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学校教育と社会教育の関係の新段階

佐藤 二二二

はじめに

近年、「学社融合」という言葉が、一つの流行語のようにもてはやされている。本槁もそ

の一役を担うことになる。しかし学社融合は流行現象として片づけられないものをもってい

る。学社融合は、子どもの教育をめぐって社会教育が新しい歴史的段階に踏み入ったことを

意味しているからである。

文部科学省は、「平成14年度(20()2年度）から実施される完全学校週5日制の下、ゆとりの

中で一人一人の子と．もたちに［生きる力］を育成することを基本的ねらいとして」学習指導

要領を改訂した(l)。おそらく、明治以降の日本の近代学校教育が、建て前ではなく本音で、

[生きる力］といったトータルな人間づくりを目標に設定したのは、今回が初めてのことで

はなかろうか。学校教育の目標としての［生きる力］の設定は、子と・もの教育をめぐって、

学校教育と社会教育という二つの教育が初めて実質的に結びつくことを可能にし、二つの教

育が新しい関係の段階に到達したことを意味するものであった。‘

本稿は、子どもの社会教育の視点から、学校教育と社会教育の新しい関係についてその意

義と課題を明らかにする。

｜学校教育と社会教育の関係一その歴史的概観一

1．山名次郎の社会教育論と学校教育

「日本における社会教育の源流としてとらえられる基本文献」(2)といわれる山名次郎の社

会教育論に端を発して、社会教育はいつもその立論の根拠を学校教育に求めてきた。教育の

理論と実際が常に学校教育を中心に組み立てれてきたからにほかならない。

山名は、社会教育を「社会」による「社会」の教育（社会の自己教育）と考えた(3)。山名が

社会に自己教育を求め、学校教育・家庭教育に加えて社会教育という新たな教育の特立を企

図した理由は何であったのであろうか。山名は、「社会教育とは国家教育に対するの名称」

という。社会教育に対置された国家教育とは、「普通教育」＝「義務教育」＝「小学校教育」

のことであった。この国家教育＝普通教育は、「児童をして将来我日本を組成するに必要な

る学問気質徳操を得せしむる」(4)場所であり、「一国消長盛衰の関する所」(5)である。しか

し実態は、普通教育への就学状況は芳しくなかっただけでなく、せっかく学校で達成した教

育の効果・成果も「一たび社会の暴風に吹き晒さる、時は懇篤なる教育を受けし甲斐もなく

(さとう・さんぞう弘前大学）
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其善質美風空し〈破壊せらる、の恐なきにあらず」（6'であった。社会生活の人間形成力をし

