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令和２年度第１回奈良県社会教育委員会議【議事概要】 

日 時：令和２年１１月１８日（水）１４：００～１６：００ 

会 場：奈良市ならまちセンター ３階 会議室 

 

案件(1) 奈良県における社会教育の現況について 

 

発 言 内 容 

※ 副議長によるファシリテートで議論を進行 

［副議長］ 

「奈良県における社会教育の現況について」説明があった。社会教育調査結果に基づいて、デ

ータが整理された。まずは、これらについて質問等があれば出してほしい。 

県民の 6.2％の方が、講座を受けられているとのことだが、この傾向は以前から続いているの

か。 

［事務局］ 

今回は平成 30年調査の数値しか整理していない。それ以前の分も調べさせていただく。 

［副議長］ 

文部科学省から都道府県・市町村に、社会教育調査の依頼がくる。この調査は、基本的に行政社

会教育が行っている内容についてである。民間の講習もあり、社会教育の線引きが難しい。 

6.2％という数字は、奈良県では行政が行っている社会教育講座に、県民の方が多く参加してい

るということで、１つの指標になる。ただ、他の府県の参加数が少ないのは、社会教育に関する民

間活動が多くあるのかもしれない。 

6.2％の話があった。ここにある項目はすべて大切で、すべてに取り組まなければと思う。その

中で芸術・文化というのは、どの項目に入るのか。奈良県は、地域性もあって、南の方に住んでい

ると展覧会等を観る機会がない。人口の多い奈良市で、県の展覧会等が開催されているが、南部

では、遠いことと高齢化の問題等もあり、機会が大変少なくなる。 

今年のようにコロナで自粛になると、近くで、社会教育分野でできることはないのかと思う。そ

の意味で「芸術文化」はどの項目に入るのかなと思った。芸術は絵画だけではなく、音楽や俳句や

俳画もあり、わかる範囲で教えてほしい。 

最初に社会教育調査には７つの調査があるとの説明だったが、芸術文化の関係で、どういう調

査があるのか。もう一度教えていただきたい。 

［事務局］ 

社会教育調査には「博物館調査」があり、そちらでとられている統計もある。質問のあった芸術

については、「趣味・稽古事」の中で「美術実技」「絵画・版画・彫刻等」「手工芸・陶芸」「工作・

模型」「ダンス」等を数えることになっている。社会教育調査には、「社会教育行政」「公民館」「博

物館」「青少年教育施設」「女性教育施設」「体育施設」「劇場・音楽堂」の各調査票がある。 
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［副議長］ 

