対策をとることが必要である。
　四つ目は、文解教員の研究活動支援の質を向上させ、学習者の意欲低下を克服できるよ
うな対策準備が必要である。
　五つ目は、非対面状況において実施可能な多様な教育方法論と教育コンテンツを開発（生
活リテラシーコンテンツ）することであり、そのためにもオンライン授業（Zoomなどの
非対面相互コミュニケーション方式）が可能なインフラを構築するための投資が必要であ
る。
　最後に、民間の文解教育機関の場合、機関運営費や事務スタッフ支援、さらには授業を
中断させないための支援時期の設定など、現実に対応した支援がなされなければならない。
　今後コロナが終息したとしても、今回顕在化した状況に対する確かな代案を準備し、持
続可能な文解教育の環境を構築していきたい。

出典：ムンが作成したものを肥後が翻訳・編集。
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＜報告＞

　

韓国の報告へのコメント
　

添田祥史（福岡大学）

　
Ⅰ．はじめに
　
　筆者は、自主夜間中学の運営に関わりながら実践と研究を行ってきた経験があり（添田
2013、2020）、日韓基礎教育共同プロジェクトでは、連絡責任者と科研代表者を担ってき
た（上杉ほか2020、添田2021）。現在、基礎教育保障学会の事務局長を務めている。
　本稿では、まず、コロナ禍の基礎教育保障への影響を理解するための枠組みを提示する。
その上で、韓国の現場の試行錯誤からの学びと展望について述べていく。
　
Ⅱ．日韓比較を通して見えてきたこと
　
　図1は、日韓両国の報告をふまえて、コロナ禍が基礎教育の現場に与えた影響を理解す
るための枠組みを整理したものである。「実施形態」は、学校教育として実施しているのか、
社会教育（韓国では平生教育）として実施しているのかで分けてみた（1）。「提供主体」は、
民間か行政かで分けてみた。
　日本の公立夜間中学は、学校教育制度の中で運用されており、教員免許を持った人が仕
事として教育を担っている。一方、自主夜間中学や識字・日本語教室は、日本の場合はボ
ランティアが中心で行なっている。この構図を意識しながら次の点を考えてみたい。1つ
目が、学習活動の実施への影響である。特に休止期間の長さはどうだったのか。2つ目が
提供主体の経営への影響はどうだったのか。

図1　コロナ禍の基礎教育への影響を理解するための日韓比較の枠組み案
出典：筆者作成。
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　学校教育か社会教育かで大きな差が出ている。学校教育として実施されている夜間中学
は、2020年の3月から5月までが休校だったが、それ以降は、対面授業を再開しており、緊
急事態宣言下も学校は動いていた。韓国は2020年11月には登校を再開している。このよう
に学校教育は、比較的早い段階で対面での学習が再開出来たということがわかる。
　社会教育として実施している場合は、日本側も韓国側も、活動場所としている公共施設
が臨時休館になったことで、長期間の活動休止を余儀なくされた。特に、ムンさんの報告
では、韓国の公的機関は2021年度の上半期まで活動を停止していたとあった。また、日本
では、学校教育は再開しているにも関わらず、当該学校の空き教室等で活動する自主夜間
中学や識字・日本語教室には、施設使用を認めない自治体が多かった。
　韓国の民間教育機関が提供する基礎教育は、すでに2020年時点において休校と活動を繰
り返しながら再開や継続を模索していた。これは、自前の占有施設を持っていることが大
きい。しかし、その一方で、財政面などで非常に大きな苦悩を抱えていたのも、民間教育
機関だった。韓国の民間の基礎教育機関が、経常経費について深刻な財政危機に陥ってい
るという報告には本当に驚いた。
　
Ⅲ．韓国の報告からの学び
　
　1つ目が、コロナ禍の中でも生徒を孤立させない、繋がり続ける現場の努力と工夫を感
じた。非接触型の実践を熱心に模索していることは、その象徴であろう。とりわけ、動画
教材の作成・配信は、日本にはない動きで驚いた。
　2つ目が、日常に学びの場があることの必要性や意義である。これは日韓両方の報告か
ら感じた。識字教室は公共空間である。ここでいう公共空間とは、私的に閉じた空間では
なく、開かれた場であるという意味である（齋藤2000）。ハンナ・アーレントがいうよう
に、私的な空間だけに閉じ込もる生活は、人間的な生活を奪ってしまう。誰かと社会につ
いて議論したり、あるいは生活について語ったりすることができない。完全に私的な生活
は、暴力が見えづらくなる。だから、家から出て、誰かと一緒に身を置く場があることの
意味は、非常に大きい。
　3つ目に、識字の場は学習者と社会を繋ぐハブであることがわかる。ここでいう社会とは、
社会参加と社会資源の両方の意味で使っている。識字教室は、福祉的な機能をもち、セー
フティーネットとして学習者の生活を支えている。情報弱者でもある識字学習者にとって、
識字教室は、正しい情報を入手する場でもある。また、大事な生活相談の場でもある。
　4つ目が、現場を理解することなしには実効性のある対策は打てないことである。たと
えば、韓国の学習動画は、日本から見ると先進的な取り組みだと思ったが、現場から見ると、
使い勝手が悪いという。これは、国や自治体で動画作成を担当した人たちが、現場との接
点をあまり持っていなかったことを反映しているのではないか。
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　5つ目が、韓国の現場の教訓に学びつつ、日本もICT（情報通信技術）の導入可能性を
検討すべきだという点である。動画や課題をただ送りつけるやり方は識字の現場では通用
しない。企画段階からどういう風に現場で使うかということもセットで考える必要があ
る。ハイブリッド授業は、配信するのは簡単だが、授業として成立させるのは非常に難しい。
また、オンラインで学ぶ側には、「助走」と「伴走」が必要だ。平時から時間をかけて機
材の操作方法やICTを用いた学び方に慣れておく必要がある。また、困った時にすぐ相談
できる環境も必要である。それなしには、ICTの恩恵を受けることのできる人とできない
人の間に格差が生じる（デジタルデバイド）。使い方を丁寧に繰り返し練習して、常時サ
ポートできる体制が整えば、ICT は対人関係が苦手な若者、病弱者、障害者、高齢者にこ
そ有用である。このシンポジウムが、まさにそうであるが、地域や国をまたいだ交流もで
きる。生徒同士がオンラインで交流できれば、実践の幅も広がるだろう。
　ただし、基礎教育へICTを導入する際には、国や行政の覚悟が求められることを強調し
たい。Wi-Fiなどの教室環境、タブレットやパソコン、プロジェクターやスピーカー、動
画作成用の機材の整備と並行して、それをどう活用していくのかを見据えた現場との共同
研究の推進も不可欠となる。
　
注
（1）シンポジウム時は、「根拠法・所管」としていたが、学校教育法137条の「学校の目的外使用」を

