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各 区 長 様  

 

             三木市立総合隣保館長  

 

 

「隣保館だより」の回覧について (依頼 ) 

 

晩秋の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこ

ととお喜び申しあげます。  

日頃は、隣保館事業の推進につきまして格別のご理解ご

協力を賜り、厚くお礼申しあげます。  

さて、「隣保館だより」の全戸回覧について、お忙しい

ところお手数をおかけしますが、ご協力いただきますよう

お願いいたします。  

 

記  

 

１  送 付 物  隣保館だより １１月号 

 

２ 送付部数   回覧部数分 

 

３  連 絡 先  三木市志染町吉田８２３  

         三木市立総合隣保館  

         ℡ ８２－８３８８  担当：赤松・橘田  

 

 

 

 

 

 

 



夜間中学 体験会 in 姫路 
 
 
 
 
 
 

◎ 夜間中学がどんなところかわかる 
◎ 国語や理科、音楽などの授業が体験できる！ 
実施日:２０２１年１月２２日(金)※要申し込み。１０日前迄 
主催：兵庫県教育委員会・姫路市教育委員会 

問い合わせは隣保館まで ☎８２－８３８８ 

 

①教科書がもらえて勉強できる、公立中学校です 
➁月曜日から金曜日まで授業があります 
③夕方の 5 時頃から 9 時頃まで授業があります 
④平仮名、計算、歌、絵も勉強します 
⑤夜間中学でのすべての勉強が終われば、中学校卒

業となります。 
⑥授業料はかかりません（無償） 

夜間中学って？ 

 

 

 

 

 

 

 

聞いたことがあるなあ。そうＮＨＫの人
気テレビ番組「チコちゃんに叱られる」の
ナレーションですね。 

すべての「日本国民｣って？ 私は外
国籍だから「日本国民じゃないよ」と
思いながら見ている方もあるでしょう。 

では、日本国籍＝｢日本人｣でしょうか？ 
日本人って？それを定義するのは難しい
のです。日本国内に住んでいるからって
日本人とは限りません。いろんな人が日
本に住んでいます。 

日本人だと思うか 
思わないかは、最終 
的に本人の思いかもしれませんね。 

この番組が国内向けの放送であれば
「いまこそ、日本に住むすべての人に
問います」の方がいいかもしれませんね。 

三木市には４４か国１，８７６人の外国
籍の方が住んでいます。技能実習生６８１ 

 
 
 
 
 
 

人の内、半数以上がベトナム人で、中国、 
ミャンマー、インドネシア、タイと続きます。 
そして、外国籍の８５人の方が、日本語習
得や向上のため、三木市国際交流協会
の日本語教室で学んでいます。 

１９７０年頃から各地に識字学級(読み
書きを学ぶところ)が開設されてきました。
差別と貧しさの中、小学校で満足に学べ
なかったある方は、調理師免許取得のた
め識字学級で文字を学んだそうです。「文
字は命、文字を取りもどすこと＝権利
をとりもどすこと」だと言われました。 

