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すべての人に義務教育を！「義務教育機会確保法」の趣旨の実現を！

「夜間中学校を増やそう、
充実させよう！

シンポジウム in 近畿」

報告誌

主催 全国夜間中学校研究会

夜間中学等義務教育拡充議員連盟

後援 近畿夜間中学校連絡協議会

協力 近畿夜間中学校生徒会連合会

会場：大阪市立城東区民センター
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主催者あいさつ
１，夜間中学等義務教育拡充議員連盟

会長 馳 浩 衆議院議員

皆さん、こんにちは。「発言者は時間を守れ」と言われていて

ですね、何分しゃべっていいか聞いたら、５分らしいのでですね、

５分以内にまとめたいと思います。

共催という形で今日こちらにおられる浮島さんや畑野さん、浅

野さん、神本さん、神本さんは先般の参議院選挙で勇退されまし

たが、立法時からの議員連盟の同志として今日もおみえになり、

本当に福岡からわざわざ来ていただいたそうで、ありがとうござ

います。私たち主催者には、交通費出てないんですよね。すいません。今度から出すようにし

ます。

さあ、平成２８年立法から始まりまして、法律の附則には３年後の見直しとなっております

ので、とりわけ１４条から１８条あたりのところについては、文科省に責任をもってですね、

実態把握の上、見直しをしてもらわなくてはいけないんです、というプレッシャーを浮島副大

臣にお伝えしながら、のちほどきちんと報告いただけると思いますが。

また、あの、安倍総理の施政方針演説でも、少なくとも全都道府県に一つはと、こういう文

書、文言がございました。そのことを目指すためには、現状の法律の内容をどう形にするのか

という形式的な部分と、実態としてニーズ調査、また今日おみえの皆さんは、拝見したところ、

だいたい働いていらっしゃるか、関わっていらっしゃる方々ではありますが、その資質向上や

資格の問題をどうするのか、とりわけ８割方在籍している外国人に対する日本語指導の充実を

どうするのか、この通常国会で、日本語教育の推進法も成立をしておりますので、この体制整

備は、まさしく政府の責任であります。

最後になりますが、夜間中学校といえば、絶対、公立と言えば市町村立の中学校か、みたい

ですよね。ところが市町村の夜間中学校だけじゃ、やっていける訳ないんです。専門的な実態

の育成や確保、またランニングコストを考えれば、当然、都道府県や国の責務をどのように確

保していくのか、ここのところをリードしていくのが 今日来られている浮島さんが、副大臣

として決意をお話しいただけると思いますが、必要性をきちっと訴えていくのが今日の研究会

の本来の趣旨ではないかと考えております。改めて現場で頑張っておられる皆様方に敬意を表

しながらこのシンポジウムを実りのあるものにしていきたいと思っておりますし、先の臨時国

会では必ず議員連盟総会を開催し、今日のシンポジウムの成果を取りまとめいただければ、要

望をいただいて、実現に取り組んでいきたいと思っております。今日は短い時間とは思います

が、是非いろんなことをみなさんに教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。ありがとうございました。

２、全国夜間中学校研究会 会長

大田区立糀谷中学校校長 小島 宏一郎

本日は「夜間中学を増やそう、充実させよう！シンポジウム in 近

畿」にお越しいただき、誠にありがとうございます。私はただ今ご紹介

にあずかりました大田区立糀谷中学校の小島宏一郎と申します。主催者
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を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。

本日は、衆議院議員・馳浩会長様を始め夜間中学等義務教育拡充議員連盟の皆様のお力添え

を頂戴し、このように素晴らしい会場でシンポジウムを開催できることを大変喜ばしく思って

おります。また、文部科学副大臣、衆議院議員・浮島智子様を始め多数のご来賓の皆様にご臨

席賜り、心より御礼申し上げます。

さて、義務教育機会確保法が成立し３年目を迎え、この春には千葉県松戸市と埼玉県川口市

に新たに公立夜間中学が開設されました。これも、これまで何十年にも亘り、学習権の確保の

ための法制化に向けて働きかけてこられた夜間学級関係の方々のご苦労と、党派を超えてお集

まりいただいている議員の皆様の力強いご支援のお陰と心より感謝しております。

新設２校を加え全国の公立夜間学級設置校は３３校となりました。さらなる設置・充実のた

めに文部科学省からもご支援を頂いているところです。しかしながら、３３校の内訳をみます

と、東京８区市８校、大阪７市１１校と大部分が首都圏に集中し、新設２校と来年度開設予定

の１校はすべて関東地方という状況で、地域による格差もあり、全国的に見るとまだまだ公立

夜間中学未設置の地域が大多数であります。また新設の２校はもちろん、既設の学校において

も、多様化する課題に対応するため、さらなる学習環境の充実が望まれております。

本日のシンポジウムでは、夜間学級・自主夜間中学の先生方、生徒の皆さんに参加していた

だき、「思い･主張」を発表していただき、リレートークで様々なご意見の交流をしていただ

きます。また、本会に先立って、映画「こんばんはⅡ」の上映があり、出演された方々からも

いろいろなお話を頂きました。

多くの方の思い・願い・意見を受け止め、本シンポジウムを、戦争、貧困、不登校、障がい

など様々な事情で義務教育を修了していない方々や、自国において義務教育を修了していない

外国の方々の学習する権利の確保に、中学校夜間学級が重要な役割を果たしていることを改め

て確認する機会としたいと思います。

そして、このシンポジウムがさらなる夜間学級の設置と今年度新たに開設された２校を含む

３３校の教育の充実のために有意義な会となることを祈念いたしまして、私の挨拶とさせてい

ただきます。

※来賓あいさつ
１、文部科学副大臣・内閣府副大臣

浮島 智子 衆議院議員

みなさん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、文部科

学副大臣兼東京オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールド

カップ担当の内閣府副大臣の浮島智子でございます。

本日はこの「夜間中学校を増やそう・充実させよう シンポジウ

ムin近畿」ということで、このように盛大に開催されますことを、

心からお慶びを申し上げさせていただきたいと思います。たいへん

におめでとうございます。私もこの地元の近畿で開催ということで、

ほんとうに心から感謝とうれしさでいっぱいでございます。先ほど

馳会長の方から、「決意を述べよ」というプレッシャーもありますけれども、また本日ご参集

のみなさま方にはこれまでもさまざま、この夜間中学にご尽力をいただいておりますこと、心

から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。ほんとうにありがとうございます。
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本日は今お話のありました、今回のシンポジウムに先立って、「こんばんはⅡ」が上映され

