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平成２９年度
第１回夜間中学校設置に係る宮城県教委・仙台市教委共同調査研究会

記録

平成２９年１０月２６日（木）午前１０時から正午

行政庁舎１１階 第二会議室

【委員】

清元 けい子 委員長，佐藤 正幸 副委員長，猪股 亮文 委員，佐藤 義行 委員，

奥山 勉 委員，中澤 八榮 委員，白幡 勝美 委員，木村 民男 委員，熊本 清孝 委員，

馬場 潤一 委員 （欠席：岡 邦広 委員， 佐々木 真 委員）

【専門部会委員】

箕輪 丈広 委員，鈴木 和幸 委員，須藤 伸子 委員，江口 怜 委員，田中 充 委員，

齋藤 敦子 委員，和田山 秀博 委員，遠藤 秀樹 委員，遠藤 薫 委員，櫻井 知大 委員

（事務局） （資料の確認）（公開について）

（開 会）

（庶務） （委員紹介）（設置要綱確認）

（委員自己紹介）

(教育長) （教育長 あいさつ）

（委員長） （委員長 司会進行開始）

（委員長）
（公開・非公開の確認）

（庶務）

（委員長） 本日の研究会については，公開とする。

では，これから次第に従って進める。

まず，議事の最初の確認事項について，庶務担当から説明をお願いする。

（庶務） （説 明）

（委員長） 只今の説明について，御質問・御意見があればお願いしたい。いかがか。

（特になし）

昨年度まで委員をなさっていらっしゃった方とか，今回はじめて委員となられた

方もいらっしゃる。今，確認事項ということで，昨年度の研究の成果と課題につい

ての報告を庶務からしてもらった。確認しておきたいことはあるか。

（特になし）

調査研究の成果と課題にもあるように，昨年度の段階で夜間中学校を設置すると

いう方向性が確認されている。ただし，その場合には様々な課題があるので，引き

続き調査・検討しなければならないという方向性を確認させていただいた。それを

踏まえて，次の審議事項に移りたいと思う。

それでは議事の２つ目，「審議事項」だが，このことについては少し時間をかけ
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て議論する必要があると思う。