絵画を観にいくというのは、「博物館調査」で、美術館にどれくらいの人が年間行っているのか

等を調べている。奈良県は博物館がけっこう多い。全体の博物館の中で、美術館が占める割合も

出ており、行政社会教育調査と多少違うかもしれないが、全体としては同じような傾向ではない

か。 

資料を見ると、家庭教育・家庭生活にかかわる学級・講座の開設数が格段に多い。背景にある奈

良県的な特徴について、事務局の考えを聞きたい。 

子どものいる家庭にかかるストレスが非常に大きい。ＰＴＡで調べると、一人親家庭の割合が

20％から 25％。ワンオペ育児になっているか、あるいはブランクのある祖父母にみてもらう育児

になっている。子どもの中では、発達障害の子が増えたり、習いごとが沢山あったり、学校の授業

が今年は特に過密になっていたりと、子どものいる家庭にストレスが集中している。それは他の

県も同じかもしれないが、奈良県は特に、核家族化が全国的に見ても高い特徴がある。それが影

響しているのかと思ったのだが、どうだろうか。 

［事務局］ 

従来から奈良県は、家庭教育を大事にしてきた。家庭教育の支援講師という講師集団をもって

おり、「家庭教育の日」も設定されている。 

教育研究所には就学前教育や家庭教育等を扱う家庭教育係があり、県教育委員会では、20 年く

らい前から家庭教育を大事にしてきた。その伝統が家庭教育講座の多さにつながっているのでは

ないか。いろいろな家庭に対する支援の必要があり、講座が維持され開催することが大切にされ

ていると考えている。 

奈良県の良き伝統が反映されているということで、大変心強く思った。 

ＰＴＡで家庭教育学級を実施しようとすると多くの要求が出てくる。その時に頼りになるのが

行政・教育委員会、そして学校。「こういう講座がある」「こういう講師がいる」について紹介して

いただくと、本当に困っている家庭に救いが差し伸べられることになる。 

先ほどの数値は、家庭教育学級での講座も含まれているのか。家庭教育が熱心だということだ

が、私も家庭教育学級にずっとかかわってきた。地域ごと・小学校ごとに家庭教育学級があり、わ

ずかの予算がついて、どこでもやっていただいている。そうした勉強会の数字は入っているのか。 

［事務局］ 

この調査は、市町村がオンラインで報告するもので、県は取りまとめておらず、詳細はわからな

い。ただ、「家庭教育・家庭生活」で集計する項目が例示されており、「育児・保育・しつけ」「暮

らしの知恵・技術」「読書・読み聞かせ」「生活体験・異年齢交流」「健康・生活習慣予防・薬品」

「料理・食品、食生活」「年中行事・冠婚葬祭」「介護・看護」「生活設計・ライフプラン」「安全、

災害対策」「洋裁・和裁・編み物・着付け」「園芸」及び「その他」が挙げられている。 

それはいつ頃決まったものなのか。例えば昭和 35年頃とか。すごく前の話のように思う。 

［事務局］ 

前回の、平成 30年の社会教育調査の説明事項を紹介した。 
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社会教育主事とか社会教育の話をしているのだが。児童館や公民館で、今出ていたような項目

のことをしなさいということなのか。 

［事務局］ 

しなさいではなくて、統計に入れられるということ。 

家庭教育では、育児等の内容を家庭教育準備講座として実施してきた。母親・育児に関する内容

が多かった。予算がついて学校で家庭教育学級ということになると市町村は数えていると思う。 

［副議長］ 

社会教育調査は、昭和 30年から、３年に一度くらいのペースで継続的に行われている。分類の

仕方は多少変わってきているが、基本的にこの形で繰り返し実施されている。 

文科省から都道府県・市町村教育委員会にこの調査依頼がある。教育委員会事務局が行ってい

る事業も公民館が行っている事業も含む。 

［事務局］ 

「家庭生活」が入っており幅広くなる。「家庭教育」だけならもう少し絞れるのではないか。 

この時代、社会教育の分野も広がり、どうしたら良いかを皆さんと話し合う場だということを

実感した。 

［副議長］ 

社会教育の現場では、指定管理者でもこうした講座をしている。この奈良県全体の比率と指定

管理者が行っている講座の比率と、直感的でかまわない、どんな感じだろうか。 

公民館では実際生活に即する学びが市民から求められ、職員側にもそういう学びを提供したい

思いがある。衣食住等日々の暮らしにかかわる講座への関心・問題意識が高く、身近な課題が取

り組みやすい。家庭生活が家庭教育と同じ分野に含まれるとなると、やはり比率としては大きく

なる。 

［副議長］ 

親になるための教育から、男の料理教室までが、この分野に入っており、非常に幅広い数字に

なっている。 

社会教育職員の数は減り続けており、下げ止まり感があるのかも知れないが、Ｖ字回復するこ

とは想像できない。次の調査を待ちたい。また、社会教育職員といっても、その中に社会教育主事

をどれだけ任用しているかとか、いくつかの視点で見方は分かれると思う。 

「社会教育調査」は、国が行っている社会教育の調査で、教育機会を提供している側の調査で

あった。一方、「生涯学習世論調査」がある。こちらは、学習者の側に、学習の提供元に関係なく

「あなたは１年間でどんな学習をしましたか」とたずねる調査になっている。「生涯学習世論調査」

では、市民がどんな内容に関心をもって学習に取り組んでいるのかがわかり、「社会教育調査」で

は、市民が必要としている学習内容を行政がどれくらい提供しており、職員がどの程度かかわっ

ているのかがわかるようになっている。 

社会教育で、多くの講座が行われてきたが、このコロナ禍において同じことができるかという

と、それは無理だと思う。何を優先してやっていくかを考えなければならない。 

社会的に立場の弱い人も含め支援していくことを考えると、そういう人たちに参加してもらえ
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る日常的なこと、例えば宿題しに来て良いとか、お母さんもついてきて良いよとかいうところか