根拠に活動場所の提供を受けている自主夜間中学のケース等があるので、本稿執筆時に「実施形態」
へ修正した。

引用文献
齋藤純一（2000）『公共性』岩波書店。
添田祥史（2013）「若者への学び直し支援の実際―釧路自主夜間中学『くるかい』の現場から」『部落

解放研究』199, pp.53-64.

添田祥史（2020）「自主夜間中学における『学校づくり』」『教育』889, pp.75-80.

添田祥史（2021）「東アジアの基礎教育保障のための市民的連帯にむけて―日韓基礎教育共同プロジェ
クトの経験から」『東アジア社会教育研究』26, pp.40-50.

上杉孝實ほか（2020）「日韓基礎教育共同プロジェクトの成果と展望」『基礎教育保障学研究』4, 

pp.132-151.
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2020年
1月15日
2月25日

2月27日
2月28日

3月24日

4月7日

4月16日

4月下旬

7月22日

2021年
1月7日

2月

2月7日

2月17日

4月12日

4月25日

6月21日

7月23日
8月13日
8月20日
8月24日

10月25日

11月12日

2020年
1月20日
2月23日

3月5日

3月15日

3月30日
4月8日
4月9日

6月28日

10月13日
11月7日

12月3日

12月23日

2021年
2月26日

3月8日

7月

10月13日
11月1日

11月28日

日本国内で初感染者。
政府、「今後の国内の健康被害を最小限に
抑える上で、極めて重要な時期」として、
企業に発熱等の症状がみられる職員など
への休暇取得敢行、テレワークや時差出
勤の推進等を協力に呼びかける。イベン
ト等の開催は全国一律の自粛要請を行う
ものではないが感染の広がり、会場の状
況等をふまえ、開催の必要性を改めて検
討するよう依頼。
政府、3月2日から春休みまでの休校要請。
東京ディズニーランド、USJ休園。
北海道に緊急事態宣言発令。
東京オリンピック・パラリンピックの１
年延期を決定。
第一次緊急事態宣言（13都道府県）。
政府、1世帯2枚ずつマスクを配布。
緊急事態宣言が全国に拡大（全面解除5月
22日）。
政府、1人10万円の特別定額給付金を支給
開始。
政府、「GoToキャンペーン」開始。

第二次緊急事態宣言（東京都、神奈川県、
埼玉県、千葉県）。
新型インフルエンザ等対策特別措置法改
正。
第二次緊急事態宣言が全国主要都市に拡
大（全面解除3月22日）。
医療従事者を対象にしたワクチン先行接
種開始。
65歳以上の高齢者を対象にしたワクチン
優先接種開始。
第三次緊急事態宣言、まんえん防止等重
点措置（全面解除5月12日）。
第四次緊急事態宣言、まんえん防止等重
点措置（全面解除10月1日）。
東京オリンピック開幕（～ 8月8日）。
東京都で過去最多の5773人の感染者。
全国で2万5871人と過去最多を更新。
東京パラリンピック開幕（～ 9月5日）。
東京都、認証を受けた飲食店に酒類提供・
営業時間の制限解除。
2回目のワクチン接種が完了した割合は
74.7％、新規感染者数213人。