はじめに，庶務から説明をお願いする。

（庶務） （説 明）

（委員長） それでは，このことについての議論については後ほど時間をとりたいと思うので，

まずは只今の説明及び資料の内容について，まず御質問を受けたい。説明及び資料

の内容について，質問等をお願いしたい。

（木村委員） 資料冊子６ページ「 ４検討事項（２）設置に向けた需要の把握」の「本県中学

校の不登校生徒数は，２，２６９人」とあるが，このうち何人が高校に進学したと

いう数値を押さえているかどうか。不登校のうち，何割ぐらい高校に進学している

のか，教えていただきたい。

（委員長） 事務局あるいは義務教育課で押さえているか。

（庶務） 事務局としては押さえていない。

（木村委員） 次回にお願いしたい。

（委員長） 今の質問については次回にということでお願いする。その他，あるか。

質問はないようだが，御意見を頂戴する中で，もしまた御質問等があればお伺い

したい。

只今説明があった，資料５ページから１１ページまでの審議事項について，項目

を区切りながら，委員の皆様から御意見を伺ってまいりたい。まず，資料５ページ

の「１ 平成２９年度事業内容」から「３ 調査・研究方法」までを一区切りにし

たいと思う。ここまでで，何か御意見があればお願いする。

（意見なし）

なければ，資料６ページの「４ 検討事項」について，御意見を伺いたい。この

部分が，本年度の調査研究の内容となるので，いろいろと御意見をいただければと

思う。

まず，「（１）設置の必要性」から「（３）設置場所」までの部分で感じているこ

とや，調査・研究にあたって必要だと考えられていることなどについて，御意見を

いただければと思う。いかがか。

（白幡委員） 需要の把握の問題についてだが，文科省の調査等々により，具体的な数字が出て

きたということで，大変はっきりしてきたと確認させていただいたが，問題なのは，

どのくらいそういう該当者がいるのか，設置した方がよいと答える人がいたのかと

いうこともさることながら，実際に通ってみたいという，そういう需要を捉えるこ

とが大事だと思う。そのとき，調査が「行ってみたいと思いますか」という調査だ

けでは，実際の値が出てくるという気がしない。もう少し申し上げると，「こうい

う夜間中学にしますので，どうですか」というのを示さないと，具体的な数字が表

に出ないのではないかという気がする。 そういう意味では，具体的な調査の前に，

「宮城県の夜間中学は，どのように特色づけて，どのようなカリキュラムを用意し

て，具体的にどういう支援をします」，そのようなあたりまで含まれないといけな

い，あるいは，含めることができないのであれば，その限界がどこまでなのか押さ

えながら調査をする必要があると思う。

（委員長） 只今，調査の前の段階について御意見をいただいた。もし，これに関連して，各

委員さんから何かあればお願いする。
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（木村委員） 質問になるが，先ほどの「（２）設置に向けた需要の把握」において，義務教育

未修了者が，本県では１，６４３人となっているが，年齢別などはどうか。という

のは，戦前，戦中あたりの混乱した時期の方々が中学校を卒業できなかったのでは

ないかという予想で，そういった高齢者の方に対してカリキュラムなど考えていか

なければならないと思うので。もし分からなければ次回に，お願いしたい。

（庶務） 出典については，先ほど説明申し上げさせていただいた文部科学省の手引きに基

づいているものであり，年齢的なところまでは掌握できておりませんので，分かる

かどうかというところで，詳しく調べさせていただきたい。

（中澤委員） 私の方で仙台自主夜間中学を開校しているが，それについて説明してもよろしい

か。 次第冊子６ページ（２）の２つめの○に，「仙台市内に開設されている自主夜

間中学において～」という項目があるので，簡単に理解していただくために説明し

たいと思う。報告書１３ページにも概要があるので，そちらをご覧いただきたい。

仙台自主夜間中学については，平成２６年１１月１８日に開校し，ちょうど丸三

年経つという状況である。開校した当時の学習者は，４名という状況であった。現

時点では，４８名が通ってきている状況である。年代的には，１０代から，ここに

は８０代とあるが９０歳の方もいる。居住地については，９割の方が仙台市内で，

１割がその他から通ってきている。手伝ってくれているスタッフについては，すべ

てボランティアでやっているが，登録の講師については，現在４０名を超えており，

実際に活動している方は３５名くらい。その８割くらいは，小学校・中学校あるい

は高校で教師を経験された方である。現役の大学生，あるいは小学校や高校の講師

とか，つい最近では，現役の高校生が手伝ってくれるようになった。１０代から９

０代ということで話したが，先ほどの質問の中で，義務教育未修了者が高齢者では

ないかという話があったけれども，現実には，若い方も仙台自主夜間中学に通って

いるのが，２人ほどいる。１０代は不登校の方である。２０～３０代は，最近の傾

向としてこの年代が増えており，不登校経験者，引きこもりだった人，また，障害

を持っている方である。特別支援の義務教育の教育課程について，どうこう言うつ

もりはないけれども，障害を持っている方が言うには，普通の子と同じように国語

や算数，数学などを勉強をしたかったということで，学び直しとして，特別支援学

校，特別支援学級を卒業した方も最近は増えてきているという状況である。４０～

５０代は，多いのは小学校，中学校時代，勉強が嫌いで，勉強してこなかった，そ

のことでいまツケが回ってきて，子供の勉強を見てあげられないという，家庭教育

の関係である。６０～７０代で，私どものところに通ってきているのは，小学校，

中学校を卒業しているという方がほとんどだが，家庭の事情，病気等で満足に学校

に行けなかったということである。例えば，「学校に行くより家の仕事を手伝え」

など，いわゆる戦後の混乱期の方，また，妹をおんぶして学校に行き，妹が泣きだ

すと教室を出ざるを得ず，授業を受けることができなかったという方もいる。８０

代以上の方になると，戦時中なので，尋常小学校とか高等小学校卒業で，中学校を

卒業していなかった。その中で最たるものが，戦時中なので，英語の勉強ができな

かったということである。 授業については，毎月第１，第３水曜日に夜間中学と

いう名称でやっているけれども，高齢の方，仙台市内の方が通えるように昼間の部

も設けている。もう一つは，今年の４月から仙台市教育委員会から応援をいただき，

金曜日夜間部を設けている。金曜日については夜間だけということで，授業形態に

ついては，マンツーマン学習と集合学習となっている。最近の傾向としては，マン

ツーマン学習が多くなってきている。内容としては，中学校という形なので，本来

であれば中学校の基礎教科・科目をやるべきだが，とくに数学については，小学校

の算数が理解できないと数学が理解できないということで，小学校課程からやって

いるということである。

先ほども言ったように，学び直しの方もいるし，障害を持っている方を中心に中

卒認定試験，高卒認定試験の受験を希望している方もいるということを考えると，
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公立の夜間中学の利用者も多いのではないかと考えている。

