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※資料Ⅰ 文部科学省の資料
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※資料Ⅱ夜間中学設置推進・充実協議会における有識者意見 （令和元年６月 21 日）

（１） 夜間中学の設置促進 形式的なニーズ調査では把握は困難であり、夜間中学を設置す

ることが希望者の掘り起こしにつながる。ニーズ調査実施に際し、夜間中学の認知度を上げ

ることが必要。 潜在的ニーズを持つ者の掘り起こしには、子供の貧困対策に取り組む NPO
法人等との連携も有効。首都圏や大都市と異なり、地方では設置場所によって通学が困難な

者が生じることを考慮する必要。自治体における夜間中学の担当課・担当者を明確にするこ

とも有効。

（２） 既設の夜間中学の教育活動の充実等

① 高齢の義務教育未修了者高齢の生徒は重い疾患のある生徒もおり、養護教諭の必要性は

高い。エレベーターなどの設備がないと、車いすの希望者を断らざるを得 なくなる。

② 入学希望既卒者不登校等による入学希望既卒者の中には、心のケアを必要とする者も多

い。

③ 外国人外国籍の生徒が約８割を占める中、日本語指導をどのように行って いくかが課題。

国や自治体において関係部署間の連携を図り、日本 語教育の専門家がきちんと指導する場

の整備が必要。地域によって日本語指導に関する取組や予算に差があるのが現状。日本語指

導ができる教師の確保が難しい。外国人の入学希望者が増加する中、入学基準の明確化や入

学相談会の実施等、夜間中学は単なる日本語指導の学校ではなく、義務教育の機会を確保す

るためのものであるということを示す必要。

④ 教職員体制（養護教諭、SC、SSW を含む）現在の教職員定数の枠では多様な生徒一人

一人に対応した指導ができない。夜間中学に特化した加配措置が必要。自治体の単費で日本

語指導の教員や非常勤講師などを措置してい るが、今後の外国人や入学希望既卒者の増加

に対応するためには、指導・運営体制の拡充が必要。教員の働き方改革の必要性が高まる中、

日本語指導をすべて教員頼みとするべきではない。一方で、外部人材の確保も難しいという

現状も認識することが必要。発達障害等を有する生徒もいることから、養護教諭の配置につ

いて国として整備できないか検討が必要。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーの配置についても検討が必要。勤務時間の特殊性から夜間中学での勤務を希望する教師

が少なく、 技量をもった教師の確保や外部人材の活用が課題。

⑤経済的支援、給食、学齢経過者は国の就学援助の対象となっておらず、自治体が独自に措

置しているため、財政力により格差が生じていることが課題。国による整備が必要。通学費

用について自治体によって支給状況に差がある。給食は教育活動の一環。夜間に通ってくる

ことも考えると必要。

（３）他市町村からの受入れ 他市町村からの受入れについて応分負担を求めることもあり得

るが、地方財政措置されている経費もあり、県が調整役を担っているものの、市町村間の調

整が難しい。区市をまたいだ生徒の受入れについて整理が必要。

（４）協議会の設置 協議会のメンバーや役割について、もう少し自治体が柔軟に対応で き

るようにすることが必要。 全国的な設置状況を踏まえて、協議会の設置を努力義務化すべき

で はないか。 協議会への参画を通じて、教育委員会と自主夜間中学等の関係者の 連携を図
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ることが必要。

（５）広報活動の推進 国において政府広報を活用するなどして全国的な広報を検討すべ き

（６）自主夜間中学等 夜間中学のない地域においては、中卒認定試験を目指す外国籍の学

齢経過者がいるが、民間の学びの場への交通費などの問題で挫折す る者も多い。 自主夜間

中学においてはスタッフや生徒が定着しない。スタッフの 確保が課題。

※シンポジウムの報道記事（８／３産経新聞朝刊）
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神奈川・横浜の夜間中学を考える会

