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長崎高教組

定通部だより

全国定通教育学習交流集会 in大阪
希望をつむぐ定通教育 ～すべての生徒に手づくりのあたたかさを～

・日 程 2018年7月27日(金)～29日(日)

・会 場 アウィーナ大阪 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町19-12

・本県参加者 濱本 功二（佐世保中央夜間）、山本 朋子（佐世保中央通信）、烏山 隆弘（鳴滝夜間） 計３名

全国の定時制・通信制高校に通学する生徒たちが抱える課題や指導実践例等の情報を交換・共有しま

した。集会には、教諭・養護教諭の他、生徒、保護者、ＳＳＷ、ＳＣ、ＮＰＯ関係者等が参加し交流を

深めました。

１ 講 演 『子ども・若者の貧困と生活保護 ～私たちにできること～』

吉永 純さん （花園大学社会福祉学部教授）

貧困の拡大が進む中、その人らしい人生

を保障するために社会保障や公的扶助の役

割が問われている。子どもや若者の貧困の

現状と特徴、対策や支援のあり方について

講演。福祉事務所での現場経験を生かした

利用者本位の生活保護制度の構築を研究。 吉永さん

２ 分科会 ① 定時制生徒の健康と夜間給食問題 ② 生徒指導は誰のため、何のため？

③ 日本語を母語としない生徒への対応

第３分科会概要：特例措置等で入学はさせるものの、具体的支援は学校に丸投げする自治体が多い。

①在籍状況……支援スタッフがいる学校に集めたり、入試枠を設定している自治体や学校もある。

②教員の加配……中国帰国子女対応等、加配する自治体がある。（外国人生徒教育支援員（愛知））

③教員以外の支援体制……あっても常駐でない場合が多く、他支援と同じくくりで配置。支援方法

も自治体や学校ごとに様々。（高校生活支援相談員（長野）、多文化支援員（埼玉）、通級担当支援員、教

育サポーター、多言語学習支援員、学習支援員、外国人児童生徒適応指導員等、学習から生活まで様々）

④支援の具体的内容……取り出し指導、ＴＴ、考査問題にふりがな、授業中の翻訳機使用許可、英

語教員による英語を通しての通訳、国語の考査を別問題（「日本語基礎」学校設定科目）等。

今後ますます増加・多国籍化することが予想されるこの問題について、行政としての十分な対策と支

援が急務であることが確認されました。

中島みゆき/♪糸 のメロディーにのせて第３分科会

♪ 学校が楽(らく)したいだけだよ～ 高校生フォーラム
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３ 高校生フォーラム 群馬～大阪の高校生＆卒業生７名参加

①定通制入学の経緯、②定通制の魅力、③今頑張っていること、④好きな先生・嫌いな先生、⑤ピア

スや髪染め、⑥将来の夢等について意見交換。この場だからこそ言える高校生の本音の部分を聞くこと

ができました。「生徒の話を聞かず、一方的に進められていく授業は、授業と呼びたくない」「偏見でも

のを言う先生とは関わりたくないから無視する」「注射針で穴を開け、血も結構出るが、その時気分が

ス～っとする。ピアスは承認欲求かも…」「電車に乗ってても周りの視線が気になっていたが、髪を染

めて別の自分になれた時に自信が出た。変身願望ですかね…」

４ 特別報告 『朝の高校に「サードプレイス」はある ～西成高校「モーニングカフェ」スタート！～』
田中 俊英さん（一般社団法人 office ドーナツトーク代表）

サードプレイスとは、コミュニティにおいて、自宅や職場とは隔離された心地

のよい第３の居場所。本当に来てほしい貧困コア層は、子ども食堂に来ないと田

中さんは言う。不登校や中退の予防につながった高校内居場所カフェの取り組み

を紹介。中退率１０％超の学校で、カフェ利用者の中退率は１～２％。ＴＢＳ系ド

田中さん

キュメンタリー番組「映像 '１４」の中で、利用生徒はカフェのことを「教室に
いたらドンヨリしてるけど、（ここは）心が晴れる場所」「みんなが笑顔になれる場

所」と言う。ドーナツトークは、平成２９年度「内閣府 子供と家族・若者応援団表彰 内閣特命担当大

臣表彰」受賞。田中さんは子ども若者支援専門委員（内閣府･広島県･川西市･大阪市他）も務める。

５ ＳＳＷの部屋
三木 泉さん（大阪府立春日丘高校定時制･大阪府立長吉高校）

加藤 直人さん（京都府立朱雀高校定時制･南丹市立園部中学校）

松本 喜美江さん（公立高校５校 (大阪府４･和歌山県１)･田辺市立小中学校）

菅谷 保孝さん（全教定通部副部長）コーディネーター ＳＳＷの部屋

♪ル～ルル ルルル ｢徹子の部屋のテーマ｣でオープニング。社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉

士等の資格保有のＳＳＷ３名が「学校の常識は社会の非常識」をテーマに本音トーク。家庭訪問や電話

連絡等、教員がよかれと思ってやっていることが、相手にとっては逆によくない場合がある。関係性も考

えずにタイミングを無視した一方的な熱心さは、相手に何も響かない。「支援臭」を漂わせると、相手は

心を閉ざす。本当に効果的な方法を模索するために、支援スタッフから担任を外す場合もあり得る。

６ パネルディスカッション 『学校と社会をつなぐ』
東海林 智さん（毎日新聞新潟支局長）

高橋 英之さん（大阪府労働部雇用促進室課長補佐）

清水 功さん（全教定通部副部長）

中塚 久美子さん（朝日新聞大阪支社生活文化部記者）コーディネーター
「学校と社会をつなぐ」

学校・行政・雇用現場という異なる視点から、会場の参加者とともにテーマについてその方策を模索

しました。

東海林さん：安倍政権は、雇用契約によらない働き方（フリーランス）を拡大しようとしている。労働

時間を切り売りする「自由な」「多様な」「柔軟な」働き方は両刃の剣。企業側も労働者を自由に多様

に柔軟に雇用できることを意味する。労働基準法に基づいた雇用契約を分離して個人の時間をバラバ

ラにしていく実態の裏に潜む危険については一切触れられてない。ターゲットとなる若年層を守るた

めに、高校でも労働法の学習を本気で行わなければならないと訴えてきたが、今回の高校生フォーラ

ムでの彼らの発言には、思いが届いたようで感動した。

高橋さん：｢仕事フィールド｣でキャリアカウンセリング等の就労支援。履歴書記入や模擬面接等も。

清水さん：４分野１４社の企業が教室内にブースを開いた模擬会社説明会。就職に対する生徒の意識が

高まり、結果的に企業開拓にも。企業側からも高評価。
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2018年度 全教定通部定期総会
・日 程 2018年7月27日(金)

・会 場 アウィーナ大阪 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町19-12

・本県出席者 濱本 功二（全教定通部部長・佐世保中央夜間）、 烏山 隆弘（代議員・鳴滝夜間）

山本 朋子（佐世保中央通信） 計３名

2017 年度経過・決算報告後、2018 年度活動方針・予算案を承認。昨年１１月行われた文科省交渉におけ
る重点要求項目（Ⅰ就学支援金、Ⅱ奨学給付金、Ⅲ完全給食）に対する回答は以下のとおりです。