(委員長) ありがとうございました。実態も踏まえて，いろいろ見えてきているところもあ

るのではないかと思う。それでは馬場委員いかがか。

(馬場委員) 中澤先生に質問したいと思う。「夜間中学」という名称で開校しているが，私の

立場では，「日本語」のことをお聞きしたい。先生の学校には日本語を勉強したい

という生徒もいるのか。

(中澤委員) 現時点ではおりません。希望としては何人かの方から伺っていた。私の方は国語

の勉強はするけれども，日本語学習という項目は設けていないので，その辺につい

て受け入れるのはどうなのかということで，「もう一度検討してみて下さい」と話

をしたところ，その後来なかったので，他の日本語学習の方に行ったのではないか

と思う。でも，それも一人か二人で，現時点では全員国籍は日本である。

(馬場委員) ありがとうございます。

(委員長) それでは，熊本委員いかがか。

(熊本委員) 設置に向けた需要の把握について，思っていた以上に需要が高いと感じた。その

中で，先ほど白幡委員が話されていた「ニーズ」について，「どのようなニーズを

持っているか分からない」ということもあるが，こちらとしては，「どのような設

計を持っているか」ということを示すことで，さらにニーズが高まるのではないか

と思う。あと一つ，需要として出た数値を実際に登校につなげるためには，抱いて

いる不安感等，そういったものも調査してカバーすることも必要ではないか。特に

不登校の経験のある皆さんにとっては，学校に再度登校するというのは，なかなか

ハードルか高いのではないかと思うので，そこを取り除くような情報提供が必要に

なるのではないかと感じた。

(委員長) ありがとうございます。調査に当たって，様々考えていかねばならないのではな

いかということを御提案いただいた。他に御意見はあるか。

馬場委員，お願いする。

(馬場委員) 白幡先生の意見と同じ意見だけれども，昨年度の第４回か第５回であったか，こ

の会議でいろいろお話しをされたことのまとめが，報告書として出されているわけ

だが，いろいろなポイントがもう見えてきている。そのことと，それからもうすで

に実施している夜間中学の視察もしている。ということで，簡単に言えばいいとこ

取りをして，そしてプラス宮城県独自の原案というものをたたき台として出す時期

だと思っている。それをその準備をしながら，たまたま今日の河北新報の朝刊を見

て，この会場に来ましたら，早速コピーされ，配付されているけれども，一歩，福

島県の方が進んでいる。昨年の１月であったか，これは需要の調査に関わることで

あるが，設置の必要性ということでも良いが，昨年の１月のたまたま新聞記事で，

福島に夜間中学を作りましょうという，そういう記事があった。それで，この会に

委員として参加することになったので，行ってみた。そうすると，いろいろなチラ

シを配っていた。これは昨年の福島のものであるが，「夜間中学を知る集い」とか

様々なことを，チラシで広報している。実際に私も行ってみた。どのくらいの熱気

があるのだろうかと。１月１４日であったので，お正月を過ぎたころであったが，

およそ１００人ぐらいが参加していた。そこでは， 当時の文科省事務次官の前川

さんも来ていた。 たまたま，３月にああいう問題が起こり，その後どうなったか

分からないが，まだ前川次官のライフワークのようなものだと言っていたが，とに

かく夜間中学の必要性を熱心に話されていた。そのときに，ちょっと宮城県でこう
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いう会があったのかと思った。例えば，チラシを配る，セミナーを開催する，そし

