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平成２９年度 

第３回夜間中学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３０年１月２４日（水） 午前１０時から正午 

行政庁舎９階 第一会議室 

【委員】 

 清元けい子 委員長，猪股亮文 委員，佐藤義行 委員，岡邦広 委員，奥山勉 委員， 

佐々木真 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 

（欠席： 佐藤正幸 副委員長， 馬場潤一 委員） 

【専門部会委員】 

蓑輪丈広 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） （出席状況確認） 

（委員長） （挨拶） 

（委員長） （委員長 司会進行開始） 

（委員長） 
（庶務） 

（公開・非公開の確認） 

（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，事務局庶務担当から説明をお願いする。 

（庶務） （説明） 

（委員長） 

 
只今，説明があった。研究会として，基本情報を踏まえて，議事に入るがい

かがか。 
（特になし） 

続いて（２）報告について，事務局から視察報告について説明をお願いする。 
（庶務） （説明） 
（委員長） 只今，視察報告について説明がなされた。何か御質問あればお願いしたい。 

（木村委員） 資料２５ページの世田谷区立三宿中の説明の中で，今後宮城県で夜間中学校

が設立され，何年か経てばこういう問題がでてくるかもしれないということで

あったが，具体的に聞いていることがあればお知らせいただきたい。 
（庶務） 問題行動の様なことで，街中にある学校で，９時過ぎに授業が終わって，あ

る程度落ち着いていく夜の時間帯にも関わらず，例えば校門とか，或いは近く

のコンビニなど，そういう所に生徒が集まって，大きな声でワイワイ騒ぐとい
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うことが見られ，近所の方から色々苦情というか通報等をいただくということ