2010年に会を結成し、それまであまりに知られていなかった神奈川県の夜間中学の中でもまず横浜の夜間中学

５校の置かれている状況を知ること、また、その中から見えてくる課題の解決と同時に夜間中学の周知PRに取り

組みました。そうした中、心配されていた横浜市の公立夜間中学５校を１校に統廃合するという市教委方針が明

らかにされました。全国の応援もいただきながら全力で見直しを求めて取り組みましたが、2013年秋、正式に統

廃合が決定し、2014年から残念ながら蒔田中学校夜間学級1校になりました。

その2014年からは、毎年、神奈川県と、夜間中学設置市である横浜市、川崎市に、夜間中学の教育条件改善な

どを求め、次年度予算に関わる要望書を提出するようになりました。またそのことを、広く県民市民や議会の全

会派に報告し実現に向けて協力を呼びかけてきました。教育委員会と顔を合わせて話し合いを持ってきたことは

いうまでもありません。要望書の活動6年目の現在では、議会の各会派のヒヤリングはじめ、県内の様々な団体

とのネットワークをつなげることにも役立っており、当会の活動の一つの大きな柱として定着してきたと思いま

す。

義務教育機会確保法の成立、施行という流れの中で、要望してきた夜間中学のニーズ調査が、設置市の横浜と

川崎を除く神奈川県全市町村で、まず行われることになりました。2017年の年末からの１ヶ月という悪い条件で

はありましたが、県内の該当市町村教育委員会や、市町村議会関係者に向けてこの調査の重要性を訴える手紙を

送りました。アンケートの結果、県央地区にニーズが高い、という結果が出て、中でも一番入学希望者が多かっ

た政令指定都市の相模原市が、本年1月、独自のニーズ調査を実施、その後、夜間中学の設置を検討する方向が

打ち出されました。

県央地区には、あつぎえんぴつの会、えびなえんぴつの会という自主夜間中学の活動があり、「相模原の夜間

中学を考える会」という夜間中学の設置を求める運動を担う組織もできました。横浜市の自主夜中つるみえんぴ

つの会と当会も加わり、今年の1月、５者が一堂に会して交流する機会が初めて持たれました。

神奈川県下で、横浜市、川崎市に続く、第三の公立夜間中学を県央地区に設置する、という具体的な目的に向

かって、力をあわせていく土台が作られてきました。

夜間中学を広く県民市民にお知らせする活動も、もう一つの大きな柱として取り組み続けてきました。独自の

PRチラシの配布などの他、反響の大きいのが夜間中学のドキュメンタリー映画「こんばんは」の上映です。そこ

で、県内巡回上映会を活動に位置づけてきました。そうした中で、神奈川県弁護士会や、川崎市の民生委員の勉

強会など、私たちの会を越えて、上映に取り組んでくださるところも出てきています。さらに今年は「こんばん

はⅡ」が完成しましたので、不登校・登校拒否を切り口に夜間中学を考えるというテーマで4月に横浜市で上映

し、続けて7月6日にも横浜の夜間中学の卒業生３人を迎えて上映会をしました。マスコミに取り上げられたこと

もあり、初参加の方も多く、映画に登場した県央地区大和市在住のカンボジア難民伊東久里寿那さんなど当事者

のお話が参加者の感動を呼びました。

この他、年に５、６回の「便り」の発行、ブログの更新などで、会の活動を発信することも大切にしてきまし

た。毎月定例の事務局会のほかにも折をみてはこまめに話し合いをすることも私たちの活動の特徴だと思います。

二つの公立夜間中学や、教育委員会とも、日常的なつながりを持つことを大切にしています。

同じ首都圏に位置する「夜間中学校と教育を語る会」との連携も密で、春の合同ハイキング、夏の語る会の花

咲け出愛スピーチ大会はすっかり定着しています。東京都夜間中学校研究会の夜間学級説明会や、8校の学級公

開などにも参加、全国夜間中学校研究大会や研修交流集会は貴重な学びの機会として大切にしてきました。

輪が広がり、現在、会員は１００名を超えるまでになりました。来年は１０周年になります。

自主夜間中学・関係諸団体の

夜間中学校の設置充実にむけた意見・要望
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北海道における公立夜間中学設立運動の現状と課題