※以下、夜間中学体験会チラシから引用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ 

｢日本国民｣って？ 日本人ってだれのこと？

次ページは 
前川喜平さん寄稿の 

｢夜間中学の現状 
と役割」です 

[発行・編集]   令和 2 年 11 月１日発行 

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp  

№472 11 月号 

参照：国際人権ひろば№１５２
のＰ．８。かながわ開発教育セ
ンター理事、木下理仁さん 

◎国際結婚した両親から生まれ、｢日本｣の国籍
を選んだけど自分のアイデンティティはそうじゃ
ないよと思う人。 

◎外国籍だけど生まれも育ちも日本で、自分は日
本人だという意識を持っている人。 

◎国籍は「日本」だけど外国に生まれ育ち、日本
語も話せないから「日本人」だと言われること
に違和感を持つ人。 

◎国籍は「日本」だけど、日本人ではなく「アイヌ」
だという意識を持っている人。 

様々な理由で義
教育を受けるこ
とができなかっ
た人 

不登校など、十
分に学校で学ぶ
ことができなか 

った人 
 本国において義務教育を修

了していない外国籍の人 
 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

【テーマ:ワタシを元気にしてくれたひとこと】･･･無理に誰かに認めてもらわなくても良いんですよ。 まず、自分を認め
よう。 

人権の小窓 

💛義務教育は全ての人の人権 
学校へ行くことは、子どもの義務ではなく

権利です。義務があるのは保護者です。憲法
第２６条第２項「すべて国民は、法律の定める
ところにより、その保護する子女に普通教育を
受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを
無償とする」。主語が「国民」なので、政府は、
外国人の保護者には義務が課されないと解
釈しています。しかし、子どもの義務教育を受
ける権利には、国籍は関係ありません。 

教育を受ける権利は人権です。人権とは、
人が人であるが故に、誰もが生まれながらに
持つ権利です。国籍、年齢、人種、出身地、職
業、思想・信条、性別（性的指向
や性自認を含む）、貧富の差など
による差別はないのです。 

憲法第２６条第２項の主語を「国」に替えて、
「国は、法律の定めるところにより、全ての人
に無償の普通教育を受ける機会を保障する
義務を負う」と書き直すと、「義務教育」という
言葉は要らなくなります。むしろ「無償普通教
育」と呼んだ方がいいのです。 
💛夜間中学のこれまで 

義務教育つまり無償普通教育は、全ての人に
保障されなければなりません。しかし、それを受け
られない子どもや受けられないまま大人になった
人が、この日本にはたくさんいます。そういう人た
ちの学びの場として、重要な役割を果たしてき
たのが夜間中学（中学校夜間学級）です。 

夜間中学は、戦後間もない頃、家族のため昼間
働かなければならない子どものための中学とし
て始まり、１９７０年ごろからは、貧困や差別のため 

 
 
 
 
 
 

に義務教育を受けられなかった大人の学びの
場になりました。その中には在日コリアンも多く、
識字学習から始める人もたくさんいました。日韓・
日中の国交正常化が行われると、帰国者とその
家族も夜間中学で学ぶようになりました。この人
たちは日本語学習から始める必要がありました。
１９９０年代以降は新たに日本に渡ってきた外国
人（新渡日外国人）が多数夜間
中学に入学するようになりました。 

不登校経験者も夜間中学で学
び直すようになりましたが、不登校生徒にも卒業
証書が授与されるようになると、既卒者だという
理由で入学が拒否されるようになりました。文部
科学省がやっと「形式卒業者」の入学を認める通
知を出したのは２０１５年のことです。 

文部科学省（旧文部省）は、戦後一貫して夜間
中学に冷淡でしたが、２０１４年を境にその態度を
１８０度転換しました。私は文部省に入省した頃か
ら夜間中学を支援したいと思っていましたが、３５
年後局長の時にその機会が巡ってきました。関係
者のねばり強い働きかけの結果、この年に「夜間
中学等義務教育拡充議員連盟」という超党派の
国会議員の組織が発足したのです。この議員連
盟を母体に、２０１６年１２月には「義務教育機会
確保法」という夜間中学の設置を促進する法律も
できました。現在文部科学省は、全ての都道府県
及び政令指定都市に１校以上設置す
ることを当面の目標に掲げています。 

💛夜間中学の今 
現在、夜間中学の数は３４校になりました。夜間

中学の新設に向けた検討・準備を行っている都

（222）   令和２年 11 月 

夜間中学の現状
と役割 

～多文化・多民族共生社会の実現に向けて～ 

現代教育行政研究会 

代長   前川
ま え か わ

 喜平
き へ い

 
１９５５年生まれ。元文部科学事務次官。              

東京大学法学部卒業。79 年旧文部省入                 
省。初等中等教育局財務課長、大臣官房                    
長、初等中等教育局長、文部科学審議官などを歴任。17 年
退官。高校無償化制度の実質的な担当者としてその後の朝
鮮学校無償化裁判に陳述書を提出する。自主夜間中学の
スタッフとして活動しながら各地で講演活動を続ける。 