たと伺っているところでございますけれども、昨年の12月22日、この上映会に私も参加させ

ていただきました。そして夜間中学をどんどん広めていかなければならないという観点から、

今、文部科学省主催の夜間中学説明会、ここでは必ず上映をさせていただいているところでご

ざいます。今から7年ほど前になりますけれども、2012年に全夜中研のみなさまが、私のお

部屋に来てくださいました。実はこのシンポジウムは元衆議院議員の池坊保子先生がずっとご

尽力されてこられました。ご勇退をされたあと、なかなか進まないということで、「みなさま

方から、どうにかシンポジウムの開催、果たしたいんだけどお願いできないか。呼びかけ人代

表としてお願いできないか。」というお話をいただきました。そこで私は、今馳会長においで

いただいておりますけれども、馳会長を含め、超党派のみなさま方のお部屋にお伺いさせてい

ただき、「どうかこのシンポジウム、開催をさせていただきたい」ということで、超党派のみ

なさま方に呼びかけ人として入っていただき、2013年にシンポジウムが開催されました。そ

のあと、馳先生が音頭をとってくださって、2014年にこの議連がつくりあげられ、そして「教

育機会確保法」等々、みなさんのご尽力をいただき、現場の声をいただきながら、成立に至っ

たところでございます。そして2014年12月でございましたけれども、私は衆議院文部科学

委員会に属しておりましたけれども、当時の下村文部科学大臣に対して、この夜間中学の必要

性、これを質問させていただき、初めて大臣の方から「少なくとも各都道府県に一校は設置を

していきたい」という答弁をいただいたところでございます。今も少しお話がございましたけ

れども、現在はこの4月に新たに開設された松戸市・川口市の２校を含めまして、9都府県27

市区の33校、そしてこれに多様な生徒を受け入れ、教育の機会を提供するという重要な役割

をこの33校は担っていただいております。でも私もこれからもっと増やすべき、全力を尽く

していくということを今日はお約束をさせていただきたいと思います。また今、文部科学省で

は「夜間中学校設置促進・充実協議会」を昨年の11月に設置をさせていただきました。先般、

すべての政令指定都市における夜間中学の設置促進、協議会の設置促進などの新たな方向性を

取りまとめいただいたところでございます。また政府といたしまして、外国人人材の受け入れ、

共生社会の実現に向けて取り組んでいく中で、今般文部科学省においても、私を座長とする検

討チームにおいて、外国籍の方の教育確保、そしてそれをしっかりと取り組んでいる施策をし

ていこうということで、夜間中学校をしっかりと位置づけをする、設置の促進、教育活動の充

実を図る、としたところでございます。今後とも、この「教育機会確保法」やこれらの提言等

に基づき、夜間中学の設置、そして夜間中学における多様な生徒の受け入れを支援するため、

人材確保や必要な環境の整備、施策を総合的に推進してまいる決意でございます。私たちがい

つも言っているのは、「一人一人に光をあてた教育、誰一人置き去りにしない教育」、それを

しっかりとやっていかなければいけない、そういう決意のもと、これからも全力で仕事をして

まいるということをお約束させていただきたいと思います。結びになりますが、本日のシンポ

ジウムが、今後の夜間中学校における教育の一層の充実につながりますことをご祈念し、私か

らのご挨拶とさせていただきたいと思います。

本日はたいへんにおめでとうございます。また共々にがんばっていきたいと思いますので、

現場の声も寄せていただけるようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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8.2シンポジウムに参加いただいた

国会議員・市長・地方議員
【国会議員】

夜間中学等義務教育拡充議員連盟 会長 馳 浩 衆議院議員

文部科学副大臣 内閣府副大臣 浮島 智子 衆議院議員

夜間中学等義務教育拡充議員連盟 副会長 畑野 君枝 衆議院議員

元夜間中学等義務教育拡充議員連盟 副会長 神本美恵子前参議院議員

中野 洋昌 衆議院議員

【市長・副市長・地方議員】

和歌山市 尾花 正啓 市長 東大阪市 川口 誠司副市長

岡山市 鬼木 のぞみ議員 大阪市 山田 正和 議員

大阪市 武 直樹 議員 大阪市 山本 智子 議員

堺 市 渕上 猛志 議員 豊中市 宮地 和夫 議員

守口市 高島 賢 議員 八尾市 大星 なるみ議員

東大阪市 江越 正一 議員 東大阪市 江田 輝樹 議員

尼崎市 都築 徳昭 議員 尼崎市 酒井 一 議員

西宮市 一色 風子 議員 大和郡山市 河田 和美 議員

大和郡山市 福田 浩実 議員 大和郡山市 村田 俊太郎議員

大和高田市 砂原 弘治 議員 王寺町 坂下 早苗 議員

上牧町 東 初子 議員 三郷町 髙田 好子 議員

和歌山市 西風 章世 議員 和歌山市 堀 良子 議員

※夜間中学生の訴え、自主夜間中学からの訴え
①夜間中学生の訴え

伊藤 壽勝（豊中市立第四中学校）

村田 十詩美（守口市立さつき学園）

私は、近畿夜間中学校生徒会連合会 役員の村田です。

大阪府11校、奈良県3校、兵庫県尼崎市1校の夜間中学各校

の生徒会が一つになって、近畿夜間中学校生徒会連合会を作

っています。三大行事（5月の生徒総会・新入生歓迎集会・10月の運動会・2月の作品展）を

はじめ、月一度行われる役員代表者会では、様々な問題について話し合いをしています。一言

で夜間中学校と言っても、地域によって生徒層が違い、課題も様々です。話し合いで出た課題

や、各校が困っていることは、県や市教委・大阪では、教育庁との話し合いの場で要望してい

ます。課題が改善されることは、本当に少なく、実現までに長い時間がかかります。でも、自

分たちが学んでいる学校を良くするために、15校の夜間中学校が力を合わせてがんばってい

ます。
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夜間中学校で学ぶ人は、時代によって変化しています。2015年、十分な教育を受けられず

に卒業した人の入学が認められました。これは、卒業証書をもらっているために勉強する機会

を失っている人にとって大きな変化でした。ここで、小・中学校では十分に学べず、今、夜間

中学校で頑張っている、近畿夜間中学校生徒会連合会会長、伊藤さんの思いを聞いてください。

私は、大阪府豊中市にある四中夜間の伊藤壽勝です。

私は、今までの人生で、今がいちばん楽しいです。それは、学校に行き、勉強ができるよう

になったからです。私は物心つく前から児童養護施設で育ち、母に引き取られました。毎日必

死で働く母は、私に「立派にならなくていい、他人に迷惑をかけない人になりなさい」とよく

言ってくれました。私はいろいろな事情で、小学校の途中から学校を休むようになり、だんだ

ん勉強がわからなくなっていきました。そのような私を、登校した時、放課後の時間を使って、

勉強を教えてくださった小学校時代の先生もいましたが、家や親のことなどで、学校を休むこ

とが多くなればなるほど、ますます勉強がわからなくなっていきました。そして、「ここがわ

からない」とも言えなくなり、テストは答えることができるところも少しはありましたが、「白

紙」で出していました。

中学三年生の時、みんなの前で先生から「お前みたいなやつが、社会に出て、まともに働け

るはずないやろ！ 勉強もろくにやってないのに！ みんなもそう思うやろ！」と言われまし

た。私はすごく腹が立ちました。「社会に出て、まじめに働いて見返したるからな」と思いま

した。身をけずって働く母は「高校に行かせることができなくてごめんね」と言いました。私

は母のため、姉や弟のために、必死で働き、がむしゃらに生きてきました。三十歳のころ、無

性にむなしい気持ちになりました。

あるとき、母の字で書いてもらった「履歴書」について、「伊藤さん、履歴書は、自分で書

くもんやで」と言われ、くやしさやむなしさを感じました。それからは、自分で「履歴書」を

書いてはみますが、字がわからない自分には、書いているというよりも、ただ文字の形を写し

ているだけでした。書き順もほとんどわからないままでした。私は、仕事が休みの日に、小学

校の問題集やドリルを自分で選んで、勉強を始めました。古本屋さんで辞書も買いました。で

も、数学や英語などは、自分でやろうと思ってもなかなかできませんでした。答えをみても、

何でこのような答えになるのかが、まったくわかりませんでした。漢字の「読み書き」は、や

はり、漢字の意味や書き順がわからないままでの書き写しでした。

その頃、生活面で相談をしていたケースワーカーの方が、週に２回ある「学びの場」を紹介

してくれました。「学びの場」は楽しかったけど、自分が求めているのは、このような形での

勉強の場ではなく、「学校」のようなところで、学びたいと思っていました。あるとき、「学

びの場」の先生が「夜間中学校に見学に行ってみないか」と言ってくれました。夜間中学校へ

見学に行き、机の木のにおい、机が整然と並んでいるのを見たとき、「うらやましいなあ」「こ

こで勉強している人は幸せやな」と思いました。私は、中学校の卒業証書を持っていたので、

当時は、夜間中学校に入学することができませんでした。

しかし、数年後、文部科学省から全国に通知があり、中学校を卒業していても、実質的に十

分な教育が受けられなかった人も、夜間中学校の入学対象となりました。私は「しっかり学ん

で高校にも行きたいです」と返事をしました。入学した夜間中学校は、私に、学校は、ただ勉

強するところだけではなく、自分を見つめ直していくことができるところだということを、た

くさん気づかせてくれました。さまざまな人との出会いがあり、自分を成長させてくれる大切

なところです。
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私は、このように夜間中学校に入学し、学ぶことができていますが、私と同じように義務教