韓国国内で初感染者。
コロナウイルスに対して、感染病の危機
警報が「警戒」から「深刻」段階へと上
げられる。深刻段階となったことによっ
て、政府によるイベントの禁止や休校要
請も可能となる。同日に総理を本部長と
する「中央災難安全対策本部」が設置され、
教育部は全国の幼稚園や小中高、特別支
援学校の2020年度の開始時期を１週間延
ばす措置を取る。
「マスク受給安定化対策」発表。9日から
マスク5部制を実施、出生年度で指定され
た日に公的マスクが購入可能に（一人当
たり2枚の制限）。公的マスク制度は7月11
日に終了。
大邱・慶尚北道の一部地域を特別災難地
域へと宣布。感染病では初。
1回目の緊急災難支援金の支給を決定。
初めての集合禁止命令（4月19日まで）。
高校3年生・中学3年生からオンライン登
校開始。ほかの学年は順次オンラインで
登校し、一番遅い小学校1～ 3年生は4月
20日から。
コロナの防疫措置を社会的距離確保に統
一（3段階区分）。
室内外でのマスク着用の義務化を施行。
5段階へと細分化された社会的距離確保を
実施。
修学能力試験が11月19日から12月3日へと
変更され、実施。
プライベートで5人以上の集まり禁止、21
時以降の映画館の営業禁止などの制限措
置施行。

高齢者向けの療養病院従事者及び入所者
からワクチン接種開始。
高リスク医療機関従事者対象のワクチン
接種開始。
防疫段階の見直しで、社会的距離確保の
段階を5段階から4段階へと改編。
コロナ19日常回復支援委員会を設置。
withコロナに向けての議論開始。withコロ
ナを宣言、段階的日常回復へと転換。22
日から首都圏における幼稚園や小中高の
全面登校開始。
2回目のワクチン接種が完了した割合は
79.7％、新規感染者数3,928人。

年表　日韓のコロナ禍関連の動向（2020年1月〜2021年11月） 作成：添田祥史・金侖貞・棚田洋平

日　本 韓　国
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＜書評＞
　
谷川至孝・岩槻知也編著
『子どもと家庭を包み込む地域づくり－教育と福祉のホリスティックな支援』
晃洋書房　2022年3月
　

