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地域の人権課題に対応する教育制度としての
ノンフォーマル教育の可能性

―識字教育と日本語教育の実践場面での連携・協働が見られる

事例の検討から―

副所長 石 井 宏 典

Ishii Hirofumi

要 旨

増加するニューカマーの人々の日本語習得の問題が顕在化する中、地域に

おける公的な日本語学習の場の保障が求められている。本稿では、ニューカ

マーの日本語習得という地域の人権課題に対応する教育制度としてのノンフ

ォーマル教育の可能性を考察し、その要因を明らかにすることを目的として、

日本語教育と識字教育の境界を越え両者が連携・協働した事例について、関

連する先行研究の文献調査及び関係者へのインタビュー調査の結果を分析資

料として用いて検討した。その結果、ニューカマーの日本語学習ニーズが高

まる地域において、識字運動を担った主体が日本語習得の問題を地域の人権

課題と捉え、識字学級を日本語学習の場として提供することを決断し、行政

との協議、いわゆるアドボカシー（政策提言）を実行することによって、ニ

ューカマーに対する公的な日本語学習の場となるノンフォーマルな教育制度

としての日本語講座を新たに創出することが可能であることが示唆された。

キーワード： 識字学級、地域日本語教室、連携・協働、アドボカシー

１ はじめに―問題の所在と研究目的・方法―

1980 年代以降、新たに来日した外国人、いわゆるニューカマーの人々が増加しており、

彼らの日本語習得の問題が顕在化している。特に、ニューカマーの成人を対象とする日本

語学習の場としては、ボランタリィな人々が運営する地域の日本語教室（以下「地域日本

語教室」という。）に依存している状況がある。そうした地域日本語教室では、開催場所

や指導者・ボランティアの確保といった運営基盤に関わる深刻な問題を抱えている場合も

少なくない。一方、被差別部落の成人非識字者を対象とする識字教室（以下「識字学級」

という。）は、1960 年代以降、多くの被差別部落で設置されてきた。識字学級は、部落解

放運動との密接な関係を背景に、運動体と行政との協働ともいえる形態で実施されるケー

スもあり、その場合には、開催場所や指導者の確保等の面において、行政から一定の財政

的支援が行われてきた。

こうした地域日本語教室で行われる日本語教育や識字学級で行われる識字教育は、いず

れも日本におけるマイノリティの言語や文字等のリテラシーの保障という点、更には、学

校教育システム外で組織された教育活動としてのノンフォーマル教育（non-formal education）
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という点で共通する部分の多い近接領域である。したがって、両者がもつよさや課題を共

