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民研設立30周年記念集会としての
開催
第30回全国教育研究交流集会は、2021年12

月25日（土）～26日（日）の2日間にわたって、全

国教育文化会館（エデュカス東京）の参加者と全

国各地の参加者をオンラインでつなぐという形で開

催されました。1992年2月に創設された民主教育

研究所の設立30周年を記念するものと位置付け

られたこの集会を、204人という多くの方々の参加

を得て開催できたことを大変うれしく思っています。

エデュカス東京都と全国をオンラインで

つなぐ
この集会の開催形態は、2021年2月に企画が

動き出した当初からの懸案事項でした。2月の運

営委員会への提案では「リアルな開催を想定」と

書き、エデュカス東京全館を使うことの手配も済ん

でいました。その後の議論は、新型コロナ感染症の

拡大状況をにらみながらのものとならざるを得ず、

12月10日に発行された『人間と教育』112号で

の案内においても、原稿を提出した11月当初には

「実際どのような形態で開催できるのかは、現時点

では未定」と書いていました。

結局は1日目の全体会（記念講演とシンポジウ

ム）と「民研設立30年の集い」をエデュカス東京７

階のホールで開催してオンラインで全国をつなぎ、

2日目の分科会はオンラインで開催されました。今、

振り返ると、この時にエデュカス東京での開催がで

き、沖縄から三上智恵さんをお招きすることができ

たのは、本当に幸運なことだったと思います。この形

態での開催は、すでに「教育のつどい」を始めとし

て豊かな経験と実績を積まれてきた全日本教職員

組合（全教）の方々の全面的な協力なしには実現

できませんでした。このことについて、改めて、厚くお

礼を申し上げます。

研究集会のテーマ
集会のテーマについても運営委員会で議論を

重ねてきました。5月の運営委員会で三つの案を提

起した中のひとつが「つながりの中で育つ未来－

民研30年を力に」で、これに「共同」をくわえたも

のが最終的に決まりました。「育つ」未来でいいの

か、ということが議論の中心でしたが、「育てる」で

はなくて「育つ」としたのは、「育てる」ことに日々取

り組んでいる「私たち」のあり方も大切ではないか

との思いがあったからです。それでも、「育つ」とい

う「静的」なイメージの言葉に、「共同」という、つな

がる私たちという「動的」な要素が加わったことで、

メッセージがくっきりとした形になったのではないか

と思います。

沖縄から次の戦争を止める
三上智恵さんの記念講演では、すでに日本が具

体的に戦争の準備をしていることを突き付けられた

と私は受け止めました。その内容については、三上

さんが3月発行の『人間と教育』113号に原稿を

お寄せくださっているので、集会に参加されなかっ

た方はぜひそれをお読みください。

2014年7月1日の「集団的自衛権」についての

閣議決定、それに続く２０１５年9月19日の安保法

制強行採決は、「憲法9条を変えないと海外派兵は

できない」としてきた政府見解を大きく変更し、この

第30回全国教育研究交流集会の
報告集に寄せて

「つながりと共同の中で育つ未来－民研30年を力に」

集会実行委員長 中村雅子
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解釈改憲によって自衛隊は海外派遣されました。

南西諸島で台湾有事に備えた米軍との共同作戦

が準備されていることは、改憲をしなくても戦争は

行われ得ることを意味します。改憲はなんとしても

阻止しなければなりませんが、同時に、いま行われ

ていることにもっと目を向けなければいけないと考

えさせられました。いま「憲法9条」をもっている日

本の主権者として、自衛隊に戦争をさせないことを

決めるのは私たちしかいないということも、重要な

指摘でした。「いま何かをすること」と同時に「いま

何かをしないこと」も、私たちと子どもたちの未来を

決めるということです。

「コロナ禍での子どもの困難と新しい公教育の

あり方を考える」というテーマで開催されたシンポ

ジウムでは、高校の国語教師の本多由有子さんが

北海道から会場に駆けつけてくださり、児美川孝一

郎さん、浅井春夫さんとともに３人がエデュカスの

ホールに並んで登壇してくださいました。会場の参

加者やオンラインでの質疑応答も活発に行われて、

2年ぶりに、研究集会でのリアルなシンポジウムを

実現することができました。

26日（日）には、（１）コロナ禍の子ども・若者、

（２）中教審「令和の日本型学校教育」の検討 、

（３）GIGAスクールと公教育の近未来、 （４）学

校、地域を私たちの手に 、（５）教師の働き方のゆ

くえ、（６）ダイバーシティを問う、の６つのテーマで

分科会が持たれました。

コロナ禍で体験した教育の困難と、そのなかで

も作り出された数々のつながりと実践に依拠して、

私たちが公教育を取り戻し、再構築していくこと、そ

の展望を語り深めるということを願って、第30回全

国教育交流集会は開催されました。この報告集が、

さらに多くの人に届き、各地で活用いただけたるこ

とを願っています。

（

基調報告
つながりと共同の中で育つ未来 －民研30年を力に－

１ つながりと共同
1992年に設立された民主教育研究所の30周

年を記念する第30回全国教育研究交流集会のテ

ーマは「つながりの中で育つ未来―民研30年を

力に―」です。この集会のテーマについて、まず、述

べさせていただきたいと思います。

「つながり」のタテの軸は、民研の歴史・現在・未

来です。1992年2月19日の第1回研究所評議会

で採択された設立趣意書には、次のように述べら

れています。

私たちが、民主教育研究所を創るのは、教育

の場に、人権と自由、平和と民主主義をみなぎら

せ、すべての者の学ぶ権利を保障し、人間として

の発達をはげまし、自立と社会参加の道をひらく

教育を探究するためである。

この原点に立って民研の30年を振り返ること、そし

て、その歴史をふまえ、未来にむかっていま私たち

は何をするのかを、この研究交流集会を通してとも

に確かめあいたい、そういう思いがこのテーマには

込められています。

「つながり」のヨコの軸は、民研の活動を成り立

たせているさまざまなつながりです。民研は全日本

教職員組合（全教）と全国の賛助会員に支えられ

つつ、自律的な研究活動が多分野にわたり高い専

門性を持つ八つの研究委員会によって担われてい

ます。各地の教育研究所ともつながり共同している

という組織的な側面に加えて、学校教育だけでなく

福祉や家庭、市民・保護者とのつながりに視野を

広げていることも、民研の特徴として挙げられます。
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そして、何より、研究者と現場の実践者がともに議

論を深める場であることが「民研らしさ」の核であ

ると言えます。これらのつながりを大切にして、とも

に歩んでいきたいという思いが、このテーマには込

められています。

「育てる」ではなく「育つ」としたのは、もちろん、

未来が自然に「育つ」のを期待しているということ

ではありません。「育てる」ことを否定するものでも

ありません。未来は「やってくる」ものではなく創るも

のであるという意味においては、未来は育てるもの

です。何より、私たちの専門性は、子ども・若者を

「育てる」ことにあります。ただ、子ども・若者や未来

を「育てる」と、仮に言ったとき、その主体であると

自覚し、ここに集っている「私」「私たち」はどうある

べきなのかを、ともに考えたいということをまず表明

したいと思いました。未来が「育つ」のは、子ども・

若者の育ちに働きかけながら、子ども・若者たちと

ともに、私たちが「育つ」ことを通してこそであると

考えるからです。

今集会のテーマである「つながりと共同の中で

育つ未来」は、未来が育つ「つながりと共同」を創

るという課題の共有を呼びかけるものです。

2 民研設立からの30年
1989年に国連で採択され1990年に発効した

子どもの権利条約を日本が批准したのは1994年

でした。1992年に設立された民研は、子どもの権

利条約の批准を求める運動のさなかに生まれ、日

本における子どもの権利条約とほぼ歩みをともにし

てきたと言うことができます。それはまた国家主義と

新自由主義への対抗を模索してきた30年でもあり

ました。

国家主義という面では、教育の全分野にわたっ

ての国家管理の強化があります。2006年に教育

基本法が「改正」され、教育目標や学力が法定化

され、道徳の「特別の教科」化が実行されました。

教育振興基本計画を根拠にした点検システムが全

国の学校に浸透し、学校統廃合、教職員の管理強

化も顕著です。

新自由主義という面では、保育園、幼稚園、小学

校から大学に至るまで、教育に対する公的支出が

OECD諸国の中でも最低水準にとどめられる中、

全国学力テストに象徴されるように、競争によって

数値目標の結果を要求し点検する政策がとられて

きました。効率重視の学校統合も推進されてきまし

た。競争が強いる不安やゆがんだ学力観が浸透

し、保護者の要求に応える役割をになうかのような

形で民間事業者の教育への参入も拡大しました。

教師の労働条件も過酷で、専門性を生かした教育

実践を困難なものにしています。

民研では、今年の3月に設立30周年記念として

『民主主義教育のフロンティア』を出版しました。本

書で取り上げられているトピックは、OECDのPISA

がもたらした国際学力競争、全国学力テスト、200

6年の教育基本法改定、アカウンタビリティ論、「資

質・能力」論、「アクティブラーニング」、学校運営に

おけるPDCAサイクル、学校スタンダード、学校の統

廃合、GIGAスクール、Society5.0等々、多岐にわ

たっていますが、そのほとんどが現場の要求とは離

れたところで構想され、強要されてきたものと言え

ます。

それらを大きな流れの中で位置づけることが本

書の課題のひとつでもありました。その「まえがき」

で編集代表者の池谷氏は「新自由主義に対抗す

る民主主義的な公共圏を一歩ずつ広げていく多様

な取り組みが必要であり、この本はまさにそういう

営みの一環である」と述べていますが、この全国教

育研究交流集会も、同様の問題意識をもって開催

されるものです。

この30年の間に、日本は1995年1月17日の阪

神淡路大震災、2011年3月11日の東日本大震

災という二度の大きな自然災害に見舞われました。

3.11における津波と、人災と言える原発事故のも

たらした被害は、いまだに大きな爪痕を残し、福島

県の各地には積み上げられたフレコンパックが野

晒しにされ、多くの人々が故郷を奪われたままで

す。

そして、今なお私たちは新型コロナパンデミック

の渦中にあります。
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こうした自然災害は、社会基盤の脆弱さを露呈