北海道に夜間中学をつくる会（文責・鹿沼秀夫）

（１）「教育機会確保法」成立以降の状況

・2017 年 2 月 札幌市議会本会議において、「公立夜間中学校のすみやかな設置を求める陳

情」が全会一致で採択

・2017年 11月 全国に先駆けて第１回「夜間中学等に関する協議会」開催

※北海道教育庁 学校教育局 義務教育課 主催

・2018年 3月 第２回「協議会」

・2018年 7月 第３回「協議会」

※札幌遠友塾自主夜間中学より「公立夜間中学のあり方」を提言

・2018年 11月～ 2019年 1月「公立夜間中学の設置を要請する意見書」の呼びかけ
※総数 167名（道内 75名・道外 92名 学習者は 49名）

・2019年 1月 第４回「協議会」

※札幌市内に公立夜間中学の設置を確認する

・2019年 2月 札幌市議会で札幌市教育長の答弁

「札幌市として公立夜間中学設置に向け前向きに検討する」

・2019年 3月 北海道知事選・札幌市長選の候補者に公開質問状

※二名の市長候補者は公立夜間中学の設置を公約に掲げる

（２）「協議会」について

札幌市議会での陳情が全会で一致採択された、さらに「協議会」がいち早く設置されたなど、

全国に先駆けての取り組みである。この「協議会」は、構成員に知事及び市長が入ってはいな

いものの「確保法」第 15条に基づくものとされていた。
しかし、4 カ月～ 6 カ月に１回のペースで開催される「協議会」においては、ニーズ調査に

ついての論議に終始し、公立設置に向けた前向きな動きにはつながらなかった。その中で、第

３回「協議会」において、札幌遠友塾は具体的検討を進める手がかりとして、「公立夜間中学

のあり方」を提言し問題提起を行った。市教委及び道教委は設置に向けては後ろ向き（責任の

所在を押し付け合っている）に見えたが、第 4回「協議会」でようやく「札幌市内に公立夜間
中学の設置を確認」することができた。（なお、第５回「協議会」の開催日時は未定。）

（３）札幌市・札幌市教委に対して

本年 2 月 18 日、札幌市教育長は「公立夜間中学の設置に向け前向きに検討」を言明した。
市議会決議より 2 年、「協議会」設置から 1 年 3 カ月にして、大きな一歩が踏み出されたので
ある。我々の札幌市・札幌市教委に対する要望は、札幌市長選の公開質問状の中で明らかにし

たが、以下の点に集約されている。

①「札幌市立夜間中学」を 2021年４月に開校すること。
② 公立夜間中学開設までの空白期間についても、「入学を希望する人たちへの学習保証」に

ついて考えること。

③「設立準備委員会（仮称）」を札幌市が立ち上げること。

④ 自主夜間中学（遠友塾）の関係者が「設立準備委員会」の構成員になること。
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⑤ 現在、自主夜間中学（遠友塾）が使用している施設等の継続使用の保証すること。

（４）遠友塾の取り組みから見えてきたもの

2016年 11月から翌年 3月にかけて行われた北海道教育委員会による北海道の４自主夜
間中学の受講生・卒業生に対するアンケート調査（遠友塾は実施に協力）で 166名からの
回答があり、52％の 87名から「公立夜間中学に通いたい」との回答があった。公立夜間
中学の潜在的なニーズが改めて確認されている。

「あと何年待てばよいのか」北見から夜間中学入学を熱望し札幌に移住した 50 歳代男性。
「生きている間に中学校を卒業したい」80歳代男性。------現在遠友塾に学ぶ受講生（学習
者）の悲痛な声である。公立夜間中学進学を希望した今年の卒業生（30歳代男性）は、定
時制高校の道を選び苦闘しながらも頑張り抜いている。また、公立が設立するまでの期間を

遠友塾スタッフとして活動している人（20歳代女性）もいる。「１日でも早い開校」は切な
る願いである。

（５）「自主」の立場から「公立」のあり方を問う

現在に至る自主夜間中学の取り組みの中で、「自主」だからこそ支えられてきた学習者は

少なくない。公立夜間中学が設置されたとしても、自主夜間中学の存在意義は薄らぐことは

ない。また、自主夜間中学の「共に学び、共に生きる」という理念は、公立夜間中学にも受

け継がれねばならない。したがって、「自主」と「公立」との連携のあり方は、公立夜間中

学の開設準備の段階から育んでいくべきである。

そのような観点で以下の点を強く要望したい。

①札幌市は「設立準備委員会（仮称）を設置し、自主夜間中学（遠友塾）の関係者を構成員に

入れること。（この点は、札幌市長選における公開質問状においても強調している）

②市教委と遠友塾との日常的な交流を意識的に追及すること。

③札幌市の教職員に対し、夜間中学についての研修を実施し、遠友塾との交流をはかること。

※なお、本年 2月に市教育長が「設置に向け前向きに検討する」と言明したが、その後市教委
では、ようやく「夜間中学の担当者（学校教育部教育推進課学びのプロジェクト担当係長）」