育を十分受けられないまま中学校を卒業した人、戦争や差別、いじめ・貧困・虐待など、さま

ざまな事情で「教育を受ける権利」や「学ぶ場」を奪われた仲間が、全国には、まだまだたく

さんいます。そのような仲間に、少しでも早く、夜間中学校で学ぶチャンスを、もっともっと

広げてほしいと思っています。学ぶ喜びや人を信じることの大切さなど、夜間中学校で私のよ

うな感動を味わってほしいと思っています。

現在、全国には、公立の夜間中学校が、わずか「３３校」しかありません。夜間中学校で学

びたいという人の心からの願いを、少しでも早く実現してください。全国、どこに住んでいて

も、学びたい人たちが、夜間中学校に入学できるように、国や都道府県や市町村の方も、みん

なで力を合わし、実現にむけて、ていねいに対応してもらえたらと強く願っています。よろし

くお願いいたします。

伊藤さんのように昼の小・中学校では十分に学べなかった生徒、外国籍の生徒、差別や貧困、

戦争の影響で、子どものころから働かなければならなかった生徒も、まだいるのです。

私も、小学校4年生の時から、家を助けるために働き始めました。通学している同級生の姿

が羨ましかったし、働いている姿を笑われるのが辛かったけれど、家族のために働きました。

それから、60年間、勉強できなかったことがずっと頭の中で燻っていました。市の広報誌で

夜間中学を知り、3年悩んで、学校を訪ねました。学ぶことの楽しさ、面白さを夜間中学で知

りました。初めて、仲間と呼べる人ができました。一日も休まずに登校していますが、今年で

卒業です。できることなら、時間をまき戻したい。でも、時間は待ってくれません。だから、

今を大切に頑張っています。

私たち夜間中学生の現状を知って頂き、経済的支援・人的支援など、具体的に見える形で、

私たちのことを応援してください。

②自主夜間中学からの訴え

城之内 傭仁（岡山に夜間中学校をつくる会・代表）

失礼します、岡山夜間中学校の城之内でございます。今日はお時間を頂

いています。岡山の状況を通じて、少しでもお伝えできればと思います。

岡山夜間中学校は2017年に開校させていただきました。当初は私1人

が半年間借りていた国際交流会館で待ち続けていました。もしかしたら岡

山にはニーズがないのではないかと思う中で、今日も出席されている夜間

中学校の関係者、先輩方が頑張ってみなさいという一言で、半年間０だったのが、270名を

超える生徒数までになりました。

小学生から80代、形式卒業者・不登校、未就学者、外

国籍すべての人が学びに来てくれています。こういうチラ

シで、ほとんどがチラシで来てくださったというのが、ボ

ランティアの方々、生徒さんが１つずつ関わってくれてい

ます。その中で多くの方々が体育大会とか文化祭、宿泊研

修を経験したことのないということで、星空観察や宿泊研

修をしました。生徒さんの中には小学校5年生の時から行くことが出来ず、その後このおばあ

ちゃんは、香川の方なんですが、1人岡山の方に丁稚奉公で来られて50年近く、つまり中学
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校で入学式もされてません。この女性の方は岡山の自主夜間中学校で勉強されて、今は定時制

高校に入学されました。地元の新聞なのですが、少しでも知っていただきたいということで、

昨年度、新聞のコラムを書かせていただきました。動画を用意しましたので、少し見ていただ

けたらと思います。

スタッフも160名います。行政からの支援がないので、スタッフの寄付やクラウドファン

ディングで何とかやっている状況です。今日この後リレートークに出ていただける丸山さんで

す。10代前半から料理人として働かれていました。修行中にお手紙を送られたんですけれど

も、読み書きが出来なかったために読むことが出来なかった。字がお上手になられました。元

々料理人さんで手先が器用なので字を覚えてしまえば。

この後少し説明させていただきますが、市と共同事業でニー

ズ調査というのを始めました。その一環として、国際交流セン

ターを借りていましたが、小学校でやっています。いろんな方

が学んでおられます。夜間中学校で一生懸命勉強しています。

しかし、行政の支援はなく、手弁当と寄付、岡山に本社がある

ベネッセさんの助成金をいただきながら。しかしこれも年間30

万円の3年間限定となっています。国際交流センターは年間70万円かかります。今や人数も

増えましたので、そういう中で本当に継続することが出来ない。

岡山県に未就学者の人が1306名。岡山はいち早く全国に先駆けてニーズ調査をしたんです

ね。その結果、23件の問い合わせと5件学びたい方。置いた場所が図書館、公民館。ほとん

どそういう方がいかれない場所へ調査をしたと言い、岡山県の教育長に、昨年ある県議が議会

で質問してくれました。「教育長、岡山に公立の夜間中学校はどうなんですか。」「岡山の自主

夜間中学校の存在は知っている。しかし、月曜日から金曜日まで通学したいニーズが本当にあ

るのか疑問だ。（教育長）」23件、5件と今言われたんですね。夜間中学校の調査研究委員会

は言ってました。「当時の義務教育の課長が県内に1カ所設置するよりも社会教育施設などを

活用しながらのものがいい。」つまり、社会教育でまかなって学校教育をやる必要がないと言

われたんですね。しかし、84歳の女性は「死ぬまでに中学校の卒業証書を手にして、先生、

棺桶に入れたいんだ。」という声があるけれども、社会教育でまかなえればと。

私は思うんです。学校教育としての夜間中学校があり、広くいろんなところに学びの場があ

る社会教育としての自主夜間中学校があればいいと思います。

結論は、すぐに夜間中学校を設置する状況にない。今年今年度、県はもう一度すると言って

います。そして、岡山市は、政令指定都市で、5月25日の新聞報道で政令市にも夜間中学校

をとなりました。再度それを求めるのであれば、私たちの岡山の自主夜間中学校とともに岡山

市と共同事業が採択され、一生懸命アンケートをとらせてもらっています。アンケートだけで

はなくて、アンケートでもっと声を伝えたいという方一人一人にお会いして、ヒアリングを行

っています。言語も英語、ハングル、ポルトガル、中国、ベトナムと。これもボランティアの

方が手分けして作ってくれました。6月の終わりから7月の間で、県がやった時は23件と5件

の学びたい人でしたが、379件の声が届きました。この調査は8月いっぱいまであります。8

月いっぱいまで頑張っていきたいと思います。そのニーズ調査の一端として内山下小学校で、

岡山駅からほど近い場所にある廃校になった小学校で授業をしています。生徒一人一人が喜ん

でくれています。「先生、ほんま学校らしいな。」これも岡山の教育委員会が貸してくれたの

ですが、「限定付きでニーズ調査の一端として利用を認めます。4月からは返してください。

さらには9、1０、11月は市の行事があるので、国際交流センターに戻ってください。」
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男子生徒がスピーチをしました。「ここが希望を持って勉強する場所、自主夜間中学校なん