て「教育と背馳する所なからしめ」ること'7)。即ち、「国家教育の指定する所に従って社会

は自ら自個を矯正し又た善に進むの正夫を為す」こと（＝社会教育）が不可欠であった'8'。こ

のように山名社会教育論（社会教育の概念）における「学校教育」の位置と役割は、社会教育

の存在・必要理由である、という点できわめて明快である。

山名以後、戦前期を通じて、社会教育の存在・必要理由を学校教育に求める見解は相次い

だ。「社会教育の主張はそれ自身学校教育に対する実に有力なる一の批判である。学校教育

を広い教育という立場から徹底的に批､卜llして、その短所欠点を極め、その匡救の方法を溝ず

るとき、そこに社会教育は自ら生れ出ざるを得ないのであって、即ち社会教育そのものは、

その独自本来の使命の外、一面学校教育に吋する批判として之を見ることが出来る」19}、と

主張した乗杉嘉壽の「社会教育の研究j(大正12年）もそうであったし、戦前期の「おそらく

最高の研究者であった」（'0)と評される川本字之介が、「社会教育の教育学的根拠」を論じた

｢社会教育の体系と施設経営体系編」の場合もそうであった。

極めて雑ぱくな仮説だが、社会教育は常に学校教育との関連の中で自らの所在を確認し、

自らの何であるかを説明しようと努めてきた。とりわけ子どもの社会教育をめぐってはそう

であった。にもかかわらず、社会教育の実際的な展開はむしろ学校教育から離れていく歴史

であったように思われる。「学校教育の補足」とはいっても、具体的・実際的に社会教育と

学校教育（小学校あるいは中学校）が、真剣に連携を模索し実践を積み重ねた事例を知ること

は少ない。むしろ社会教育は学齢期の児童・生徒を対象の外に置き、そのほとんどを学校教

育に委ね、自己の存在・必要理由を語るときに限って、決まり文句のように観念的に学校教

育との「補足的関係」を強調してきたにすぎない

2．学社連携論一昭和46年社会教育審議会答申一

日本の社会教育は、常に学校教育を自己確認の対象に据えながらのことではあるが、社会

教育が社会教育であるための固有の教育対象を模索し続けてきた。山名に象徴されるような

｢社会」を教育対象とし、「社会」を善くする教育としての「社会・社会教育｣、地方改良運

動以降の「地域」を教育対象とし、「地域」を善くする教育としての「地域・社会教育｣、そ

して戦前期には暖昧であった「人間」を教育対象とし、「人間」を善くする教育としての

｢人間．社会教育」である。戦後の社会教育は、「人間・社会教育」の立場を明確にして再出

発したが、同時に成人の学習に焦点化していった。その結果、一層、子どもは学校に一任す

る姿勢が結果として明白になった。

社会教育が正面から子どもを見据えたのは、1971(昭和46)年の社会教育審議会答申「急

激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」と、1974(昭和49)年の社会教

育審議会建議「在学青少年に対する社会教育の在り方について－家庭教育、学校教育と社会

教育との連携一」であった。日本社会教育学会が、「学校教育卒業後の青年・婦人・成人一

般の教育についてはいろいろな角度から研究を重ねてきたが、子どもの教育問題は、主とし

て学校や家庭のこととして、地域の子と・もの実態とその教育については、かならずしも深い

関心をはらってきたとはいえなかった」（11)と反省し、「子どもの学校外教育」を「宿題研究」
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にしたのも、この建議の直後の1975(昭和50)年のことであった．