自分に自信をもてなくて、自分には、才能なんてないと嘆いていた時に、本を見ている時に見て、心にしみこみました。  
（夏美:１７歳） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１３より 

道府県が１１、政令指定都市が３つあるので、今

後も着実に増えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間中学は、狭義の中学校教育だけでなく、日本
語教育や識字教育を含む基礎教育・
普通教育を提供する場なのです。 
💛夜間中学のこれから 

２０１５年の通知以降、形式卒業者の入学は
徐々に増え、前述の調査では１４８人（９％）に達
しています。この数は今後も増えていくでしょう。
毎年約４万人の中学生が不登校のまま卒業して
います。夜間中学で学び直したい人は、現在の在
籍者の１００倍いてもおかしくありません。 

一方、外国籍の生徒や外国で育った日本国籍
の生徒も、今後ますます増えるでしょう。出入国管
理・難民認定法が改正され、２０１９年４月から外
国人労働者の本格的な受け入れが始まりました。
日本で生活する外国人は、新型コロナの影響で
一時的に減っても、中長期的には確実に増えるで
しょう。 

放置できない問題の一つは、外国籍の子ども
の不就学です。文部科学省が２０１９年５月の時
点で行った調査によると、不就学の可能性がある
外国人の子どもの数は２２，４８８人。不就学のま
ま１５歳を超えた外国人については、調査すら行
われていません。こうした人たちのためにも夜間
中学は必要です。 

夜間中学で学ぶためには、まず学習言語とし

ての日本語を修得する必要があります。東京都の
夜間中学８校のうち５校には、もっぱら日本語学
習を行う「日本語学級」が設けられています。これ
は東京都独自の制度ですが、国全体の仕組みに
広げるべきでしょう。２０１９年には日本語教育推
進法もできました。無償の日本語教室を全国に作
っていくことも喫緊の課題でしょう。 
💛多文化･多民族共生社会の実現に向けて 

日本は単一民族国家ではありません。アイヌや
琉球の先住民族、旧植民地の朝鮮半島や台湾の
出身者とその子孫、南米の日系人、そのほか各国
からの移住者や難民が一緒に暮らしています。今
後の日本社会は、文化や民族の異なる人々が共
に生きる社会を目指すべきです。そのための教
育の役割は重要です。 

在日外国人の一世と二世・三世の間で日常言
語が異なり、意思疎通が困難になる例が多く見ら
れます。それを防ぐには、外国人に日本語教育の
機会を提供するだけでなく、二世・三世の世代が
母語・継承語、自民族の文化や歴史を学び、民族
的アイデンティティを築く機会を保障することも必
要なのです。 

朝鮮学校、中華学校、ブラジル人学校などの
外国人学校に対しては、無償化も含め日本の学
校と同等の公的支援を行うべきです。大阪府な
どの公立小中学校には、在日コリアンの子どもの
ため、課外活動として「民族学級」が置かれてい
ます。日本の学校の中に、こうした民族教育の機
会を作ることも必要でしょう。苦難の歴史の中で
民族教育を築いてきた在日コリア
ンは、多文化・多民族共生教育の
先駆者だと言っていいと思います。 

自分の民族的アイデンティティを
持ち、同時に日本社会の一員というアイデンティ
ティも持つ。そういう「ダブル・アイデンティティ」を
持つ人が増えれば、多文化・多民族共生社会は
豊かで安定したものになるはずです。 

夜間中学にも様々な民族学級を設けたらいい
でしょう。夜間中学は小さな多文化・多民族共生
社会です。新渡日外国人の若者が、在日コリアン
のハルモニから学べることも、きっとたくさんある
はずです。 

文部科学省の調査によると、生徒の総数は 1,729 人。 
国籍別では、中国３１％、日本２０％、ネパール１６％、

韓国・朝鮮９％、ベトナム９％、フィリピン５％、タイ２％、ブ
ラジル、インド、アフガニスタン、ペルー、台湾がそれぞれ
１％前後となっています。 

男女別で見ると女性が６５％。高齢者になるほど女性
の比率が高くなるのは、義務教育を受けられなかった人
が、男性より女性に多いからです。 

入学の理由は、                                 
「高等学校に入学するため」が１６％、  
「中学校の学力を身に付けたい」が１４％、 
「中学校教育を修了しておきたい」が１１％、 
「職業資格を取得するため」が１％で、 