有し検討を行うことで、それぞれの取組が更に充実する可能性があると考えられるが、こ

れまで、日本語教育と識字教育の境界についての議論や、両者の連携・協働に関する検討

はほとんど行われていない。
1）
以上の問題状況を踏まえ、日本語教育と識字教育の境界を

越えた、両者が連携・協働した事例の検討を通して、ニューカマーの日本語習得という地

域の人権課題に対応する教育制度としてのノンフォーマル教育の可能性を考察し、その要

因を明らかにすることが本稿の目的である。

そこで、本稿では、奈良県Ａ市立Ｂ総合会館（以下「Ｂ総合会館」という。）の取組を

事例として取り上げる。なぜなら、本事例では、識字学級の中にニューカマーを対象とす

る日本語学習を導入し、その後、新たに地域日本語教室を誕生させた事実が確認できるか

らである。

研究の方法として、識字教育及び日本語教育に関連する先行研究の文献調査を行うとと

もに、Ｂ総合会館の関係者へのインタビュー調査を行い、
2）
その記録を分析資料として用

いた。

２ 日本における非識字者について

義務教育の普及率が極めて高い日本において、当然に、すべての国民が識字者であり、

非識字の問題は存在しないという「常識」が、圧倒的多数を占める識字者の側に定着して

いると思われる。このような「常識」に多くの国民が絡めとられることで、非識字者の存

在自体が不可視化され、非識字者の側が、声を挙げてこの問題を提起することが困難とな

り、その解決を遅らせてしまう危険性がある。

では、日本における非識字者の実態はどのような状況にあるのだろうか。1948 年と 1955

年に行われた文部省（当時）の「日本人の読み書き能力調査」以降、全国的な識字に関す

る調査が行われていないため、実態を正確に把握することは困難である。しかし、日本弁

護士連合会（2006）によれば、1994 年時点で、戦後の新学制での義務教育中退者数 126 万

6631 人、就学免除者数 25 万 735 人、旧制での義務教育未修了者数 8 万 8203 人の総合計 16

0 万 5569 人の義務教育未修了者が存在すると指摘している。また、この他、不登校や長欠

の児童生徒、形式的な義務教育修了者、ニューカマーを含めた在日外国人等で文字の読み

書きができない者等を含めれば、更に多くの成人非識字者が存在していると推測すること

ができる。

以上から、今日の日本社会において、一定数の非識字者が存在していることは明らかで

あり、そうした人々の学習の機会が十分に保障されていないとすれば、深刻な基本的人権

の侵害であると言えよう。こうした認識に立って、これまで様々な成人非識字者に対する

識字教育が行われているが、先駆的な取組の例として次の二つの潮流がある。3）

一つは、公立中学校の二部授業として実施されている夜間学級、いわゆる、夜間中学校

がある。ここでの学習対象者は、義務教育未修了者とされるが、実態としては、それら以

外にも、在日コリアンや中国帰国者等を中心とする、日本語を母語としない者が多く在籍

しており、より一般的な識字教育として展開されている。

今一つは、部落解放運動と密接な関係を維持しつつ取り組まれてきた、被差別部落にお

ける識字学級がある。ここでの学習対象者は、そうした部落解放運動との関係性から、基
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本的には、被差別部落の非識字者に限定される傾向がある。

これらの内、識字学級は、部落差別という被抑圧状況の中で、文字を奪われ非識字者と

ならざるを得なかったという認識に立ち、部落解放運動を通して行政機関に学習権の保障

を求めることで誕生させてきた経緯を踏まえれば、ニューカマーに対する日本語学習の場

や機会の公的保障の問題を考える際の参考となる部分があると考えられる。

３ 識字学級について

まず、識字学級の全国的な設置状況について見てみる。

元木ら（1992）によると、1990 年の全国隣保館連絡協議会（以下「全隣協」という。）

の調査報告から、全国で全体の 28.1 ％にあたる 262 館の隣保館
4）
において、識字学級が開

催されており、各府県に設置されている全ての隣保館の内、識字学級が設置されている隣

保館の比率（以下「実施率」という。）が 40 ％を超えているのが、大阪の 91.5 ％を最高

に、奈良、福岡、熊本、京都、香川、佐賀の７府県であり、実施率が高いのは、近畿・九

州地方に集中していると指摘している。しかし、識字学級は、必ずしも隣保館のみを会場

として行われてきたわけではなく、社会教育施設としての公民館や集会所5）で実施されて

いる例も見られ、そこでの全国的な開催状況は明らかにされていない。また、全国の被差

別部落の中には、部落解放運動に対する考え方の相違から隣保館の設置を求めなかったと

ころもあり、結果として隣保館が設置されなかった地区もある。こうした隣保館未設置地

区の実態も不明であることから、先の全隣協の調査結果が、全国の被差別部落における識

字学級のすべての実態を示すものではない。この点について、森（1995）によると、全国

の被差別部落では 600 を超える識字学級が開催されているとの指摘がある。こうした指摘

を踏まえると、全国的に見れば相当数にのぼる識字学級が設置されていると見てよいだろ

う。

次に、識字学級が誕生した歴史的経緯や背景等について見てみる。

識字学級のルーツは、元木ら（1992）によれば、1963 年 12 月に福岡県行橋市の被差別

部落で開設された開拓学校であるとされる。福岡県の筑豊産炭地帯から始まった識字運動

は、部落解放運動の担い手の育成という側面が強まり、部落解放運動における教育運動と

して位置付けられるようになった。実際、部落解放同盟が主催する各種の集会、例えば、

1969 年の部落解放全国婦人集会（当時）で、識字運動分科会が設置され、そこでの活発な

討議を契機に全国各地で識字運動の組織的展開が見られるようになっている。識字運動と

部落解放運動との関係について、森（1995）は、「識字は解放運動の原点であり、識字の

活動は、たえず部落解放運動と結びつけて捉えられてきた」と指摘している。したがって、

識字学級での学習は、部落差別という被抑圧状況を自覚的に認識し、部落差別によって奪

われてきた文字を自らの意思で奪い返すことを通して、部落差別の解消、部落解放の実現

という社会変革に参画する主体を育てることにあったと言える。

４ 地域日本語教室について

2008 年度末における日本の外国人登録者の実態は、『平成 21 年版出入国管理』（2009）

によると、総数は 221 万 7426 人で過去最高を記録し、前年同時期と比べて 6 万 4453 人

（3.0 ％）増加し、総人口の 1.74 ％を占めている。1998 年度末と比較すると 70 万 5310 人
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（46.6 ％）増加し、この 10 年間で約 1.5 倍になっている。この背景には、1980 年代以降