ら始めなければ。 

年配者は、公民館に行くのが好きで、子どもに紙芝居を読んだり、本を読んだりしてあげるこ

ともできる。親子が家にこもっていては、煮詰まってＤＶが起きたり、虐待が起きたりすること

もある。子どもたちの息抜き・お母さんの息抜きができる他、「こんにちは」と声をかけて誰かと

接することができる。それが身近な公民館や児童館であればと思う。今、問題を抱えている子た

ちに、社会教育として何が提供できるかということを考えられたらと思う。当然、コロナ禍での

工夫、配慮が求められるが。 

［副議長］ 

社会教育調査は文部科学省が行っており、厚労省所管の児童館等が外れている可能性がある。

ＮＰＯや子ども食堂の活動は普及しているが、ここにはデータとしては上がってこない。よって、

この調査からは、教育委員会の行っている社会教育がどこに注力しているのかがわかる。 

委員の発言は、とても大切なこと。社会教育もそういうことをしているし、保健部局や厚生労

働系の部局が、学習機会を提供していることもある。先ほどの分類も時代ごとに少しずつ変わっ

てきたことを伝えたが、この分類表の中で比較的新しいのは「市民意識・社会連帯意識」と「指導

者の養成」。「市民意識・社会連帯意識」は昭和 50年調査から、「指導者の養成」は平成 20年調査

から加えられた。 

この会議体は社会教育委員会議なので、奈良県の社会教育行政として、これからどこに注力し

ていくのかを考えねばならない。行政社会教育に積極的に参加してくださいという声をかけると

共に、学習機会の提供は行政社会教育に限定されないので、ＮＰＯを育てるとか、違う部局でや

っていることを見通していく等。 

奈良県では、伝統的に家庭教育に注力してきたということが、確認された。いろいろな学習が

あるのを７つの項目ごとに分けると、大きな流れとしての傾向が見えてくる。今回出されたデー

タは、そういう数字だと考えている。 

ＯＥＣＤの調査で、日本は成人教育予算が少ないと言われる。教育委員会で社会教育がやって

いる事業と、それ以外のところで社会教育に似た学習機会の提供というのもあり、なかなか一概

に言えない。社会教育予算も比較が難しい。都道府県によっては、青少年部局が担っており、そこ

が首長部局となれば社会教育予算にならない。 

どこの都道府県も市町村も同じだが、社会教育委員会議で頭を悩ますのが、社会教育に限定し

て考えるのか、幅広く生涯学習という視点から見るべきなのかという点。ただ、教育委員会が所

管する社会教育委員会議であり、教育的視点で県としてはどういう方針をつくっていくのかがこ

の会議のテーマになる。 

社会教育主事というのは社会教育法に定められた資格で、「教育委員会に社会教育主事を置く」

となっている。教育委員会で社会教育主事の任用をされた時に数える。大学や主事講習で必要な

単位を取得して、かつ教育委員会に勤めており、任用されたら「社会教育主事」になる。その任用

数が減ってきているというのがこれまでの流れであった。 

一方、「社会教育主事」という任用資格から、「社会教育士」という資格に変わった。任用資格を

もっていれば、行政の外で「社会教育士」を名乗っても良いという変更。行政の中では社会教育主

事という名称は、継続される。今後どう展開していくのかについては、まだ見えてこない。 
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県ＰＴＡ協議会は、小学校・中学校の保護者を対象として、スマホですぐに答えられる形式で、