「建議」は、「学社連携」の意味と意義について次のように述べている。「青少年の豊かな

人間形成を図るためには、家庭、学校、社会のそれぞれの教育が独自の機能を発揮し調和を

保ちながら連携を進めることが必要である《,このためには、連携の領域や内容などを明らか

にして、相互の補完関係を成立させなければならない｣。「家庭教育、学校教育、社会教育の

望ましい連携を実現するためには必要なことは、まず三者の教育この特質を明らかにするこ

とである｣。「連携を円滑に進めるためには、今日著しく立ち後れている社会教育の諸条件を

速やかに整備することが必要である｣。

「答申」．「建議」の連携論の特徴は以下の諸点にある。(Lil会教育からの提案であった

こと。②生涯学習論に依拠しながら、学校教育による子と．もの教汀の独占に対する社会教育

の存在宣言、誇示の意味を持っていたこと。③学校教育と社会教育が互いにないものを「特

質」「独自性」として確認．確立し、互いに一線を画しつつ、それぞれが固有の役割を補完

的に分担していくことで全体の調和が生まれる、と考えられていたこと。④総じて、相互不

介入の役割分担論あるいは一種の棲み分け論であったことである『即ち、一つの教育事業を

協同するわけでも、連絡調整機関を持つわけでもなかった。従って、双方が頑張るほど両者

は疎遠になる関係にあった。

3．学社融合論の登場

柴野昌山は、上記のような「学社連携」を「役割分担論」と位置づけ、次のように批判し

ていた。「学校教育と社会教育が、それぞれ独自の機能を発揮し、それが全体として相互補

完的に運営されるためには、その前提として、相互の理解と互いに他を必要とするのだ、と

いう認識が必要」であり、「両者の役割分担を認めながら具体的な事業や活動を連携させて

いくシステムが不可欠」である。「すなわち「相互乗り入れ」システムが前提として存在し、

そのうえに立って学校教育、社会教育、さらには家庭教育や地域活動が総合的かつ統合的に

行われなければならない｣○にもかかわらずそうならないのは、「学社連携から、学社交流の

方向への転換」が見られないからである○柴野のこの指摘は、「学社融合」の展開を示唆す

るものでもあった(12)｡

「学社融合」という言葉とアイディアが政策として具体的に提起されたのは、1995(平成

7）年7月の「国立青年の家．少年自然の家の改善について（報告）－より魅力ある施設に生

まれ変わるために－」（国立青年の家●少年自然の家の在り方に関する調査研究協力者会議）の中で

のことであったが、「これからの生涯学習社会においては、学校と学校外の教育がそれぞれ

の役割を分担した上で連携を図っていくというだけでなく、それ以上に、相互がオーバーラ

ップしつつ、融合した形で行われていくことが必要」であると説明するだけであって、その

意味内容は極めて暖昧であった。これを受けて1996(平成8)年4月の生涯学習審議会「地

域における生涯学習機会の充実方策について（答申)」は「現在、国立青年の家、少年自然の

家においては、学校がこれらの青少年教育施設を効果的に利用できるよう、「学社融合」を

目指した取組が行われている。この学社融合は、学校教育と社会教育がそれぞれの役割分担

を前提とした上で、そこから一歩進んで、学習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合
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わせながら、一体となって子供たちの教育に取り組んでいこうという考え方であり、学社連

携のもっとも進んだ形態とみることができる。このような学社融合のIIM念を実現するために

は、例えば、学校が地域の青少年教育施設や図耆館・博物館などの社会孜育・文化・スホ'一

シ施設を効果的に利用することができるよう、それぞれの施設が学校との連携・協力を図り

つつ、学校教育の中で活用しやすいプログラムや教材を開発し、施設の特色を活かした事業

を積極的に展開していくことが重要である。これによって、学校だけでは成し得なかった、

より豊かな子供たちの教育が､｣能になるものと考えられる。今後、こうした学社融合の理念

にたった活動を積極的に推進していくためには、国としても、必要な調査研究や先導的な事

業に対する支援などを行うことが求められる」、と述べて、学社融合の意味内容を具体化す

ると同時に政策課題としての位置づけを一層明確なものとした。しかし同じ1996年71jの中

央教育審議会の「21世紀を展望した我が国の教育の在し)方について（第一次答申)』（以下、『中

教審答申』という）は、「開かれた学校」・「学校のスリム化」と並んで「学校・家庭・地域社

会の連携」を強調するに止まった。

|｜学社融合論の背景と意義一学校教育と社会教育の転換一

1．背景

学社「連携」のアイディアがそうであったように、学社「融合」のアイディアもまた社会

教育サイドからの提起であった。しかし、背景の違いは明白であった。

3つの背景を指摘できる〕第1に、生涯学習という教育・学習のアイディアの浸透である。

生涯学習は人間・子どもの存在するあらゆる時と場所に学習（発達）がある、従って、学習

の指導・支援としての教育もまたあらゆる時と場所に整備されるべきことを求めていた。中

教審答申の表現でいえば「学校・家庭・地域社会の連携」である。第2に、経済同友会が

｢学校から「合校」へ」という教育改革を提案したレポート(1995･平成7年4月）の中で主張

した「学校のスリム化」論である。寺脇研によれば、「【式l】学校の教育力(A)+家庭の

教育力(B)+地域の教育力(C)=子どもを教育する力(z)」であり、「｢学校のスリム

化」とは、【式l】におけるAの値を小さくすること｣、即ち、「【式21a<b+c｣(131であ

るという。第3に、現代の子どもたちの体験・経験不足である。

2．学校教育の転換

こうした背景の下で、先の『中教審答申」は「学校ですべての教育を完結するという考え

方」（第1章①の(b))を放棄した。そこには次のような学校教育の変化の一般化があったし、

また次のような学校教育の転換の方向性が示唆されていた。

第1に「学校教育の目標それ自体を達成するために、学社連携が必要になって」きた、あ

るいは、「学校教育への期待が多様化し拡大し、学校教育の目標を達成するには社会の協力

が不可欠であり、そのためには学校が主体となって学社連携を推進する必要が生じた」！'4)、

との認識の一般化である。今まで社会教育との関係など視野の外に置いてきた学校・教師の

間ではもとより学校教育研究者の間でも、社会教育との連携・協力が声高に主張されるよう
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になった。第2に学習指導要領の改訂（小・中は平成14年度から）である。「新しい学習指導要