し、そこからの復興の過程では、新たな「人災」とも

言える深刻な災害をもたらしました。「復興の証」

「コロナに打ち克った証」と強弁して、緊急事態宣

言の中でオリンピック・パラリンピックを強行開催し

た日本政府は、復興にもコロナ克服にも責任ある

対処をしていません。

コロナ禍は、新自由主義政策のもとで社会に広

く進行していた分断と格差を可視化し、さらに拡大

することとなりました。社会的つながりの剥奪も深

刻です。自殺の増加、なかでも若い女性の自殺の

増加は、社会の危機が社会的弱者に集中的に作

用することを示しています。

この困難の中で、私たちは子どもたちの不安と

希望に向き合い、子どもの成長発達を見つめ、教

育実践と研究の課題を模索してきました。

３ コロナ禍と教育条件の保障の課題
昨年のコロナ禍による「一斉休校」という経験を

経て、改めて「学校とは何をするところか」が問われ

ました。学校は「勉強をするところ」であるだけでは

ないこと、学力として数値化されるものは学校の機

能のごく一部にしかすぎないこと、何より、学校は子

どもの生活の場であり、子どもがともに学び、遊ぶ

中で育つ場所であることを、多くの人が改めて確

認することとなりました。そのことが、なお一層、現在

も続くコロナ禍において、子どもの触れ合いの制限

がもたらす子どもの育ちの危機を浮き彫りにしてい

ます。

その一方で、昨年の分散登校期間における「少

人数学級」の体験が、長年にわたってとりくまれて

きた少人数学級化を求める運動を、いっそう推進す

る大きな力となりました。20人規模の少人数の授

業で「子どもの反応がよく見えた」、「先生がていね

いに教えてくれたからよくわかった」、「子どもが喜

んで帰ってきた」などの、教師、子ども、保護者のそ

れぞれの体験が、それを制度として保障することを

強く求める声となりました。

少人数学級を求める意見書が25道府県、600

余りの市町村で採択され、「少人数学級化を求め

る教育研究者有志」が呼びかけた署名が５ヶ月で

22万筆を超えるなど、まさに国民的運動とも呼べ

るものになり、この運動が、40年ぶりの義務標準法

改正による小学校の35人学級の実現という成果

をもたらしました。今年度の小学校2年生からの学

年進行であり、中学校と高校は含まれていないとい

う問題はありますが、この運動は新自由主義的教

育政策に対抗する力を結集することができた体験

として、重要な意義を持っています。今年、特別支援

学校の設置基準ができたことも、大きな成果の一

つでした。

コロナ禍を子どもがどう体験しているのか、それ

が、今後の子どもの成長にどのような影響を与える

のか、それは今後、長い時間をかけて私たちが見守

り、対応していかなければならない問題です。そし

て、これまで以上の手厚いケアと教育的な働きかけ

が必要とされているからこそ、少人数学級と教員の

確保など教育条件の整備が必須であり、教員の労

働条件の抜本的改善が喫緊の課題になっていま

す。

10月31日に投開票が行われた衆議院議員選

挙に向けて、9月8日に「安保法制の廃止と立憲主

義の回復を求める市民連合」が要請した基本政策

を、立憲民主党、日本共産党、社会民主党、れいわ

新選組が受け入れ、本格的な野党協力の体制を

確立することができたのは、画期的なことでした。６

柱20項目にわたる政策合意の「３．格差と貧困を

是正する」の中では、「誰もが人間らしい生活を送

れるよう、住宅、教育、医療、保育、介護について公

的支援を拡充し、子育て世代や若者への社会的投

資の充実を図る」ことが明記されました。教育と福

祉への公的責任を手放す方向で展開してきた新自

由主義的政策に対抗するものとして、「公的支援の

拡充」と「社会的投資」が打ち立てられたことは大

きな意味を持っています。

４ 教育におけるICTと教育実践の

課題
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コロナ禍における教育において注目されるのはI

CT活用が加速されたことです。休校期間中にオン

ライン授業や動画の配信などが行われ、コミュニケ

ーションが遮断されがちな中で、教師、子ども、保護

者がつながるツールとしてもICTが使われました。

こうして災害便乗型と言える形でGIGAスクール構

想の前倒し実施が行われ、子どもたちにタブレット

が渡されました。2024年度に使用が開始される小

学校での新しい教科書ではデジタル版も部分的に

導入されはじめ、2028年度には動画等を含む教

科書がタブレットに配信されることが計画されてい

ます。しかし越えなければならない課題が山積して

いて、必ずしも予定通り進んではいません。

いま現場では、教室でタブレットを使って授業を

することが強く求められており、ある地域では特定

のオンライン教材の使用を教育委員会が決定し、

現場に強制的に求めるということも起こっています。

しかし、ICTをどのように使うかはそれぞれの学校

や教室で教師と子どもが判断して決めていくべきこ

とです。学校現場においては、教師が自らの判断

で、専門性を生かして指導をするときのツールとす

ることがICT活用の原則とされなければなりませ

ん。

ICTの利用については、オンラインでのいじめな

どの問題とともに、長時間使用による健康上の問

題も指摘されています。さらに大きな問題として、子

どもたちの学習履歴がデータとして蓄積され、本人

の承諾なしに様々な形で利用される危険がありま

す。これは「消えることがない」という意味でデジタ

ルタトゥと呼ばれることもあり、子どもだけでなく教

師の研修履歴についても同様の事態が起こってい

ます。自分に関するデータを自分で管理することが

できない状況になっているのです。誰もが通る学校

制度が、国民監視装置へのデータ供給を準備する

ような危険をはらんでいるということは重大な問題

です。

子どもの発達と学びにとって、ICT化はどのよう

な意味を持つのか、どういう問題があり得るのかは

まだ十分に検討されていません。ICTは「個別最適

な学び」のツールとして推奨されていますが、このこ

とによって、同じ空間で子ども達が集団的に学ぶこ

とがないがしろにされる可能性があります。教育のI

CT化は子どもの学びを保障するものなのかどうか

という点については、事実にもとづいて分析的・批

判的な見地を持ちながら、実践の中でひとつひと

つ検証していくことが課題となります。このように、

私たちが日々の実践の中で子どもの育ちを見つめ

ていく課題は、ますます大きくなっています。

５ 公教育解体の危機と再構築の課題
そもそもGIGAスクール構想に象徴される今日の

教育政策におけるICT活用の強調は、1980年代

半ばの臨教審以来、文科省が一貫して追求してき

た「教育の情報化」政策の単純な延長上にあるも

のではありません。「未来投資戦略2017」等で明

示され、国家戦略として掲げられたSociety5.0構

想が背景に存在しています。だからこそ、GIGAスク

ール構想は文科省だけではなく経産省や総務省の

強力な後ろ盾のもとに推進されているのだと言えま

す。

Society5.0は、をひと言で説明すれば、社会の

あらゆる領域にICT、IoT、AI、ロボット工学、ビッグ

データ等の最新テクノロジーが張り巡らされ、民間

企業がそれらを駆動することで経済発展と社会課

題の解決を図っていくとする近未来社会の構想で

す。そうである以上、教育を含めてこれまで公的セ

クターが担ってきた領域の活動に、民間企業が乗り

出してくることが大前提になります。近年のSociet

y5.0構想下の教育改変やデジタル改革、教育DX

をめざす教育政策には「未来の教室」事業を展開

する経産省の動きが目立っていますが、その背景に

はこうした事情があります。

危惧されるのは、こうした教育改変の推進のなか

でなし崩し的に公教育の市場化が進み、学校のス

リム化・解体と民営化への道を開いてしまうことで

す。もちろん私たちが取るべきスタンスは、教育ICT

やEdTechとも称される教育の最新テクノロジーを

忌避し、単純に退けることではありません。重要な

のは、学校現場が自らの判断で、自分たちの望む
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教育を実現するために、ICTを主体的に活用する

（活用しない場面もあるという判断も含め）ことで

す。教育政策や行政による押し付けを排除しつつ、

学校現場が自主性や主体性を発揮できる環境や

仕組みづくりが望まれます。

６ 世界と日本の課題
2006年の教育基本法改定、2015年の安保法

制、2011年の東日本大震災と昨年以来の新型コ

ロナ感染拡大における災害便乗型資本主義の跋

扈という状況がある一方で、地球環境の危機に若

い世代が立ち上がり、BLM（Black Lives Matt

er）運動を契機に近代ヨーロッパによる植民地支

配にさかのぼる人種主義の批判的総括が始めら

れ、「多様性」や「ジェンダー平等」が課題として広

く共有されつつあります。この2点は、市民連合と野

党の合意した政策においても位置づけられていま

す。

今年はまた、世界情勢の大きな変化がありまし

た。アメリカが撤退したアフガニスタンでタリバンが

政権を掌握するなど、軍事介入による「民主化」

「平和」が幻想であったことが明らかになりました。

核兵器禁止条約が今年の1月22日に発効し、批

准国は12月15日現在で58か国、署名国は86か

国に上っています。唯一の戦争被爆国である日本

に、核兵器禁止条約を批准する政府が誕生しなく

てはなりません。

21世紀の課題は新自由主義の克服であり、さら

にどのように人権と自由、平和と民主主義の未来

を見通せるかということだと思います。そのために

は、その対抗軸を、日々の実践と運動から作ってい

かなければなりません。つながりと共同で未来を育

てるための社会変革が必要です。

10月末の衆議院選挙では、改憲勢力が三分の

二を獲得してしまいました。2015年の集団的自衛

権を含む安保法制の強行採決に続く暴挙として、

「敵基地攻撃能力」保有の検討を現政権が公言

し、憲法9条のなし崩し的無効化と、憲法改悪が同

時に進められようとしています。

さらに、改憲勢力の動きで無視することができな

いのは、自民党の改憲４項目の一つに教育無償化

を含む教育環境の充実が主張されていることで

す。しかし、教育の無償化は、日本政府が1979年

に「国際人権A規約」（1966年12月国連総会で

採択）を批准した際に留保した「13条2項」の（b）

中等教育と(c)高等教育について、2012年に民主

党政権が留保撤回を閣議決定したことにより、「無

償教育の漸進的導入」が国際公約になっているも

のです。2018年までにこの実現が求められていた

にもかかわらず、大学生への給付型奨学金の限定

的導入など、非常に不十分な対応しかしてこなかっ

たのが自公政権にほかなりません。教育の無償化

を含む教育環境の充実は憲法を変えなくても直ち

に実行することは可能です。国民の教育への願い

をこのように悪用して憲法改悪に水路付けようとす

る欺瞞を、教育に携わる私たちは断じて許すことは

できません。

冒頭に引用した民研の設立趣意書には「私たち

は、日本国憲法と子どもの権利条約などに示され

ている民主的な理念を教育の原理にすえ、現代文

明と教育の質を問い直したい」とも書かれていま

す。今、改めて、私たちは子ども・若者の声を聴き、

子ども・若者とともに「日本国憲法」と「子どもの権

利条約」、さらに「児童憲章」を読み深め、日々の研

究と教育実践に取り組んでいくことが求められてい

ます。

その観点から、政府が創設しようとしている「こど

も庁」構想を注視する必要があります。子どもの権

利を守るものなのか、子どもの管理を強めるものな

のかという点に関して、最近その名称が「こども家

庭庁」に変わったことは、後者の性格をあらわにし

たものではないかと懸念されます。

教育は、人間と人間の触れ合いとつながりによっ

て「いのち」を育てることです。生きる力は、大人と

子どもの、そして、子ども同士の日々の触れ合いの

中でこそ育つものであることを、私たちは、特にコロ

ナ禍の中で確かめてきたのではないでしょうか。

「つながりと共同の中で育つ未来」というのは、子

ども・若者とつながる共同によって、私たち自身が
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育ちながら、未来を育てることを意味しています。

民研のこの30年の歴史を力に、どのような未来

を構想するのか、第30回全国教育研究交流集会

が、多くの方々とその展望を語りあい深める集会に

なることを願っています。

記念講演

沖縄から次の戦争を止める
三上智恵さん（映像作家・ジャーナリスト）

☆講演内容は、『人間と教育』113号（2022年

3月ｳ10日）に掲載しています

シンポジウム

コロナ禍での子どもの困難と
新しい公教育のあり方を考える
① 今、高校現場で起こっていること

本多由有子さん （北海道高校教員）

② 惨事便乗型教育「改革」と公教育の
ゆくえ 児美川孝一郎さん

（法政大学、民研副代表運営委員）

③ 「子どもへの無関心」の戦後政治史
に抗して 浅井春夫さん（立教大学名誉教授）

☆報告内容は、『人間と教育』113号（2022年3

月ｳ10日）に掲載しています。

全体会の概要

基調報告 中村雅子実行委員長

記念講演「沖縄から次の戦争を止める」三上智恵

さん（映像作家・ジャーナリスト）

シンポジウム「コロナ禍での子どもの困難と新しい

公教育のあり方を考える」

①「今、高校現場で起こっていること」本多由有子

さん（北海道高校教員）

② 「惨事便乗型教育「改革」と公教育のゆくえ」

児美川孝一郎さん（法政大学、民研副代表運営委

員）

③ 「『子どもへの無関心』の戦後政治史に抗し

て」浅井春夫さん（立教大学名誉教授）

記念講演とシンポジウムで話された内容は『人

間と教育』113号に掲載されるため、ここでは質疑

応答と討論についてのみ報告する。

三上智恵さん講演後の質疑応答

参加者：三上さんが出された問いの中で、対米軍

記念講演とシンポジウム報告
杉田真衣（民主教育研究所運営委員・東京都立大学）
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もあるけれど、それよりも厄介なのが、組合や九条