が位置づけられた。 その担当者と遠友塾との交流・意見交換は順調に進み、今後の進展が

期待されている。

夜間中学の増設・拡充に関する意見書
2019年 7月 28日

ひょうご夜間中学をひろげる会

提案の理由

① 在籍中に就学援助が途絶えたため通学が困難になる事例があるため。

② ニーズ、背景等多様である夜間中学生を一律の年限で規定することは適当でないため。

③ 兵庫県は県の南東部に夜間中学校が集中しており、3校設置されているとはいえ、就学で

きない地域の方が圧倒的に広く、教育の機会均等の状況とは程遠いため。

④ 神戸市が周辺自治体に受け入れ拡大しても、広報がその市内のみに限定されており、対象

者に夜間中学校の存在すら周知されていない状況であるため。
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⑤ 外国人生徒が急増し、それに必要な図書の必要性が高まっているため。また、特に自主夜

間中学への財政的な支援は届きにくく、奉仕に支えられている状況にあるため。

⑥ 尼崎の琴城分校では、事務職、養護教諭が配置されておらず、夜間中学の拡充に大きな足

かせとなったり、高齢の生徒も多いにも関わらず、生徒の安全・健康面で不十分な状態が続

いていたりする状況である。これらはいずれも喫緊の課題であるため。

おわりに

兵庫県においては、確保法成立後、夜間中学校に関する意見交換会も開かれてはいますが、未だに大きな前進

に結び付いていないのが現状です。また、この意見交換会に、積極的に夜間中学校の拡充に取り組む民間団体か

らの参加は皆無です。

この法律の基本姿勢は、「一人でも義務教育を受けられない人を見捨てない」ということであり、その目的達

成のため、官民共同し、期限を切った実効性のある対策が不可欠と考えます。

京都府に夜間中学をつくる会

京都府に夜間中学をつくる会は、京田辺市民日本語読み書き教室や京都山城日本語読み書き教室と連携し

て公立夜間中学を京都府下で新設することと京都市内で増設することに向けて取り組んでいます。文科省

が都道府県のみならず政令指定都市でも夜間中学を設置するのが望ましいとの見解を出してくれましたが

京都においては長く京都市立洛友中学校1校の存在だけで未設置問題は解消されているとの認識が浸透して

きました。

しかし、洛友中学校には京都市内の人しか通えず、市外の京都府民は夜間中学の意義どころか未設置の

事実すら知らされず、長年、放置されて来ました。また、京都市内にも通える夜間中学の存在を知らされ

なかったり、卒業したけれども十分な学力をつけられないまま学びの場を必要とする人たちが多くおられ

ることが推測できます。

京田辺市民日本語読み書き教室では二十数年の長きにわたり、中国残留孤児やその家族への学びを提供

してきました。夜間中学設置自治体なら、当然、入学できて十分な日本語の読み書き能力や日本について

の基礎的な知識を習得していた人たちです。さらにある程度の生活保障の出来得る収入も得られていたと

考えられます。

また、夜間中学設置自治体である京都市においても洛友中学校1校では設置数が足りない現実があります。

この春から京都山城読み書き教室としての取り組みがそのことを証明しています。京都市内や周辺でのビ

ラ数万枚の配布に対して既に10人以上に上る京都市内外の生徒さんたちが入学希望されて学び始めておら

れます。公立3校のある奈良県と人口比で比較しても、京都府下の南北に各1校、京都市内に洛友以外のあ

と1校、合計4校が京都府市内に設置されても多過ぎることはありません。数年前より政令指定都市の教員

給与などが都道府県などを通さず直接国から交付されるなど都道府県に対する政令指定都市の行政権限は

一層強くなっています。



- 32 -

― ４月、川口市立芝西中学校陽春分校開校！ ―

埼玉の夜間中学運動から

埼玉に夜間中学を作る会 野川義秋

１）運動の出発

埼玉県内には、義務教育未修了者や日本語の習得を求める外国人、といった人たちがたくさん在住

しているにも関わらず、公立夜間中学校は一校もありませんでした。そのことを知った私たちは、１

９８５年９月に「埼玉に夜間中学を作る会」を発足させ、同年の１２月から「川口自主夜間中学」（火

曜日と金曜日の週二回）を開設しながら、公立夜間中学校の設立運動を始めました。

２）県内初の公立夜間中学校が川口市に開校！

運動を始めてから３４年という長い年月がかかってしまいましたが、多くの県民・市民や全国の皆