て先ほど説明にもあったが，文科省からどなたか造詣の深い方をお呼びするとか，

ということをして，とにかくアクションを起こさないと，いろいろ調査，調査と，

ある程度調査の資料はたくさんいただいたので，原案のようなもの，たたき台のよ

うなものを早く作って，そしてそれをもって広報に当たる。広報の方法もいろいろ

考える。ちょうど福島の方は，今日の新聞にもあるように，ちょっと一歩先に行っ

ているかと。それに追いつけ，追い越せということが必要かと思う。

（委員長） ありがとうございました。今後，広報とかセミナーについては，その必要性は感

じているということで，後から話にあげたいと思う。他に（３）まではよろしいか。

それでは，次に（４）の入学要件について，御意見をいただきたい。

（白幡委員） 入学要件については，昨年度議論されたように，幅広い方が学びたいと思ってい

る思いをそのまま生かせるようにしてあげるのが，一番この機関として良いのかな

ということで，入学要件に書かれているとおりでよろしいかと私自身は思っている。

入学の要件でハードルになっているのは何かというのをもう少し考えてみる必要が

あるかと思う。どこかで配慮しなければならないことが隠れているようだと困る。

先ほど熊本委員からの話につながってくるところもあるかと思う。

（委員長） ありがとうございました。中澤委員この入学要件についてはいかがか。

（中澤委員） ここに書いてあるとおりで，入学が可能であれば希望する方は非常に喜ぶのでは

ないかと思う。先ほど白幡先生が話されたように，これ以外にあるかどうかについ

ては，御検討していただきたいと思う。

（委員長） ありがとうございます。他にいかがか。

入学要件については，今後さらに，他にハードルになっているものはないのかど

うかも含めてお願いしたい。

続いて，（５）教職員の配置，（６）教育課程等，（７）施設設備についてをまと

めて御意見を伺いたい。

（熊本委員） 基本的には，ここに書いてあることでよろしいかと思うが，ひとつ気になるのは，

先ほど話したような配慮を必要とする方への対応である。カウンセラー，ソーシャ

ルワーカー等の専門スタッフを配置するとあるが，ここでチームを作るとすると，

チームの柱となる人をさらに配置する必要があるのではないか。教頭，副校長の対

応，プラス，主幹教諭をどう置くか，専門的に職員を束ねて対応できるような仕組

みづくりができる方を入れる必要性を感じた。

（委員長） ありがとうございます。木村委員，いかがか。

（木村委員） 基本的には，（５）から（７）までにまとめられているとおりで賛成である。た

だ，施設整備についてだが，できれば場の設定が大事になると思う。そこに来るこ

とによって，学ぶ雰囲気，あるいは「また来たいな」というか，単なる間借りでた

だやるのではなくて，せっかく学ぼうとしている人がそこに来ることによって，も

っと意欲が高まるようなものになれば，さらに良いと思う。

（委員長） ありがとうございます。馬場委員いかがか。

（馬場委員） ８ページに（４）入学条件の○の２つめのところで，「ただし外国籍の人々が…」

というのがあるが，これにまさに賛成である。日本語学習だけを，ということでは，
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公設の夜間中学のねらいには合致しないと思う。一方で，報告書の４ページに夜間