の会など「平和偏差値」の高いところにおいても含

めて、対自衛隊の問題だということがある。その自

衛隊の支持率は過去最高となっている。中国や北

朝鮮が攻めてくるので危ない、と。護憲勢力にとっ

ても手足が出しにくいというなかで、しかし三上さ

んは、本当にこれはみなさんの足元の問題で、沖縄

の問題ではない、南西諸島の問題ではないと言わ

れていて、私は東京に住んでいる者なので、どのよ

うに連帯したり応答したりできるのか。連帯、応答と

いう言葉は簡単に言えるが。「それはあなたたちが

考えてくれ」というのが三上さんの答えになるのか

もしれないが、切り口というか、入り口について、い

ま思っているところをもう少し教えてほしい。

三上さん：自衛隊に対しては、とにかく急患輸送で

あったり、災害救助であったり、自衛隊のイメージ戦

略は非常に成功しているし、実際に一人一人の隊

員の方が国民のためにがんばっている姿に何の嘘

もない。私も感謝しかない。災害救助がメインの組

織としてがんばってほしいし、もっと支えていきたい

と思っている。しかしそれは自衛隊の一義的な任務

ではなく、有事が優先。有事になった時に、国を守

るために戦っているんだとみなさんは二言目におっ

しゃるが、日本の国を守るために戦っているという

認識をまず疑うべきである。絶対に国を守るために

戦っているのだという証拠があるのなら、それを示

して私を安心させてほしいとすら思う。日本の国の

ために、ということも一つだが、国民を守るために戦

っているのかというのが、別の問いとしてある。アメ

リカの利益のために戦わされようとしているという

のが、どうやら事実である。たとえ自衛隊員が日本

国民一人一人の命を大事に思っていたとしても、そ

ういう作戦ではなかった場合に、入ってから自衛隊

の人たちは組合をつくることができない。機動隊、

警察も組合をつくることができない。自分の所属し

ているところがブラック企業だとわかっても、民主的

な手続きでそれを考え直させることができない。上

官に対してこの作戦は間違っている、僕たちは沖縄

の人たちを守るために来たのであってアメリカを守

るためではない、と言える回路は与えられていな

い。不本意な作戦のために自分の命を投げ出さざ

るを得ない状況が本当に迫っている。知ってほしい

のは、自衛隊の外にいる有権者しか彼らの命を守

れない。彼らに守ってもらうのではなくて、私たち有

権者が、こういう作戦のために私たちの国の若者

の命を使うなど了解していないと防衛省に言うしか

ない。資格が取れるし、運動能力も高く評価してく

れて、地方であればあるほど自衛隊は有り難い就

職先であり、だから物が言いにくいけれども、いざ

集団的自衛権を行使するような段階になって「うち

の子にそんなことをさせるなんて」と言っても百年

遅い。自衛隊の中身について知らないと、私たちは

自分の命すら守れない。地域の若い、特に男の子

たちの命が国によってどう使われるのかということ

に関心を持たないと、彼らを失うことになる。私には

それが具体的に見えている。機動隊や自衛隊の人

たちが毎日視界に入るようになったから、この20年

くらいでわかるようになった。自分はその状況にな

いからわからない、想像できないなどと言っていた

ら止められない。知るしかない。大手新聞は伝えて

くれないので、探してでも情報をとるしかない。大き

い戦争が始まる時に、地域の人たち、その国の人た

ちは「知らない間に戦争が始まっていた」と言うが、

いまは本当にそういう状況にある。それに気づいた

人たちが教えあうしかないし、勉強しあうしかない。

そのために一生懸命動いているが、この2年くらい

はコロナでそうしたチャンスも少なくて、歯がゆい。

でも対抗するちからが私たちにはあるはずだ。昨日

「南西諸島を絶対に戦場にさせない県民の会」

（仮称）を立ち上げて、「沖縄を戦場にしない」なん

てごく当たり前のことで、守れない日が来るなんて

と情けなくなるが、会ができて、オール沖縄というも

のに縛られているだけではなくて新しい動きをどん

どんつくっていかなくてはいけないし、南西諸島を

戦場にするということは本土が戦場になるというこ

とだと自信を持って言える人がもっともっと増えてほ

しい。

参加者：米軍が中距離ミサイルを日本列島に配備

しようと考えている。米軍司令官は日本全国に配備

したいと言い、その場合に、移動式にして相手の攻
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撃を避けると言っている。つまり、中国からミサイル

が日本全土に打ち込まれることを前提としているの

である。このような配備を私たちは絶対許してはな

らない。80年代にヨーロッパで中距離ミサイル反対

の大反核運動が起き、それがINF 条約につながっ

た。いま日本でそれを起こす時期だと思う。

三上さん：急に中距離ミサイルの話が出てきて、こ

の間アメリカの予算が決まり、日本列島のどこかに

複数置かれることも決まって、それがどこに置かれ

るのか、おそらく奄美と沖縄本島ではないか、一発

目は奄美ではないかという話がまことしやかに流

れている。核も積めるので、そんなものを置いたら

大変なことだが、奄美には反対運動はあっても弱

く、座り込みをする人がいなくて、オリエント・シール

ドの時も米軍車両が港に来る時に反対する人はい

なくて、手を振ったり記念撮影をしたりする人たちが

いて、自衛隊の基地をつくるのも、座り込みをする

人がいないのでフェンスもつくらずにできた。奄美

の人たちは沖縄と同じニュースを見ていないので、

米軍が、自衛隊が、日本の軍隊が何をしてきたかと

いったことが知られていない。奄美の人たちが見て

いるのは鹿児島のローカル放送で、鹿児島の放送

局は奄美のことをほぼ取り上げず、自衛隊のことは

全く取り上げない。軍隊を疑うというベースが沖縄

と奄美とでは大きく異なる。奄美の市長は自衛隊は

受け入れるが米軍は受け入れないと言ったが、自

衛隊がいるところには必ず米軍が来るので、自衛

隊を受け入れたことを撤回しないと住民との約束

を果たせない。そういうことをしないでいると、ここは

やりやすい島だということで、真っ先に中距離核搭

載可能弾道ミサイルを持って来られる場所になって

しまう。「他のところに持って行くより奄美とか沖縄

のほうがいいんじゃない？」というふうに無言で思っ

ている日本人が多いかと思うと絶望的になる。だか

らこそ、俺はそう思ってないよ、私をそう思っている

人にしないでという声をあげてほしい。

参加者：高校生を対象に憲法に関するアンケートを

実施する取り組みが続けられてきたが、実施する教

師の側にためらいがあって、9条に関する質問項目

をはずすこともあったと聞いている。そういう意味

で、自衛隊に対しては様々な意見があるが正面か

ら考えなくてはいけない、日本全土が戦場になると

いうことも含めて考えなくてはいけないと思った。

三上さん：おっしゃるように、教育者であれば正面

から見なくてはいけない。国防の問題は、子どもた

ちが持っていかれる話なので。学校現場で自衛隊

はタブーになっている。触れてもろくなことがない、

入り口論の沼にみな足をすくわれて、自衛隊の話を

しても誰も得をしないと。政治家もそうで、野党共闘

の中で自衛隊のことを扱ったら脆くも崩れ去ってし

まうし、オール沖縄でも自衛隊問題は合意事項に

できなかったし、先生たちも避けてしまう。誰もやっ

てくれないで、こんな戦争前夜を迎えてしまっている

ということを、正面から見てほしい。

シンポジウムにおける質疑応答

●本多由有子さん報告後
参加者：学校現場の「課題」のとらえの問題（上か

ら降りてくるものにどのように対応するかということ

が「課題」としてとらえられていて、本当の「課題」

は何かを考えられていないという問題）について

は、とても大きな問題だと思っている。学校現場でそ

もそも考えるべき「課題」は何かということを、それ

ぞれの職場で、一人一人の教員がよく吟味しなけ

ればいけないと感じる。

●児美川孝一郎さん報告後
参加者：無償化はどのように絡むか。無償化は教

育産業にとっては極めて魅力的なものだが、これま

での権利・平等化の無償化との対抗関係について

はどう考えるか。

児美川さん：無償化だから全部よいといった単純

な話にはなりきらないところがいろいろ出てくる可

能性があることも含めて、考えなくてはいけない。報

告では「公共性は担保しつつ」と言い、公共性とい

う言葉だけで曖昧にして、そこまできっちり考えられ

ていないが、いま自分の意見を言うよりは、ぜひ議

論していただければ。
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参加者：「Society5.0」に対応すると、どちらかと

いうと教育内容の民営化になってくるが、たとえば

学校施設をPFIで建設することがわりと早い段階

から始まっており、そういった条件整備面での民営

化との関係はどうなっているか。

児美川さん：しっかりと整理しているわけではなく、

どちらかというと内容から入っている。ただし、条件

整備面から言えば、教育分野ではまだまだ民営化

を恐れているが、保育分野では相当進んでいる。そ

ういうことも含めてこの間のことをきちんと整理した

上で、ハード面とソフト面をどう組み合わせてこの

問題を解くのかは、勉強していきたいし、議論でき

れば。

●浅井春夫さん報告後
参加者：子どもの貧困もますます深刻になってい

て、戦争孤児と同列に論じることにはためらいもあ

るが、私にとって重なってくるのは新宿歌舞伎町の

「トー横」現象である。つながりを失ったりしている

高校生を中心とした層が全国から集まってくる。居

場所がなく集まって来ざるを得ない若者たちのこと

をどう考えるか。

浅井さん：児童養護施設に勤めていた時に、よく歌

舞伎町に子どもたちを探しに行ったことがある。今

の状態とはまた違っているが、今のことで言うと、日

本社会では貧困と社会的排除が重なっていて、そ

こにコミットできるような専門職が充分に機能して

いないと言わざるを得ない。教師が問題だというの

ではなくて、いまの条件で一人一人の子どもをきち

んと見られるのかと、改めて思う。イギリスの慈善団

体チャリティーズ・エイド・ファンデーションが継続的

に実施している調査に「この1ヶ月に見知らぬ人を

助けたか」、「慈善活動に寄付したか」、「ボランティ

ア活動をしたか」という三つの設問があり、日本は

114カ国中、最下位となっている。性教育の分野で

も「生命（いのち）の安全教育」などと言って、人か

らはできるだけ距離を取れというメッセージばかり

送っており、他者とどのように良い関係をつくれるの

かということは教えきれていない。こうしたことがあ

るのではないか。戦争というのは人に対して最も優

しくないこと、非福祉的な行為であり、そのことをど

う教えていくのかを考えていかなければならない。

公教育は何を大事にするのかということを考えてみ

たい。

●全体討論
参加者：コロナ以前から児美川さんや佐貫浩さん

の「Society5.0」に関する議論から学んできて、児

美川さんに意見を求めるというよりみなさんの意見

を聞きたい。一人一人を大事にするということは、い

わゆる民主教育運動でも勤務校でも重視してきた

が、「個別最適化」という言葉が出てきて、不登校

の子どもに対してZoomなど遠隔のテクノロジーを

手に入れたというか、向きあわざるを得なくなった。

不登校の子が、以前なら学校に来るか家にいるか

だったが、今はデバイスを教室の片隅に置くだけで

いい、授業に参加した雰囲気がもしかしたらステッ

プになって授業参加につながるかもしれない、とい

う意見がある。「Society5.0」など、経済成長へと

つなげていこうとする、むき出しの資本の論理への

批判的なまなざしは持ちつつ、一方でテクノロジー

が進化していって、表面的にはN高・S高が生徒を

集めていて、もちろんそこには一人の担任が150人

の生徒を受け持っていて裁判になるなどの面があ

るが、不登校の子に対して教室の片隅にデバイス

を置いて出席として扱っていいではないかといった

ことをめぐって、答えのない議論を続けている。

本多さん：コロナでGIGAスクール構想が推し進め

られるようになって、高教組ではものすごく議論にな

った。もっと柔軟であっていいのではないかという意

見と、教育は人と人との間で生み出されるものだと

いう信念との間で議論になり、決着はついていない

し、私自身も明確な答えは今のところ持っていない。

ただ一つ言えるのは、子どもたちがこれから生きて

いくなかで、なかったことにはできないだろうという

ことだ。ICTを使わずに生きていく人生は考えられ

ないだろう。来年度から勤務校にも1人1台が、導

入したいわけではないが、あてがわれる。活用する

教員と、ほとんど活用しない教員とがいると思う。私
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がいま考えている活用の仕方としては、識字に対し