があると聞いている。 
（木村委員） それ以上の，例えば暴力的な行為とか，隣近所が威圧を感じるとか，そうい

うことでは無いということか。 
（庶務） 特にそういう危険性を伴うというところまでの話は聞いていない。 

（委員長） 
 

他に御質問はないか。全国夜間中学研究大会・大阪大会に委員の中澤先生が

参加されたわけだが，何か補足することはあるか。 
（中澤委員） 

 
夜間中学校見学では堺市立殿馬場中学校の授業を見学した。セミナーの時に

もお話したが，体育と国語の授業を見学させていただいた。 
修業年限については，殿馬場中学校，堺市教育委員会の判断によるものとの

ことだが，９年と定めている。殿馬場中学校の在籍生徒は，１８６名と聞いた

が，現実問題として，授業のある時に毎日来る方は１００名位だと聞いた。他

の夜間中学校の実態は分からないが，そういうことがずっと続いていることか

ら，９年というのが果して良いのかということも先生方はおっしゃっていた。 
訪問日の１日は月１回の生徒会の「心の時間」というホームルームの時間が

ある日であった。その時間は生徒が自主的に運営している時間で，作文の発表

があった。当日は夜間中学研究大会に参加していた韓国の方も参加していた。

「心の時間」では，韓国の方に対する紹介と，韓国の方から生徒へのプレゼン

トと時間をかけて取り組んでいた。これまで，東京の夜間中学を２校ほど見た

が，夜間中学の生徒会は初めて見学した。 
殿馬場中学校には，御高齢の方もいらっしゃって，半数は外国籍の方であっ

た。国語の時間は５名中日本人の方は１名だったと思う。日本語が十分でない

方については，日本語学習のクラスと，通常のクラスと二つに分かれ，１年間

経過した時点で日本語学習のクラスから通常のクラスに移るということになっ

ていると伺った。私からは以上である。 
（委員長） 只今，視察報告について，補足説明をしていただいた。 

御質問等は，あるか。 
（特になし） 

宜しければ，続いて夜間中学セミナーの実施報告について事務局から説明願

う。 
（庶務） （説明） 

（委員長） 
 

只今，アンケート結果等も含めて，夜間中学セミナーの実施報告について説

明をもらった。御質問，或いは補足等があれば，お願いしたい。 

（中澤委員） 夜間中学のセミナーについては，第１回目ということだったが，非常に盛況

だったと思っている。それだけ皆さんの方で御苦労なさったのではないかと思

う。 
セミナーには，仙台自主夜間中学のスタッフ，生徒が，１１名参加している。

それはそれとして，参加者は所属別にみると，学校関係者が圧倒的に多いのか，

一般市民が多いのか。特に一般市民の方がどの程度いらっしゃったのかという

のが，大きなポイントになるのかと思う。その辺が分かるのであれば教えて欲

しい。勿論申込書に所属等を書いていない方もいらっしゃると思うが，その点

を含めて教えていただきたい。 
（庶務） 申し込みの段階で所属を書いていただくようにお願いしていたが，所属を書

かれない方もいらっしゃる。そのため，正確な数字は把握できていない所もあ

るが，６割位の方が教育委員会の方々，教員の方々等で教育関係者であった。

なかには他県の教育委員会の方々もいらっしゃった。それ以外では，フリース

クールの関係者の方々等もいらっしゃった。他の所属を書いていらっしゃらな

い方々については，興味のある一般の方々であろうとみている。 
（委員長） 他に何か御質問等はあるか。 

（中澤委員） セミナーについて補足というか，直接的な関係ではないが，夜間中学セミナ
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ーが，朝日新聞で報道され，私のコメントが載った。 
河北新報などで報道される時には，自主夜間中学の連絡先として，私のとこ

ろを載せるのだが，今回は夜間中学のセミナーの内容だったので，私の連絡先

等については載せていなかった。そこで，新聞記事を見た方が，是非学びたい

ということで，朝日新聞に電話を架けた。７５歳の女性である。小学校時代に

病気で勉強出来なくて，学べなかった悔しさがあるのでどうしても学びたいと，

朝日新聞の記者の方に連絡して，私の連絡先を聞いて，そして私に連絡がきて，

３１日から私の授業に参加するということになった。マスコミの力は大きいと

いうことを伝えたい。 
（委員長） セミナー開催前から，広報・周知が大事であるということは，委員の皆さん

から御意見を頂戴していたところだが，今後も広報・周知を重視して行きたい。 
では，議題の「（３）審議事項」に入っていきたいと思う。今年度の共同調

査委員会のまとめに向けた審議となるので，多くの御意見をいただきたい。ま

ず，庶務から説明をもらうが，全体を何点かに区切って説明し，区切りごとに

御意見をいただくということでよろしいか。 
（異議なし） 

では会議資料５頁の「（３）審議事項」について，庶務から説明をお願いす

る。 
（庶務） （第１回研究会の際に木村委員からの御質問について別紙資料により回答） 

（委員長） 前回の研究会での，木村委員からの御質問への回答ということで説明があっ

た。いかがが。 
（木村委員） 別紙資料の表の４番，１番下になるが，「進学も就職もしていない」，これ

はわかった。「その他」というのはどのように捉えたらよいか。 
（庶務） 

 
「その他」の方々は，例えばフリースクールに行かれている方々や専修学校

に行かれている方々となる。中学校卒業資格で入学できる専修学校がある。そ

ういったところに受け入れられて，通っている方々が含まれている。 
（委員長） それでは「公立夜間中学の設置の必要性」というところで，確認も含めて，

５頁にまとめてある。ここに関して委員の皆さんから御意見はあるか。 

（木村委員） 文言の問題だが，５頁の１の○の１つ目，・の２番目のところ。「義務教育

未修了の外国籍の者」ここで文章が切れる。それから，「様々な事情から実質

的に十分な教育を受けられないまま，学校の配慮等により卒業したもの等」と

なっている。そうすると，外国籍の方は，義務教育未修了でない，義務教育を

終えた者は入らないということか。 
（庶務） 原則的に外国籍の方については，義務教育未修了の方は含めないということ

になる。ただし，義務教育を母国で修了したが，十分な学びをすることが出来

なかったため，学び直しの為に通われるという場合もある，という風に御理解

をいただきたい。 
（木村委員） そうすると，前段の部分は後ろの方にもかかると解釈してよろしいのか。 

（庶務） そうである。 

（委員長） 
 
 
 
 

 他に御質問，あるいはこういうところを付け足しておいた方が良いというこ

とがあれば，お願いしたい。よろしいか。 
（特になし） 

続いて，本県に設置する公立夜間中学についての方向性についての説明をお

願いしたい。 
（庶務） （説明） 

（委員長） では，「（１）基本的な方向性」，「（２）入学要件等」について，御審議

をいただければと思うが，特に「本県の方向性」として掲げている部分につい

て御意見を頂戴できればと思う。 
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（中澤委員） 本県の方向性ということで，７頁の・４つ目に関連することで，文部科学省