コロナ禍でどんな困りごとがあるかのアンケート調査を行った。およそ１万件の回答があり、一

番多かったのは、「突然の一斉休校で勉強についていけているかが心配」という内容で、約６割あ

った。他には、休校が続いたことで、体重が増えたり減ったり、視力が低下する等、生活リズムが

狂ったことによる弊害が数多くあった。学校が始まってからの困りごとで一番多かったのは、「学

校での子どもの様子を知りたい」という内容。参観も運動会もない中で、保護者は不安を感じて

いる。 

広義の社会教育として、子どもの人権や教育の保障も視野に入れる必要があると思う。 

自由記述の項目の中で、３５００人の方が、何らかのコメントを書いてくれた。多かったのが、

「家庭にいる時間が長くてけんかが絶えない」等で、改めて学校の存在の大きさを実感した。 

また、行事が中止になる時に、子どもの声が聞いてもらえていないことが気になった。修学旅

行の行き先についても、広島に行くことを楽しみにしていたのに、近場の日帰り旅行になって、

これなら近くの公園でもできるという声があった。児童・生徒といえども、人権の主体として扱

われていないのではということが気になった。 

高校・中学校の校則について、１つ話題提供させていただく。頭髪について、ツーブロック禁止

が東京で話題になった。ファッションは自己表現で、一概に指導・禁止するのはどうなのかとい

う議論だった。これは以前、奈良県議会でも議論になり、「地毛証明書」の提出を求めている学校

が 15校あるということだった。来年から私の校区の中学校もブレザーになり、スカートとズボン

が選べることとなったが、トランスジェンダーの人が入学してくることもあり、急遽の制服変更

だった。ジェンダー平等の時代で、今後、そうしたことも意識しなければと思う。 

［副議長］ 

案件１では、全国と比べた奈良県の社会教育の現状についてのデータを示してもらった。今の

話のように、社会教育と学校教育は切っても切れない関係になっている。 

子どものことになると、社会教育も学校抜きには考えられない。学校教育の話題もここでは必

要になってくる。また、人権という視点からすると多くの課題がある。次に、学校も含めて、社会

教育の事業を奈良県としてどのように展開しているのかについて掘り下げていきたい。 

 

案件(2) 奈良県における社会教育事業について 

 

［副議長］ 

今、奈良県の社会教育事業について報告があった。 

県の社会教育は広域の事業になる。よって、県内社会教育関係者の研修だったり、県内の社会

教育関係者が情報交換をするような場の設定であったりが、基本的な県の仕事。具体的な取組と

しては、学校とのパートナーシップ事業。これも基本的には市町村が設置するので、市町村にパ

ートナーシップ事業やコミュニティスクールを勧めていくことが仕事になる。県立学校は直営で

あり、県立の高等学校にもコミュニティスクールは必要。 

一方、県民歴史講座。これは同和問題関係史料センターが独自に展開している事業になる。 
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奈良県社会教育委員連絡協議会は全市町村加盟ということだったが、資料「各市町村の社会教