の経済活動のグローバル化の進展、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）

が 1990 年に改正され、ブラジル人等の日系南米人の来日促進やアジアを中心に研修生・

技能実習生の受け入れが拡大したことに伴ってニューカマーの人々が増加したと考えられ

る。

こうした、日本語を母語としないニューカマーの人々にとって、日常生活や就労等の場

面で使用する基礎的な日本語を習得することは、日本社会の中で人間らしく生きていくう

えで必要不可欠のものである。したがって、彼らが居住する身近な地域社会において、基

礎的な日本語を学習する場や機会が公的に保障されることが求められる。

しかし、米勢（2006）によれば、ニューカマーの人々を対象とした、基礎的な日本語を

学習する場や機会の公的保障は十分とは言えない状況にあり、それを補完するものとして、

ボランタリーな人々によって運営される、地域日本語教室が存在していると指摘している。

この地域日本語教室が抱える課題について、野元（1995）は次のように指摘している。そ

の一つは、「遅れている条件整備の中で最も問題だと思われるのは、日本語学習の支援を

ボランティアに依存する自治体が多いこと」であり、今一つは、「日本語教室の場所の確

保に苦労しているボランティア・グループが少なくないこと」である。

また、石井（2010）は、「多くの日本語教室が外国人に日本語・日本文化を教えること

を目的とした従来の日本語教育の枠組のまま運営されており、相互の対等な関係での対話

が生まれにくい」と指摘している。

こうした、日本語の指導者・支援者や学習場所の確保等の問題、更には、学習目的や方

向性の問題については、地域日本語教室の運営基盤となる部分の課題であり、これらの課

題への対応を検討するうえで、識字学級の取組が参考となると考えられる。それは、識字

学級が、開催場所や指導者・支援者の確保等の面において、行政から一定の財政的支援が

行われてきた点、そこでの学習が教えるものと教えられるものという関係を絶対的・固定

的なものとせず相互対話的な学習形態として取り組まれている点が見られるからである。

そこで、次章において、識字学級の中にニューカマーを対象とする日本語学習を導入し、

その後、新たに地域日本語教室を誕生させたB総合会館の取組を事例として取り上げ、識

字教育と日本語教育の実践場面での連携・協働に至る経緯とそれを可能にした要因等につ

いて考察することとする。

５ Ｂ総合会館の事例

(1) Ａ市内の識字学級の概要

Ａ市は、人口 71,266 人（2009 年 11 月現在）の中核的な都市である。Ａ市内には、Ｃ地

区・Ｄ地区・Ｅ地区の三つの被差別部落があり、いずれも、1969 年の同和対策事業特別措

置法（以下「特措法」という。）に基づいて同和地区指定を受けている。各地区には、部

落解放同盟奈良県連合会（以下「奈良県連」という。）の支部が組織され、支部運営を主

導する支部長がそれぞれの支部で選任されている。『Ａ市同和行政のあゆみ』（2003）に

よれば、1970 年代から大規模な地区改良事業が行われており、ほぼ同時期に関連事業とし

て、被差別部落の非識字者を対象とした学習の場として識字学級が開設されている。各地

区の識字学級の開設状況を整理すると次のようになる。
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学習場所については、いずれの地区においても新設された隣保館であり、Ｃ地区とＤ地