は学齢の中学生も夜間中学に対する入学を認めるという方向となっている。そ

うすると，この中には具体的に書いていないが，中学校からの入学の希望者は

可能な限り認めるのかどうかお聞きしたい。 
（庶務） 学齢の中学生，つまり１３歳から１５歳までのいわゆる現役の中学生につい

ては，カリキュラムの問題，教員配置の問題等を考えると，なかなか難しい。

文部科学省が制度改正をして，申請をすれば受け入れることは可能となってい

るが，全国的に見ても，学齢の中学生の編入を行っているのは，先程報告した

洛友中学校の，それも，夜間中学との併設という形である。そういったところ

を考えるとなかなか難しいと考えている。 
まずは義務教育機会確保法に基づき，学び直し等を求めている方々への教育

機会の確保ということで考え，その上で何年か経ち，ニーズの高まりがあった

ところで検討していくと考えており，最終的な報告書では，そこは触れないと

考えていた。御意見等をいただければと思う。 
（委員長） 御意見・御質問等はあるか。 

（佐々木委員） 
 
 
 
 
 

今後の検討ということで良いとは思うが，入学と編入学のタイミングについ

ても受入の観点で，検討を加えていって良いのでないかと見えた。 
別冊１の視察報告書は，非常に丁寧にまとめていただいている。報告事例を

みると，ある程度時期を限って受け入れているケースもあれば，基本的には随

時受け入れる学校もある。いくつかパターンがあるようなので，それも参考に

しながら受入時期について検討をされていってもよろしいのかなと思う。何か

お考えがあれば，伺いたい。 
（庶務） 

 
 
 
 
 
 

お話いただいた通り，他県については４月と９月，年に２回ということで入

学時期，編入学の時期を設けているということもあるので，その点を踏まえ，

改めて検討させていただきたい。 
なお，入学時期について例えば９月入学と区切っていても，６月ぐらいに入

りたいと希望があった時には，入学の時期まで体験入学の様な形で希望する学

校に通っていただき，状況を分かっていただいた上で正式に手続きしていただ

くという形をとっている学校も多くみられるようである。その点も併せて検討

させていただければと思う。 
（委員長） 編入学，或いは入学のタイミング・時期について，他の委員の皆様から御意

見はあるか。 
（特になし） 

このことについても，今後検討していくということでよろしいか。 
（異議なし） 

（中澤委員） 
 

在学期間について，原則を設定しながら生徒の希望等を考慮して，可能な限

り柔軟に対応する方向で検討する，とあるが，東京だと在籍期間５年とか，大

阪では７年とか９年と，それぞれ特徴があると思うのだが，まとめの段階にお

いてはこの在学期間について，原則何年と明確にするのかどうか。するのであ

れば具体的に何年と検討しているのかということを教えていただきたい。 
（庶務） 

 
その点については専門部会の方でもまだ十分に検討出来ていないところであ

る。ただ，中学校であることを踏まえた場合，原則３年という形で書かせてい

ただいた上で，あとは柔軟に対応するというところで考えている。また，「柔

軟に」といった時には，具体的に何年という年限は書けないのではと考えてい

る。原則３年とした上であとは柔軟に考えていくという方向で検討させていた

だきたい。御意見をいただければ思う。 
（委員長） 只今，事務局から説明があったが，いかがか。 

（中澤委員） 
 

御説明は分かるが，見る方の立場として，「３年」という形で設定すると「３

年」と思ってしまう。状況に応じて考慮して，可能な限り柔軟に対応する方向

ということであるが，「３年」と書いてしまうと「３年」というイメージがで
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きてしまう。定時制高校は原則４年です。夜間中学の性格を考えると３年とい

うことを原則にするにしても，短いのかなと思う。３年で卒業しなければなら

ない，というイメージができる。そう思われてしまうのが怖いなと。もう一度

そういうことについては御検討いただきたい。 
（委員長） 今の御意見について熊本委員はいかがか。 

（熊本委員） 個々によってプログラムが変わってくるとなると，宮城県についてはある程

度幅を持たせた方がよろしいのではないかと考える。中澤委員のおっしゃるこ

とに賛成である。 
（委員長） ３年では短いのではないかとの意見だが，白幡委員はいかがか。 

（白幡委員） 
 
 