育委員会議について」から社会教育委員の置かれていない自治体が１つあることがわかる。社会

教育委員会議は「置くことができる」で必置ではないので、こういう自治体もあるとは思う。 

この自治体は社会教育委員を置いていないが、社会教育委員連絡協議会には入っているという

ことで良いのか。研修会等には来られているのか。 

［事務局］ 

研修会等には、社会教育担当職員の方と、教育長や教育次長、また担当課長が参加されている。 

補足になるが、平成 30 年の調査ではこの時は置かれていない自治体は「１」だったが、今は

「２」、１町１村に社会教育委員が置かれていない状況。 

県として、「置くように」という助言というのか、そういう働きかけはできないのか。 

［事務局］ 

先ほどあったように「置くことができる」なので、是非とも置いてくださいとはなかなか言い

づらい。ただ、市町村の社会教育委員が青少年の教育活動について助言できるということについ

て、御理解いただけていない市町村があることもわかってきた。 

また、社会教育委員の独任制ということが浸透せず、活躍の場を狭く理解しているとも感じて

いる。そのあたりを広報していきたい。 

社会教育委員は何をするのだろうと思っている自治体もあるのではないか。社会教育委員は会

議を開いて、市町村の社会教育に関して教育委員会の諮問を受けて意見を述べるという、とても

重要な役割を担っている。社会教育委員の役割について、県でも市町村に伝えるような機会をつ

くっていただきたい。 

［副議長］ 

社会教育委員は、独任制と言われており、一人ひとりが社会教育委員として動ける。会議体と

して設置されているわけではない。 

教育委員会は、教育委員がいて、会議体で物事を決定する仕組みになっているが、社会教育委

員は、一人ひとりが委員として、地域で社会教育のことについて活動できる。その人たちが年に

何回か集まって議論しましょうというのが、社会教育委員会議。 

事務局からの説明にあったように、青少年に対して指導助言できるというのは、独任制で、「社

会教育委員」という自覚をもち、地域の青少年に指導できるという仕事が１つあるということ。 

また、地方自治体が社会教育関係団体に補助金を出す場合、その補助金を認めるかどうかを教

育委員会に進言するのが、社会教育委員会議の役割。これは社会教育委員会議でなければならな

いわけではなく、生涯学習審議会等の違う名称の会議体を自治体がもっていれば、そこがやって

も良い。 

社会教育委員の置かれていないところが、１つから２つになっていることについて、今後そう

いう傾向になっていくのではと心配している。 

昨年度の会議で、県としては社会教育主事も含めて、必要性を感じて社会教育を振興していこ

うという思いをもっていることを強く感じて、期待をもった。こういう機運の時に盛り上げて行

けたら良い。 
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資料の１枚目に、社会教育職員の数と主事発令者や有資格者の数が挙げられている。経年比較

を見ると、兼任が減ってその分専任が少し増えているが、それよりも非常勤がとても多くなって

いる。専任・兼任の違いとか、その違いから発生する課題であるとか。どういう分析をするのか。 

また、専任・兼任と非常勤という区分になっているが、専任・兼任は常勤で、それ以外は非常勤

と読むのか。専任が常勤で兼任が非常勤なのか。どう読み解いたら良いのか。このあたりを聞か

せてほしい。 

［副議長］ 

普通に考えたら、専任としての常勤職員が社会教育主事として任用されるのが良い。ただ、社

会教育の置かれている状況を考え、ネットワーク行政を広めるなら、教育委員会の中だけに専任

の社会教育担当職員がいるのではなく、違う形の行政手法もあり得る。一概に専任でないといけ

ないとは言えないが、主管する人が専任でいることに意味はある。その立場の人が、どういう仕

事を担うために置かれているのかという点で、行政の立ち位置がわかる。 

［事務局］ 

小さい自治体では、社会教育主事の資格をもった職員が他の部局に行く可能性もあり、その時

には社会教育主事の資格を活用するため教育委員会を兼務させることができるのではないか。 

兼務は、社会教育の仕事に専念するのではなくて、他の仕事もしながら社会教育主事の仕事も

するということ。それは首長部局と教育委員会の場合も、教育委員会内部で兼務することもある。 

社会教育主事を兼務させるという場合と、非常勤でその職務のみをやっていただく方を置く場

合があるのでは。例えば、社会教育主事の任用資格をもつ退職者がおられたら、非常勤で社会教

育主事を置くという形。 

［副議長］ 

社会教育はとても幅広くなっている。社会教育的な事業を、他の部局でも行っているとすれば、

それは社会教育主事が教育委員会の中だけでしか仕事ができないよりは、外に出た方が良い場合

もある。 

［事務局］ 

社会教育調査では、専任は「常勤の職員として発令されているもの」、兼任は「社会教育の担当

の課または社会体育担当の課以外の常勤の職員で兼任発令されているもの」となっている。した

がって、兼任として数えられているのは常勤職員ということになる。 

［副議長］ 

大阪市では、以前社会教育主事を別枠で採用していた時期があり、社会教育主事の資格をもっ

た職員が数十人いる。今は違う部署に配属にされたりしているが、社会教育の知識をもった職員

が、例えば水道局にいて、多くの市民とかかわれば、それは効果あることだと考える。専任が置か

れているかどうかは１つの指標だが、それだけで社会教育の評価はできない。ただ、大学で社会

教育主事の養成を担当していることからすると、社会教育主事を任用してもらい、その人たちが

地域に貢献する仕事をしているというのが理想ではある。 

社会教育委員には、会議体として、社会教育関係団体への補助金を決定する機能があると言っ

た。それは社会教育委員会議でなくても良いと法が改正され、別に社会教育委員を置く必要がな

くなったというのも１つある。 



 8 / 10 

 