区は 1978 年に、Ｅ地区は 1970 年に開設されている。Ｅ地区では、地区改良事業の実施に

先立って 1966 年から 1971 年にかけて住宅改善事業が行われ、同地区の一部が分離・独立

しＢ団地が形成された。同団地に奈良県連のＢ支部が新たに組織され、支部長にＹ氏が就

任している。ここでの識字学級については、1983 年にＢ町公民館を会場に始められ、その

後、1988 年に新設されたＡ市立Ｂ解放青少年会館へ会場を移している。

Ｂ解放青少年会館は、部落差別撤廃へ向けて広く一般市民に対しても開放し、活用の幅

を広げることを視野に入れ、1992 年にＢ総合会館と名称変更されている。このＢ総合会館

には、館長１名、係長１名、児童厚生員１名、同和地区子ども会指導員１名の行政職員が

配置されている（2008 年当時）。また、地域の実情に即した運営を行うためにＢ総合会

館運営委員会6）が設置され、多様な地域住民代表の意思を反映させるシステムが確立して

いる。しかも、Ｂ支部長が会長として最終決定の責任を負うということが明確にされると

ともに、実際の運営上においても、Ｂ支部長であるＹ氏がリーダーシップを発揮している

ことがＢ総合会館の特徴である。なお、Ｂ総合会館の識字学級では、先述した識字学級の

学習形態の特徴である、教えるものと教えられるものという関係を絶対的・固定的なもの

とせず相互対話的な学習形態として取り組まれている。

ここで、Ａ市の識字学級の実施状況を詳しく見てみる。Ａ市市民部人権施策課のデータ

を基に、2002 年度から 2006 年度の実施状況を整理したものが表１である。ただし、Ｂ総

合会館については、かつて、識字学級として取り組まれていたが、1992 年 10 月から奈良

県教育委員会の「在日外国人日本語講座開催事業」（以下「日本語講座」という。）とし

て、ニューカマーを対象に実施されている。（詳細は後述。）

この表からは、実施回数、参加者数、１回当たりの平均参加者数のいずれにおいても、

Ｂ総合会館の数値が最も高いことが分かる。また、参加者数の推移を見ると、Ｂ地区の日

本語講座は、2006 年度に県からの委託費の削減に伴う実施回数の減少に伴って参加者数が

減少しているものの、それまでは増加傾向が続いており、他の三つの識字学級の参加者数

については、横這いか、若しくは減少傾向にあることが分かる。

こうした実態について、地域住民の福祉の向上と人権啓発のための住民交流・差別解消

の拠点と位置付けられている隣保館の主催事業として評価した場合、Ｂ総合会館の日本語

講座の取組は地域のニーズや課題を踏まえた、しかも、施設の機能を有効に活用した事業

と見ることができる。

(2) 識字教育と日本語教育との連携・協働について

Ｂ総合会館の識字学級に日本語学習を導入する契機となったのは、一人の外国人女性Ｚ
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さんの日本語の学習保障の問題であった。しかもそれは、閉鎖中の識字学級を再開すると