夜間中学が設置される目的，目標，狙いというのか，これが学びの内容，要

するに形なのだろうと思うが，それを達成させることを考えると，期間が短い

ということは充分に考えられる。「３年」は可能だということを残しながら，

年限を伸ばすよう幅をもたせた方が良いのかなと感じる 

（委員長） 「３年」は可能と残しながらも，という意見をもらった。木村委員はいかが

か。 
（木村委員） 原則を徹底しながら，ということがあるが，すごく柔軟に何から何までとい

うのもどうかとは思うが，例えば原則が３年から６年で，あとはもっと柔軟に

対応する，と。学び直しを認めているわけであるから，中澤委員がおっしゃっ

たように，ここはすごく柔軟に書いた方が，学ぶ者としては学びやすいのでは

ないかと思う。 
（委員長） 学びなおす側の立場でということで，よろしくお願いしたい。 

他に入学要件等について御意見はあるか。 
無ければ，続いて７頁から９頁の（３）教員の配置について，（４）教育課

程，教材等についての説明をお願いしたい。 
（庶務） （説明） 

（委員長） 
 

それでは７ページの中段（３）教員の配置について，よいか。 
（特になし） 

続いて（４）施設設備について，何かあるか。 
（特になし） 

続いて（５），（６）について説明をお願いしたい。 
（庶務） （説明） 

（委員長） まず（５）について，いかがか。 
（木村委員） 前にも「場」の設定という話をしているが，特に中学校時代に不登校の子に

とっては自分の居場所というものが大事である。財政の問題もあり難しいこと

ではあるとは思う。しかし，ここに「昇降口の設置を」と書いてあるように部

分的にであっても自分たちの場を設けて欲しい。間借りしているのではない，

「自分たちの場」を設定して欲しい。 
（庶務） 報告書の記載内容に反映させていきたいと考える。 

（委員長） 他に御意見はあるか。 
（白幡委員） 卒業等の進路についてよろしいか。本県の方向性のところについて，本当に

その通りだと思う。しかし，これは６ページの「基本的な方向性」に関係する

問題ではないか。６ページの「基本的な方向性」は，「環境づくり」の内容だ

けになっているが，自己実現をはかるようにするという考えが入ってきても良

いのではないか。また社会との連携，大学との連携，諸機関との連携も入れた

方が良いのではないかと考える。これからもう少し研究していただきたい。 
（庶務） 御指摘の通りである。今後，事務局，専門部会で細かいところまで踏み込ん

で検討する。 
（委員長） ６頁の基本的方向性にも関わる問題として御指摘をいただいた。環境づくり

だけでない，ということを「基本的な方向性」に盛り込むということで検討し
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て欲しい。続いて何かあればお願いしたい。 
（中澤委員） 「（６）卒業後の進路への配慮」についてだが，圧倒的に定時制高校進学者