です。なんで僕が今ここに立っているのかと思うぐらい不思議なんです。成長したんでしょう

か。」昨年、NHKのハートネットで放送され、好評ということでアンコール放送。さらにはN

HKワールドで世界に発信されました。彼は言いました。「ぼくは人間のクズなんです。」こう

いう風に思わせている私たち自身がもっとやるべきことがあるのではないかと。

私は県知事や市長、すべての教育関係者に届けて、これかもやっていきたい。もう一度学び

たい。ご静聴ありがとうございました。

リレートーク

助言者

夜間中学等義務教育拡充議員連盟 会長 馳 浩 衆議院議員

元夜間中学等義務教育拡充議員連盟副会長 神本美恵子前参議院議員

夜間中学校未設置地域から

① 丸山 良雄（岡山自主夜間中学校・岡山県）

② 北川 順子（岩橋夜間学校・和歌山県）

③ 武村 守（京都府に夜間中学校をつくる会・京都府）

夜間中学生の声

④ 鄭 榮 子（神戸市立丸山中学校西野分校）

⑤ 奥田 美代（天理市立北中学校）

⑥ 古和田 美枝（守口市立さつき学園）

識字・日本語教室より

⑦ 前田 久輝（日之出よみかき教室木曜日・大阪市）

① 丸山 良雄（岡山自主夜間中学校・岡山県）

岡山自主夜間中学校生徒代表 丸山良雄。私は、今日が誕生日で満７６歳

になりました。記念すべきこの日に夜間中学校増設運動を進める全国のみな

さまの前で発表できること、うれしく思います。

はじめに、私の生い立ちから話を始めます。私は、昭和１８年生まれです。戦後の混乱期で

した。家も貧しかったことから小学校には満足に通えませんでした。それで、読み書きもでき

ないまま大人になりました。一生かけて就いた仕事は、日本料理の板前でした。お客さんに喜

んでもらえる料理を作ろうと努力して腕を磨きました。おいしそうに食べてくれるお客様の顔
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を見て、やりがいを感じていました。修行中だった１７歳のある日、母親から手紙が届きまし

た。ところが、私は字が読めないものですから何か、何が書いてあるのか、まったくわかりま

せんでした。そこで、修業先の若主人に手紙を読んでもらいました。なさけなく、はずかしく、

悲しい気持ちになりました。

そのまま年月がたち、手紙の返事を出せないまま、母親は９３歳でこの世を去りました。も

し、「かぁちゃん心配しなくても大丈夫だよ。僕は、げんきにやっているよ」と返事をだして

いたら、母親はきっと安心してくれただろうとおもうといまさらながら悔やまれます。字を知

らないためにこんなこともありました。市役所に書類を出すときに、名前や住所など必要なこ

とを書けなかったので、市役所の職員の窓口に「お恥ずかしいのですが、私のかわりに書類を

書いてください」とお願いしました。すると、その職員は「今時、字を書けない人がいるなん

て」といって、私の顔を見下したような態度でみました。その時も悔しくて情けなかったです。

こうして苦労してきた私ですが、一昨年、岡山駅の近くの国際交流センターに岡山自主夜間

中学校ができたことを知りました。これで字が書けると思って、私は岡山自主夜間中学校に参

加することを決心しました。しかし、なかなかすぐには教室には入れません。私のような年齢

で授業についていけるのだろうかと迷いましたが、勇気を出してやっと入ることができました。

教室では先生が「丸山さん、大丈夫ですよ。少しずつでいいからいっしょにがんばりましょう」

と言ってくださいました。月２回の授業ですが、私は次の授業日が楽しみでいつも首を長くし

て待っています。授業のない日は、毎朝４時に起きて辞書をひきながら勉強しています。そし

て、授業のある日は授業開始の２時間前に登校して宿題の復習をします。努力を続けるうちに

漢字テスト１００点がとれるようになりました。わたしにも１００点がとれたと、その時先生

とともに喜び合ったことを忘れられません。

岡山自主夜間中学校には年齢や性別が違っても、私とよく似た境遇で生きてきた人たちが

１００人以上います。そして、同じ教室で一緒に勉強しているうちにみんなと仲よしなりまし

た。いつのまにか、家族や兄弟のような間柄になりました。私より４０歳も若い同級生に「負

けたらいかんで。悔しかったら何くそと思ってがんばろうで」と、励まし合っています。

岡山自主夜間中学校は、これまでの国際交流センターから岡山市内にある旧内山下小学校に

会場を移しました。４月２７日に開校式がありました。その日、私は生徒を代表してあいさつ

をしました。「みなさん。本日はお疲れ様です。おかげさまで、大変きれいな教室で勉強がで

きました。ボランティアの方々、関係者のみなさま、本当にありがとうございました。これか

ら、私たち生徒一同たのしく勉強していきます。これからも努力することをあきらめずに、そ

して、みんなで一緒にがんばりたいと思います。後から入ってこられる生徒の励みになるよう

に、がんばりたいと思います。」と、私は言いました。最初は緊張していましたが、みんなの

前で話し出すと、心から感謝の気持ちがわいてきました。私が文章を書けるようになったら、

お世話になった人へ感謝の手紙を書き、文章で賞を取りたいです。そして、文集、詩を完成さ

せたいです。そのためには、文字を知るだけでなく、社会や自然、芸術などいろいろな分野の

勉強ができる公立の夜間中学校で学びたいと思っています。

これで、私の発表を終わります。ありがとうございました。
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② 北川 順子（岩橋夜間学校・和歌山県）
い わ せ