　河野和枝（さっぽろ子育てネットワーク）
　

　非常にわかりやすくためになる本であり、筆者にとっては、初めて出会ったと言えるほ
どまるごと興味・関心のある内容だった。最初に、書籍名『子どもと家庭を包み込む地域
づくり』に「おう！」と惹かれ、その上、サブテーマの－教育と福祉のホリスティックな
支援－の文言に大いに惹かれたまま、読み進めていくうちにどんどん活動が導かれていく
内容だった。この理由を、私事と重ねて最初に記すことをお許し願いたい。
　筆者は、市民団体さっぽろ子育てネットワークの活動に、1995年設立以来30年近く中心
的に関わっている。乳幼児の親を対象に始めた「ひとりぼっちの親をなくそう！」をコン
セプトに子育てネットワーク活動を始めたが、子育てネットワークとはどのような活動を
すべきか全く分からないまま、それでも参加する親たちのニーズに合わせながら、試行錯
誤の活動が展開されていた。活動理念を社会教育のひとつと位置づけ「子育ち・子育て・
親育ち」とし、「ともに育ち合おう」とした。当初、子育てネットワークは、子育て支援
の活動だから福祉領域、社会教育とは異なるとも言われた。それでも私たちの活動は、学
習ネットワークであるから社会教育であると言い聞かせ、悩みながらの活動を続けた。子
育てに関わる学習活動を柱に市民を組織し、創意工夫し実践してきた。学びの主体は、当
事者（親たち）が中心ではあったが、関連する子育て団体と協同し、スタッフの学習会、
子育て援助を考える会を開催し、現在に至っては、子育てや家族支援に関わる団体等との
ネットワークをより広げ、孤立・孤独、貧困、家族問題、ジェンダー問題、虐待など現代
社会を反映する構造的社会問題と向き合い「居場所ネットワーク」の活動に発展させてい
る。この間の経験では、市民同士の連携の困難さはあまり感じられない。しかし、行政や
学校との関係を進めることは、何かと難儀な現実に悩まされ、まさしく、教育と福祉のホ
リスティックな支援に課題を抱えていたこともあり、この本に示される実践事例は大いに
刺激的で参考になった。この3月「さっぽろ子育てネットワーク設立25周年記念誌」を発
行し、今後の活動展望に、「教育と福祉を統合した地域づくり活動」とした。まさにタイ
ミングが良く、この本と出会った喜びは格別であったというわけである。
　さて、私事はさておき、この本についての紹介に入る。
　最初に目にとまる帯封、「すべての子どもと家庭にウェルビーイングをもたらす地域づ
くり」、続けて「ボランタリー組織、社会福祉協議会、子ども食堂、学校、児童相談所、
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地方自治体、国……様々な機関が連携して住民が主役となる地域づくりのモデルを紹介し
展望する」とある。これを読んだだけで、本の内容が端的に示され、今日、多くの国民が
抱えている社会問題・課題へとアプローチしていることを理解し、同時に「すべての子ど
もと家庭」が対象であることは筆者の共感と大きくつながることになる入り口であった。
　序章は、「地域づくりを考える際の視点－日英の比較から－」、英国の地域再生政策と教
育の関連が書かれ、日本の政策とも比較している。その上で、「わが国らしい政策転換の
あり方」があるはずと提起している。確かに、政策的課題と実現は、蓄積された国の歴史
を放置しての政策転換は、絵空事であり「わが国のあり方」があるのだろうと考えさせら
れる。
　第1部は、先進的地域の取り組みとして、第1章　沖縄県―内閣府の補助金を基盤とした
取り組み、第2章　滋賀県―社会福祉協議会を中心とした取り組み、第3章　明石市―首長
の政策展開に基づく地域づくり、第4章　大阪市西成区―ボランタリーセクターの伝統的
な活動と、4行政区の聞き取り調査を基に実践事例を丁寧に記述している。どの地域もこ
れらの実践には聞き覚えがあるが、今日の課題解決に果敢に挑戦する実践を過去の実践を
掘り起こしながら重ねて綴り、モデルとなる特色ある事例として整理している。中でも筆
者の目にとまったのは、大阪市西成区の活動である。ボランタリーセクターが行政や学校
を巻き込み地域づくりに大きな役割を発揮するこの実践は、公的な責任を問う課題を追求
するものである。福祉領域にはびこる行政の委託事業は、民間への丸投げともなり公的責
任を減退させ、否、公的責任とは？を問う姿勢さえ危うくする。行政と民間の垣根を越え
る実践の見通しを持たせてもらえる示唆がある。
　第2部は、ボランタリー組織の取り組みが記述されている。第5章　京都市山科醍醐子ど
もの広場、第6章　沖縄市ももやま子ども食堂、第7章　大津市子どもソーシャルセンタ
ー、第8章　高槻市タウンスペースWAKWAKと実践録は続き、どの活動実践も地域の状
況としっかりと向き合い優しい市民パワーを全開している。中でも第7章で紹介されてい
る、子どもソーシャルワークセンターの活動は、強い関心につながった。欧米では、子ど
もに関する専門職がしっかりと養成され、制度にも組み込まれ、現場で課題解決の担い手
として活躍していると紹介されているが、わが国では、スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカーくらいしかいない。しかも、機関の中での集団的役割と機能が確立し
ていない。子どもソーシャルワークなどは、地域のすべての子ども支援者として専門職化
され、全国の各地域に配属すべきだと強く感じる。
　終章は、「ケア」が息づく地域づくり、を地域づくりの定義、ソーシャルキャピタルの
考え方、その上で「ケア」とコミュニティの視点を編著者の岩槻氏がまとめ、この本の中
に示された各地の実践を理論的に裏付けしている。筆者にとってもあらためて納得する記
述であった。また本の表題にもある「地域づくり」をこの本はどのように定義しているのか、
くみ取れないまま読み進んだが、この終章において、明確な定義が示され納得する。
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　また前後するが、編著者の谷川氏は、「はじめに」の中で、この本書のアプローチ・特
徴を①学校は地域の中の重要な機関ではあるが、あくまでも地域を構成している一機関と
して捉える、②地域づくりではボランタリー組織が核となる役割を果たしうる。そのボラ
ンタリーに着目する、と記し、この視点が実践事例の紹介において貫かれているため、す
っきり整理され理解しやすい。反面、すっきり整理されているが故に、読者にとっては、
ときどきその場で「その事業の担当はどのような人が担っているの？」「スタッフはどの
ように動いてその結果が導かれたの？」など、質問をしたくなる衝動に駆られることも多
かった。また、活動に登場するスタッフや参加する当事者の声、つまり子どもや大人たち
の声とともにその意識変容が記述されることで事例のリアルさと真価につながると感じた
がどうであろうか。
　最後になるが、多くの地域支援は、住民ニーズから始まり住民の担い手により活動が展
開されてきた歴史がある。このことは、この本からも伺える。現在も子どもや家庭に関わ
り現場を担い奮闘している多くの活動家が全国にいる。ぜひこれらをみなさんに読んで頂
きたい。地域で求められる「教育と福祉のホリスティックな支援」に結びつく実践のバイ
ブルとなることまちがいないと筆者は考え大いに推薦する。
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＜書評＞
　
江口怜著
『戦後日本の夜間中学－周縁の義務教育史』
東京大学出版会　2022年3月
　