領は、平成14年度(2002年度）から実施される完全学校週5日制の下、ゆとりの中で一人一人

の子と÷もたちに［生きる力］を育成することを基本的なねらいとして改訂され」た115'。「生

きる力」を「基本的ねらい」に設定した意義は大きい。伝統的に「知識・技能の伝達」を第

一義としてきた学校教育が、「学校教育の目標が人間づくりにある」(16)という当たり前の方

向を選択したことである。「生きる力」への学校教育の教育目標の転換は、例えば、「総合的

な学習の時間」の設定に代表されるように、社会教育が培ってきた内容や方法を学校教育が

必要とせざるを得なくなったことを意味した．Ⅱ本の学校教育の歴史的大転換の時であった〔

3．社会教育の転換

生涯学習審議会は、1999(平成l1)年6月「生活体験．自然体験が日本の子と÷もの心をは

く､､くむ（答申)jを発表したが、これも中央教育審議会（学校教育）の鍵概念である「生きる

力」を生涯学習審議会（社会教育）が「共有」したという点で、画期的な答申であった。「平

成8年7月の中央審議会第一次答申において、今後における教育の在り方について、ゆとり

の中で、子どもたちに『生きる力』をはくゞくむことが基本であり、『生きる力』は学校．家

庭．地域社会が相互に連携しつつ、社会全体ではぐくんでいくことが提言されました。また

教育改革プログラムにおいては、平成14年度から完全学校週5日制を実施することときれ、

学校教育における教育内容の厳選と軌を一にして、家庭や地域社会における子どもたちの体

験活動の推進や体験活動の場の充実を図ることが課題となっています。このような中、生涯

学習審議会は、平成9年6月に文部大臣から『青少年の［生きる力］をはぐくむ地域社会の

環境の充実方策jについて諮問を受け」た。

「生きる力」という教育目標の設定が、初めて、学校教育と社会教育を結びつけたといっ

てもいい。そして「生きる力」を学校教育と社会教育が共有したことの意味は大きい。かつ

ての連携論にあってはこうした共有された概念は存在しなかったからである。「学校で学ん

だ原理的な事柄を社会教育の場で実践し、また、社会教育で体験した実践的な事柄を学校教

育を通じて更に体系的に深める」(｢1974年・社教審建議｣)、といったように、学校教育は知的

なもの、社会教育は集団活動や遊びという相補的ではあるが異なる概念を分有するにすぎな

かった。こうした学校教育と社会教育の連携論の欠陥を、柴野は次のように指摘した。「学

校教育は本来、知識・技能を伝達するところであり、今日では、よりよい上級学校へ進学さ

せることが至上命令であると多くの教師や親は考えている。したがって社会教育的発想と交

わる可能性は少なく、青少年活動は、学校内のクラブ活動、部活動で十分であると考えられ

ている｣。だから「学校教育と社会教育が、それぞれ独自の機能を発揮すればするほど、両

者は疎遠になり、相互の溝を深くしてい<｣(17)。

子どもの教育に限っていえば、社会教育は、学校教育という教育の本流との競い合いの中

で自己を鍛えるという経験を持っていない。そういう機会を与えられるほどの社会的期待と

認知を得てこなかったからである。社会教育は学校教育の教育実践と直接無関係をもつこと

なく、あるいはもてなかったからこそ、学校教育の外で学校教育に無いものを必死に探って

きた。教育の本流を自負する学校教育が社会教育に目を向けることもなかったし、学校教育
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を教育の本流と見なす社会一般の社会教育に対する評価も低くかつたことがそういう状況を