いうことに始まる。1978 年にフィリピンから来日したＺさんは、Ａ市内の男性と結婚し同

市内で生活するようになった。その後、長女を出産し、Ｅ地区にある保育所に子どもを預

けることになる。日本語は少し話せるもののローマ字しか書けないＺさんは、子どもの様

子について保育士と情報交換するための連絡帳には、ローマ字を用いながら苦労して記入

していた。この保育所は、同和保育の視点を重視した取組を積極的に推進しており、人権

意識の高い職員が多かった。そうしたＺさんの状況を知った保育士の一人が、保育所での

日本語学習を呼びかけたところ、Ｚさんもこの提案を受け入れ、子どもの昼寝の時間を使

ってひらがなを学ぶようになった。

その後、Ｚさんの長女の小学校入学に際して、保育所とＢ総合会館の児童厚生員との間

で行われた情報交換の中で、先述した事情が報告された。その際、保育所側からは、Ｂ地

区で識字学級が行われているのであれば、是非ともＺさんに日本語を学習する場として提

供して欲しいという要望が出されたため、この児童厚生員は、Ｙ氏に一連の事情と保育所

からの要望を報告している。しかし、当時（1989 年）は、Ｂ地区の識字学級が閉鎖中であ

ったため、Ｙ氏がＥ地区の識字学級の指導者であった地元小・中学校の同和教育推進教員

に協力を依頼し指導者を確保したうえで、1989 年 10 月から識字学級の再開を決定した。

再開されたこの識字学級において、Ｂ地区住民とともにＺさんを受け入れることになった。

再開された識字学級での学習活動は、識字学級生がこれまで学んだひらがなをＺさんに

教えたり、逆に、Ｚさんがフィリピンの文化について識字学級生に語りかけたり、ローマ

字を教えたりといった具合に、相互に教えあい学びあう場面が見られた。このように、学

級の雰囲気は和やかで互いに楽しく学習に参加していたようである。さらに、言葉や文字

の習得にとどまらず、子育てや病院・学校・役場等の公共施設での対応の仕方といった、

日常生活におけるＺさんの悩み事についても、学級での学習者同士の会話やＹ氏のアドバ

イス等を通して適切な対応がなされている。結果として、これまで、悩みを打ち明ける相

談相手もなく、家庭に引き籠もりがちであったＺさんの状況が、同じ地域に住む住民との

出会いの中で解決することができたということは、識字教育と日本語教育の連携・協働を

進める上で注目すべき点であると考える。

識字学級の中に日本語学習を導入したことについて、Ｙ氏は、『解放新聞奈良県連版第

616 号』（1998 年 1 月 25 日発行）の中で、「日本語講座はあくまでも識字学級の延長。国

際的な識字学級という位置付けかな」と述べ、「日本人も外国人も関係ない。Ｚさんのよ

うに困っている人は他にもいるはずだ。識字学級と併せて日本語講座を開設しようと考え

た」と語っている。このことは、被差別部落住民のみを識字学級の学習対象者としてきた、

これまでの識字運動の方向性とは異なるものであった。

本事例において、識字教育と日本語教育の実践場面での連携・協働が実現した要因を整

理すると、次のようになる。

まず、人権意識の高い保育士によって、地域で日本語学習の機会を必要とする外国人住

民が見いだされたということである。次に、外国人住民が置かれている厳しい状況につい

て情報交換ができるＢ総合会館の児童厚生員が存在したということである。さらに、そう

した状況に速やかに対応する仕組みとして、閉鎖中ではあったが、Ｂ総合会館の識字学級

が存在していたことである。また、その閉鎖中の識字学級を再開し外国人住民の学習の場
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として提供することを最終的に決断したキーパーソン、つまり、Ｙ氏が存在したというこ

とである。これらの要因のいずれが欠けても、識字教育と日本語教育の実践場面での連携

・協働を実現することは困難であったと考えられる。

(3) 識字教育と日本語教育との連携・協働によって生じる課題

識字学級に新たに導入された日本語学習の取組は、奈良県で初めてのケースであったと

いうことから、奈良テレビ放送局が取材を行っている。1991 年３月に同局の番組で、被差

別部落の学習者と地域の外国人が共に学習する様子が放映された。この番組を見た市内在

住の中国人２名、フィリピン人５名から新たに参加の申し込みがあった。先のＺさんの場

合と同様、言葉や文字の問題等で困難を抱えているという状況を同じ地域の住民として看

過することはできないということから参加が認められた。

その後、識字学級で学ぶ外国人学習者の知人たちから参加希望が次々と寄せられ、近隣

市に居住する外国人の学習者も徐々に増加するようになった。したがって、Ｂ総合会館の

識字学級は、外国人の学習者の方が圧倒的に多くなるという状況が見られた。このように、

日本語学習の場が提供されれば、多くの外国人の参加が見られるという状況は、地域にそ

れだけのニーズがありながら、そのニーズに応える場がなかったということの証左でもあ

る。
7）

このことは、奈良県及びＡ市を中心と

する近隣市の外国人登録人口の推移から

見ても明らかである。図１は奈良県の外

国人登録人口の推移を示したものであ

る。これを見ると、ＺさんがＢ総合会館

の識字学級で学ぶようになった 1989 年

以降、奈良県全体で外国人登録人口が急

激に増加していることが確認できる。ま

た、Ａ市を中心とする近隣市の外国人登

録人口の推移を示した図２を見ると、同

様に 1989 年以降、外国人登録人口が急

激に増加していることが分かる。こうし

た外国人登録人口の増加に伴って、この

地域において、日本語学習のニーズが高

まるのは必然であろう。

したがって、Ｂ総合会館運営委員会の

会長であるＹ氏が、識字学級において外

国人を対象とする日本語学習の導入を決

断したことはこうしたニーズへの対応と

いう点で適切であったと言えよう。

このように、増加の一途をたどる在日

外国人の日本語学習ニーズが高まる中、

Ｂ総合会館の識字学級における外国人学習者が増加するという事態は、日本語は話せるが

文字が書けない被差別部落の非識字者と、日本語での会話が不自由で文字の読み書きもで

（人）

（年）

（人）

（年）
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きない外国人が、同じ識字教室で学習を行うことに限界を生じさせた。それは、第一に、