こんにちは、和歌山の岩橋夜間学校から来ました 北川順子です。

今日は皆さんにお会いするのを楽しみに、わざわざ大阪まで来ました。

私は、岩橋で生まれました。若いときに岩橋を出て大阪や尼崎などへ仕事

に行きました。20年前にふるさと岩橋に帰ってきました。いろいろなこと

があり落ち込んでいた時に近所の人が識字学級へ誘ってくれました。それ

から、夜間学校ができ私も通い始めました。今では夜間学校だけですが頑

張っています。いろんな人と出会い、話をしていると同じ境遇だなあと思うことがいっぱいあ

ります。先日も丹波篠山自主夜間中学校の方へ交流に行ってきました。うちと同じような生徒

さんが一人だけの学校でした。でも、その方がパワフルな方で話し始めると１時間があっとい

う間に過ぎてしまいとても楽しい交流ができました。

私は小学校4年しか行っていません。それは家が貧しくて父が入院し、私が兄弟の面倒を見

なければならなかったからです。識字学級で部落解放運動のことも勉強しました。その時初め

て差別の結果、小学校も卒業できていない私がいたことをはっきり分かりました。

今、岩橋夜間学校は生徒が一人です。夜間学校では、5月には折り紙で鯉のぼりを作り色紙

に張り飾っています。6月には折り紙で紫陽花を作り同じように色紙に貼り、そこに筆で「紫

陽花」と書き玄関に飾っています。7月は七夕の飾り作りと願い事を書いて笹に付けました。

その願い事は「病気が早く良くなりますように」と「早く公立の夜間中学校ができますように」

と書きました。私の一番の願い事は、公立の夜間中学校が早くでき、私と同じ思いの人が、つ

まり義務教育を終えていない人たちが、安心して、学校生活が送れるような学校を早く作って

ほしいと思います。私の夢ですが、そこで青春を送り、100さいまで生きたいと思います。

③ 武村 守（京都府に夜間中学校をつくる会・京都府）

京都市市議会議員・京都府府議会議員の本日のシンポジウムの不参加

を最初に確認し、京都市と府の議員は京都市に夜間中学校があることを

知らないと前置きして話をはじめた。

今年(２０１９年)１月に始めた京都市左京区の京都山城よみかき教室

のようすをプロジェクターで映像を見せ、高齢の生徒が真剣に学ぶ状況

を説明した。学力は小学３・４年生程度の力で、９月からかけ算をはじ

める生徒もいる。その中の１人は、週１日２時間３０分だけ学ぶ本教室から、きちんとした学

校への入学を求め、京都市の洛友中学校に入学した。そのように、夜間中学校への入学希望者

はいるが、京都市以外の方は、洛友中学校に入学できない。『京都府下でも夜間中学校を作ろ

う！！府立中学校をつくろう』と、４０年前から運動をしている。みなさんの協力を求めます。

よろしくお願いします。（文 武村守）

馳 浩 議連会長

貴重なお話ありがとうございます。教育機会確保法の第 14条に、中学校の公立には市区町

村立がありますが、地方自治体において、都道府県と市区町村の教育関係者、また首長が入っ

た協議会を作ることができるというのがありますが、ここが一つのポイントでありまして、実

際には全国には18ほどは似たような協議会があるんですが、実際には正式な協議会は一つも

ないんですね、浮島副大臣。(はい、そうです。:浮島副大臣)
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なので、今、見直しのポイントはここになっています。少なくとも当時の下村大臣や安倍総理

が、広く行こうという形で、少なくとも全国に。一つは、そしてニーズをふまえての表明した

事業が、この法律第14条にある協議会を必ず作らせるための法改正が必要ではないかという

ことと、もう一つは、私は自主夜間中学校もいいなと思ってるんです。手作り感があって。あ

まりガチガチの基準を作ってしまうと、多くの方の関わりがなくなってしまうような気も致し

ます。しかしながら、やっぱり公立、行政が関わっている、文科省の中にもですね、教育委員

会の中にも「学校に行かなかった人が悪いんだろう」とかね、未だにそんなヤツいるんですよ。

そうではなくて、行きたくても行けない、行かせてもらえない、行けない事情がさまざまある

ということを踏まえてですね、受け皿を準備しておくことがですね、この国と地方自治体、特

に都道府県において、責務とするような書き方をですね、法改正の申し送りとして考えるのが

必要ではないかと、浅野さん、今日、文科省担当の課長さんが来ていただいてますけども、ま

ず、そのグループをしっかりつくるべきことによってですね、また、ニーズ調査のあり方につ

いても、来年の国勢調査においても、総務省にもご理解いただいて、小学校を卒業していない

人、中学校を卒業していない人と分けて、国勢調査をすることになっていますので、さらにニ

ーズ調査のていねいさを、政府が関わることによって、やっぱり関心を高めていくようにした

い。それには今日は議員の、地方の議会の皆様方来ていただいてますので、首長とか教育委員

会とか、議会にも呼ぶ、そこで声を集約していくような、そういう取り組み。私と文科省とし

ても周知活動と、地方自治シンポジウムを通じて機運を助成していくと、そこがまあポイント

かなと、こういう風に思います。

④ 鄭 榮 子（神戸市立丸山中学校西野分校）

私は在日二世の韓国人です。七人兄弟で、生活は大変でした。

私が五才の時に母が亡くなり、兄夫婦が 私たちの親代わりでした。

満足に食べものも 着るものもない時代、その日その日を必死に生きて

来ました。学校には入学したものの、私は仕事もしていたので、通えな

くなりました。

人のすすめで二十二歳の時、結婚しました。

決して楽な生活ではなかったけれど、五人の子宝に恵まれました。「こ

の子たちには 私のような苦労は絶対にさせない」という一心でがんばりました。生活するの

が精一杯でした。その分、子どもたちは一生懸命勉強してくれました。

末の息子が大学生の時、阪神淡路大震災が起きました。家がくずれ、必死でがれきをかき分

けて、主人と外に出れた時、火はとなりまで来ていました。幸い、子どもや孫たちは、別の所

にいて、無事でしたが、思い出の記録も何もかもなくしました。主人の仕事もなくなってしま

いました。

震災から数年たって、やっと韓国そうざいの店を始めることができました。朝の仕入れに始

まり、夜の八時にお店を閉めて、足のリハビリに行く毎日でした。それから十八年、自分の体

にも限界を感じたので、店を閉めることにしました。仕事を辞めたら、勉強しようと思ってい

たので、『今こそチャンスや。』と思い、入学を決めました。

入学して二年。私の生き方は変わりました。入学する前は、勉強についていけるか不安でし

た。けれど、西野では学年関係なく、その人の力に合わせて勉強できます。だから、いろいろ

なことがわかるようになりました。また、夜の学校ということで、『陰気で暗いところ』だと
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思っていましたが、入学してびっくり。学校も、先生方や生徒たちも明るくて、笑いのたえな

い楽しい家族を見るような気持ちです。

前の校長先生が文集の中で『西野分校は魔法のよう』と書いておられました。本当にその通

りだと思います。いろんな国、いろんな年の人が集まって、一つの家族のように生活していま

す。先生の転勤や先輩の卒業はさびしくて、不安になりますが、新しく入ってきた先生方や新

入生も、いつのまにか家族のように親しくなります。本当に不思議な学校です。

このごろ、日本の学校では、体や心に問題をかかえていたり、いろいろな事情があったりし

て、十分に学校生活を送れない子どもたちが たくさんいると知りました。私は、日本の小学

校にいたとき、『韓国朝鮮人』ということをいつも引け目に感じていました。私とは、かかえ

ていることは 違っても、学校に行けない子どもたちは 心のどこかに不安を持っていると思

います。私が夜間中学校に来て、いちばん良かったと思ったのは、そのような不安がないこと

でした。

「みんないろいろな事情がある。国がちがう、年がちがう。でも、みんな同じだ。」という

ことを、西野分校で実感しました。夜間中学校は 生徒も先生も、兄弟や親子、家族みたいで

す。愛がたくさんあって、前に進む勇気がきっともらえると思います。この学校で学んでいる

ことを誇りに、たくさんの知識や みんなとの思い出を大事にしたいです。今の私の目標は、

元気で楽しく、そして、休まずに卒業することです。その姿が、孫たちの心に残ったらうれし

いです。

西野分校に来て、私は二つの家族を持つことができました。私のように、子どもの頃、学校

に行けなかった人に、ぜひ西野分校のような学校があることを知ってほしいです。わからなか

ったことを知ったときの喜び…。とても感動します。この年になって、ほんとうの中学生にな

りました。子どもや孫のような先生たちに、わからないことを根気よく教えてもらえます。若

い仲間から元気をもらい、毎日が楽しい日々になります。ぜひ、夜間中学校をたずねてくださ

い。

⑤ 奥田 美代（天理市立北中学校）

みなさん初めまして。私は、天理北中学校夜間学級の奥田美代です。こ

れから、夜間学級で勉強して、私が思っていることを 作文で発表します。

聞いて下さい。

「人に きけるようになりました」

私は、この会場の近くで生まれました。勉強が苦手で、小学校にはほと

んど行きませんでした。学校へたまに行っても、授業は進んでいてついて行けませんでした。

中学校に入学して３日目、教室で教科書を読むように当てられました。読めない恥ずかしさで

胸が苦しくなりました。そして、小さい声で、「読めません」と言いました。その時、私は恥

ずかしさと辛さで、その場から消えて無くなりたいと思いました。それ以来、学校は私にとっ

て近寄りがたい一番いやな所になりました。しばらくして、茨城県に引っ越しました。中学校

に通うように連絡がきましたが、もう私には行けませんでした。

私は、父が始めた鉄工所で働きました。ですから、私が字を知らない事を周りはわかってく

れていたので、仕事や生活で字の苦労は感じませんでした。でも、一歩家の外に出ると、不安

のかたまりの中にいました。親戚の子どもに、道路標識の地名を聞かれたら適当にごまかし、

買い物で商品にはってあるラベルの字がわからなくても知ったふりをし、とにかく字の読み書
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きが出来ない事を周りに知られないよう、その事ばかりに気をつかってきました。そうやって、