社会教育関係団体への補助金を出せる財政的余裕がある自治体と、そうでない自治体とが出て

くると、資金力による社会教育の変化があり、一方で民間の人がＮＰＯを作って動くことで、社

会教育を支えるという傾向もある。こうした行政の変化の中で、社会教育がどうリードしていく

のかが課題である。 

前の議論からの続きになるが、奈良県は家庭教育に力を入れてきた。今後、社会教育として、奈

良県はどこに注力していくのかについて。例えば、指導者が必要だとなれば、指導者養成に力を

入れようとか、研修をもっとしましょうと、この会議体で議論していくことになると思う。 

私たちが生きている土台自体をどう維持・存続させていくのかという新しい時代になっている。

「市民意識や連帯意識」が重要で、自分の町や自分のことを主体的に考えて、対話を通じてより

良い町をつくりあげていこうという時代。一方で、一人ひとりの権利も守られているのが国のあ

るべき姿だと思う。 

この未曾有の時代に、正解がない中、何を正解にするのかを考えながら、国をつくりあげてい

かなければならない。そういう意識をもった市民を育み、共に語り合っていくことが大事になっ

てくるのではないか。グラフにある緑色の部分が増えていくことを望む。 

［副議長］ 

これは文科省も Society5.0 という社会の中で新しい人のつながり方のようなことをクローズ

アップしている中、コロナの問題が起こり、これまで「集まって」「つながって」「全体をつくって

いきましょう」となっていたのが、できなくなった。 

集まれないという状況の中でどうすれば良いかと。 

［副議長］ 

その時に Society5.0とか新しい webを使った形での学びやつながりは、どうしていくのかが大

きな課題になっている。これは学校教育も同じなのだが、対面だけではまかないきれない教育の

あり方が課題となった。 

集まれない分、インターネットを介して、ネット上で出会って話すというのが始まった。少し

前までは、少し距離感もあり、「そこまでしなくても」という感じだったが、今はそういう仕組み

で議論することも馴染んできつつある。 

ただ、その場合も拠点は必要。発信するにも拠点は必要であり、社会教育施設・公民館・図書館

等が、そういう拠点としてサテライト機能をもち、社会課題を市民に投げかけて、議論する場づ

くりの機能をこれから果たしていく必要があるのではないか。 

［副議長］ 

このコロナの影響で、Society5.0 のような状況は、学校では一気に進む。文科省もそちらへ予

算をかけている。学校が拠点となり、社会教育施設にはインターネットをどういう形で導入する

のが良いのか。子どもはこれからどんどんインターネットで勉強するようになっていく。学校と

地域が連携して、地域の方の学校への支援だとか協働というときに、今度は地域の方がデジタル

のツールをどのくらい使えるのかが課題になる。社会教育でも、パソコン教室のような講座を実

施してきたが、「文書作成、保存、プリントアウト」という内容だった。そうではないパソコンを

使った技能を、社会教育、地域の皆さんに学んでもらう機会が必要になる。 
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ネットを介して知識の面を学ぶようになれば、それで足りないものは何か。人とコミュニケー