て困難を抱える生徒、字を書けないので国語が嫌

いという、そうした生徒に対して何か有効活用がで

きないかと考えている。こわいのは、「こういう授業

がしたい」という教員の信念がないところに入って

くること。忙しすぎて授業研究ができず、なし崩し的

に授業をしている、その状況に入ってくると楽な道

に走っていくかもしれないと懸念している。

参加者：非常に難しい状況におかれているなかで、

私たちの側で本格的に深めるべき論点に焦点をあ

て、理論的に解いていかなくてはならない。プラグマ

ティックに状況に対応していては済まない。今日話

があった軍事の問題でも、社会や教育のありようの

問題でも、ここ数年間の変化は非常に大きく、その

変化に日本の民主運動が必ずしも対応することが

できなかったと、後から見た時に歴史的に反省する

ことになるような事態が進行しているのではない

か。「個別最適」な授業、学びという言葉を考えて

みると、「個別最適」はコンピューターで把握できる

ような認識の発達の段階論に限定されているが、

ヴィゴツキーの最近接領域という議論をふまえる

と、本来個別最適とは教師と子どもや子ども同士

の関係性の中で成立する概念である。環境問題と

か、主権者とか、いじめの問題は、何か正解があっ

て、体系化された知をパソコンからダウンロードして

学べばいいというものではなく、解答が科学的には

唯一ではないけれども、個々人にとってそれを解決

しなければ生きていけないという問題であり、コミュ

ニケーションがなければ解決できない。ハーバーマ

スは、コミュニケーションを通して人間は社会をつく

り、文化をつくり、個性をつくると言っている。社会や

文化を主体的に選んでいく場面として人と人との

つながりがあり、そのためには非常に厳しい議論を

しながらみんなと一緒に生きていくという、この人間

的な本質を実現するためのハードルを越えていか

ないと、人類の生活や文化やシステムそのものが継

承できない。そういうものをコンピューターに任せる

こともできないし、GIGAスクールの教育システムに

任せることはできない。児美川さんの報告は非常に

面白いが、いま獲得するべき価値は何かというとこ

ろにいま一歩踏み込んでいないという気がするの

で、思い切ってしてほしい。

参加者：講演とお三方の提起を聞いて、いま民主

教育の太い柱、何を大事にするのかをはっきりさせ

よと私たちに強く迫っているように感じた。たとえば、

人間の尊厳、これは世取山洋介さんが言ったそうだ

が、私からすれば宗像誠也のことで、人間の尊厳を

確立すると。もう一つ、最初の提起で言えば、戦争

と教育は相反するものだ、根本的に矛盾するのだ

と。それが最近どうも曖昧になって、戦争に向かう

軍国主義と、教育、人間の尊厳とが、どこかでうまく

調整できるのではないかという発想があるように見

える。そうではなく根本的に矛盾するのだというの

が、我々の民主教育の太い柱である。戦争と教育

が、それからいまの商品化による無償化と教育の

共同性とがどうして対立するのかという、そういうと

ころを、人間の尊厳ということも含めて、今日のみな

さんの問題提起が私たちに突きつけたのではない

か。

参加者：ICTで主体的対話的で深い学びができる

のかというと、全く逆。一つの答えだけを出すことで

子どもの学びたいという主体性は出てこないので

はないか。いま学校では対話しようとすると離れな

さいと言われ、給食も黙食で、対話ができない。統

計的にいじめが低学年化しているが、子どもたちが

対話と行動で解決できる問題も解決できなくなっ

ている。不登校についても、ICTは使えるが、それで

も18～19万人に増えている。学校は嫌なところ、行

きたくないところになっている。ICTはもう使わなくて

はいけないものになってしまっている現場の状況に

対し、私たちには打つ手がない。どのように使うの

か、絶対に降りてはいけないところはどこかといった

具体的な話が聞ければ。

参加者：3点発言したい。一つ目は、公教育とは何

かということを考えたい。小学校現場では、低学年

担当の教師たちがICTを本当に使いたくないと言

っている。最初の、手を動かして平仮名を書くという

ところしか教えなくてはいけないのに知らないアル

ファベットを教えなくてはいけないのか、とか、重い

ので担いだらひっくり返ってしまうし、ハイブリッド授
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業を親が後ろから見ていてクレームがくるとか。特

に小学校低学年には、ICTは必要ないと思う。小中

高とつながってきた学習指導要領の問題とも関わ

って、たとえば国語では情報処理能力やコミュニケ

ーション能力が重視され、文学は軽視されていて、

人間的な教育ができるのかという問題がある。二

つ目は、三上さんの講演に関わって、『はじめての

防衛白書』というものが2021年8月に刊行され

た。小学校からの教育として防衛省が出していて、

中国や北朝鮮を敵視し、若い自衛官が一緒に働こ

うと呼びかけていて、非常に問題である。三つ目は、

自民党の改憲4項目で言われている教育の充実

の中身について。教育の無償と言われているが、教

育への国家の介入であるということを再確認しなく

てはいけない。以上3点は全てつながっている。

参加者：惨事便乗型教育ということについて述べ

たい。ナオミ・クラインは『NOでは足りない―トラン

プショックに対処する方法』（岩波書店、2018年）

という本で、ショックを逆転させるということを言って

いる。「危機は常に社会を後退させ、諦めさせるわ

けではない。そうではなくて、第二のオプションがあ

る。重大な共通の脅威に直面した時に、人々は結集

し、前進のために跳躍することができるのだ。それは

この時代の倫理的なAEDとなって、この国の心臓

にショックを与え、抵抗と希望と正義と愛の運動を

つくりあげていく」と言っている。まさに私たちはコロ

ナショック、そして教育の市場化という惨事に出会っ

ているわけだが、惨事の時にはそれを逆転させるこ

ともできるのではないか。私たちには、厳しいなか

でも希望の芽を、否定の中に肯定を見つけていくよ

うな、「倫理的なAED」をつくる構え、原理原則的な

運動論、教育論が必要だ。

参加者：児美川さんが言うように、今までの学校教

育が全て良かったというわけではなく、見直さなくて

はいけない。たとえば受験勉強のための問題練習

や暗記は今もはびこっている。「個別最適化」という

言葉はおかしいと考えるが、個性を重視する教育と

は何であるのか、一人一人の子どもたちの考えや

思いをしっかりと受けとめるような授業をどうつくる

かが問われている。そのような、子どもたちが対話

する学習はこれまでもつくってきたが、もっとつくっ

ていくべきであるし、児美川さんが言うように現在

の過密なカリキュラムとは根本的に矛盾するので、

教育課程の再編成を民研として提起していかなく

ては。ICTは道具として使っていけばいい。日本の

公教育では電卓さえほとんど使われないが、メリッ

トのある場面では使えばよく、過度な習熟を強いて

きた面もある。その振り返りも含めて私たちの教育

内容を見直しながら、しかし文科省も「令和の日本

型学校教育」の中で今までの日本の教育実践に

は優れたものがたくさんあると言っていて、その多く

は民間教育団体がつくってきたものであり、そういう

ことを私たちがどうやって今の時代に再発見、再評

価していくのかが問われている。

参加者：「個別最適」をどう考えるかについては、児

美川さんも報告で触れていたが、基本的には既に

つくられているプログラムに対して最も効率の良い

状態という意味で教育政策の側は使っており、そこ

はしっかりと押さえなくてはいけない。何が「最適」

かは、プログラムを作成した側が効率・確率論で判

断している。教育には行きつ戻りつする部分があっ

て、生活指導分野で言えば宮坂哲文が子どもの生

活と感情に触れるのが教育の絶対不可欠な条件

だと提起していることを、今の状況だからこそしっか

り見ていかなくてはいけない。

参加者：教育の原点は、子どもの声を聴いて応答し

あうこと、人と人とがつながりあい、つくりあうことに

ある。そのための便利なツールとしてICTを使うこと

は当然あるが。新しい学習指導要領では探究とい

う言葉が、特に高校ではよく使われている。しかし

かつて学習指導要領で「探究の過程」が言われた

が、パターン化、画一化されたという問題があった。

本多さんが報告したように今も学び方、教え方が

画一化されるなかで、私たちが子どもの声を聴きな

がら、関係をつくりながら授業をつくっていけるのか

が問われている。

●最後に各報告者から
本多さん：一つ目は、国語の教員なので、最近現代
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小説を読む。この世界の未来がどうなるかを知りた

いから。作家が盛んにAIやVRについて書いてい

る。たとえば平野啓一郎の『本心』ではVRが自分

の死んだ母親を甦らせて対話し、カズオ・イシグロ

の『クララとお日さま』はAIと人間との友情を描く。

私たちの「人間とはかくあるべき」という認識そのも

のが揺らぐ可能性がある。コミュニケーションとはそ

もそも何か。これからの時代に対応するためには、

人間とは何なのかということを考える教育、人文科

学分野を大事にしなければならない。それなのに倫

理が必修からはずされ、文学教材がなくなっていく

現状を憂いている。二つ目は、今日の議論を現場

にいる教員が聞いても、何を言っているかわからな

いことが多いだろう。どう校則を守らせるか、どう成

績で縛って勉強させるか、どう部活で学校に閉じ込

めて外で悪いことをさせないかを考えている教員

がたくさんいる。そのようななかでどう議論をしてい

くかという課題がある。学校は常に新しい価値をも

たらしていく場所だと考えており、これからの社会を

生きていく高校生に何ができるのかを追求していき

たい。

児美川さん：一つは、「私たちの側からの『個別最

適』」と自覚的挑発的に提起し、「炎上」するほど議

論になってよかった。しかし言葉にこだわっているの

ではなく、保護者や生徒など社会全体に反応して

いる人たちがいるので、そこに訴えかけるものを私

たちが出していかなくてはいけない。「個別最適

化」の議論を追っていくとその中身はだいぶ変わっ

てきていて、たとえば心理学者などが入ると「自己

調整的な学習が個別最適」という言い方をしてい

る。同じ言葉に乗っかりながら逆にこちらの側が意

味づけるというくらいでないと相手にならないという

ことも含めて、敢えて使ったところがある。もう一つ

は、大胆に考えていかなくてはいけないと強く思って

いる。今ある意味では私たちの弱点を突かれてい

るのではないか。戦後民間教育研究運動がしてき

たことを向こう側が取り入れているということもある

が、経産省が「未来の教室」授業を始めた時に近

づいていったのは不登校の子どもたちがいるフリー

スクールであり、そこは私たちが弱いところだ。部活

も校則もそう。全て跳ね返していかなくてはいけな

いのだから、私たちの側が従来の枠に閉じこもって

いてはならない。公教育は大事で守っていかなくて

はという立場には立っているが、その枠の捉え方は

もっと思い切って柔軟でもいいのではないか。失っ

てはいけないものは何かを問いながら、一人一人を

大事にするというのは部分的にすればいいのか、そ

れともシステム全体のあり方が問われているのか、

もしかしたら後者なのではないかと考えるようにな

っている。

浅井さん：休校措置がとられたあと学校が再開さ

れる前後で、「あの先生嫌いだと思っていたけど、こ

れだけ休むと会いたくなっちゃった」という声を大事

にしたい、根底のところでの信頼というものを私た

ちは大事にしなくてはいけないと思うことがあった。

リモートの問題については、日本通信教育学会が1

0数回にわたって、現時点でリモートを最大限活か

す方法を具体的に提起している。私たちはきちんと

学んだほうがいいのではないか。改めて今日思った

ことは、リアリティのある運動論もしくは運動をつくっ

ていかないと、このまま押し切られる可能性がある

ということだ。研究者は個々で研究するだけでなく、

たとえば公教育とは何かということ一つとっても、崩

されているのは何で、守ろうとしているのは、発展さ

せようとしているのは何かということを、民研や民教

連等で、「ツーカー」ではなく、いろいろな意見を出

し合いながら考えていかなくてはいけない。子ども

家庭庁をどう見るか、子どもデータベースをどう考

えるかということも、プロジェクトをつくる、組織化し

ていくことが必要であり、民研は重要な役割を担っ

ている。
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ラウンドテーブル 報告
１ 性暴力からの回復の道をさぐる

――ジェンダー・セクシュアリティと障害の交差する地点から

2 高校統廃合を考える

１ 性暴力からの回復の道をさぐる
――ジェンダー・セクシュアリティと障害の交差する地点から

【報 告】 性暴力からの回復の道をさぐる―ジェンダー・セクシュアリティと障害の交差す

る地点から ――ある知的障害者への強制わいせつ事件について

永野佑子（性教協障害児・者サークル）

【世話人】 杉田真衣 （民研・東京都立大学） 【参加人数】 ４２人

１ これは強制わいせつ事件
ではないのか

D市のNPO法人障害者施設Aの理事長兼所長

Bが知的障害のあるC子さんに数年にわたり性加

害をしていた事件で、被害者側の通報に対して、市

の福祉部障がい者福祉課は事実確認調査の結

果、虐待の事実ありと判定した。市は法人Aに改善

報告書の提出を命じ、5カ月後に法人はやっと提出

した。

加害者ＢはＣ子さんの代理人弁護士からの和解

案（謝罪・退職・Ｄ市を去る・福祉の仕事をしない）

に応ぜず、その施設で働き続けている。Ｂの障害者

への対応には内部では批判があったが、Ｄ市内で

は熱心な支援者とみられ、多くの人がＢの行為を信

じられないと言う。

Ｃ子(28歳)さ

んはネグレクト

の育ちで常に

体調が悪い弱

さがあり、Ｂは

その弱さにつ

けこんでかわ

いがりセクハラをしていたのだろう。Ｃ子が裸で迫っ

てきたなどの理由で性器に4回触ったと言う。「性

的に迫られたら男はつい触ってしまうのはやむを得

ない」と理事会（新理事長は自称人権ジャーナリス

ト）はＢを被害者として擁護し、事件の隠ぺいに協

力した。A法人からの改善報告書にあるように4回

局部への接触があったというだけでも明らかに強

制わいせつ行為である。

報告者は長年の中学校障害児学級の教員とし
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ての経験から、虐待育ちの生徒の怒りが性化行動