一層強化した。実際、学校教育の体系性、計画性、継続性、総合性・網羅性に比べれば、社

会教育のそれはどれをとっても劣っていたことは明らかである．だからなおさらのこと、両

者が具体的な目標を共有し、教育実践を共にすることは少なかった〈，

子どもの教育をめ<"って社会教育に学校教育と同等の位置と役割と評価が与えられ、真に

社会教育と学校教育が車の両輪になるためには、社会教育が学校教育の教育実践に共同して

関わることである。あるいは一つの同一の教育実践に学校教育と共l可して関わる機会を得る

ことである。そのことによって社会教育は自己を高める機会を得ると1n1時に、広く父母や国

民一般の社会的期待と認知を得ることができるのではなかろうか，学校教育が「生きる力」

を教育目標に設定したいま、初めてそのスタートラインに社会教育はつくことができた。

lll「学校教育と社会教育」の関係の現状

1．社会教育による少年教育事業の展開

およそ昭和30年代までの社会教育行政の中心は勤労青少年教育にあり、在学青少年につい

てはもっぱら非行対策であった。社会教育行政が在学青少年の教育に焦点を当てるのは昭和

40年代に入ってからのことである。1967(昭和42)年社会教育審議会建議「青少年団体の育

成指導方策｣、1971(昭和46)年公立少年自然の家第一号、同年社会教育審議会答申「急激

な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について｣、1978(昭和48)年社会教育局長

通知『子どもの遊び場の確保について｣、1974(昭和49)年社会教育審議会建議「在学青少

年に対する社会教育の在り方について－家庭教育、学校教育と社会教育との連携一｣、そし

て1975(昭和50)年国立少年自然の家の第一号と続く。そしてこの時代がまさしく「学社連

携」の時代であった。

その後、1992(平成4)年9月の月1回の学校週5日制の導入を機に、青少年の学校外活

動の充実が図られた。さらに、生涯学習局は「平成14年度の完全学校週5日制の実施に向け

て、平成13年度までに地域〈、るみで子育てを支援する基盤を整備し、夢を持ったたくましい

子どもを地域で育てるため｣、「全国子どもプラン（緊急3ケ年戦略)」を策定した。しかし、

｢緊急3ケ年戦略」とあるように、「平成9年3月及び5月に神戸市須磨区の児童殺傷事件が

起き、10年1月以降には、栃木県の教師刺殺事件、東京都の警官襲撃事件、埼玉県の同級生

刺殺事件など、中学生や高校生によるナイフ等を使用した殺傷事件が相次いで発生した」('8）

青少年問題への対応が本音であった。

こうして、近年、従来にない勢いで青少年の学校外活動の条件が整備されつつある。そう

した状況をの一端を青森県内に見ておこう（表1．2．3）。市町村によって差はあるが、

子どもの社会教育事業が増加していることは明らかである。

2．学校から見た「学校教育と社会教育の関係」

青森県生涯学習審議会は、学校が1998(平成10)年度に「社会教育と連携・協力して取り

組んだ体験活動」の実態を調査し、「学校における学社融合による体験活動に関する調査報
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表1青森県教育委員会生涯学習課関係の少年教育事業