　浅野慎一（摂南大学）
　

　本書は、1970年代初頭以前の日本の夜間中学の歴史に関する研究の、現時点における「到
達点／金字塔」といってよい。今後、同時期の夜間中学についての研究は、本書との関係・
対比においてそのオリジナリティを明示した上で発表される必要があるだろう。
　本書は、夜間中学の歴史を、①制度・政策・運動、②生徒の生活世界と学校経験、そし
て③教師の教育実践の3つの位相から立体的に叙述する。また夜間中学の地域的多様性に
ついても、詳細かつ明晰に描き出す。
　本書の基本的な視座は副題にある如く、「周縁の義務教育史」である。すなわち夜間中
学は義務教育の周縁に位置し、同時にそこで学ぶ生徒は社会において周縁化された人々だ。
夜間中学は義務教育の周縁的制度の創出であると同時に、義務教育の内実・実践が周縁化
された人々との関係の中で作り変えられてきた現実を明瞭に物語る。
　本書の卓越性は、3点に総括できる。
　まず第1に本書は、極めて周到かつ緻密な史料収集・読解、および独自のインタビュー
調査に基づく「分厚い」実証研究だ。本書で新たに発掘された諸事実、およびそれをふま
えた新たな知見は、紙幅の関係上、個別には言及できないが、枚挙にいとまがない。
　第2に本書は、夜間中学の単なる賛美の書ではなく、その歴史的制約をも明晰に解明し
ている。
　その内実は、①「あってはならないが、なくてもならない」夜間中学の両義性、②教師
の社会防衛論的発想・啓蒙主義的教育実践が生み出す生徒との亀裂・軋轢、③「就学を正
常とし、不就学・長欠を不正常とする」認識それ自体が孕む「統治」・「支配性」、したが
って④「義務教育の権利保障」という目的設定そのものが内包する限界など、重層的だ。
そしてこれらの根底にあるのは、戦後日本の民主主義・義務教育それ自体の歴史的制約を
剔抉するポスト・コロニアリズムの観点といってよい。
　しかも本書の分析は、ポスト・コロニアリズムの観点からの後付け的な「断罪」ではない。
教師の教育実践における葛藤・揺らぎ、および教師の成長過程を丁寧に掬い取っている。
　こうした複眼的分析を可能にしたのは、「周縁の義務教育」という基本的な視座であろう。
すなわち「周縁」は「外部」や「他者」とは異なり、支配的・中心的な価値や場所と何ら
かの形で通底している。また周縁においては「包摂」と「排除」の二元論は無意味であり、「包
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摂という行為もまた権力行使の一形態」（p.19）にほかならないのである。
　そして第3に本書は、夜間中学生を単に「生徒」と捉えるのではなく、そのトータルな
生活史・生活過程の中で夜間中学が果たした意味を考察している。
　そこで本書の視野は、学校外の地域社会における産業構造変動・社会文化的背景にも及
ぶ。行政や教師が意図しなかった夜間中学の意味も、学校や教師に対する不満・葛藤を含
めて把握される。ポスト・コロニアルの現実の社会変動との関連で、夜間中学とその変遷
の意味も考察される。
　特に漁村の生産・労働様式、および被差別部落の生業や社会文化・差別と夜間中学の関
係について、本書は既存の研究水準を一階梯、高めている。
　さて、優れた研究成果に対する最大の尊敬の表現は、忌憚のない批判であろう。
　評者は以下の3点において、本書を批判する。
　まず第1は、ポスト・コロニアルの観点の不徹底だ。
　本書の中で「ポスト・コロニアリズム」の概念は、日本でしばしばそう見なされている
ように、植民地支配の歴史やその受けとめ方といった意味合いで用いられている。しかし
本来のポスト・コロニアリズムとは、国民主権や民族解放の達成それ自体が孕む歴史的限
界の批判的克服の視座であろう。
　したがってポスト・コロニアリズムの観点を貫くならば、「あってはならないが、なく
てはならない」のは夜間中学だけでなく、昼間の学校を含む義務教育そのものであるはず
だ。夜間中学の葛藤は「周縁」としてのみならず、義務教育としての普遍主義や支配的価
値にも起因する。
　しかし、本書で指摘される「不就学を問題視する『統治』のまなざし」への批判、およ
び「包摂もまた権力行使の一形態」といった認識が本書において貫徹されたのか、やや疑
問ではある。社会防衛論や啓蒙主義を克服し、義務教育をウェルビーイングの実現の場と
したとしても、それは当然、より周到な「統治」・「包摂」にほかならない。
　このことは、義務教育制度の周縁としての夜間中学、および社会で周縁化された生徒と
いう、二つの「周縁」性の狭間にある越えがたい断絶性をどこまで直視するのか、という
問題でもある。両者を統一的に捉える本書の「周縁の義務教育史」という視座は事実上、
前者の「周縁」性の歴史に収斂されざるを得ないのではなかろうか。
　それとも関わって第2の問題は、夜間中学生のトータルな生活を捉えるまなざしの不徹
底だ。
　これは、「生徒の生活世界」を「制度・政策・運動」や「教師の教育実践」と対等に鼎立させ、
立体的把握をめざす本書の基本的方法の是非に関わっている。
　評者は、生徒のトータルな生活こそが夜間中学のあり方の根底的な規定要因であり、制
度・政策・運動や教育実践はその従属変数でしかないと考えている。この認識を基礎に据
えなければ、本書でも引用されている「生徒のつきつける問題にたじろぎ、おたおたし、
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よたよたついてゆく。それが夜間中学校なのだ。」（p.204）という教師の発言の重みは受け
とめきれまい。
　この問題は、夜間中学の史的変遷の時期区分に最も明瞭に立ち現れる。本書は「生成期
（1947～ 54年）」、「縮小期（1955～ 66年）」、「再編期（1967～ 73年）」と区分する。その
メルクマールは、全国夜間中学校研究会の動向（教育実践）、および行政管理庁の夜間中
学早期廃止勧告（行政）であり、生徒の生活実態やそれをもたらした学校外の社会構造変
動ではない。生徒の生活実態をメルクマールにすれば、一層現実的で実践的な時期区分が
浮かび上がったのではないか。
　さらに本書が、生徒の生活を唯一無二の根底的な規定要因に据えることができなかった
理由の一つは、客観と主観、経済と文化、個人と社会を一体不可分のものと捉える「生活
過程論」ではなく、それらを分離して主観・文化・個人を重視する「生活世界論」にとど
まったからであろう。
　そして第3に、ポスト・コロニアリズムの観点、および生徒の生活過程の把握がともに
不徹底であることの弊害は、「再編期」以降に急増した多様な生徒（障害者・引揚者・移民・
在日朝鮮人等）へのまなざしに、とりわけ顕著に立ち現れているように思われる。
　ただしそれらについて本書は「本格的には検討できなかった」（p.526）と述べ、今後に
残された課題の一つとして「再編期以降の夜間中学の歴史的展開の検討」（p.528）を挙げ
ている。
　是非、今後の検討を待ちたいところである。
　以上、批判を縷々述べたが、これらはいずれも対等な研究者としての挑戦的論争であり、
卓越した研究成果に対する尊敬の表明だ。
　著者による真っ向からの反論、そして今後の協働的論争の行方がとても楽しみである。
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＜書評＞
　
佐藤一子・大安喜一・丸山英樹編著
『共生への学びを拓く SDGsとグローカルな学び』
エイデル研究所　2022年4月
　