や様々な暴力行為に出ることを理解している。まし

てや成人なら性暴力や虐待にであった経験から性

化行動を示すことは十分ありうることで障害者施設

の職員としては常識の範囲で、法人Ａはその知識と

配慮に欠けていて落ち度は法人A側にあると報告

者は言う。

２ 知的障害のある子どもの性教育
報告者は1986年障害児教育20年目で性教育

を始めた。中学校の障害児学級25人の中に発達

レベル9歳の知的に高い生徒が4、5人入級し、様

々な暴力・非行事件に加え性にかかわる事件が多

発したためであった。子どもの質問から「性につい

て今日はなんでも聞いてごらん」と子どもと共に学

ぶ気持ちで性教育を進めていった。その過程で子

どもたちは自分の出生、家族関係など、思い通りい

かない自分の人生の怒りをそのまま性の事件で教

師に突き付けていたことが分かった。1カ月後学級

から非行と暴力が消え彼らは勉強大好き人間に変

貌した。

彼らが納得できない自分の生育環境について、

信頼できる大人との学びの中で折り合いをつける

形で受容し内面化していくことが性教育の取り組

みで深まった。こうした子どもの悩みや人生の困難

に向き合う手探りの性教育実践は、実は2009年

ユネスコなどからだされた国際セクシュアリティ教

育ガイダンスとも共通する「包括的性教育」であ

る。

３ 障害のある子どもの
虐待・性虐待と性行動

障害のある子どもたちの多くは、学校でも家庭で

も意思表示の権利を奪われたまま成長するが、そ

れは虐待環境と言える。中には性虐待もある。長じ

てそれは怒り、暴力、性化行動となって表れる。障害

のある人を支援者が自分たちの手に収まる人たち

と甘く見るのは間違いだ。

そうした障害のある人に、包括的性教育は人間

の尊厳に気づかせ、自己肯定感を育て、人間の平

等・同等を学ばせる人間回復の教育である。

近年の性被害者の性行動の研究では、大人で

も子どもでも性被害そのものを自分で認識できず、

体調不良や暴力、性化行動にでることが多いと指

摘されている。

報告者の約30年の長い性教育経験の中で、性

的いじめ、激しい自慰行為、器物破損、痴漢行為、

暴力事件などを起こしてきた子どもや青年たちが、

性教育の授業・学級活動の中で性的問題行動を

克服し発達の道を進んでいった事例は実に多くあ

る。

４ 知的障害のある子どもたちの

性被害からの回復
障害のある子どもたちが生い立ちの中で性被害

をうけていることは稀でなくその自覚さえ困難な状

況にあることを推測することは子ども理解にとって

重要である。包括的性教育は子どもにとって救いと

なる。子どもたちの行動が否定されず、共感される

ことで心が開かれ、癒され、虐待育ちの苦しさも開

示され自分の中で整理されていくからである。

A法人の事件では知的障害のある被害者が性

暴力を告発しても加害者は非を認めず法人も加害

者を擁護し、人権問題としての解決方向がみえな

い。加害の事実を認めないことに私たちは悲憤慷

慨するが、改めて考えると被害者の心の救済につ

いては軽視してはいないだろうか。

被害者の心の傷の回復と主体性の確立は、まず

第1はその事実が「被害」であることを本人が自覚

することだ。

C子さんの場合、臨時職員のG子さんの粘り強い

働きかけで、Bからの愛撫（？）が性加害であると

理解でき、信頼する元所長E氏に泣いて訴えること

ができた。これこそ回復の第一歩で、人格未形成を

克服した姿である。さらに裁判を起こすことで加害

者に対するアクションを起こすことが回復の道であ

る。

この事件の重要ポイントは、加害者に対するアク
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ションを起こすことが、被害者にとって回復の道だと

確信した。そのためには当事者が被害を受けてい

ることをわかってもらう支援が必要であり、支援者

たちへの性教育が必要である。報告者は包括的性

教育で関わった生徒たちが自ら人格を立て直して

いく姿を見てきた。

障害者の人格と尊厳を認め、発達を保障するに

は、包括的性教育が必須であり、日本中で、障害

者だけでなく全ての人々の人権と発達保障のため

に包括的性教育が広がることが喫緊の課題であ

る。

【討論】
障害児・者へのTEACCHやSSTの行動療法に

ついて、報告者は行動療法により本人の行動が収

まったとしても、障害が固定化したり発達を阻害す

る問題が生じる場合があると述べたことに対して、

行動療法がすべて良くないというのではなく、行動

療法によって本人の行動がスムーズになって本人

がラクになる場合は大切と考える。しかし行動療法

は特効薬にするのではなく、基本は、本人の思いを

大事に受け止めながら心が伝わる関わりが必要で

ある。

裁判において「障害者の権利に関する条約」12

条で障害者の法の下の平等が再確認されている。

本件ではC子さんの意思決定を支援する形で裁判

となる。障害者の人権を保障する裁判の在り方に

細心の注意が必要であろう。

2 高校統廃合を考える
【報 告】

問題提起 山本由美（民研・和光大学）

① 山口県の高校統廃合問題を考える 山田泉・若者（山口高教組）

② 京都北部（丹後・与謝）高校再建後の今

近江裕之（京都府高・峰山高校弥栄分光分会）

③ 長野県の高校統廃合 林茂樹（長野高教組）

【世話人】 山本由美（和光大学） 【参加人数】 ３７人

多くの自治体で高校統廃合の新たな動きが見ら

れる。その背景には、「地方創生」政策の中で201

4～2016年の間に総務省が全自治体に策定を要

請した「公共施設等総合管理計画」の影響が見ら

れる。特に、計画策定期間を「10年間」と短く設定

している県が多いため、公共施設の延床面積の中

で比率の高いで高校がターゲットになっている。

以前の高校再編は2000年前後の小泉政権の

三位一体の改革の地方交付税減額のもとで、全国

的なピークがあった。東京など都市部では、産業構

造の転換に応じて、工業高校など古いタイプの高
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校とニュータイプの高校のスクラップ・アンド・ビルド

が行われた。ここで生まれた3部制昼間定時制（東

京ではチャレンジ・スクール）が、今全国で定時制

高校再編の1つのモデルとなっている。今回の高校

統廃合は一定期間、大阪府で始まった、一定期間、

定員割れもしくは最低基準を割った場合、機械的

に廃校を行う手法が全国的に広がっている。その

中、逆に島根県は地域に小規模でも特色ある小規

模校を存続させる地域「魅力化」の方針に方針転

換している。山口県では、国内では例外的に、工業

高校から県内大企業への就職が安定し、これまで

行われた高校再編も全体の総量規制的な性格が

見られた。しかし公共施設再編政策の下、定時制

高校の大規模統廃合による中間定時制開設計画

などを含む、新たな段階を迎えている。

長野県では、2006年に田中知事のもと全県的

な高校再編計画が提起されたが、地域の高校を守

る市民の共同に阻まれた。今回、総務省出身の県

知事のもと、形式的に地域に協議会（高校を守り

たいメンバーを外し）を組織し、再編計画を立てさ

せて、都市部と山間部で異なった統合基準で再編

が進められている。

他方、京都奥丹後では再建計画に対し、地域の

分校、小規模校を守るため、署名活動を含む運動

がすみやかに組織され、一部の高校を守ることが

できた。閉校により生徒は長距離・高額の通学を余

儀なくされ、学習権を侵害されるような事態が出現

している。

討論の中で、京都における「学舎制」の問題が

指摘された。小規模化した地域の高校を他校の

「学舎」として当面、存続させる制度である。長野県

では「キャンパス校」として同様の制度がすでに導

入されている。そのモデルは先行した北海道の高

校再編で導入され、各地に拡大したものである。

「学舎」校の教育条件や人員配置などの問題が指

摘された。

その北海道では、過疎地の高校再編は極限まで

進んで、都市部の再編に手が付けられようとしてい

る。都市部の高校から過疎地の小規模校に授業動

画を配信して遠隔地授業を行うモデル校が今年度

開設された。従来であれば過疎地で少人数の生徒

であっても教師との豊かな交流が保障されていた

ことが、オンライン授業主体で保障されなくなる。安

上がりな「オンライン・スクール」（しかし地域に小

規模校でも残したいという思いはある）という新た

な課題の出現が指摘された。
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分科会報告

第1 コロナ禍と子ども・若者

第2 中教審「令和の日本型学校教育」の検討

第3 GIGAスクールと公教育の近未来

第4 学校、地域を私たちの手に

第5 教師の働き方のゆくえ

第6 ダイバーシティを問う
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第１分科会

コロナ禍と子ども・若者
―コロナ禍で子ども・若者の公共空間をつくる―

【レポート】

問題提起 馬場久志 （民研・埼玉大学）

① 地域で支える子どもの総合支援を目指して

間瀬田結実 （彩の国子ども・若者支援ネットワーク）

② コロナ禍下で非正規労働者の連帯をつくる：首都圏青年ユニオンの取り組みから

栗原耕平 （首都圏青年ユニオン）

③ コロナ禍での図書館の実践から見える公共空間のあり方

中沢孝之 （白河市立図書館、図書館問題研究会）

コメンテイターより 福井庸子 （大東文化大学）

【世話人】 馬場久志（民研・埼玉大学） 朝岡幸彦（民研・東京農工大学）

松田洋介（民研・大東文化大学）

【参加人数】 40人

冒頭発言 馬場久志
１．コロナ禍で顕在化した問題を共有し、コロナ禍

を巻き返しの契機にしたい。

２．経済的貧困ばかりか、権利と自由と生活の剥奪

としての貧困が、子ども・若者をも巻き込んでいる。

学校、職場、そして生きる心の居場所が脅かされて

いる。新自由主義のもたらす自己責任論によって、

人が置き去りにされている。

３．コロナ禍で、医療・福祉・教育など誰にも保障さ

れるべき領域の実態に直面した。公共・公的保障

の縮小の誤り、寄り添わない「支援」の本質に気づ

かされた。必要なのは無条件の公共・社会の支え

である。

４．この状況下で、子ども・若者の居場所とつながり

の意味を、学習・生活・労働の３つの視点から、そし

て子ども・若者の目線から考えたい。

報告１ 間瀬田結実
第１報告では、アスポートの活動に取り組む間瀬

田結実さんから生活困難世帯の子どもへの学習

支援活動の報告と問題提起があった。概要は次の

通り。

•子どもの生活 学習支援で大切なことは、「関係

性」にフォーカスした「関係性の質」であり、目指す

関係性の中身は「安全基地」になること。６つの役

割すなわち、異変に気づく、子どもにとっての居場

所、子どもにとって頑張れる場、家庭の中に入り込

む、他の支援者につなぐ、幅広い子どもを受け入れ

ることを担ってきた。学習支援員は、教室運営担当

としての子どもとの関係づくり、世帯担当として家

庭の中に入り込み保護者との関係づくりと他の支

援者につなぐという2つの顔を持つ。制度の矛盾と

向き合うこともある。参加人数・不参加率で評価さ

れること、小学生の受入れ拡大と高校生の支援・生

活保護世帯の支援の弱まり、単年度事業であるこ

と。今後取り組む余地のあることは、1)行政の理解

を得る取り組み（質の評価）、2)個人の善意と良心

に依存しない学習支援員の働き方、3)力になってく

れる支援者を増やすことである。

報告後の質疑応答と討論では、保護者の安全
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基地が必要だが、子どもの変化を通して保護者を