中学での学びが生徒のその後の学習につながっていくような学習支援体制，日本語

を学んでいくことが，日本でのその後のその子供の将来にどう活かされていくのか

という，そういう視点を忘れるべきではないと思っている。いま私が，日本語を教

えているベトナム，中国の学生は，日本の大学に入学したいという学生がほとんど

である。なので，モチベーションも高く，１年なり，２年なり学習をしているけれ

ども，とくに子供たちにとって，日本語を勉強することが，日本の中学に入学でき

る。そしてその先もつながっていくのだという希望，そういうものに夜間中学が日

本語に関しては援助して欲しいと思う。ですから，要件の中に，あるいはアンケー

トの中に，「この夜間中学であなたが学ぶとしたら，将来どのような生活設計を持

っているのか」あるいは「お父さん，お母さんが，今後日本でどのような生活を考

えているのか」その辺りが見通せるような項目，あるいは見通せるような面接とい

うのが必要ではないかと思う。

（委員長） ありがとうございました。入学要件に関わること，それが面談，アンケートにも

関わっていることとして，お話いただいた。（５）から（７）までのことについて

引き続き御意見をいただきたい。中澤委員いかがか。

（中澤委員） （５）の教職員の配置について，最後の○のところで，「不登校や虐待など様々

な事情で」とある。自分のところでの経験からすると，１０代，２０代の方で，不

登校，引きこもりの方は精神的な障害を持っている方がほとんどだという話をした

が，その中のほとんどは最初のうちはしゃべらない。「うん」も「すん」も「はい」

も話さない状況で学校に通っている。２ヶ月，３ヶ月，半年たってからようやく自

分の意思を話すようになる。そういうような人たちに対する対応の仕方，スキルを

持っているというか，単に教科を教えるだけではそのような人たちに対応はできな

いということもある。数の問題もあるし，かなり難しい面もあるが，中身の部分で

いろいろと検討する必要があるというように思う。

（委員長） ありがとうございます。スキルを持っている人というところで，なかなか難しい

こともあるかもしれないが，それぞれ個々に対応するといったことで必要になって

くるだろうと思う。白幡委員，引き続きいかがか。

（白幡委員） 各委員と重なるところもあるが，教職員の配置とあわせて組織の問題について話

したいと思う。入ってくる子供たちの様子を考えてみると，小学校のところまでカ

バーしなければならないということもなるのではないか。小学校６年間をカバーし

て，中学校の３年間をカバーする。さらに，夜間中学を卒業した後に実際に社会で

どのように活用されていくのかということを考えると，高校的な知識も入れていか

なければならない。そうすると，この学校の職員に求められるのは，小中高さらに

その先まで見通して指導できる体制と，教員の配置なのではないかと考える。その

ような大変なことを，一人の教員がバラバラにやったのでは機能しない可能性もあ

る。加えて不登校のことも考えると，学校の中に一人一人の生徒について，多くの

先生が参加して総合的に関わり，指導に当たる体制をとらないといけないのかなと

思う。その中には，熊本委員が話されるように，中心となる教員も必要なのかと感

じられる。それで，学校の組織の在り方について，もう少し検討を深めていただけ

ればと思う。

（委員長） ありがとうございました。組織の在り方という面で検討をということであった。

他にいかがか。

（中澤委員） 私が質問するのもおかしいかもしれないが，修学年限についてどのように考えて

いるのか。普通の中学では３年だが，公立の夜間中学ではどうなのか。私どもは自
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主夜間中学なので，卒業というものはないが，公立についてはどういうような形で