事業名

ｴ)輝く目・輝く夢・輝く未来フォーラム

2)学社融合推進事業

③放課後教室開放推進事業

I)青少年野外活動教育推進事業

5>つわくわくサイエンス推進事業（親子発明工夫教室・父親母親の「科学する心｜
育成講座）

G障害者青年学級

Z)全国子と’もプラン

S)友情のつどい（アウトドアライフ、子と§もの祭典、チャレンジ・ザスノー）

9在学青少年育成費補助（高校生の講演会、学生相談所の運営）

p学校週5日制対応事業（わくわくウイークエンド、ヤッホーふれあい教室、自
然と遊ぼう、親子ふれあい村）

p学校外活動指導者養成講座

②青少年団体指導者研修会

③在学少年宿泊指導者研修会

④いじめ根絶県民運動推進事業

'|"f'y:習課「背繰りi↓の社会教育行政．、|之成12ｲ|没施策編」「施策体系IXI｣p4より作成

＊センター=ltj:森県総合社会教育センター

表2弘前市教育委員会生涯学習課関係の少年教育事業

事業名

DBS・BG指導者研修会②少年の社会参加活動

①お楽しみ子と．も図書館②お話ポケット③夏休みおはなしかい
④クリスマスおはなしかい⑤子と．も文化講座

D児童劇

｡)子ども放送局②ファミリーチャレンジ講座

､子と．も会リーダー研修会②子と§もたちのイベント事業（子と．もの祭典＊子と．も
のつどい＊子とゞもドッジボール＊子ども会親切カルタ大会）③子と§もクラブ＊
子と§も講座④青少年育成委員・少年教育指導員研修

①地区子とゞも会リーダー研修会

｢､Iz成12ｲ|渡弘前の社会教育」より
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実葹轟「‐

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

少年自然の家

生涯学習課

青年の家

少年自然の家

＊センター

少年自然の家

少年自然の家

生涯学習課

実施機関

生涯学習課

図書館

市民会館

学習情報館

中央公民館

地区公民館
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表3黒石市黒石市教育委員会生涯学習課関係の少年教育事業

事 業 名

①銀河宇宙探検隊②高校生ボランティアスクール＊事前初級リーダ研修会③上級
リーダー研修会④初級リーダー研修会＊中級リーダ研{|警会⑤リーダー養成研修会

①こと．ものつどい②たのしみ会③おはなしのじかん

①子と．もの祭典②子と・も会対抗スポーツ大会③前・事後'ノーダー研修会④KLC研
修会定例会⑤子凧づくり⑥まちづくり推進委員会⑦家庭教育フォーラム（融合）

①子と．も会育成会への支援②子と．も会新役員研修会③山形親子サークル「あそべ」
塾④山形地区少年少女剣道クラブ⑤､ノブ|､ボール大会⑥ユニホツク大会⑦海の子
山の子交流生活体験学習会③わんぱくリーダー育成会⑨子ども会リーダー養成研
修会

①書道教室＊子とﾐも大会②軽スポーツ＆おしゃべり実習室③青少年健全育成ソフ
トボール大会④子と§も会事前初級リーダー研修会⑤子ども会事後初級リーダー研
修会⑥夏休み・冬休み大作戦･RSAキャンプ⑦じゃごっこカーニバル⑧3地区育
成者交流会⑨子と．も会対抗ユニホック大会(1(》六郷地区・六郷中学校合同体育大会

①子ども大会＊子と．も会事前初級リーダー研修会②子と：も会､ノフトボール大会③
子と．も未来研修会④子とゞも相撲大会⑤子と：も会リーダー養成研修会⑥子と÷もユニ
ホック大会⑦三世代交流雪祭り⑧縄なりずぐり回し大会⑨浅獺石ふれあいまつり

①子とﾐも大会②子と÷も会事前初級リーダー研修会③子と'も会リーダ養成研修会④
児童手話教室⑤よみきかせ「なかよし会」⑥学校・社会連携研修会・親子そばづ
くり体験学習会⑦東ふるさと雪まつり

①子とﾞ
トボー

も会後

大会⑨
よみき

菓子づ

①子と．も会育成者研修会②子と≦も会事前初級リーダー研修会③子と．も会対抗ソフ
トボール大会④シニアリーダー会野外合宿研修⑤シニヤリーダー会交流会⑥子とﾞ
も会後期リーダー養成研修会⑦シニヤリダー会まつり⑧子と．も会対抗ユニホック
大会⑨子ども会前期リーダー養成研修会⑩子と÷も会雪まつり雪合戦大会⑪子ども
よみきかせじゆく⑫囲碁・将棋教室⑬図書貸し出し⑭わくわく手づかみ大会⑮お
菓子づくり教室⑯親子料理教室