ションをはかっていくような部分が出てくるので、より表現活動とか、芸術で何か生み出すとか

を、あえて人が集まってする必要のある取組になる。机上の勉強は、インターネットや自宅学習

でできるが、あえて集まるという学校での特別活動のような取組に焦点化されていくのではない

か。社会教育も同じ区分けの中にある。今後は、一緒に集って考えて、何か生み出していくという

機会の提供が重要となっていくだろう。 

コロナの感染をふまえると、みんなが集まることはできない。パソコンを使ってとなるが、十

分ではない。それはおとなも同じ。人とのコミュニケーションは必要で、子どもの育ちを考えた

ときに果たしてパソコンで良いのだろうか。 

今、コロナ禍で、どこに力を入れなければいけないのか。未来の日本を考えて人を育てること

が最も大切なので、そこに注力しなければならない。だからこそ、どういう社会教育が必要なの

かという観点がすごく大事。つながらないのだったら機械でやれば良いとおとなたちは簡単にい

うが、そこは大きく違うのではないか、と思う。 

［副議長］ 

集まってつながっていたのを、集まらないでつながろうということ。 

集まるということも、面と向かって言葉を交わすということも、おとな以上に子どもには必要

ではないか。 

苦しい生活や困難な問題を抱えている人たちが最近の日本には多い。その人たちの誰もが、援

助される・援護される社会にと考えた時に、条件は皆同じではない。より大変な、より苦しく生き

ている子どももいる。そこに手を差し伸べることが必要。 

虐待もＤＶも増えた。そこにどうかかわるのか。日本はかかわり方が下手である。児童相談所

に関しては、従来から問題がある。虐待数が増えているこの時期に、訪問して出会えなかったか

らそれで終わりとなることもある。もっと、弱者、子どもたちに焦点を当てなければ。 

［副議長］ 

みんなが助け合うという時、新しいツールが使えるかもしれない。ツールではだめな時は対面

でとなる。しかし、そこにコロナがある。コロナがなくなれば、対面は進んでいくだろうが、コロ

ナがなくなっても、Society5.0 の新しいツールは有効に活かさねばならないし活かされるべきだ

ろう。大学で授業は、前期はほとんどオンラインだった。若者たちは対面で受けたいと思ってい

る。集まった時には楽しそうにしている。まったく人と接しないですむわけはなく、みんなどこ

かで希求している。 

一方で、別の可能性も見えている。大学の授業も、新入生にとっては入学式もなく、始まった途

端にオンラインで勉強しなければならなかった。かわいそうだったが、個の自立とか、一人で学

ぶということを強烈に意識づけられたのではないか。この世代の子たちは、将来化けるかもしれ

ないと思っている。 

この時だから得られることはあると思う。ただ、年頃が二十歳近い子どもたちと、年代が低い

子どもたちとではやはり違う。 

今だからこそ学べることはある。例えば、大声を出してはいけないとコロナ禍ではよく言われ
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るが、それなら手話でやってみてはどうか。これができなかったら、これができるかもという発

想も良いのでは。 

日本人は、個の自立がなかなかできない。深く自分を考える個の自立の確立は重要だと思う。

思春期から始まるとは思うが、もっと小さい子たちはどうするのか。 

［副議長］ 

青少年野外施設の評価委員もしているが、学校の団体利用が減り、施設の利用率が格段に下が

っている。その一方でソロキャンプが流行っている。一人でテント立てて一人で寝るみたいなの

を、みんな別々にやっている。自然の家に行ったら、みんな集団で同じことしなければならない、

そこで集団の規律を守りましょうという野外活動の教育から、個を育てるような野外活動の在り

方もあり得る。小さな子でも一人でテント立てて寝るとか。そういう学びの変更はあると思う。 

情緒の育ちというのは、基本的にそこからではないと思うが。 

［副議長］ 

もちろん、しっかりとした情緒というものは家庭で育まれるべきで、その代わりにはならない。 

だから、家庭に問題がある場合もあるのでは、と言っている。 

［副議長］ 

そこで奈良県は、家庭教育を充実させようとしてこれまで取り組んできた。 

このコロナが終わっても、社会の変化は生じてしまっており、社会教育としてのつながりづく

りは、とても大きな課題になっている。いろいろな市町村・施設で取組が進むと思うので、それを

応援したり見守ったりしながら、全国に誇れるような奈良らしいモデルが作れたらと思う。 

［副議長］ 

社会教育調査の分類で、「市民意識・社会連帯」が入ってきて、これは非常に大切だと指摘した。

国連では「第一世代、第二世代、第三世代の人権」という言い方もある。 

第一世代の人権というのは「自由権」で、何者にも束縛されない権利。第二世代の人権というの

は「社会権」で、社会できちんとケアしていただけるという権利。第三の人権というのは「連帯す

る権利」。これからは個が自立しながら、人のこともきちんと考えて、行動できるようにしなけれ

ばならない。 

このことが一番重要だと思う。みんなで、同調圧力がかかって同じことをしましょうというの

ではなく、個は自立しているけれど、独りよがりにならず、他者のことを考えてインクルーシブ

（包摂）していけるような人が育っていく。そういう社会教育がこれから必要になってくるのだ

ろうなと。 

社会教育調査のデータがあり、奈良県の社会教育の取組の説明もあり、今後どこにどういう形

で注力していくのかについて、今後われわれの課題として考えていけたらなと思う。今日の話の

中で少しヒントは出ていたのではないか。コロナの問題も避けては通れない。 

今日は有意義な議論であった。今後の奈良県の社会教育をどうするかにつなげられればと思う。 

［議長］ 

副議長の進行にお礼を申し上げる。集まらないでつながる社会教育の話があった。社会教育の

方向も変わってくるのではないか。今後こうした内容を工夫して進めていかなくてはならない。 
 