ずっと生きてきました。

２０１２年，奈良にいた姉夫婦が、こっちにおいでと言ってくれたので、奈良に引っ越して

来ました。その姉夫婦が、天理の夜間中学に通っていて、私に入学を勧めてくれました。しか

し、私にとって学校は 一番行きたくない所でした。でも、姉ちゃんも通っているので、勇気

を出して行くことにしました。

学校に行くと、そこには、私と同じように字の読み書きで苦労した人ばかりが学んでいまし

た。私はほっとしました。もう、字を知らない事を周りに隠さなくてもいいのです。自分を押

さえつけていた重荷がとれたように感じました。

しばらくして、私は姉ちゃんの家を出て、独り暮らしを始めました。隣は、自治会の班長さ

んでした。奥さんに、「私は、読み書きができないので、天理の夜間中学に通っています。」

と言いました。今までだったら、絶対言えなかった言葉がすうっと出たのです。今まで、私は、

字がわからなくても、わかったようにして周りの人をごまかし、何よりも自分自身をごまかし

てきました。でも、夜間中学で学ぶ中、ごまかすのではなく、わからないから勉強するのだ、

という自信みたいな気持ちが出てきました。

去年の４月、自治会の役員になることになりました。今までなら字を知らない私には出来な

いと、断ることばかり考えていたと思います。でも、その時は、字が読み書きが出来ないこと

や、夜間中学に通っていることを会長さんに言いました。そしたら、「毎日 何時頃帰ってく

るの。」と、尋ねられたので、「１０時過ぎになります。」と言ったら、「気をつけて帰っとい

でや。」と言ってくれました。心がほっとしました。私が、字を学ぼうとしていることを応援

してくれているようで、嬉しかったです。副会長さんの奥さんや班長の奥さんも、自治会の仕

事について、聞くたびにていねいに教えてくれました。

今まで、人を避けてきた私が、地域の一員になれた気がしました。夜間中学に来るまでの私

は、読み書きが出来ないというコンプレックスで、自分をだめな人間だと思い込んでいました。

そして、字を知らない事を知られないようにするため、人との関わりを避けてきました。夜間

中学で学んでから、知らない事は恥ずかしいことじゃない、わからないことを隠すのではなく、

ちょっとでもわかるように勉強する方が、自分の気持ちに合っているし、そして、分かる楽し

さが出てくるようにもなりました。これからも、わからないことは人にきいて自分の理解を広

げていきたいと思います。聞くことは、自分の勉強の方法だと思えるようになりました。

夜間中学は、字の読み書きだけでなく、私の心を明るくしてくれました。全国に、もっと夜

間中学を広げてほしいと思います。

⑥ 古和田 美枝（守口市立さつき学園）

私は小学校しか出ていないのに、中学校を出ているとずっと嘘をつき

見栄をはってきました。夜間中学に入学してから、先生に本当のことを

話して、やっと楽になりました。

私は、台湾出身です。父は、台湾が日本の統治下だった時代に、日本

の教育を受けたので、戦後、台湾語と北京語が話せず、父は大変苦労し、

仕事もなかなかうまくいきませんでした。そのストレスで、母や私に暴言をはいたり叩いたり

しました。家がとても苦しかったので、私は小学校を卒業してすぐに働きました。縁あって日

本に嫁いできてから、もっと大変でした。
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夫が長男で、田舎の古い習慣もわからないし、何より日本語がわからないのですから。私が日

本へ嫁がなければ、子どもにしんどい思いをさせることはなかったと思いました。でも、台湾

に帰ることもできず、日本でがんばるしかありませんでした。夜間中学に入学するまで、どう

して周りの人に、私の言っていることが伝わらないのだろうと思っていました。私は相手の言

っていることがわかるのに、私が言ったことは理解してもらえないのです。言いたいことを、

まず中国語に置き換えるのですが、台湾での学習経験が少ないので、中国語の語彙も乏しいの

です。親との会話は叱られた時だけ、仕事場では、言われたことに「はい」と返事するだけ、

友達と楽しい経験や会話もほとんどなかったので、中国語でも、ニュアンスを含んだ話し方が

できないのです。その中国語を日本語に言い換えた時、周りにはとてもきつい言い方に聞こえ

たのだと思います。生活の中で、耳から聞いて覚えた日本語ではだめだと思いました。でも小

学校しか出ていない私には、勉強する所がありませんでした。

そんな時、知人の紹介で夜間中学を知りました。夜間中学では、小学校しかでていない私も、

じっくり納得しながら学ぶことができます。漢字の読み書きや数学がわかるだけでなく、嘘や

見栄をはらなくても、本当の自分が出せるようになってきました。夜間中学で学ぶ前は、過去

の辛い出来ごとの一つ一つに対して、腹が立つ、許せない、怒りのような思いが消えませんで

した。学んでいるとそんな思いが、少しずつ変わってきました。広く色々な角度から考えられ

るようになってきた私の変化に、子どもたちも驚いています。日ごとに、学ぶことの大切さを

感じています。中国語にも、勉強という漢字がありますが、中国語の勉強には無理をするとか

強制するというニュアンスがあります。だから、日ごろは学ぶという言葉を使っていますが、

交流に来てくれている生徒さんたちには、無理をしてでも勉強して欲しいという気持ちを伝え

ています。私たち夜間中学生の姿を見て、学校という良い学びの場に気づき、勉強を大切にし

てほしいと思っています。私が、子どもたちや色々な方の前で、お話しをするのは、日本語が

わからなくて苦労している人の大変さを少しでも減らしたいと思っているからです。

夜間中学は、知識や日本語を学ぶだけの学校ではありません。これまでの私の経験を、良い

ほうに活かせるように、私を変えてくれました。それが、夜間中学の力です。

ちゃんと夜間中学を卒業して孫に「おばあちゃんは、がんばったよ」と話したいです。

⑦ 前田 久輝（日之出よみかき教室木曜日・大阪市）

よろしくお願いします。日之出よみかき教室にくる前は、幼稚園も、

小学校も、中学校も通ってなかった。一応、幼稚園も通える状態ではあ

りましたが、お母さんがよる仕事をしていて、それでお母さんは朝起き

るのが苦手で、行けなかったことが多く、小学校もそれで更に行けなく

なって、小学校にときどき、たまに行ったりしたんですけど、まわりの

環境の学力の差がでてしまい、それで大きくプレッシャーがかかり、友だちがどんどん別の遠

くの存在になって孤立感が出て大変でした。中学校は全く行けてない状態です。そんな状態で

高校の受験に入ると、塾で勉強しましたがやはり学力が足りず落ちました。それから二十歳に

なってお母さんがよみかき教室を探してくれました。（ちょっとプレッシャー）

そこで、最初に、今はやめた西田さん（今もたまに来る）という人におしえてもらい、最初

来た当時は、まともに会話も出来ませんでした。滑舌の悪いロボットみたいに言葉があまりで

なく、しいていうなら、今の緊張している状態よりももっとことば数が少ない状態で、頭も下

がっている状態で、前をむくこともかなり大変でした。で、どんどんよみかきの仲間の人たち
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と交流を深めたりして、仲良くなっていくうちに会話がちゃんとできるようになってきました。