が多いのは記載の通りだと思う。視察の報告にもあったし，私が殿馬場中学校

を訪問した際にも明確に言われたことである。しかし，最近は全日制高校への

進学が増えている。そういうことからすると，全日制高校進学のための補講等

の体制づくりが必要となってくる。個別の案件になるかもしれないが，そこも

踏まえた上での体制づくりが必要と考える。 
（委員長） 卒業後の進路に向けての支援体制づくりについて，さらに検討をお願いした

い。 
（木村委員） 夜間中学を卒業した後どう生きるかが，より重要になってくると考える。夜

間中学を卒業して社会の中で自立して生きる，社会の一員として社会貢献して

いけるようになってほしい。自立して生きてけるようになること，社会貢献し

て生きていけるようになること，生きがいや達成感，こういったものに夜間中

学が結びつけば良い。そのためにも，進路への配慮，支援は大変大事だと考え

る。 
（委員長） 単に進路というだけでなく，生き方までを含めた進路の支援ということにな

ろう。 
他にないか。なければ，続いて（７）から（９）について説明願う。 

（庶務） （説明） 
（中澤委員） 仙台自主夜間中との連携が明確になり感謝する。さまざまな連携や情報交換

をさせていただきたいと考えている。 
（委員長） （７）について，よろしいか。次に（８）設置場所については，これまでの

議論でも仙台市が適切ではないかと記載してある。だだし，そこに通えない人

への配慮ということで，例として公立単位制高等学校の活用というものも記載

されている。このことについて，皆様いかがか。 
（白幡委員） この点は仙台から遠いところに住む人には，大変切実な問題である。 

いま話があったが，公立定時制高校の全てが定時制単位制高校ではない。県

内のどの学校が対象となる高校なのかお聞かせ願いたい。 
（庶務） 宮城県の県立高校としては貞山高校，田尻さくら高校，東松島高校の３校。

仙台市立としては仙台大志高校のあわせて４つである。社会人聴講生，科目履

修生を受け入れているという状況である。 
（白幡委員） いまのお話だと，やはり仙台に偏りがあるように見える。地方に対しての今

後の見通しはあるか。 
（庶務） 今後，定時制高校の在り方については，現在検討を進めている県立高校将来

構想に係る審議会等で御意見等をいただいて，その上で拡充していけるかどう

かを検討，というところかと思う。 
まずはモデル的に，単位制定時制高校の学校設定科目で対応させていただい

き，そこで多くの需要があって，実質的な学びの確保をはかっていければ，取

組を拡大していけるのではないかと考える。 
（佐々木委員） 県立高校将来構想で検討を進める中で，定時制高校の今後のあり方について

も検討しているところである。その中で，白幡委員からお話のあった，この場

での議論にも注目して幅広く考えていきたい。 
（委員長） その他に何かあるか。（９）費用負担の手続き等について御意見があればお

願いしたい。 
視察結果報告にもあったが，奈良市では，協議会に県が入っておらず，なか

なか難しい面があるとの話があった。協議会の設置については，ここに必要性

が記されているが，この点について事務局から何かあるか。 
（庶務） セミナーでも話があったが，多くの民間の方々に入っていただいてさまざま

な角度から多くの御意見をいただくことも大切なのかと考えている。 
（委員長） その他，委員から何かあるか。 
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（特になし） 
ここまで多くの御意見，議論に感謝する。本日の議論を踏まえて，第５回専

門部会で検討し，次の研究会で最終的なまとめを確認するという方向で良いか。 
（異議なし） 

最後に「議事 その他」となるが，何かあるか。 
（白幡委員） これまでの議論を通して，入学を希望する方々の実態をさまざまな角度から

検討した。そしてその中で実に多様な方が含まれていることがわかり，夜間中

学は入学希望者の個に応じた指導が大事であるという議論がなされているとこ

ろだ。ただし，一方，学校として統一して学べる学びということも非常に大切

ではないか。 
これまで外国の方，日本の方，若い方，高齢の方など多様な方々がいらっし

ゃる中で統一的な授業は難しいのではないかと考えていたが，セミナーを通し

て，十分に乗り越えられるのではないか，統一的な授業も可能なのではないか

という雰囲気を感じた。 
どなたにお聞きしたら良いのか。中澤先生のところに聞いたら良いのか。中

澤先生いかがか。 
（委員長） 中澤委員，このことについていかがか。 

（中澤委員） 「乗り越えられる」と言うことを私が自信を持って言えるものではないが，

ゆるやかな方向性ということで，「安全で」，「安心して」ということをアピ

ールして自然体でいてあげることなのかと思う。いろいろな人が来ている。あ

まり堅苦しく「乗り越える」とは考えていなかった。私は自然体でいる方が良

いと考えており，それぞれに対応した結果である。 
（白幡委員） 全体として，学校として，まとまっている雰囲気を感じたというところであ

った。感想まで。 
（委員長） 皆様からいろいろと御意見をいただき感謝する。 

 今後，残された時間はわずかとなるが，最終報告のまとめに向けて，さらに

研究を進めていきたい。それでは，今後のスケジュール等について，庶務担当

から確認願う。 
（庶務） （説明） 

（委員長） 最後に各委員から何かあるか。 
（木村委員） 教育は教える人がどういう人かが大切。夜間中学にどのような人材を教員と

して採用するか，そして，職員に十分な手当をしっかりと行うことを盛り込ん

で欲しい。 
（委員長） 庶務から何かあるか。 
（庶務） 特にございません。 

（委員長） それでは，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） 

（事務局） （閉会） 
 