支えるのが自分たちのできることという応答が印象

的であった。支援を考える姿勢への評価や、街の保

健室のようだとの指摘もあった。

報告２ 栗原耕平
第2報告では、首都圏青年ユニオン副委員長の

栗原耕平さんが「コロナ禍下の非正規労働者の連

帯をつくる」というテーマで、コロナ禍で顕在化した

労働問題に取り組み、成果を勝ちとってきた首都圏

青年ユニオンの活動について、とりわけ飲食産業の

問題・取り組みに焦点を絞って、報告した。周知の

通り、コロナ禍で多くの飲食店が休業措置をとった

が、パート・アルバイトの多くが補償なき休業を強い

られた。とりわけシフト制労働には休業補償義務が

発生しないと主張する企業が続出した。首都圏青

年ユニオンでは、そうした企業側の主張をひっくり

返す運動を展開したのだが、その際、労使交渉だけ

でなく、記者会見などをして問題を公にすると同時

に、厚労省要請などのロビー活動など様々なチャン

ネルを通じて休業補償を認めさせる運動を展開し

ていった。栗原さんの報告の核にあったのは、コロ

ナ禍で顕在化した労働問題は、新自由主義の下で

進んだ雇用不安定化の顕在化であるだけでなく、

それに抵抗する労働者の連帯の存在を顕在化させ

たものであること、そして、首都圏青年ユニオンの取

り組みを、そうした連帯に依拠するとともに、その連

帯を強化・支えるものとして位置付けてきたというも

のである。コロナ禍で／コロナ禍だからこそ生起し

てきた公共空間の具体的な有り様を浮かび上がら

せ、かつ今後の社会展望に結びつけるという意味

で圧倒的な説得力をもった活動報告であった。

報告３ 中沢孝之
第3報告では、福島県白河市立図書館館長の中

沢孝之(図書館問題研究会委員長)さんが「コロナ

禍での図書館の実践から見える公共空間のあり

方」というテーマで、コロナ禍で閉館や利用制限、

事業の中止・延期をせざるを得なかった図書館の

状況や実践を振り返って、そこから明らかになった

課題と可能性を報告した。2020年2月の安倍首

相（当時）の全国学校一斉休校の要請を受けて、

公立学校の99％が3月2日から5月下旬まで臨時

休業した際に、図書館をはじめとした社会教育施

設の多くも休館・事業の中止を自治体から求めら

れた。全国の図書館関係者も閉館の是非や利用

方法について議論する中で、とりわけ日本図書館

協会のガイドラインが「氏名及び緊急連絡先を把

握し、来館者名簿を作成する」とした文言は図書館

員（ライブラリアン）が守るべき個人情報保護の原

則として大きな問題とされた。こうしたコロナ禍での

経験を経て、改めて子ども・若者をはじめとした地

域の人たちの声が「聞こえたのか」が問われ、「私

の推し本コンテスト」の実践などさまざまな模索が

始まっている。ポストコロナ社会において着実に図

書や資料の電子化が進む中で、これまでの地域図

書館のあり方も大きく見直される可能性がある。地

域の「学び」の拠点として、図書館はさらに大きな

役割を果たさなければならないことが共有された。

全体コメント 福井庸子
総括して福井庸子さんからコメントがあった。格

差が浮き彫りになったこと、大切な人を守ることが

自己責任になっていること、その状況で生存に不可

欠な学習と連帯の重要性が見えてきたことが指摘

された。そして現在の自分がおかれている状況を知

ること、連帯の機会をつくること、学校・職場・家庭

から離れた場所とそこで自分の言葉で語ることの

意味、若者たちに求められる「自立」の問題性につ

いて論じられた。

全体討論
全体討論は多岐にわたった。単年度委託や雇

用、指定管理などの制度問題。困ったと言ってよ

い、泣き寝入りをしなくてよいという、当事者の表明

を支える安心と関係づくり。学習という言葉に押し

込めない育ちの重要性や、基本的人権としての学

習権は生きることの保障だという指摘など。ひるが
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えって学校において子どもが主権者であり育ちの

主体であることの課題も論じられた。

本分科会は、公共空間というテーマで、支える人

を支え合うことの問題と可能性、そして子ども・若者

が主権者であることを考え合った。

（執筆者・世話人全員、編集責任・馬場久志）

第２分科会

中教審「令和の日本型学校教育」答申の検討
【レポート】

問題提起 中村清二（民研・大東文化大学）

① 「令和の日本型学校」の政策構造と今後の展望 仲田康一（大東文化大学）

② 「個別最適な学び」の虚像と実像 子安潤（中部大学）

③ ICT デバイスの実態と課題 石井崇史（東京都公立小学校）

【世話人】 金馬国晴（民研・横浜国立大学） 中村清二（民研・大東文化大学）

【参加人数】 ６０人

報告の概要
中教審「令和の日本型学校教育」答申をめぐる

問題提起と３つの報告を通してＩＣＴ技術と教育に

ついて議論された。まず、ＩＣＴデバイス（以下、「タ

ブレット」と記す）が、幻想とも言える「過剰な期待」

を集めていること、文具か教具かという枠では議論

できないこと（中村）、答申の背景にあるデジタル

庁設置は「庁」であるとはいえ政府全体の司令塔

とみなせること、小学校低学年にまで導入させるよ

うな「一人一台」は文字通り「過剰」でしかないこと

（仲田）、「A I」を謳うデジタル教材が実際には

（現時点では）「ドリル」に過ぎないこと、適宜使用

すればいいという「常識」が授業進行の画一化の

危険に盲目的なこと（子安）、タブレットは内省の時

間を奪い、書くこと、「わかる」ことを変質させている

こと（石井）、などが確認された。

タブレットの３つの側面
全体討論では、主にタブレットが実際にはどのよ

うに扱われるかという関心から議論が進んだ。現状

を表すように多様な意見が述べられた。以下では

多様な意見を整理して、タブレットが持つ、モノとし

て、インターフェース（操作性）として、プログラムと

して、という３つの面から、討論を紹介する。

モノとしての面とは、例えば、高価であること、廉

価なものはその価格に応じた機能しかないこと、接

続（Wi-Fi）環境に依存すること、経年による陳腐

化（ex.アップルは通常５年保証）が早いこと、入力

・操作がタッチパネルへの指先タップやスタイラス

ペンによることなど。

インターフェース（操作性）の面とは、タッチパネ

ルでの入力・操作を主として、「書くこと」がフリック

入力や音声入力に代替されることなど。プログラム

の側面とは、その入力・操作を担うソフトウェアの

他、「A I」の実装を謳う「学習支援アプリ」やタブ

レット用に調整された教科書教材アプリといったも

のである。

これら３つの面を念頭に、討論された内容を、記

録者の裁量で大胆に再構成しつつ、一つの論とし

て示してみたい。

AIの実装を謳っていても

実は「ドリル」
学習支援アプリの宣伝はどれもAIによる効率性
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が謳われている。しかし、仕組みとしては、その子が

「なぜそう答えたか」まで解明するものではない。誤

答原因を分析・解明するアプリはまだなく、練習問

題を次から次へ提示する「ドリル」でしかない。その

理由は教科書が「正解」とされているからで、A I

を駆使したとしても、正解へ近づく練習問題を次々

と効率よく提示することでしかない。

「ドリル」アプリは子どもたちにとって、味気ない

「正解探し」になる。また教科書もアプリとしてイン

ストールされることから、タブレットは「教具」だけで

なく「教材」という特徴も併せ持つ。

この「教材」が動的なインターフェースを持つとし

ても、それがまさにあらかじめ組まれたプログラム

であるがゆえに、自由度が増すどころか、授業展開

を拘束する。アプリが許容する動作・行動に教師も

子どもも縛られることになる。またアプリが許容する

動作・行動は、インターフェースとモノの側面に依存

する。

想定ではタブレットはWi-Fi環境下で使用され

る。一見ウェブ世界に接続できることで情報豊かな

「資料集」という良さを期待させるが、ウイルス感染

を恐れて、アクセス制限が前提となるので、情報は

統制される。また、実物ではないためモノがもつ豊

かさから見るとかなり劣る。

「見せかけ」という点で、デジタル教科書も同様

である。これまでと同様に統制され、教科書には載

らない世界、教科書を相対化するようなウェブ世界

に教師自身が親しんでいなければ、授業自体は変

わらない。デジタル教科書それ自体が自由をもたら

すわけではない。

書く・読むことの変化と

インターフェースの身体性
手で「書くこと」という経験が軽視されていく恐

れがある。文字に目を落とし、じっくり読んで、自分

の中で反芻して、「書く」という経験の軽視。例え

ば、生活作文はそのような意味での「書く」を前提

にした営みであって、そうして書かれたものを読ん

で、教師も子どもたちも一緒にその子の感情（とそ

の揺れ動き）を知ろうとする営みであった。

文科省が進めてきた「読む・書く」はスキルとして

の位置づけで、自分の「リアルな感情」とそれを持

つ他者の理解に書きながら触れることと同等では

ない。タブレットによって、さらにスキルとしての「読

む・書く」に矮小化されるのではないか（高校での

論理国語の新設にみるように）。こうした動向に、こ

れまで教科論でどうにか抵抗してきたが、教育課

程改革が科学技術・イノベーション政策の一環とし

て進められている今日、上記の意味での「読む・書

く」を守りきれない状況だ。もちろんそこには教師の

多忙という現状も重なってきている。

では、対抗軸をどう作るか。この2年間、オンライ

ン研究会が民間教育研究諸団体においてもかなり

活発に展開され、それはそれとして重要としても、個

人差はあるが、研究会の内容について実感が乏し

いと感じる人は少なくない。どの研究会での誰の発

言だったか、違いが思い出せないといったこともあ

る。実感として何か欠けた感じが残るという声もあ

る。対抗軸を作るためにも私たちの研究のあり方も

併せて考えておきたい。

以上はオンライン研究会のことだが、タブレット・

インターフェースも同様に感覚知覚の切り落としを

伴う。だからとくに年齢が低い子の場合は尚更疑

問だ。小学校低学年にまで本当に必要なものか。

配付や期待の「過剰」さの指摘は重要だ。

おわりに
分科会の議論を通じて、答申の描く未来像があ

まりに現実とかけ離れており、過剰・誇大であること

が確認された。非現実的で急激な変化に対して、

実際の学校現場はそれに応ずることはほぼできて

おらず、歪みや矛盾をさらに深めることが懸念され

る。無理なゲームは無理ゲーでしかない。答申が、

公教育制度の根幹に関わる重大な問題を孕んで

いることは自覚せねばならないことだろう。

今後の課題として、ICT技術による「遠隔」場面

の意義がある。とくに不登校の子どもたちへのメリ

ットとなるのかデメリットとなるのか。全体会での質
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問がここでも議論されたが、改めて実践で検証す る必要があることが確認された。