①子と・も会じゃっこづかみたいかい②ユニホック大会③子と．も会リダー研修会④
シニアリーダー会育成⑤子と．も会育成会への支援⑥牡丹子広場⑦児童図耆の貸し
出し

①子と．も大会＊リーダー研修会（事前・養成）＊わらしっこうエステイバル＊ク
リスマス大会＊親子宇宙探検＊読み間かせおはなし会

①春のガキ大将ファンタジー②ねぶた嚥子講習会＊子と：も会リーダ養成研修会③
リーダー会強化合宿④ユニホック大会⑤ガキ大将ファンタジー

｢､Iz成12年度くろいしの+|公放f『｣）

実施機関

生涯学習課

黒石公民館

中郷公民館

山形公民館

六郷公民館

浅瀬石公民館

東公民館

中部公民館

牡丹平公民館

追子野木公民館

西部地区センタ

告耆」（平成12年3月）として公表した('9)。その結果の概要は以下の通りである。

1998年度に「社会教育と連携・協力して体験活動に取り組んだ」と回答した学校は、小学

校90％、中学校83％、高校81%、特殊学校77%であった。「体験活動の種類」は、小学校の

場合「祭り．伝統体験」「生産活動」「ボランティア・奉仕活動｣、中学校は「ボランティ

ア．奉仕活動」「見学．視察活動」「研修活動｣、高校は「ボランティア・奉仕活動」「研修活

動」「見学．視察活動｣、そして特殊学校の場合は「交流活動」「就業体験活動」「見学・視察

活動」が、それぞれ上位3位までの活動の種類であった。

「社会教育と連携．協力して取り組んだ体験活動」の位置づけについては、小学校の場合
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は「特別活動」が最も多く、「教科」「その他」がそれに続く。中学校の場合は「特別活動」