それで、学力、勉強とかも教えていただいて大変助かっております。作文をつくるのにも、最

初に、西田さんが教えてくれたり助けてくれました。西田さんがいなくなってからは、いちか

ら作文を作りました。今は持ってきていないので読むことはできませんが。よみかき教室で去

年がんばって作文を書きました。好評でした。自分も成長しているとわかってよかったと思っ

ています。以上です。

神本 美恵子 元議連副会長

今、ご紹介いただきました、元参議院議員の神本美恵子と申します。

私は、元小学校の教員でありました。その後も日本教職員組合の役員をして、参議院議員を

18年間やってまいりました。今、聞かせていただいたお話、制度の上の問題と、学ぶという

ことはどういうことなのかということをとても考えさせられました。お話の中でまず、制度の

ことは先ほど馳会長の方からも言っていただきました。

今、学校教育で学ぶということをどのようにとらえていくのかということを、お話の中で、

とても反省させられました。奥田さん、勉強がわからない、中学校で授業で読めと言われて読

めない、その恥ずかしさと辛さで息苦しくなったと。わからなくてできないことが、本人の自

己責任、本人のせいになってしまって、そのあと、隠して生きていかなきゃいけない、という

ような今の学校教育のありかたについて、文科省だけではなくて、学校現場の先生方にも、そ

ういう教育、「子どもの前に立ってそういうことをやっていないか」ということを問いかけな

ければいけないということを強く思いました。これは、ニーズ調査をするときも、議員の方々

たくさんお見にえなっていると思いますけれども、地方議会の中でそのことも問いかけていた

だきたい。議会の中でですね、だからこそ、すべての人が、いつでも、どこでも、だれでも、

タダで文字を獲得し、学ぶことができる、いくつになっても奪われていたそのことを権利とし

て取り戻すことができるんだということを、地方議会の中で、ぜひ市民や自治体の方たちにわ

かっていただくような努力をしなければいけないなと強く思いました。実は、私が夜間中学の

存在について知ったのは、日本教職員組合の役員をした最初の頃に、髙野雅夫さんという方が

夜間中学というＴシャツを着て、日教組の本部にいらっしゃいました。担当の私の所に来て、

本を一冊くださって、夜間中学の存在を教えてくれました。私は教育大学を出て、教育原理、

心理、歴史、そんなものをしっかり学んできて教員になったつもりでありましたけれども、夜

間中学校の存在を知りませんでした。おそらく、今、学校で教えてる先生方も、夜間中学がど

んな所なのか。それから、部落差別から解放を願って読み書きを指導している識字学級をして

いる、こういう部落差別のことも知らない。また、在日で日本で生まれ育っているにもかかわ

らず、家庭の中で韓国語・朝鮮語で話しているため、社会的に日本語を獲得できないままに大

きくなっている人たちがいる。そんなことを知らないで、教員になっているということ。また、

社会の人たちもしっかりと認識しなきゃいけない。私が知ったのは、1996、7年ごろであり

ました。そして、議員になって、このことに取り組まないといけないと思いましたので、全夜

中研のみなさま方が要請にもこられましたし、日弁連が2000何年かちょっと覚えてませんが、

2010年の前ですね、勧告をまとめたんですね。国勢調査、さっきも馳会長おっしゃっていた

だきましたが、国勢調査で、きちんと中学卒業したかしないかだけではなくて、小学校卒業で

きたかどうかということも、調査を分けてするようにという提言もありましたので、国会の中

で何度もそれを質問をして取り上げましたけれども、なかなか総務省も文科省も、その必要性
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を理解してもらえなくて、2010年、10年ごとに、その卒業の調査があるのですが、2010

年の調査には間に合いませんでした。で、来年、2020年に10年に一度の国勢調査がありま

す。岡山で教育委員会がニーズ調査やりましたと言ってるけれど、人が立ち寄らないところで

必要性のニーズなんか、わかるわけがないんです。やっぱりきちんと国として国勢調査の中で、

小学校を卒業できていない人が、どこに何人ぐらいいて、ということを、まず把握するという

ことを法律の中にも、法律ができましたので、これをテコに総務省と文科省に言いましたとこ

ろ、両省で相談をして、11月の統計委員会が結論を出すと思いますが、私が議員を辞める前

にですね、これは私自身の大きな宿題だと思って、7月になって辞めますから、その前に総務

省を呼んで、お話を聞きましたら、確実、おそらく統計委員会で結論が出るけれども、自分た

ちが政府に要請しているので、小・中分けて、ニーズ、小学校を卒業できていない人がどの県

に、どの市に、どのぐらいいらっしゃるのかということがわかるというような調査、これは馳

会長と法律のおかげでありまして、できることになりましたので、また、地方自治会議員のみ

なさんも、その調査結果を受けて、あるいは、そういう調査があるので、しっかりと都道府県

としても、市町村としても、ニーズを把握するようにということを、ぜひ強調していただきた

いというのが一つであります。

それから、自主夜間中学と公立夜間中学のそれぞれの良さがあると思います。今日、お話い

ただいたみなさん方の、本当に学ぶことから得られたもの、あるいは学びを奪われたことによ

って、失われてきたものを取り戻す、そのたたかいというようなお話を聞かせていただきまし

たが、公立夜間中学というのは、公立ですので、義務教育の小学校、中学校と同じように、施

設設備から、教職員から、それから運営費、そういったものは義務教育として国庫負担、ある

いは市町村の自治体負担として、財産的にもきちんと支援ができるということが一つ大きいと

思います。あともう一つは、先ほどどなたかお話にありました、文字、読み書きを獲得するだ

けではなくて、丸山さんでしたね、自然科学とか、文化とか、芸術とか、そういったものも学

びたいと、文字を獲得するだけではなく、とても字がお上手でしたよね。本当、芸術の域に、

行こうかというような、お上手でした。

そういうそれぞれの文字を獲得したあとは、それぞれの個性が伸ばせるような、これこそ公

立で９教科、全ての教科にわたって学ぶことができる公立夜間中学の力ではないかと思います

ので、自主夜間中学で得られたノウハウを、公立夜間中学を設置することで、そのノウハウで

公立夜間中学を充実していただきたいということをとても思いました。

夜間中学の力を、大きさを改めて今日、みなさん方のトークを聞かせていただきながら、感

動を持って、最初に髙野雅夫さんに出会った時と同じような感動を今日、覚えさせていただき

ました。繰り返しますが、いつでも、だれでも、どこでも、タダで学べる、これが、実は北欧

・スウェーデンの生涯学習の基本的な考え方だそうです。日本にも、せめて義務教育はそうい

う考え方でできるように、これは文科省、ぜひ、浮島副大臣も来ていただいておりますので、

力を込めてやっていく、それが、すべての子どもの学びに通じていくし、学校教育で競争から

落ちこぼれていく、学校に行きたくないというような子どもを一人でも減らしていく、学ぶ喜

びを学校教育にも反映させていく、そういう力になるのではと思いながら聞かせていただきま

した。

今日は本当に貴重なお時間、ありがとうございました。
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文部科学省より 報告者 初等中等教育企画課長

浅野 敦行

ご紹介頂きました文部科学省の浅野でございます。

ほぼ時間もあまりないようですので簡単にご発言させて頂きます。今日

は、馳先生の議員連盟それから小島先生の研究会のお招きを頂いて、また、

お時間を頂いてありがとうございます。

お配りさせて頂いております「文部科学省の取り組み」というものに、全て、この法律がで

きた後、文部科学省としてどういう風に取り組んだかということがいろいろと書かれてござい

ます。ちょっとおめくりを頂いて6ページ目に、最近の動向が記載してございます。

今年の松戸市・川口市に加えて、ここに記載してあるような自治体で現在取り組みを進めて

いるという風に承知しているところでございます。私どもとしては、9ページ目にございます

ように、馳先生からもお話がございましたが、この法律の施行３年ということでしっかりと、

夜間中学の全ての都道府県に少なくとも一つの夜間中学、それから全ての指定都市に夜間中学

が設置されるよう促進することや、それから、既存の学校の教育の充実、それから、各自治体

における協議会をしっかりと設置していくといったようなことについて、浮島副大臣のご指導

のもと、そして馳先生の議員連盟と、お力添えを頂きながらしっかりと取り組んで参りたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