さんの応援を頂き、今年の４月に川口市立芝西中学校陽春分校が開校しました。ここでは、国籍や年

齢・性別を超えて７８名の生徒たちが学んでいます。

７月１日に開校後として初めて、川口市教委と話し合いを行いました。Ｍ学務課長の話によります

と、生徒の出席率が９割を超えているとの嬉しい報告がありました。

３）川口市及び埼玉県と、今後も話し合っていくことを確認

学びを求めている人々が待ちに待った陽春分校です。しかし、同時に課題も見えてきています。そ

れは、開校以降の随時入学を認めていないことです。

７月１日の話し合いでもこのことを一番に取りあげました。市教委の説明ですと、「県費以外の非常

勤（養護教員・校務員・学習支援員）教職員の人件費は、市町村に応分の負担をしてもらっており、

生徒を増やした場合、負担の割合の調整等も伴ってくる。教室のスペースの問題もある」とのことで

した。

このような状況のために、来年まで待つように言われたフィリピン人の少年やトルコ人の少女が、

川口自主夜間中学で日本語の勉強をするようになっています。このことは、７月１７日に実施した埼

玉県教委の、小中学校人事課との話し合いの中でも取りあげました。給食の改善・就学援助金の給付

といった課題も含めて、引き続き話し合っていくことを両教委と確認しています。

４）県内第２校目をめざして新たな出発

機関紙「銀河通信」でも報告していますように、陽春分校が開校しても自主夜間中学はこれまでど

おり続けていきます。そして、陽春分校を支援しながら、県内第２校目をめざす新たな取り組みを、

すでにスタートさせています。それは、県内唯一の政令指定都市であるさいたま市に、２校目の夜間

中学を要望していくことです。

本日の「夏の交流集会」にお集まりの皆さん！ 今後ともよろしくお願いします。

自主夜間中学「福岡・よみかき教室」

「福岡市に公立夜間中学校をつくる会」からの報告

福岡市において、1997 年から自主夜間中学「福岡・よみかき教室」(水・金曜日の週 2 回)
を開いています。教育機会確保法の成立を受けて、再度「福岡市に公立夜間中学校をつくる会」
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を立ち上げ、設置を求めて議会への請願や行政との協議、広報活動に取り組んでいます。

この間、議会への請願活動により、県議会で 2回・市議会で 4回、公立夜間中学・自主夜間
中学についての認識や設置を質してもらい、その後市教委および県教委と協議を行ってきまし

た。

協議を通して「夜間中学の存在を知らなければニーズは生まれないこと」の認識を踏まえ、

広報面で市・県の両教委に行政の広報紙に夜間中学・自主夜間中学のことを掲載し、市・県民

に知らせることを求めました。(市は 4月に掲載済、県は１０月に掲載予定)
併せて夜間中学について行政職員、とりわけ教職員(SW・SSW を含むを)が認知していない

ため、理解を進めるために、職員に対する研修を求めています。

ニーズ調査(創らないためではなく、創るため)の実施を求めていますが、両教委とも腰が重

く、設置を進めようとする当事者意識がとても弱いと感じています。

今回、６月末に文科省が「政令市に 1校は設置」を表明されたことは、より設置の責任所在
が明確にされた点から、今後の協議にも役立つと思われます。

県および市町村の各教委にニーズ調査のモデル(学びを求めている人々へ届く調査)を文科省

から示し、都道府県・市町村教委への指導を行っていただければありがたいと思います。

教育機会確保法の第 15 条による法定協議会設置は、首長出席となっているためハードルが
高く、メンバー構成のハードルを教育長などの出席などに下げると、もう少し協議会設置が進

むのではないかと考えます。同時に地教委と協議を求める際に、設置について担当部局が明確

化されていない点があること。市町村においては近隣地教委を結ぶ協議会を都道府県教委が率

先して設置する必要を感じます。

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！

「夜間中学を増やそう、充実させよう！シンポジウムin近畿」に寄せて

福島に公立夜間中学をつくる会 代表代行 大谷一代

私たちは福島での公立夜間中学設置が困難な中、とりあえず義務教育機会確保法第 19 条に
ある、「教材の提供」という文言により、地元教育委員会から福島駅前自主夜間中学で使用す