　岡田耕治（大阪教育大学）
　

　本書を手にした時、重いなと感じた。しかし、鞄に入れて読み進めるうちに、その重さ
は柔らかな軽さに変わっていった。それはこの本の編者や著者が、それぞれの専門分野の
知見にとどまらず、自分の活動フィールドがあって、そこから世界を見ている、まさにグ
ローカルなまなざしのなせる技かも知れない。
　〈本書のねらいは、さまざまな格差を是正し、「誰一人取り残さない」状態を実現するた
め、国際的視野を持ちつつ地域から「共生への学び」を創造的に追求する主体の形成過程
を明らかにすることである〉と、佐藤一子さんはじめ編者の方が述べている。本書の内容は、
①持続可能な地域づくりとコミュニティ教育、②生きづらさを抱える子ども・若者の自立
支援と社会参加、③多文化共生社会への模索と国際交流、④グローバル時代の平和・人権
学習、文化多様性とシティズンシップ教育と大きく次の4部で構成されている。 

　各部で注目したところは、①持続可能な地域づくりとコミュニティ教育の部分では、大
安喜一さんが、バングラディシュやタイでどのようにこのコミュニティの中での学びを実
現しているかという例を紹介している文章である。その上で、大安さんがフィールドとし
ている岡山市の公民館が、地域の人々と対話を通して課題を見つけ、解決の方策を考え、
地域の学校や商店街とつながりを作っていく役目を果たしていく事例を挙げている。現在、
私の在住する大阪では、公民館がどんどん民間委託されて、本来の公民館活動が先細って
行く状況だが、学びを通した持続可能な社会づくりの可能性を示してくれた。
　②生きづらさを抱える子ども・若者の自立支援と社会参加では、実際に子ども・若者の
自立支援に携わっている佐藤洋作さんの文章に刺激を受けた。佐藤さんは、実際にフリー
スペース「コスモ」やベーカリー「風のすみか」の運営をしている。子どもや若者が学び
やすい居場所、また若者が働きやすい職場を実際に作ることができるという具体的な実践
は、読む者を力づけてくれる。多くの学びの場や職場では、効率化が求められ、時間をど
う有効に使うのかということが課題になっている。この流れに乗れるか乗れないかでその
人の価値が決まってしまうという、緊張の高い勤め方を強いられているのだ。しかし、「風
のすみか」では、失敗してもいいんだよ、あなたはあなたでいいんだよという、心理的安
全性を保ちながら、安全でおいしいパンが作られている。そうすることによって、地域の
人から信頼され、喜ばれるパン屋が生まれ、そのパン屋のメンバーの一員であるというこ
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とに、自ら自信を持っていく。そのような働き方が可能なのだという具体的な実践は、希
望そのものだ。
　③多文化共生社会への模索と国際交流では、「『共生社会』創造を目指した外国人移住者
との地域日本語学習活動」という山田泉さんの文章に着目した。私は、大阪教育大学にお
いて、ボランティアの皆さんとともに地域の方々が読み書き・ことばを学習する場を運営
しているので、山田さんの提起に肯くところが多くあった。特に、外国人住民がボランテ
ィアとともに学び合い、「地域を共生社会としていく主体となっていく」ことが重要だと
いう指摘がそうだ。また、ボランティアがそのことに注力できるよう、国や地方公共団体
が「日本語運用能力を獲得する」ための地域日本語教室を整備すべきという主張も、その
ことが実現すればずいぶん学習の場の混沌や対立も整理されると感じる。山田さんが「社
会的学び」と呼んでいる学びは、日本人と外国人が共に学ぶことによってよりよい社会を
つくっていこうとするものである。その実現のためには、これまで積み上げてきたボラン
ティアによる読み書き・ことばの学習とともに、国や地方自治体の役割は大きい。そのよ
うな意味で、金侖貞さんが「『社会統合』に向けた学びの保障とは」で紹介している韓国
多文化教育は、日本にも取り入れていきたい教育施策が多く含まれている。
　本書の特徴として、主要な文章のテーマに沿って、10編のコラムが挟まれていることが
挙げられる。これによって、各部のメッセージが重層化されていく。コラムの中では、添
田祥史さんが挙げている夜間中学の学習者の言葉が、ダイレクトに私の中に入ってきた。
〈親を恨んでも問題の解決にはならないことを、親の後には、社会の大きな流れがあるこ
とを、学びました。そして救われました〉。このような言葉を紡ぐことのできる学びを是
非実現したいと思った。
　④グローバル時代の平和・人権学習、文化多様性とシティズンシップ教育の中では、新
藤浩伸さんが「学習の自由・表現の自由・文化多様性を育む博物館」の中で、ニューヨー
ク市立美術館やブラジル国立歴史博物館を紹介している。特に、ブラジル国立歴史博物館
の展示の最後に暗い展示室を出る自動ドアがあって、その大きな鏡に来館者自身が映し出
される。その鏡には、「歴史とはそれを創るあなたのことです」というポルトガル語が書
かれている、と。本書は、全巻を通してSDGsの目標達成とグローカルな学びをどう実現
するのかというテーマで貫かれているが、この鏡は、その取り組みの原点にあなたが立っ
ているのですよと呼びかけているようだ。社会教育施設というのは、この社会において当
事者である人と人とをつなぐ場なのだと、改めて思わせてくれた。
　一人ひとりが、人生の当事者であり、未来は今なのだ、それが歴史なのだというメッセ
ージは、本書を一貫して通底しているように思う。本書を手にしたとき、こんなにも様々
なことを考えなければいけないのかという重さを感じた。けれども、鞄の中で次第にその
重さを感じなくなっていったのは、私なら私のフィールドで出来ることに取り組み、そこ
から世界を見ていく、SDGsの目標に向かっていく、それでいいのだと思えるようになっ
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たからだろう。最後に丸山秀樹さんが書いているように、本書で取り上げられているテー
マだけでなく、ジェンダーに関する課題や世代間格差の課題など、様々な課題がある。け
れどもすべての始まりに私があると気づき、この私を力づけてくれる一巻である。
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＜書評＞
　
李正連著
『植民地朝鮮における不就学者の学び―夜学経験者のオーラル・ヒストリーを
もとに―』
博英社　2022年4月
　