重点要求Ⅰ（就学支援金）

憲法が保障する教育の機会均等を実現するために、国の責任で全ての高校生の授業料を不徴収にし、「高

校無償化」を復活すること。これが実現するまでは、現在進められている就学支援金制度の３年経過後の見

直しの状況を明らかにしたうえで、下記３項目の速やかな実現を求める。

① 定時制・通信制の高校生には事務手続きを省略して全ての生徒に就学支援金を支給すること。

② 標準修業年数超えても就学支援金の対象とし、また、単位登録料制の単位制高校の７４単位、年間３０

単位の上限を緩和すること。

③ 徴収した授業料のすべてを公立高校の生徒の修学支援に充てること。

文科省の回答

① 平成３１年４月より、現在の課税証明による申請でなく、マイナンバーに対応する申請システムを導入

する予定。これによって、４月入学時に一度申請書を出してもらえれば卒業まで継続できるようになり、

申請手続きの負担を減らすことができる。

② 一定の期間に支援を受けられる就学支援金の総額の均衡の関係と、長く在籍する生徒に無制限に公費を

支出することのないように上限が必要。ただ、この範囲と支給期間については、有識者会議の論点とし

て上がっている。

③ 昨年１１月に、予算のうち１４億円が高校以外の使途に回っているのではないかと指摘を受けたが、平

成２９年度についてはそういう事態はなく、適切に支援にあてられている。

重点要求Ⅱ（奨学給付金）

経済的事情により修学が困難な生徒の教育を受ける権利を保障するため、教育予算を増やした上で、返済

不要の高校生向けの給付型奨学金を創設すること。これが実現するまでは、下記項目を早急に実現すること。

①「奨学のための給付金」の手続きを簡略化するとともに、早期に給付できるようにすること。中学までに

就学援助を受けていた生徒については、高校入学時にすみやかな給付ができるようにすること。

②「奨学のための給付金」に支給要件において、未婚の一人親が不利にならないようにすること。

③「奨学のための給付金」の給付額を増やすとともに、段階的支給などにより、今まで以上に多くの生徒が

受給できるようにすること。

文科省の回答

① できる限り早い時期に給付できるよう努めており、極力年内に給付できるようにしている。申請には直

近の課税証明書を用いて確認しているため、中学時に就学援助を受けている生徒に対し、高校入学時に

直ちに給付することは難しい。

② 生活保護家庭または保護者が非課税である場合は全員対象にしており、未婚で一人親であることが直ち

に不利になることはない。

③ 平成３０年度の概算要求で、第１子への増額と、第２子と判定する基準をこれまでの「１５歳以上２３

歳未満の兄弟姉妹がいる場合」から「１２歳以上２３歳未満」へ拡大することを盛り込んでいる。
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重点要求Ⅲ（完全給食）

生徒の学習・通学条件などを改善するために、各教育委員会が以下の施策を実施できるよう指導・援助す

ること。

① すべての定時制・通信制において完全給食を保障すること。完全給食制度は、民間委託ではなく自校調

理方式とし、給食調理員を民間委託化しないこと。

② 補食給食制度を完全給食制度に切り替えること。

文科省の回答

夜間給食は、学校設置者が地域の実情に応じて適切に判断する事柄だと認識している。完全給食および自校

調理等、どのような方式で実施するかも学校設置者が地域の実情に応じて適切に判断することだと認識している。

役員改選において、佐世保中央定時制夜間部の濱本先生が全教定通部事務局次

長から、今年度新たに部長に選出されたことが報告され、拍手で承認されました。

討議の柱を３本（①特別支援（通級、日本語を母語としない生徒等）、②貧困（生

活保護、就学支援金、奨学給付金等）、③統廃合）に設定し、関連する問題（就労

や勤務条件、人事等）についても各道府県から報告されました。討論の中で、本

県からは佐世保中央高校夜間部に新設されたエンカレッジコースが抱える多くの
全教定通部 濱本部長

問題点について報告しました。

参加者の感想

山本 朋子 （佐世保中央通信）

2015年度は京都、2017年度は富山、そして
今年は大阪で開催された全国定通教育学習交
流集会に参加させていただきました。3回目と
なる今回も、ピリッと刺激的な内容に、曲がり
かけていた背筋が伸びるような気がしました。

★分科会「日本語を母語としない生徒への対
応」での各高校や自治体のとりくみの報告、

★学校内にカフェをつくる、「居場所カフェの
とりくみ」の報告、

★講演「こども・若者の貧困と生活保護」や、
「社会と学校をつなぐ」をテーマとしたパネ
ルディスカッション

の3つが特に強く印象に残りました。私たち教
師に、まだまだ生徒のためにできることがた
くさんあるとの思いが沸き起こってきました。

次年度もぜひ参加したいと思うと同時に、
いや、若い先生たちにこそぜひ参加していた
だきたいと思います。

烏山 隆弘 （鳴滝夜間）

大阪の小西さんは「憲法や法律で規定され

ていて、当然行使できるはずの権利が今、目

標になりつつある」と厳しい現状を分析。そ

の中にあって「生きる術を教えるのが、私た

ち教師の仕事」と北海道の新保さんが方向性

を明示。新潟の東海林さんは今集会を「希望

のありかをここに見た!!」と熱く講評。酷暑と
異例の西進台風の中、全国の仲間と情報を共

有し交流を深めた３日間となりました。

濱本 功二 （佐世保中央夜間）

７月末に定通部の全国学習交流集会に参加し

てきました。今回も子どもや若者の貧困問題に

ついての講演、高校の中に第３の居場所「高校

内居場所カフェ」を作った実践報告、高校生フ

ォーラムなど盛り沢山の内容でした。

その中で夜間定時制の給食問題についての分

科会に参加しましたが、大阪の和泉総合高校か

ら定時制の生徒の食生活の実態が紹介され、食

生活が体格と密接に関係しており、改めて給食

の大切さを実感しました。また、宮城の貞山高

校からは、夜間課程を置く高校における学校給

食に関する法律の紹介の後、給食時間の設定に

ついての取り組みや調理員さんの給料、栄養教

諭には定通手当が出ないということなどが報告

され、給食問題に取り組んでいく必要性を痛感

しました。

本県からの参加者

中国･四国･九州ブロック
定通部学習交流集会のお知らせ

11月10日 (土)～11日 (日)
佐賀で学習と交流を深めましょう!!