る教科書の提供を受けようとしました。しかし、福島市教育委員会はそういう内容の条文では

ない、という意見でしたので、文部科学省に問い合わせをしたところ、第 19 条の規定中「中
学校を卒業したものと同等以上の学力を習得することを希望する者」とは、中学校卒業程度認

定試験を受験する意思を有する者、とのことでした。このままの規定では対象者の範囲が狭す

ぎると思い、他の事と合わせて 6項目の義務教育機会確保法の見直しに関する要望書をつくり
ました。2019 年 6 月 13 日に要望書を持って夜間中学議員連盟や文部科学委員会に属する国会
議員の方々を中心に議員会館で、要望書を手渡して回りました。多くは秘書の方の対応でした

が、3 人の国会議員の方には直にお話しすることが出来ました。第 19 条に関しては法律の文
言を変えてもらうより、文部科学省の解釈を変えてもらう方が早道なのではないか、とか、今

後も 3年ごとの見直しがぜひ必要だ、などとの意見をいただきました。今後も法律が有効に活
用されるよう努力をして行きます。
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夜間中学校と教育を語る会

「こんばんはⅡ」上映、全都道府県キャラバンの実施にご協力下さい！

2003 年に森康行監督による夜間中学のドキュメンタリー映画「こんばんは」が発表されました。こ
の映画は当時、キネマ旬報社文化映画部門第一位や文化庁ドキュメンタリー映画大賞を受賞し、全国 500
カ所以上で自主上映され、東京でも「夜間中学映画祭」などで、連日超満員の観客に感動を与えて、

義務教育未修了者の学習権の必要性について社会に強く訴えることに成功しました。

当会は森監督の依頼もあり、この映画の制作段階より深く関わり全面的にバックアップしました。

この傑作映画は今でもまったく輝きを失わず、夜間中学の必要性を広く知ったもらうための強力な広

報媒体になっています。しかし残念ながらこの映画公開後も夜間中学は増えていきませんでした。

そのような中で、2016 年義務教育機会確保法が成立し、義務教育未修了者の「学習権保障」を大き
く前進させる絶好の機会が訪れました。しかし「夜間中学」の世間での認知度が低く、国や文部科学

省が「全都道府県に最低でも一校以上の公立夜間中学の開設が目標」と言っても、行政の腰は重く、

現在公立夜間中学の新設は川口、松戸の 2 校にとどまっています。ただ、自主夜間中学など夜間中学
関係者や良心的な市民の頑張りで、その必要性が理解されてきた地域も出てきています。

そのような現状を踏まえ、当会は映画「こんばんは」を利用し、「夜間中学」の認知度をさらに高め

るための活動を始めようと動きだしました。でも「こんばんは」の上映時間は 92 分と長く、上映後の
講演、フリートークなど、夜間中学の諸問題について、さらに深めるための時間を作るのが困難でし

た。

当会は、新たに短縮版の「こんばんはⅡ」（37分）の制作を森監督に依頼しました。その森監督は夜
間中学卒業生、関係者のインタビューなどを通して、現在の夜間中学を映し出す、全く新しい映画を

完成させました。

そこで、当会は「こんばんはⅡ」ホームページを作り、「こんばんはⅡ」DVD を低価格で販売し、
各地で無料の上映会を開いてもらうことにしました。そして映画を見た多くの方々から、「大絶賛」の

声を寄せていただき、DVD の販売も当初作成の 3000 枚が一気になくなり、今は第 3 版まで拡大して
います。

さらに、当会は、今こそこの映画を活用し、全都道府県に夜間中学をつくる最大のチャンスだと捉

え、夜間中学の認知度をあげるための全国規模の活動を決めました。

それが全都道府県で「こんばんはⅡ」上映を目指す「全国キャラバン」です。すでに多くの方々か

ら賛同を得て、協力者に名乗りを上げていただいています。皆さんの街でも必ず「夜間中学」を

求めている方々がいます。そのような方々と手を携え、新しい学びの拠点をつくる第一歩を踏みだし

ていただきたいと思います。私たちは心からの願いを込めて「こんばんはⅡ」の上映を呼びかけます。

（文責 須田）