｢その他」「教科｣、高校の場合は「特別活動」「敬科」「その他｣、特殊学校は「特別活動」

｢教科」「その他」であった。「実施した場所」は小学校の場合、「その他」「屋内外体育施設、

プール」「公民館・市町村立青少年施設｣、中学校は「その他」「屋内外体育施設、プール」

｢公民館・市町村立青少年施設｣、高校は「その他」「屋内外体育施設、プール」「公民館・市

町村立青少年施設」「工作室なとﾐの特別室｣、そして特殊学校は「その他」「屋内外体育施設、

プール」「県立青少年施設」であった。

最後に「社会教育という協力の具体的な扣手」及び「指導巻」を見てみよう‘,「協力の相

手」は小学校の場合は「地域住民」「社会福祉施設」「県・I|ill11付（教育委員会を除く）」が

上位3者であり、中学校は「地域住民」|~il会福祉施設」「企業｣、高校は「企業」「その他」

｢社会福祉施設｣、特殊学校は「企業」「地域住民」「社会福祉施設」である。そして「主な指

導者」は、小学校は「教員」「地域住民」「保護者｣、中学校は「孜員」「地域住民」「社会福

祉施設｣、高校は「教員」「企業」「社会福祉施設｣、特殊学校は「孜員」「企業」「地域住民」

であった。

実態は、連携といってもまだ端緒にすぎない。融合というには時期尚早である。しかし学

校が、教師の負担を倍加させてのことではあるが、学校外の諸教育力の中に積極的飛び込ん

でいっている様子を鮮明に見て取ることができるであろう。

3．社会教育施設から見た「学校教育と社会教育の関係」

青森県教育委員会生涯学習課は、博物館・図書館・公民館等の1998年度の「学校教育によ

る施設利用」の実態を調査し、「生涯学習関連施設における学校との連携に関する調査報告

=j(平成12年4月）として公表した。その結果の概要は以下の通りである。

「学校と事業の連携・協力をしたことがある」と回答したのは、博物館49％、図耆館78％、

公民館77％であった。「具体的な連携・協力の内容」は、博物館の場合「施設の見学・視察

活動」が最も多く、「創作活動｣、「施設における学習活動」が続く。また図書館は「施設の

見学・視察活動」「創作活動」「芸術・文化活動｣、公民館は「施設の見学・視察活動」「芸

術・文化活動」「創作活動」「レクリエーション活動」が上位3位の内容である。

「連携・協力をしている学校の種別」は表4の通りである。

学校教育と社会教育の連携あるいは融合の現状は、社会教育の側から見てもそう進んでい

るわけではない。ただ、図書館と学校の関係が深いこと、また公民館の多彩な学校教育との

表4社会教育施設が連携・協力している学校の種別

博 物 館 図書館 公民館全体

6校33.3％ 25校32.9％5校25.0％幼稚園 45校31.3%

小学校

中学校

高等学校

特殊学校

畑
一
蝿
一
皿
一
邪

四
一
叩
５
４

郷
一
珊
一
却
一
叩

18100.0 布
一
別
一
Ｍ
’
２

岬
一
鋤
一
妬
一
ｑ

叩
一
岬
一
皿
一
“

７
’
０

郷
一
Ｍ

15.6
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連携・協力が顕著である。

IV「子どもの社会教育」の課題一学校教育との関係を中心に－

新しい段階に突入した学校教育と社会教育の関係を確実なものにするための社会教育の課

題を指摘して、締めくくることにしよう。

かつては学校論のない社会教育論の問題点が指摘されてきた｡しかし今は社会教育論のな

い学校論の問題点を指摘する時代に突入した．そうした時代認識を、学校教育はもとより、

社会教育の旧|I(施設職員・行政職員・研究者等）が、しっかし)と持つことである。それが第

1の課題である。

学校教育と社会教育の関係が新段階を迎えたとはいっても、実践場面ではまだまだである〔：

学校・教師を社会教育の方向に実際に動かすことが当面大切な課題である。弘前市内の小・

中学校の学校経営要覧の分析によれば、「家庭」や「地域社会」との関係については、独立

した章や節が設けられ、詳しく論じられているのに対して、「社会教育」との関係をとりあ

げた章・節は皆無であった。その結果、実際には公民館や子と§も会等、「社会教育」に関す

る事象に随所で触れているにも関わらず、それらを「社会教育」として総称的に認識するこ

とができず、個別的で非体系的な関係認識に止まっている。「家庭」や「地域社会」と同様

に、学校経営要覧の中に「社会教育」という独立した項を興し、学校の教育実践の重要な構

成要素の一つに社会教育を位置づけるよう、社会教育の側から働きかけることである。これ

が第2の課題である。

今日の教育問題は、本来子どもたちの生存と幸福を保障するはずの教育が、逆に子どもた

ちの生存と幸福を脅かす存在に転化してしまったことにある。青木悦は、近年の犯罪・事件

が、「社会があまりにも「親しい」関係ということばに無警戒だったこと」と関係がある、

と指摘して、次のように述べていた。「共同作業もなくなり、壁ひとつ、階ひとつ違えばあ

いさつもしないくらしの問題点を今さらのようにつきつけられている。生活の共通点は、同

じものを消費するというものでしかなくなった。同じものを作る時、人はつながりを持てる

けれど、消費は競争しか生まない」（20)。社会教育は、これまでも、今も、「同じものを作る」

｢人のつながり」を大事にしてきた。これからは、学校教育との「融合」という関係の中で、

一層それを大事に育てる工夫と努力をすることである。それが第3の課題である。

第4の課題は、学校の中に「学社融合担当教諭」を置くことである。今国会に上程された

学校教育教育法の一部改正は、それを求めている。そして青森県の一部の学校ではすでに試

みている。

注

(1)文部省『新しい学習指導要領で学校は変わります」（平成11年4月）

(2)小川．片岡(1992)「山名次郎著『社会教育論』」小川・新海編『社会教育基本文献資料集成別巻・

近代日本社会教育論の探求』40頁大空社

(3)拙槁(1998)｢.山名次郎の社会教育論一「社会」と「学校」の関係を中心に－」『弘前大学教育学部
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紀要』弘前大学教育学部参照

(4)山名次郎（'892）『社会教育論』（『社会教育基本文献資料集成・第1巻』1992、所収、12頁
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