合計で４３％になります。一方 
「日本語が話せるようになるため」が３９％、 
「読み書きができるようになるため」が１８％で、 
必ずしも中学校教育を受けることを目的としない生徒
が６割近くいます。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 日  16 月       
2 月  17 火 経営相談 10:00～ 

3 火 文化の日 18 水  

4 水  19 木  

5 木  20 金 経営相談 10:00～ 

6 金 経営相談 10:00～ 21 土  

7 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 
茶道教室 9:00～    22 日  

8 日  23 月 勤労感謝の日     
9 月  24 火 経営相談 10:00～ 

10 火 経営相談 10:00～ 25 水  

11 水  26 木 手芸教室 13:30～茶道教室 13:00～ 

12 木 手芸教室 13:00～ 27 金 経営相談 10:00～ 

13 金 経営相談 10:00～ 28 土 茶道教室 9:00～ 

14 土  29 日  

15 日  3０ 月       
                     
 
 
 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

【人権に関する記念日等】（１１月） 

16 日 国際寛容デー  
   １９９５年１１月１６日、ユネスコ総会で｢寛容原則宣言｣ 

と｢国連寛容年のためのフォローアップ計画｣が採択さ 
れ、翌年１２月の国連総会で制定。 

20 日 世界こどもの日 
   国連総会は１９５４年１２月１４日、国際連合で｢児童の 

権利に関する宣言｣(１９５９年)と｢児童の権利に関する 
条約」(1989 年)が採択された１１月２０日を｢世界こ 
どもの日｣とした。 

25 日 女性に対する暴力撤廃の国際デー 
   １９６１年にドミニカ共和国の支配者の命令で政治活動 

家三姉妹が暗殺されたことに由来し、１９９９年１２月の国 
連総会決議で制定。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12～25 日 女性に対する暴力をなくす運動 
   女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボ 

ンにちなんで、タワーや商業施設、橋、観覧車、 
城など、パープルにライトアップするなどの運 
動を展開。 

25～１２月１日 犯罪被害者週間  
   ｢犯罪被害者等基本法｣の成立日である１２月１日以前 

の１週間を｢犯罪被害者週間｣と定めた。 
   

１１月は、児童虐待防止推進月間で
す。子どもの笑顔を守るために一人ひ
とりに何ができるのかを呼びかけてい
く「オレンジリボンキャンペーン」を展
開します。 

イラスト：こゆり 

人権啓発研究(第 41 回兵庫県集会) 
・日時 11 月 28 日(土) 
     13：00～16：20 
・場所 三木市立総合隣保館 

＜シンポジウム＞「新型コロナウイル
スによる差別について考える」 
＜講師＞・安田菜津紀さん（フォトジャーナリスト） 

・小林丈広さん(同志社大学教員) 

・中部剛さん（神戸新聞報道部次長） 

＜コーディネーター＞・宮前千雅子さん 
(関西大学人権問題研究室委嘱研究員) 

※オンライン配信を大画面に映します 
◎問い合わせ：三木市立総合隣保館(℡82₋8388)まで 

市民じんけんの集い 
総合隣保館文化祭  合同開催 

・日時 １２月６日(日) 
    13：00 受付～16：15 まで 

・場所 三木市文化会館大ホール 
＜第 1 部＞…開会行事 13：３０～ 

・市民運動作品優秀賞の表彰・人権作文優秀賞の朗読 
＜第 2 部＞…記念講演１４：３０～ 

「へこたれへん 
～人はきっとつながれる～」 

＜講師＞・松村智広さん（みえ人権教育・啓発研究会代表）

◎事前申し込み締め切り 12 月 3 日(木) 

三木市立総合隣保館（℡82－8388）まで 