どうもありがございました。（巻末に文部科学省より提供された資料を掲載します。）

夜間中学校の増設・充実にかかわる要望書
（拍手で承認、馳議連会長にお渡ししました）

2019年8月2日

夜間中学等義務教育拡充議員連盟

会長 馳浩衆議院議員 様

義務教育を十分に受けていない人々に対する

教育保障を前進させるための要望書

「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、「義務教育機会確保法」あるいは単に「法」と略称する）

および同法第7条にもとづく「基本指針」、その他これに関連する諸法令の整備が相当程度進

んだことに感謝申し上げます。そして、いくつかの地方公共団体が来年度から公立夜間中学を

開設する方針で準備を進めていることは大きな前進です。しかしながら、義務教育の段階にお

ける普通教育に相当する教育（以下「義務教育相当教育」と略称する）を十分に受けていない

人々に対する教育保障には、まださまざまな課題が残されています。私たちがとくに重要と考

える課題を、下記のとおりまとめましたので、これら課題の解決に向けいっそうご尽力くださ

るよう要望いたします。
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記

１ .夜間中学のニーズ調査・広報等について

（１） 義務教育未修了者の学ぶ場を保障する「協議会の設置」が進んでいません。

法第15条第1項や衆・参議院の各委員会で付帯決議された「協議会」が未だに開催されて

いないことを踏まえ、協議会に関する規定を「組織することができる」から、「組織する

ものとする」とし、各都道府県に必置を要する規定になるよう改めてください。

（２）自治体の違いから、近辺に夜間中学があっても通えない状況が頻発しています。 法第

6条に第2項を付け加え、「前項の施策にあたっては当該地方公共団体以外の住民をも対象

とする広域対応の実現に取り組む」という規定を置いてください。

（３）夜間中学等において再び形式卒業者を生まないようにするため、法第14条に第2項を付

け加え、「前項の措置においては、同項の就学希望者の個別の実情に対応して義務教育相

当教育の実質が保障されるように配慮するものとする」という規定を置いてください。ま

た、在学年限についても柔軟に設定できるような制度にしてください。

２．既存の夜間中学の充実について

（４）かつて就学の機会を得られなかった「障がい者」や高齢者に配慮した通学介助（車椅子

や車）」や、学校内の移動がスムーズにできるような「学校のバリアフリー化（エレベー

ター・スロープ等の設置）」を一日も早く実現して下さい。

（５）小学校課程・中学校課程・日本語指導等の多様な教育活動が求められる夜間中学の実態

を考慮し、夜間中学に必要十分な教員定数を確立するため、公立義務教育諸学校学級編制

教職員定数標準法を改正してください。また、その教職員配置が昼の教職員とは別に、夜

間学級に独立して配置されるようしてください。

また、「日本語加配」や「小学校課程加配」の特別措置を講じて下さい。

（６）日本語指導が特に必要な者が夜間中学等において就学する場合は、当該生徒の日本語運

用能力の実態に応じて、入学時から必要な期間、日本語指導のための「特別の教育課程の

編成」実施が円滑に行えるよう、また日本語指導のための学級設置促進及び日本語教育に

携わる職員の加配が着実に夜間中学に配置されるよう、制度上の施策を講じてください。

（７）都道府県、および政令指定市に夜間中学校が開校されても、居住地の周辺に夜間中学

校があるとは限りません。夜間中学校に通うためには、公共交通を使用しないと通学でき

ない生徒が多くなります。とりわけ、経済的に困窮している生徒については、交通費を含

む就学援助制度がないと、充分に授業を受けることができません。学齢の生徒と同様に義

務教育を保障するため、夜間中学生に対する就学援助制度を整備してください。
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（８）夜間中学等において学校給食法が規定する給食またはそれに準じるものが実施されるよ

う、制度上の施策を講じてください。

３. 夜間中学のニーズ調査・広報等について

（９）2020年の国勢調査において義務教育未修了者数を算出できるよう、調査票の教 欄に

おける「小学」と「中学」を分離して記載できるようにしてください。

また、小中分離記載についての結果を関係各諸機関に周知していただき、夜間中学に対す

るニーズが具体的に生じていることを明示し、夜間学級設置促進につながるよう働きかけ

をしてください。

（10）義務教育未修了者は学び直しができることが市民の常識になるように、全国規模の広報

を抜本的に強化してください。また、各地の夜間中学等「ニーズ」調査で、「ニーズがな

い」という結論を出した地域には、法第14条の規定の趣旨および国勢調査の結果に照らし

て、そのような結論は不自然であることを指摘して、調査方法の再考と調査の再実施をす

るよう促してください。

（11）夜間中学に対する認知度がはなはだ不足しています。以前、厚生労働省が残留孤児問題

の全国的理解のために行った各地方でシンポジウムを開催することが有効です。是非実施

できるよう働きかけてください。

４．自主夜間中学等学習支援ボランティア団体に対する支援

（12）自主夜間中学等の学習支援民間団体に対して地方公共団体から教材費や維持費な どの

具体的な財政支援がなされるよう、制度上の施策を講じてください。

8.2夜間中学等義務教育拡充議員連盟

全国夜間中学校研究会共催研修交流会

参加者一同

終わりのあいさつ
夜間中学等義務教育拡充議員連盟 副会長

畑野君枝 衆議院議員

「夜間中学校を増やそう、充実させよう!シンポジウin近畿」にご参加

いただきました皆様ありがとうございます。皆様のご協力で、無事シン

ポジウムも終わろうとしております。馳会長、小島会長、浮島副大臣は

じめ文部科学省からもごあいさついただきました。

夜間中学生そして自主夜間中学学習者の声を聞いて、本当に国会で頑張らないといけないと、地方
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議員の皆さんと力を合わせて頑張らないといけないという思いを強くいたしました。もうすでに繰り

返しになるかと思うんですが、文字の形を写すだけだった、小学４年生から働いてきたという生徒会

の皆さん、岡山に夜中をつくる会からは、寄付やクラウドファンディングで集めていますという話。

またリレートークの中では、手紙が読めず、またお母さんに返事を書けなかった。短冊に「公立夜間

中学校を」と書きました。山城よみかき教室の映像もありました。在日二世の方からは、夜間中学校

は不思議な学校、不安がない、家族みたい。今の子どもたちの不安が分かる。私、あの、学びと学校

の原点を教えていただいた気がしました。中学校に行って教科書が読めない恥ずかしさで、消えてな

くなりたいと思ったけど、夜中にいったら、かくさなくったっていいんだと分かった。お父さんが母

国語を話せない、自分が日本語を話せない、わからない、この母国語と日本語教育のあり方について

必要性を感じました。会話できなかったけれど作文が書けるようになってこの場で語ってくれた方も

いらっしゃいました。

学ぶことは生きることだ、学びの原点がここにある。これを本当に全国の都道府県、少なくとも一

つ以上、政令市にも、この運動をさらにすすめて参りたいと思います。

私も、５月に国会で柴山文部科学大臣に質問させていただきました。今日を力に、さらに前進をさ

せて参りましょう。今日は本当にありがとうございました。

※「こんばんはⅡ」上映会 出演者インタビュー※

※シンポジウム 受付風景