第３分科会

GIGAスクールと公教育の近未来
【レポート】

問題提起 児美川孝一郎（民研・法政大学）

① 学校現場からの実践報告 道端寿奈（東京都小学校教諭）

② よいGIGAスクールの３条件 山本宏樹（東京電機大学）

③ GIGAスクール構想と公教育の行方 中嶋哲彦（民研・愛知工業大学）

【世話人】 中嶋哲彦（民研・愛知工業大学） 児美川孝一郎（民研・法政大学）

【参加人数】 ２９人

１ 分科会のねらい
冒頭、世話人の児美川による問題提起では、本分

科会のねらいが以下のように明らかにされた。

まず、共有されるべき近年の教育政策の展開が、

①Society5.0なるコンセプトの誕生とその背景、②

それが国家戦略化された経緯、③Society5.0の実

現に向けた教育改変の始動、④そこに文科省のみな

らず、経産省が乗り出してくる理由、⑤そうした教育

改変の延長上でのGIGAスクール構想の登場、⑥コ

ロナ禍におけるGIGAスクール構想の増強、経産省

と文科省による教育改変の政策構想の分岐、という

流れで整理された。

そのうえで、私たちが検討・解明すべき課題や論

点として、以下の点が提起された。①教育基本法

「改正」から新学習指導要領に至る教育政策が、So

ciety5.0型の教育へと転換していく背景や力学を

どう理解するか、②GIGAスクール構想の実施によっ

て、学校現場に何が起きているか、③学校教育は、I

CTとどう向き合っていけばよいか、④私たちは、学校

と公教育の近未来のかたちをどう構想していくか。

２ 学校現場に何が起きているか
――ICT推進校の取り組みから

道端報告は、GIGAスクール以前からICT推進校

の研究指定を受けていた東京都内の小学校におけ

る、教師集団によるICT活用の試行錯誤や校内研

究への取り組みを報告するものであった。

報告者は、2020年度にはインドの日本人学校に

勤務しており、現地の感染状況の拡大ゆえに11カ

月間に及ぶオンライン授業を経験した。そこでは、子

どもたちの学びを止めないための教師集団の奮闘

に参画し、オンライン活用の重要性や利便性を実感

したという。そして、2021年度より現在の勤務校に

着任した。

同校では当初、校長によって、毎時間の授業でタ

ブレットを使用するという方針が取られていた。しか

し、ICTを活用した授業等を重ねるにつれて、教師間

には毎時間必ずタブレットを使うということへの違和

感がつのっていったという。そして、教師間での議論

の積み重ねや校内研究を通じて、根本的な発想の

転換がはかられた。

端的に言えば、タブレットの使用を目的とするので

はなく、自分たちが実現したい教育のための手段と

してタブレットを使用すること、子どもたちの発達段階

や各教科・単元の特性を踏まえて、必要な場面でこ

そ効果的に、タブレットの活用を試みるという方向性

であった。
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３ GIGAスクール（ICT技術）を

よりよくするために
山本報告は、教育におけるICT技術が、現時点で

はガートナーの主張する「ハイプ・サイクル」（黎明期

→過度の期待期→幻滅期→啓発期→安定期）にお

ける「啓発期」（ICTを活用すべきかどうかがではな

く、どう活用すべきかが争点となる時期）を迎えてい

るという見立てのもとに、よりよくGIGAスクール（IC

T技術）を活用するための条件を模索するものであ

った。

こうした問題設定じたいが、ある意味で大胆な問

題提起であるとも言えるが、続けて、教育のICT化を

めぐっては、エビデンスなき俗論（ICT化は、管理と抑

圧を生む、格差を広げる、子どもの健康被害につな

がる、等）がはびこっており、そうした議論に一方的に

流されてしまうことに警鐘を鳴らした。

そのうえで、「プロメテウスの火」である技術は、善

用も悪用もされうるという視点から、教育におけるよ

りよいICT技術の活用の「条件」を探る必要がある

とし、ハイトの道徳基礎論にならって、ICT活用のあり

方を、①自由、②公正、③ケアの観点から（もちろん、

これら３つの観点は、相互排他的にもなりうるのだ

が、そのことを含めて）絶えず点検していく必要性を

提起した。

４ GIGAスクールの先にある

公教育のかたち
中嶋報告は、GIGAスクール構想にかかわる経産

省や文科省の政策文書を丹念に読み込みつつ、そこ

に浮かびあがってくる懸念点や問題点、さらにはその

背後に透けて見える教育観や人間観の狭隘さ、底の

浅さを指摘するものであった。報告者が冒頭から「本

気なのか？」と戸惑いながら、政策文書の読み解き

をはじめたことは、ある意味で事態の本質を示してい

ると言えるだろう。

報告は、これまでの学校教育への不満が、GIGA

スクールへの期待を生んでいる側面があることにも

注意を促しつつ、GIGAスクールが、①民間教育事

業者によって学校・家庭に教育コンテンツ提供がな

される「市場」を創出し、②「公教育費」を学校教育・

社会教育からEdTech事業者へと移動させ（公教育

の縮小、教育市場の拡大）、③Society5.0に照応し

た労働と労働者の階層分断的な「管理」に即した教

育のかたちを現出させることを批判的に指摘した。

５ 私たちの側から

公教育の近未来像を紡ぐ
全体討論では、さまざまな論点が議論されたが、

道端報告については、周囲の学校を見回しても、タブ

レットの導入は、従来の紙のドリルをデジタルに変え

ただけといった状況も見られる中で、現場の教師集

団発のICT活用の創意工夫が見られ、大いに参考

になったという意見が多く出された。そうした意味で、

GIGAスクールやICT活用を、推進者の思惑に左右

されるのではなく、学校現場が主体的に使いこなす

ツールにしていくためには、山本報告が提起したよう

な観点も踏まえて、私たちが偏見なく虚心に、そこに

向き合っていけるかどうかが問われているとも言え

る。

もちろん、そうしたかたちでGIGAスクール構想を

「換骨奪胎」して学校現場のものにしていくために

は、中嶋報告が提起したように、GIGAスクールやIC

T活用を特定の目的のもとに位置づけようとする政

治的力学とどう対峙・対抗し、その支持基盤にもなる

社会的力学とどう向き合っていくのかという大きな問

題・課題も残っている。今後とも、議論を深めていくこ

とが求められよう。

（文責・児美川孝一郎）
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第４分科会

学校、地域を私たちの手に
【レポート】

問題提起 山本由美（民研・和光大学）

① さいたま市の「パフォーマンス型」教育改革はいま―巨大一貫校計画、突然の

コロナ禍でのリモート授業など― 三嶋さとえ（さいたま市教職員組合）

② 地域に根ざす高校 今井典夫（兵庫県立村岡高校）

③ 高知県四万十市の小規模校を守る共同

有原陽子（保護者）・川渕誠司（市議会議員）

【世話人】 山本由美（民研・和光大学） 石山雄貴（民研・鳥取大学）

【参加人数】 １２人

山本由美さんより全国の学校統廃合の状況や、

地方創生政策等の学校統廃合が進められる政策

的背景についてご報告いただいた。さらに新自由

主義的教育改革への対抗軸として、地域の共同の

可能性について問題提起があった。

第１報告は、三嶋さとえさんによる「さいたま市の

『パフォーマンス型』教育改革はいま―巨大一貫校

計画、突然のコロナ禍でのリモート授業など―」で

ある。まず、さいたま市における義務教育学校設置

計画についてご報告頂いた。さいたま市は、２小１

中を統合した義務教育学校設立に向けた計画を

学校現場や地域住民等に知らせることなく進め、

統合後の児童・生徒数は3600人規模となる、とい

う。次にコロナ禍でのトップダウン教育行政のあり

方について説明された。2021年8月24日に教育

長より「8月27日からハイブリッド授業開始」の連

絡が各学校、次いで家庭にあったが、ハイブリッド

授業の開始日は現場の声を聞くことなく一方的に

決定されたものであった。学校の中にはオンライン

授業に必要となる周辺機材の設置がない学校もあ

り、さらに授業準備、保護者への説明等の十分な

時間が確保されていないなかでの決定に対する教

員たちの戸惑いの声も紹介された。さらに、こうした

トップダウン的に決定される教育行政のあり方のな

かで、小中学校の不登校数や教職員の精神疾患

者が増えていることが語られた。

第２報告は、今井典夫さんによる「地域に根ざす

高校」であり、兵庫県立村岡高校の実践や高校が

ある香美町との連携に関して報告された。村岡高

校は、１学年２クラスの小規模校で、地域に積極的

に関わっていく「地域アウトドアスポーツ類型」が設

置されている。この類型には、学校設定科目「地域

探求Ⅰ・Ⅱ」と「地域学入門」が設けられ、「地域を

知り、地域を研究し、地域に提言する」ことを目標と

している。また、村岡高校における「総合的な探求

の時間」は「村高発地域元気化プロジェクト」と題

し、地域住民との協働で地域課題解決に向けた実

践を３年間通して行っている。報告では、それらの生

徒たちが地域に出て様々な地域住民と出会ったり、

共に地域づくりに参加していくことを通して「地域

に学び、地域と協働し、地域になくてはならない学

校」づくりへ向かう教育実践が紹介された。

また、高校と地域、地域住民とのさまざまな協力

体制の構築や連携についても報告された。村岡高

校は、かつてから香美町の少子化による学級減が

危惧されてきた。それに対し過去には学級数存続

のための請願署名集めがされ、その数は住民の過

半数以上にのぼった。現在でも香美町総合戦略に

おいても「高校存続に向けた入学者数増加の取組

に対する支援」が掲げられている。さらに、地域の
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声を聞き、高校や地域の存続に関する危機感を共