考えているのか。

（庶務） 多くの設けられている夜間中学については３年とされているが，昨年度視察に行

った大阪の公立夜間中学については，５年も６年も通われている方もいらっしゃる。

最高で９年間まで認められているという話があったので，その辺りについては自治

体によって考え方が異なってくることもあるかと思うので，今年度詳しく全国の自

治体等の状況を調査させていただければと思っている。

（委員長） 修学年限についてであった。先進県も含めて調べるということではあるが，もし，

修学年限について，委員の方から何か御意見あれば伺っていきたい。何年というの

は難しいかもしれないが，こういうことも考えられるということがあれば，お願い

したい。

（木村委員） 今話があったように，できるだけ緩やかな方が良いと，私は思う。

（馬場委員） 私も年齢よりも，その方が生活してきた学齢というか，その国の小学校を卒業し

たとか，その国の中学校を卒業したとか，そのことで教える方が推しはかりながら

教えていくことが必要だと思うので，特に年齢制限というのは必要ないのではない

かと思っている。

（白幡委員） あまり使いたくない言葉ではあるが，形式的な卒業者というか，進級者という議

論がされて，使われているが，むしろそのようなものをここににくる人たちは嫌っ

ているのではないか。つまり，卒業したという実感，学んだという実感が欲しくて

きている人たちではないかというようにも捉える。そのように考えると，私もでき

るだけ緩やかにしてあげて，勉強したいと思う期間だけ勉強できるように，可能で

あれば，してあげるのがよろしいのではないかと考えている。

（熊本委員） 本人の希望に添うような形が良いのかなと思う。特に入学するときに，設計をす

るというか，本人と話し合ってプログラムを立てて，それが完了した時点で修了と

いうのが望ましいと思う。

（委員長） ありがとうございました。以上の意見を踏まえながら，専門部会でもよろしくお

願いしたい。それでは，次に（８）その他の部分について御意見を伺いたい。いか

がか。

（木村委員） 昨年度からの議論で，ずっと迷ってきたことがあるのだが，夜間中学の必要性は

委員の方々誰もが認めていることであるが，果たして集まるだろうかということで

ある。なぜかというと，高等学校で個別指導，学び直しをしているところがかなり

増えている。そのような中で，どう夜間中学と差別化していくか迷ったのだが，中

澤委員から先ほどのお話をいただいて，かなりの部分，私の中で氷解したと思って

いる。というのは，高校はきちっとしたカリキュラムの中で やっていく，夜間中

学はもっと柔らかく個に応じて対応するものというような差別化を図っていく必要

があるのかなと思う。そうすると，いろいろなニーズに対応できていくのではない

か。それを意外と求めている。高校に行かなくても，あるいは夜間中学でしっかり

やって，その後の高校を考えていくとか，次の学びに行くのではないか。先ほど，

寡黙な生徒も入る，いろいろな条件，精神的にいろいろ障害を持っている人もいる

かもしれない。そういった方も含めて，夜間中学で学びたいという人たちを大事に

していくのが，必要だと感じた。

（委員長） ありがとうございました。他にいかがか。（８）の部分に限らずこれまでの議論
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についても結構である。

（馬場委員） 報告書２７ページに，東大阪市の布施中学校のことが書いてある。そこに印象的

だったのは，「まずは設置することが，需要の掘り起こしになる。具体的な情報発

信が前提である。」ということである。私も木村先生も，どのくらい生徒が来るで

あろうかという不安の一方で，まずはアクションを起こしてみて，情報を流すこと，

これも必要ではないか。まずは一歩踏み出すことが必要だと思う。

それから，カリキュラムの問題だが，殊に日本語に関しては，様々なバックグラ

ウンドを持った生徒によって，切り口が変わってくると思う。 話す，聞くが外国

人の方がどういうわけか早い。ところが，日本人は読む，書くは強いが，話す，聞

くが弱い。ところが私がつきあっている中国，ベトナムの方が中心だが，話す，聞

くが比較的早い。こちらが言っていることは，だいたい分かる。そして，短い言葉

でも自分の気持ちを話ができる。それを大きく感じているので，日本語の指導でも

教科書の組み立てが二つに分かれている。話す，聞くを中心にして教えていく流れ

と，読む，書くを中心にして教えていく流れ。私が行っている日本語学校では，読

む，書くが中心。話を聞いたり，話をしたりはできるが，例えば大学入試の日本語

の入試問題が読めない。あるいは，自分の気持ちが書けない。それが漢字も含めて，

彼らにとってはなかなか難しい。ですから，カリキュラムもその子供がどういう成

長過程で，日本で今何をしているのかによって，あるいはこれからどうするのかに

よって，切り口が変わってくるのかと思う。フレキシブルに考え，その子に応じて

考えていかないとなかなかうまくいかないのではないかと思う。

（白幡委員） 定時制課程の問題ともう一つ，学びが十分でないにもかかわらず，こういうとこ

ろに対して手を挙げない人たちがいるという問題が昨年以来あったと思う。後の部

分は難しいところを含んでいるのではないかと考えているところだが，定時制との

関係で，定時制の課程があるところに夜間中学的な機能を持ってもらうというのも

一つの方法ではあると思うが，定時制に通う生徒たちに同じようになる可能性も高

い訳である。つまり，学力が低い，学び直しが必要である，心のケアが必要である，

そういった子供たちが行って学ぶ可能性があるので，結果的に定時制に対するサー

ビスと夜間中学型の対応するサービスが似てくる可能性がある。そうしたときに，

どうなのか，夜間中学，定時制とすりあわせというか，その辺りをどのようにとっ

ていくのかという課題が出るのではないか。そこのところを考えていくべきかと思

う。

（熊本委員） 定時制高校との関係で，学校に行くことが難しい子供たちが，やはり抵抗感があ

るのかと思う。それを排除する方法を考えなければならないだろうと考えた。それ

から，児童生徒時代に特別支援教育を受けていたケースについて，夜間中学を目指

して来られることも考えられる。そのときの対応についても考えておく必要がある

のではないかと思う。

（木村委員） その他の１行目の○についてだが，仙台市に設置するとなると，例えば，私は石

巻に住んでいるのだが，通学するのに１時間から１時間半かかる。駅まで来るのに

も大変である。そういったことをどう考えたら良いのか，いい案もまだ見つかって

いない。週に３日だとしてもそれをどのようにしたら良いのか，仙台より離れた地

域もあるので，それをどうするのか十分に配慮していかなければならない。今後の

検討のときにぜひお願いしたい。

（委員長） 通学困難な地域における事業への対応になるかと思う。よろしくお願いしたい。

ほかにはいかがか。

（特になし）

審議事項については以上とさせていただく。
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では，続いて，資料１２ページ「５ 実施計画」から資料１４ページまで，庶務