　肥後耕生（豊岡短期大学）
　

　本書は、植民地期朝鮮において、多くの不就学者の学びを担った夜学に着目し、当時（1930

～1940年代）の夜学経験者の証言（オーラル・ヒストリー）をもとに、従来の研究では十
分に明らかにできていない夜学の実相に迫っている。植民地期朝鮮における朝鮮総督府の
教育政策や私設教育機関に対する統制によって生まれた不就学者が夜学に何を求め、そこ
ではどのような学びが行われていたのか、実際に夜学で学んだ人びとの視点から当時の夜
学の実態を描くとともに、不就学者にとって夜学が果たした役割とはいかなるものであっ
たのかを明らかにしている。
　本書の構成と内容は、以下の通りである。
　まず序章「朝鮮民衆の教育欲求は満たされたのか」では、先行研究の検討と本書の課題
について取り上げている。著者は、夜学に関する従来の研究に対して、「主に「抑圧―抵抗」
という二項対立の研究視点や、朝鮮民衆の民族教育の場として捉える視点が強く、民衆自
らが生活向上や教育欲求に基づいて教育や学びをつくりだす教育の主体という側面が看過
されやすい点、また当時の新聞や雑誌など限られた文献資料のみを用いた研究が大半を占
め、それでは夜学の全貌が明らかにできない」（pp.10-11）ことを指摘している。そこで著
者は、夜学の実態を具体的に描き出すために、当時の夜学経験者の証言（オーラル・ヒス
トリー）を用いることを方法論として示している。
　第1章「植民地朝鮮における教育政策の展開」では、植民地期朝鮮における教育政策の
展開過程について検討している。朝鮮総督府の教育政策は、三・一独立運動後に高まった
朝鮮民衆の教育欲求を満たすための教育機関の増設に消極的であった。一方で、私設教育
機関の教育活動を統制し、「学校を中心とする社会教育」や「卒業生指導」といった社会
教育施策が展開されていて、その過程を明らかにしている。
　第2章「教育欲求の高まりと夜学の増加」では、朝鮮総督府の消極的な教育政策が行わ
れるなか、朝鮮民衆は自分たちの教育欲求を満たすために諦めることなく、学校増設運動
や農村啓蒙運動などを展開する。そのなかで、朝鮮民衆、とりわけ多くの不就学者に学ぶ
機会を提供した夜学に注目し、夜学の類型、設立主体及び目的、教育内容、運営状況、民
衆教育運動との関係について検討している。
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　第3章「不就学者の学びの実態―1930～40年代夜学経験者のオーラル・ヒストリーをも
とに」では、植民地朝鮮期における「不就学者の学び舎」としての機能を担った夜学の具
体的な実態について、1930～1940年代の夜学経験者（生徒と教師）64名のオーラル・ヒ
ストリーをもとに描き出している。
　第4章「女性の学びと夜学」では、植民地期朝鮮人女性の不就学状況と朝鮮総督府によ
る女子教育政策、女子教育に対する関心の高まりとともに、女子教育の多くを夜学が担っ
ていたことを明らかにしている。その上で、1930～1940年代の夜学経験者のうち、女性の
オーラル・ヒストリーをもとに、当時の女性の生活と学びの実態を描き出している。
　第5章「夜学教師による教育実践の諸相」では、当時の夜学教師による教育実践の実態
について、4名の教師経験者を含む夜学経験者のオーラル・ヒストリーをもとに描き出し
ている。なかでも、夜学教師を担った契機、教育内容、夜学教師としての思いや生徒との
関係など、当時の夜学教師の教育実践と特徴について、夜学教師経験者の証言をもとに明
らかにしている。
　終章「不就学者の学びと夜学」では、夜学経験者のオーラル・ヒストリーをもとに、学
ぶ側の視点から夜学の実態を明らかにし、検討することによって、従来の文献資料だけに
頼った研究では見出すことができなかった植民地期朝鮮における不就学者にとっての夜学
とはどのような場であったのかについて整理している。
　従来の研究では明らかにできていない、また新聞や雑誌等の文献資料だけでは読み取れ