外国人学習者の増加に伴って、同一の部屋での学習が困難となり、別室での学習を余儀な

くされたため、指導者の数の確保が大きな課題となった。第二に、外国人学習者の出身国

が多様化（表２
8）
参照）するのに伴っ

て、これまで識字学級で指導してきた小

・中学校の教員では、それらの母語への

対応が困難となった。

この二点は、ニューカマーの日本語学

習ニーズが高まる地域において、識字教

育と日本語教育の実践場面での連携・協

働が行われた際に生じる課題ということ

ができる。

(4) 行政機関へのアドボカシーによる日本語講座の新設について

先述した、識字教育と日本語教育の実践場面における連携・協働によって生じた課題を

放置しておけば、いずれこの営みは破綻し、Ｂ総合会館において日本語学習を継続させる

ことは困難となることは明白である。そこで、Ｙ氏は、外国人学習者の母語への対応がで

きる日本語指導者を必要数確保するためには、新たな日本語学習の場の設置が必要である

と判断し、Ｂ総合会館の設置者であり事業主体でもあるＡ市に対して申し入れを行い、行

政との協議、いわゆるアドボカシーを実行している。

具体的には、Ｚさんのケースを例に、言葉や文字を習得する機会や場がないため、子育

てや病院・学校・役場等の公共施設での対応に困難をきたし家庭に引き籠もりがちであっ

た事実や、こうした状況がＢ総合会館の識字学級での学びを通して、一定程度解決するこ

とができたということを教育委員会等の関係各課に幾度も足を運び丁寧に説明した。その

際、部落解放同盟としての行政セクション別交渉といった部落解放運動の場ではなく、Ｂ

総合会館運営委員会の会長として、地域の人権課題の解決に繋げる施策を実現するための

ノンフォーマルな教育制度の在り方につい

て協議を行っている。

その結果、これまでＢ総合会館で行われ

てきた日本語学習の取組の成果等が理解さ

れ、Ａ市としてニューカマーに対する日本

語学習の場を新たに設置するための補助金

の交付を検討することになった。学習対象

者が近隣市に及ぶことから、奈良県の協力

を求める必要があるとのＡ市の判断に基づ

いて、1991 年 11 月に同市教育委員会事務

局関係者とＹ氏らが奈良県教育委員会事務

局関係各課を訪れ、財政的支援の要望を行

っている。これを受け、奈良県教育委員会

が、新たに日本語講座として予算措置する

ことを決定し、Ａ市在日外国人日本語講座実行委員会（以下「実行委員会」という。）に
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事業委託する形で、1992 年 10 月からＢ総合会館を会場として同事業が実施されることに