有し議論の場を作るために「村高フォーラム」を20

05年から開催している。

第３報告は、有原陽子さん・川渕誠司さんによる

「高知県四万十市の小規模校を守る共同」であ

る。四万十市では、四万十市立小・中学校（第2

次）再編計画（案）が策定されたが、報告ではまず

その経緯と住民運動の展開について説明された。

四万十市では、再編計画の実体化のために各地

で「保護者対象の説明会」が行われていた。それに

対し、近隣の土佐清水市の強引な中学統合後に学

校が荒れた情報を知り、説明会に参加し統廃合に

危機感や疑問を持った保護者３名を中心に地域で

の反対運動が始まる。それは、土佐清水市の統合

会議議事録の読み合わせを出発点とし、統廃合に

関して様々な意見を交換し合い、学び合う「下田地

区の未来を考える会」として結成されたが、学習を

重ねていくなかで2018年5月には統合反対の方

向性を明確に打ち出した「下田地区の学校を残す

会」に発展していく。そして残す会の活動は、1カ月

で「再編計画の見直し」と「下田中学の存続を求

める」2種類の署名活動に展開し、2444もの署名

を集めるに至った。しかし、中学校の存続を求める

保護者の意思表示を行政は無視しつづけ、4年間、

同じ内容で説明会、アンケートを繰り返し、それが

保護者にとって大きな負担となっていた。

また報告では、下田中統合に反対の声が上がり

続けるなかで発表された、統合後の下田中跡地を

利用する大学誘致計画の問題点についても言及さ

れた。この大学誘致計画は、計画策定の協議過程

を市民には知らせずに進められ、その内容も大学

側の要求により、中学校に隣接する中医学研究所

と下田中学校舎の無償明け渡しと運営費等の赤

字補填などに10億円の市費を投入することとして

いた。協議記録からは、町の子ども・保護者・地域

の声を無視して大学誘致に突き進む姿が浮き彫り

になるものであったという。さらにその後、保護者と

市長の意見交換会があったものの、９月議会では

過半数以上の２０世帯の同意署名のある、統合に

期限を決めない保護者同意案の誓願書は不採択

となり、市長による「合意形成が終了した」との発

言があったことが語られた。

報告後の質疑応答では、まず岐阜県北方町や

山口県、茨城県、埼玉県の他市町村等各地で進め

られている学校統廃合の状況について参加者から

共有していただいた。また、統廃合の議論や運動の

なかで学習の主権者である子どもの姿が見えない

ことや、学校存続の問題は行政と地域とで手を取り

合って考える必要があるが、統廃合ありきで話が進

められ、聞く耳を持ってもらえないことからその難し

さが語られた。

さらに、村岡高校の実践について地域で高校を

支える仕組みに関する質疑応答もあった。そこで

は、報告者である今井さんより、改めて「村を捨てる

学力」を批判的に見直すことが指摘され、地域との

関わりに関しては、地域から要請があってから動く

のではなく、高校側が自ら地域問題にアプローチ

することや地域住民との会議の蓄積、日常的な自

治体キャラバンを通して行政職員とのつながりや草

の根のネットワークを広げていく必要性が語られ

た。

（文責：石山雄貴）
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第５分科会

教師の働き方のゆくえ
【レポート】

問題提起 さいたま地裁10.1判決の問いかけるもの 高橋哲（民研・埼玉大学）

① 埼玉超勤訴訟を通して 田中まさお（埼玉教員超勤訴訟原告）

② 埼玉教員超勤訴訟の法的争点と課題 若生直樹（埼玉教員超勤訴訟原告弁護士）

③ 埼玉教員超勤訴訟を如何に受け止めたか 糀谷陽子（全教中央執行委員）

④ 埼玉県教員超勤訴訟を地域組合は如何に受け止めるか

石垣雅也（全教近江八幡教組）

【世話人】 高橋哲（埼玉大学）勝野正章（東京大学） 【参加人数】 ２１人

本分科会では、埼玉教員超勤訴訟さいたま地裁

判決（2021.10.1）の法的、政策論的、運動論的

及び実践論的な評価を中心に活発な議論が交わ

された。

埼玉教員超勤訴訟
いわゆる「超勤4項目」にあたる教員の時間外

労働は緊急かつやむを得ない必要がある場合に

限って許されるものである。本来、それ以外の時間

外労働は認められていない（労基法32条）。しか

し、この「内容による歯止め」は機能せず、時間外

労働が「自主的・自発的」なものとされて容認され

ているのが現実である。本訴訟は、この事態が労基

法違反であることを訴え、違法な労働の対価もしく

は未払い賃金相当額の損害賠償の支払い（国賠

法1条）を求めて提起された。

原告・田中まさお氏は、毎日11時間を超えて働

いている教員に残業代を支給しない日本の民主主

義・文化レベルの低さを指弾し、この状況を次世代

に引き継いではならないと訴訟を起こした。田中氏

は、「自分の学校だけを良くしても意味がない。教

員の長時間労働という『強制労働』を日本からなく

さなければならない。さいたま地裁判決にはまった

く納得できないが、裁判が始まり、仲間・支援者が

全国に広がっていることが勝訴だと感じている」と

述べた。

なお、原告は結論としていずれの請求も棄却した

さいたま地裁判決を不服として、東京高裁に控訴

を申し立てた。

さいたま地裁判決の意義と問題点
高橋氏と若生氏による報告を基にして、判決の

積極的意義は次の2点にまとめられる。①超勤4項

目以外の業務を労基法上の労働時間として認定し

たこと。②労基法32条の上限を越えて働かせるこ

とが国賠法上の違法となり、損害賠償の対象とな

り得ると明示したこと。さらに、給特法が教育現場

の実情に適合していないのではないかと附言され

たことも意義の一つに加えることができよう。

しかし、判決には看過し難い問題点が残る。職務

の特殊性を理由として、教員の労働は一般の労働

者と同じ厳格な時間管理にはなじまないとし、校長

の注意義務違反を免除している。さらに、不適切な

認定方法を採用して労働時間を過少に認定してい

る。そのため、従来の判例や文部科学省解釈で教

員の「自発的労働」とされてきたものを労基法上の

労働時間として認めたものの、今回のケースでは

違法性を否定する結論となっている。この判決の展



28

開について、高橋氏は「労働時間該当性が前半。

後半は賃金請求、賠償請求の対象となるのかが争

点。前半は勝っていたが、後半急にルールが変わっ

て負けたようなもの」と表現した。

高橋報告では、訴訟運動としての本裁判の意義

にも言及された。国家からの自由を求める「守りの

教育裁判」に対して、本訴訟は国家が本来果たす

べき責任を問う「攻めの教育裁判」であり、日本で

初めての教育財政訴訟であると言える。また、原告

個人の不払い訴訟にとどまらず、同じルールで働く

教員の労働環境を刷新するインパクトを有する教

育政策形成訴訟であると評価できる。若生氏も、全

国的・集団的な訴訟運動、社会運動にしてくいくこ

とが重要であると述べた。

教育運動・実践現場からの報告
糀谷氏、石垣氏からは運動論的、実践論的な観

点からの報告がなされた。

糀谷氏は、さいたま地裁判決が、原告が勤務時

間外に行っている業務について、所定の時間内に

できたはずだと述べていることに対し、全く教師の

仕事・学校の実態に基づかない判断だと指摘した。

また、判決の附言が持つ意味について疑問を呈し

て、全教の給特法改正要求を述べた。「教職員勤

務実態調査2022」を実施して、文科省の「在校等

時間」として認められない教員の業務、勤務の実態

を明らかにし、少人数学級実現、教職員の大幅増

員、管理と競争の教育政策の抜本的見直しを要求

していくという全教の運動方針を報告した。

石垣氏は、教員の自助サークル支援の経験に触

れつつ、地域教職員組合として教員の業務削減に

向けて取り組んできた経緯と成果を中心に報告し

た。その「近江スタイル」と言うべき運動・実践の特

徴は、ピンポイントの質問で若手教員の声を集める

アンケートの実施や教委との交渉結果を組合員、

職場と間をおかず共有するニュース・新聞の発行

にある。こうした活動によって、職場で管理職に法

令違反をさせないことが目指されている。教員の超

過勤務解消に向けて行政、管理職、組合代表が一

堂に会して話し合う場を作ることを要求して、実現

もしてきた。

また石垣氏は、自らの立場は給特法を肯定する

ものではないと断りつつ、さいたま地裁判決には国

が決めたこと以外は教師の仕事として認めず、最

低限の義務的労働に教師の仕事を限定することで

労働時間を削減する論理がうかがえると指摘した。

ワークシートはいらない、教材研究はしない、紙のド

リルはやめようという現在の働き方改革の潮流に

対し、それでは教員の専門的自立労働の削減にな

りかねず、子どものためにはならないのではないか

と疑問を投げかけた。

話し合いの論点
紙幅の制約上、分科会における討論の具体的な

内容は割愛せざるを得ない。以下に示すのは、論点

の一部である。

・教員の勤務の「特殊性」論を本格的に検討する

必要性。特に給特法による包括的評価論（教職調

整額の支給）と労基法との不整合性、空洞化して

いる校外自主研修（権）の問題。

・京都市教組超勤訴訟の先例性をどう位置づけ、

今後の訴訟運動に活かしていくか（1審・2審は、市

教委の勤務時間管理義務、安全配慮義務違反を

認定した）。

・「近江スタイル」による教職員組合運動を可能に

しているものは何か。

・高校では超過勤務が割り振り変更の対象とされ

ているものの、実際には変更できない（休めない）

という現実。また、土日に外部模擬試験業務や補

習の一部を兼職・兼業により行っていることや今後

拡大する部活動の地域化を教員の労働（時間）問

題としてどう考えるか。

・埼玉超勤訴訟に対する地元教職員組合や全教

の姿勢。関連して、教職員組合による交渉は重要だ

が、法律違反をめぐる問題とは区別すべきではな

いかとの意見があった。

（文責：勝野正章）
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第６分科会

ダイバーシティを問う」
【レポート】

問題提起 杉田真衣（民研・東京都立大学）

① 日本における多様性教育の危うさ 池谷壽夫（了徳寺大学）

② 中教審答申の示す「新時代の特別支援教育」とは

佐竹葉子（埼玉県特別支援学校教員）

③ コロナ禍が暴くジェンダー構造と女性差別 蓑輪明子（名城大学)

【世話人】 杉田真衣（民研・東京都立大学） 荒井文昭（民研・東京都立大学）

秦範子（民研・都留文科大学）

【参加人数】 ２７名

問題提起（杉田真衣／東京都立大学）
近年、「ダイバーシティ（多様性）」や「ダイバーシ

ティ&インクルージョン」が謳われるようになってい

る。本分科会では政財界の動向も見据えつつ、「ダ

イバーシティ（多様性）」が障害児教育や女性政策

においてどのように機能しているかなどを検討す

る。

報告1「日本における多様性教育の危

うさ」（池谷壽夫／了徳寺大学）
政財界の文書では、「ダイバーシティ」は第4次

産業革命やSociety 5.0に対する重要な組織戦

略・人材戦略として積極的に位置づけられている。

まるで「多様性」という言葉で理想的な社会が実

現するかのような幻想、「多様性」といえばすべて

のマイノリティの人権が保障されるかのような幻想

を振りまいている。しかし、「ダイバーシティ」や「多

様性」の用語の使われ方には十分に注意しなけれ

ばならない。とりわけ経済界で多用される「ダイバ

ーシティ」とは「あくまで企業が直面する課題解決

の手段」である。この企業が直面する課題解決の

手段が人材戦略であり、その変革の柱が「ダイバ

ーシティ」である。

教育政策における「多様性」概念の原型は、中

教審答申（2013）において既に多様性戦略の基

本的枠組みが形成されていた。中教審答申（201

6）では中教審答申・教育課程企画特別部会によ

る「論点整理」（2015年8月）を受けて「多様性」

概念がさまざまな文脈で登場している。中教審答

申（2021）では、多様性から「多様性と包摂性」

への転換とでも呼べるように多様性の質はさらに

進化する。例えば、「持続可能で多様性と包摂性の

ある社会」は、経団連の「Society 5.0 に向けて

求められる初等中等教育改革 第一次提言」（20

20年7月）にある「多様性を重んじるとともに『誰も

取り残さない教育』(ダイバーシティ&インクルージョ

ン)」を文科省の従来の教育枠組つまり「日本型学

校教育」に落とし込んだものといえる。

以上の検討から、日本型「多様性論」の特徴は、

（1）Society 5.0に向けた企業の人材・組織戦略

としての「多様性」、（2）学びの効率性と生産性を

高めるための「多様性」、（3）思いやりと共感とし

ての「多様性」、（4）協働とワンセット化された「多

様性」であり、このようにみてくると、「多様性」とは、

学校の一元的な構造や権力構造あるいは人権の

無視に対する反省を何ら含まない。むしろ、ねらい

は学びの生産性と効率化を最大限に図り、企業の

競争力を高める、そうした人材育成の戦略の枠内

にある。
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報告2「中教審答申の示す「新時代の
特別支援教育」とは」

（佐竹葉子／埼玉県特別支援学校教員）

中教審答申（2021）の「新時代の特別支援教

育」が示す「特別支援学級で過ごす時間を一定の

時間に満たない者は通級を検討」あるいは「学級

活動や給食等について、可能な限り共に行うことが

必要である」などは、子どもの学びに制限をかける

ものである。こうした背景には特別支援学級の軽

視、その延長線上にある「特別支援教室構想」の

具体化につなげようとする意図がみられる。

ICT教育推進のねらいには、教職員を増やさずI

CTで対応することが期待されている。しかし、ICT・

遠隔技術の活用の前に先ずはすべての学校に通

級指導の担当者を配置することが求められる。通

学困難な子どもの訪問教育についても有識者会

議の「報告」（2021年1月）では「ICTを活用した

遠隔教育を組み合わせた指導」とあるが、障害の

重い子どもの学びをICT活用で補うことは現実的

ではない。

教育内容・方法についても影響が危惧される。G

IGAスクール構想により特別支援学校でも「1人1

台端末」が配備され、「機器があるからそれを使っ

た授業をしなければならない」という本末転倒なこ

とが起きている。

教師の専門性については、「障害の理解」や「技

術の獲得」に偏っていて「子どもを理解する」という

視点がない。学級編制などの条件整備には触れ

ず、教員のさらなる努力を求めている。

一方、今回の答申において現場の教員の要求と

運動を反映したものとしては、特別支援学校の設

置基準策定、寄宿舎の教育的意義、医療的ケアの

充実、看護師を法令上位置づけたことが挙げられ

る。但し、国が示した設置基準案では児童生徒数

の上限は示されず、面積規定は現在の過密な状態

を容認するような数値が示された。明記された特別

教室は、図書室、自立活動室のみ、教員数も実態

に合っておらず、通学時間の上限規程もない。既存

校の過大・過密の解消を含め、今後も教育環境の

改善要求をしていかなければならない。

報告3「コロナ禍が暴くジェンダー構造

と女性差別」 （蓑輪明子／名城大学)

コロナ禍で起きた労働問題は女性・非正規雇用

労働者ほど深刻である。N H Kが労働政策研究・

研修機構と共同で行った調査によれば、休業・時

短・解雇などの雇用状況変化は女性26.3%に対

して男性18.7%、非正規33%に対して正規16.7

%であった。自ら離職した子育て世代の女性の14.

5%（全体では3%）が子どもの休校などを離職理

由に挙げている。休業手当未払いも女性・非正規

に多い。非正規は雇用保障・社会保険政策体系か

らも排除されており、休業手当の保障外という事業

者の認識に起因すると考えられる。

コロナ禍で生じた諸問題は、雇用保障政策から

の非正規の排除、家庭でのケアへの配慮なき休校

・休園措置、エッセンシャルワーカーへの措置のな

さが問題の要因として挙げられるが、背景には社

会・経済の担い手としての女性蔑視、すなわちジェ

ンダー視点の欠如がある。

日本の労働市場における女性の割合は2000年

が40%、2019年は45.3％である。この20年欧米

に比べ労働力化が遅れていた子育て世代の女性

の労働力化が進んだことにも注目したい。特に、医

療・福祉、卸売・小売、宿泊・飲食サービス業は女

性労働者の比率が高い。しかし、非正規雇用比率

（2019年）は男性22.8%に対し女性56%で女性

・非正規が倍以上である。賃金は正規・非正規とも

に依然としてジェンダー格差があり、女性の正規雇

用者のうち年収300万未満が48.2%である。有期

雇用が52.3%で雇用の不安定さという問題もあ

る。

議論とまとめ
日本における多様性論は、障害児教育も女性政

策も人材育成戦略の枠内で活躍することに主眼が
．．．．．．

置かれ、議論されている。ダイバーシティ・多様性の
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理念は、新自由主義的政策と分かちがたく結びつ

いているにとどまらず、コロナ以前より日本の社会

構造が差別・不平等を生み出し続けてきた事実へ

と人々が目を向けることを阻んでいる。そのようなな

かで私たちはいかにして教育の市場化の動きに対

抗し、「多様性」の真の尊重を実現し得るかという

ことを、人権、福祉と教育、生活と教育、ケア、共同、

自治といった視点から議論した。

文責：秦範子

2021年12月27日 しんぶん赤旗

2021年12月26日 しんぶん赤旗
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