ない夜学の教育実践の実態を、当時の夜学経験者の「語り」を用いて描き出しているとこ
ろに本書の特徴がある。夜学経験者についての当時の資料や記録もほとんど残っていない
なか、64名の調査対象者を探し出したことには大変な苦労と時間が費やされており、並々
ならぬ努力がうかがえる力作である。
　著者は、夜学経験者のオーラル・ヒストリーをもとに、夜学の実相として、次の五点を
新たに見出している。第一に、夜学で学んだ人たちは「必ずしも受け身ではなく、自らの
ニーズによって夜学に通い続けるかどうかを決めた主体的・能動的な存在」（p.336）であ
った。第二に、夜学は「教育欲求を満たす教育の場にとどまらず、行事やイベントを通じて、
地域住民が集い、新しい文化に接することができる場、住民の団結のための求心的な役割
や民衆文化創出の場」（p.338）であった。第三に、当時の女性にとっての夜学は「最もア
クセスしやすい教育施設であり、学び場でもあったが、同時に家事労働等から逃れ、友達
と遊んだり、新しい文化にも接することのできた「憩いの場」であり、社会とつながる窓」
（p.339）であった。第四に、「植民地末期における被植民者としての夜学教師の内的葛藤や
苦悩、工夫」（p.340）である。第五に、「就職や転職のために日本語を学ぼうとする者向け
の営利目的の夜学が存在していた」（p.341）ことである。
　このように、実際に夜学で学んだ、もしくは教えた側からの視点から植民地期朝鮮にお
ける夜学の具体的な実態を明らかにした点に本書の意義がある。著者も言及しているよう
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に、高齢となった夜学経験者の証言の正確性といった点に課題はあるかもわからないが、
本書で取り上げられた64名の証言は、韓国における文解（識字）教育の歴史と変遷、夜学
運動史における民衆教育実践を検証していく上で貴重な史料となるであろう。
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編集後記
　
　 

　新型コロナウイルス感染症がようやく落ち着き、2022年度春からは学校や識字・日本
語教室でも対面で授業や活動ができるようになりました。しかし、真夏を迎え、感染が爆
発的に拡大し、心配される状況になっています。
　『基礎教育保障学研究』の投稿規程が改定され、この第6号から、新たな投稿区分によ
る原稿受け付けとなりました。査読が行われる学術論文については、研究論文10本、研
究ノート1本の投稿があり、厳正に査読を行った結果、研究論文7本、研究ノート2本が掲
載可となりました。査読者の方々からは今号でも根気強い、丁寧なコメントをいただきま
した。採否にかかわらず、それらのコメントが投稿者の方々の今後の研究活動に活かされ
ることを願って止みません。また、査読が付かない報告は、14本の投稿がありました。
　上記の原稿には、特集テーマ「リテラシー調査の意義と課題」の原稿が研究論文3本と
報告4本、そのうち「「特定課題研究」シンポジウム」にかかわるものとして研究論文3本
と報告3本、「全体シンポジウム」の報告5本、「日韓シンポジウム」の報告5本が含まれます。
加えて、会員から恵贈いただいた書籍への書評が4本あります。
　このように、今号では投稿数も掲載数も飛躍的に増え、テーマもリテラシー、夜間中学、
日本語教育等、多様で量も質も「厚い」誌面をお届けすることができました。それは、本
学会が社会で認知されてきたことであり、本学会誌が信頼を得てきたことであると、編集
委員会一同、嬉しく思っております。皆さまのご協力、ご支援に心から感謝いたします。
　第6号のご感想、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6号　編集委員会　2022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）

271