なった。表３は、2008 年時点における実行委員会の役員一覧である。この実行委員会の

設置目的は、同委員会の規約によると、「言葉・習慣の違いにより日常生活が困難な在日

外国人を対象に日本語等生活習慣を身に付けるための講座を開催する」ことであり、具体

的な事業として、日本語講座の開催、会員の日常生活に関する相談、地域への啓発活動等

の実施が規定されている。これらは、いずれも先のＺさんのケースから学んだ内容が反映

されたものであり、日常生活に関する相談業務についてはＹ氏が一手に引き受けて対応す

ることになった。Ｙ氏は、これまでの支部活動で培ってきた手腕を発揮し、市の関係部局

との連絡・調整を図りながら学習者の多様な課題の解決に当たっている。

また、指導者については、県教育委員会の紹介等を通じて、新たに市内・近隣市町に在

住する大学生や会社員などに協力を依頼して確保している。ただし、新たに就任した指導

者に対しては、これまで取り組んできた指導者・学習者の関係が絶対的・固定的ではなく

相互対話的であるという識字学級の学習形態を継承することとし、実際の日本語指導につ

いてＹ氏及びＢ総合会館職員と事前に打ち合わせを行っている。なお、フィリピン人の講

座を担当する指導者については、1989 年からＢ総合会館の識字学級で日本語を学習してき

たＺさんが抜擢されたことは、当時の『産経新聞奈良版』（1992 年９月 25 日付け）でも
てき

取り上げられている。その中で、「日本人の協力で身に付けた日本語を今度は外国人のた

めに生かしたい」とＺさんがコメントしている点は、地域日本語教室の設置・運営を考え

る上で重要な示唆を与えるものである。それは、Ｚさん自身が、習得したスキルを自分の

ためだけのものとはせず、同じ立場の外国人のために活用したいとする姿勢が、識字学級

での学びを通じて現れている点である。つまり、先述した、指導者・学習者の関係が絶対

的・固定的ではなく相互対話的であるという識字学級の学習形態が、こうした姿勢を生じ

させる上で有効に働いたと推測される。

こうしたリテラシーの獲得とエンパワメントの醸成との関係性について、本稿では十分

に検討することができなかった。今後の課題としたい。

６ おわりに

本稿では、識字学級の中にニューカマーを対象とする日本語学習を導入し、その後、新

たに地域日本語教室を誕生させたＢ総合会館の取組を事例として取り上げ、識字教育と日

本語教育の実践場面での連携・協働に至る経緯とそれを可能にした要因等について検討し、

ニューカマーの日本語習得という地域の人権課題に対応する教育制度としてのノンフォー

マル教育の可能性について考察した。

考察結果から、ニューカマーの日本語学習ニーズが高まる地域において、識字運動を担

った主体が日本語習得の問題を地域の人権課題と捉え、識字学級を日本語学習の場として

提供することを決断するとともに、行政との協議、いわゆるアドボカシーを実行すること

で、ニューカマーに対する公的な日本語学習の場となるノンフォーマルな教育制度として

の日本語講座を新たに創出することが可能であることが示唆された。

例えば、本事例のように、地域日本語教室の取組を隣保館の主催事業に位置付けて実施

することが考えられる。それは、1997 年の隣保館設置運営要綱の改正を受け、特措法に基

づく同和対策から一般対策に移行したことに伴って、隣保館機能の有効活用を図ることが



1 ）この点については、2010 年 10 月 9 日に神戸大学で開催された日本語教育学会秋季大会の「特別企画パネルセッ

ション」においても議論が行われている。

2 ）B総合会館における識字教育と日本語教育の連携・協働を主導した同館運営委員会会長でB支部長でもあるY氏に

対するインタビュー調査を実施した。調査は、2008 年 11 月 20 日に同館館長室において、およそ２時間にわたって

行われた。調査方法は半構造化面接法をとり、対象者に自由に語ってもらうことを基本姿勢とした。そのため、会

話の自然な流れにあわせ、質問の順序や質問の仕方は柔軟に修正して扱った。主なインタビュー項目は、①識字学

級の運営に関するもの、②日本語学習の導入に関するもの、③行政機関へのアドボカシーに関するもの、④日本語

講座の運営に関するものに大別される。インタビューは対象者の了承の上録音し文字化資料とした。なお、調査の

実施にあたり、対象者には研究の趣旨、インタビューの録音、得られたデータは研究目的だけに使用し個人が特定

されないようにデータを加工することを説明し、了解を得た。

3 ）これら以外に、独立自営の識字教育活動として、ボランティア等の支援によって自主的に運営されている自主夜

間中学校、大沢敏郎の尽力による横浜・寿識字学校、大阪猪飼野や京都東九条の韓国キリスト教会によるオモニ・
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要請されていることにも応答するものである。

2018 年 12 月に改正された入管法では、在留資格が拡大されるとともに一定の条件を満たせば

家族の帯同が可能となり 2019 年４月から施行される。今後、多くの外国人労働者やその家族が

来日することが予想され、こうした新しい時代のニューカマーの人々に対する日本語学習の場

や機会を如何に保障するかが問われることになろう。

したがって、全国の被差別部落で開催されている識字学級や隣保館が設置されているそ

れぞれの地域において、ニューカマーの日本語学習ニーズの高まりが見られるならば、学

習対象を被差別部落の非識字者に限定せず、公的な学習の機会が十分に保障されていない

マイノリティを対象とする学習の場として、そうした既存のシステムを有効に活用するこ

とが期待できるのではないだろうか。
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は、Ａ市の日本語講座を含めて 17 カ所あり、北部地域に集中していると指摘している。

8 ）表２は、Ｂ総合会館に開設された日本語講座の受講者数と指導者数の一覧である。開設前後の時期における学習

者の多様な実態が見て取れる。

－ 2019.３.25 受理－
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ハッキョ等も存在する。
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