から説明をお願いする。

（庶務） （説明）

（委員長） １２ページの実施計画について御意見，御質問等あればお願いする。

（特になし）

今年度の事業完了報告書，実施報告書その作成に向けてということで，そこまで

の流れが示されている。よろしいか。

（異議なし）

それでは，資料の１３ページ，１４ページまとめて御意見，御質問を頂戴したい。

視察等，セミナーについて，御意見，あるいはこのようにしたらというのがあれば，

お願いしたい。

福島のセミナーを見てきた馬場委員から何かあればお願いしたい。

（馬場委員） 昨年の福島では，実際に外国籍の方も入っておられる夜間中学の教員も来ていた。

それから，先ほども話したように前川事務次官も来ており，熱く語られていた。ま

た，夜間中学の映画を上映していた。「こんばんは」という夜間中学ドキュメンタ

リー映画であった。福島市民会館で行われ，全部で２時間くらいの会だった。

（中澤委員） 夜間中学セミナーの開催については，基本的に賛成で大いにやるべきである。先

ほど話にあったように，ニーズをどのように掘り起こすかという面からすると，私

の経験から，中学校を出てないということを大きな声でいえるということはかなり

勇気のいることである。そのようなことからすると，ニーズの掘り起こしというの

は難しい面があるが，最近の傾向としては，ブログを見て来てくれる方が非常に多

い。引きこもりということは，やはり（ブログ等を）見ている。そのような面から

すると単なるポスターやチラシだけでは，周知・徹底を図るということは難しいだ

ろう。もう一つは，これからカリキュラムについて検討するということだが，それ

をホームページなり，ブログに表すことによって，魅力あるものに感じるというこ

ともある。具体的な形で，最初，私どもの方では新聞とかチラシなど撒いてきたけ

れども，それだけでは不十分なので，ブログを利用した。また，進んでいることに

よって，具体的な話ができるということが，学習希望者の気持ちに訴えることがで

きたと思う。そのようなことも含めて御検討いただければと思う。

（木村委員） 各委員から出ていることだが，具体的なものを示していく。そのときに「学びと

いうものは楽しいものだ」と思えるような提案の仕方，それが大事なのではないか

と思う。宮城独自の，全国をまねながら，さらにその上を超えるような魅力あるも

のを提案していただきたい。

（委員長） ありがとうございました。それでは，議事その他となりますが，その他委員の皆

様から何かあるか。

（特になし）

皆様からいろいろと御意見をいただき，ありがとうございました。本日委員の皆

様から，様々な観点からの御意見や課題が示された。

夜間中学設置に関する調査・研究について，委員の間である程度共通の認識を持

つことができたのではないかと思う。

今後，これらのポイントを踏まえながら，議論を深め，アクションを起こしてい

ければと思う。

それでは，今後のスケジュール等について，庶務担当から説明をお願いする。

（庶務） （説明）
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（委員長） 今後のスケジュールについて，説明があった。特に何かあるか。

（特になし）

よろしいか。今後，専門委員の方々による専門部会，セミナー開催や視察等を行

い，この後の研究会での議論を深めていくということでよろしいか。

（異議なし）

予定の議事はここまでとなっているが，庶務の方から他に何かあるか。

（庶務） 特にございません。

（委員長） 委員の皆様からは，何かないか。

（特になし）

それでは，次回の研究会について，庶務担当の方で日程調整をお願いする。それ

から，専門部会についても，庶務担当を中心に開催をお願いする。

本日の協議はこれまでとする。

進行に御協力いただき感謝する

（委員長 進行終了）

（副委員長） （閉会挨拶）

（閉会）


