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エポック No11１  

 千代田区生涯学習推進委員会議だより 

 令和元（２０１９）年９月 発行 

 

 

 

 

令和元年７月 26 日、第７回生涯学習推進委員会議が開催されました。第 6 回会議におい

て今期のテーマ「ダイバーシティの推進と学習都市づくり」が決定しました。第 7 回の会議

では、このテーマについてさらなる意見交換が行われました。 

以下、概要をお送りいたします。 

 

テーマについて意見交換 

〇本日はテーマにもとづき結論がでるものではないが、現段階での自由な発言を求めたい。

ダイバーシティは多様な人が参画できる社会であるが、それを学習都市に結びつけるという

発想である。 

 

〇23 区ダイバーシティ推進情報一覧からは、ことばとして使用していなくてもダイバーシ

ティの考え方に近いもの、含まれるものが示されている。現在のところこの一覧からは学習

と関連づけているところは見えてこない。 

もし結びつけていないとした場合、千代田区でまとめとして提出の時、ある意味 23 区では

ユニークになるかもしれない。 

 

〇“ダイバーシティみえ推進方針”の資料は、ダイバーシティの概念が視点からでもわかる

ようになっている。そのような意味では、非常に参考になる資料である。 

個人的には一人ひとりの違いを受け入れるというのがこの資料だけではなく多々あるが、違

いだけではなく同時に共通なところも見出していくというのも大事になると思う。 

 

〇三重県がダイバーシティの推進に取り組む背景には被差別部落の問題がある。海外からの

参拝者が多く来日する伊勢神宮がある伊勢や四日市市などは、江戸時代に士農工商の下に被

差別階層が政治的意図によってつくられていた。90 年代には四日市に押し寄せたニューカ

マー(＊１)の人々への対応等々、他地域と比較して急務だったのではないか？           

 

〇アイヌ地域を探検し、アイヌの人々から信頼も厚く、北海道を命名した松浦武

四郎の関連からも言えるように属性としての違いをどのように理解していくか？ 

アイヌ施策推進法（＊２）が５月に制定された。多文化共生基本法の制定は現在

難航している。受け入れが進行している外国人労働者の環境整備等気がかりである。 

 

12 期第７回 概要報告 

 



 

2 

〇多言語を習得している外国人留学生は就職率が高い。特にオーストラリアでは顕著である

が、日本においても現実的な問題となる。そのような時に共生社会を図るといっても遅いの

ではないか？現在、超大手の情報系企業がダイバーシティ推進を積極的に考えているという

話を聞いている。これらからも学習とどのように結びつけていくかは非常に大事な問題である。 

 

〇オーストラリアではさすがに人権社会が根付いている。障がいや遠隔地域在住者、低所得

層の人たちにも特別枠を作り受け入れましょうと。その際たるものが先住民族のアボリジナ

ル（＊３）である。今日本ではオープンキャンパスを盛んに行っているが、オーストラリア

の場合は、先住民族なら先住民族に絞り、成人学生なら成人学生に絞り、はっきりと支援枠

を作っている。 

 

〇日本の場合まだ伝統的な平等主義のような感がある。いろいろなダイバーシティの枠組み

を作るというのは、これからの日本もそうなる可能性がある。20 年前から始めている日本

のオープンキャンパスでもいろいろな教育がなされ学習が成果を発揮している。 

 

〇ダイバーシティの認識がある場合、人災は解決の道が見え、天災対応もある程度可能であ

るとし、その中で街に住む多様な人々をうまく包み込んでいく大切さを感じる。 

 

〇ちよだボランティアセンターも多様な人の違いを理解し認識し、千代田区の課題を解決し

ていこうとしている。このダイバーシティを推進していくことが地域にとって重要になり、

学習都市づくりも促進されていく。 

 

〇3・11 東日本大震災の時のボランティア活動の場合でも、最初の一歩は行政が動き、その

後、自発的なボランティア活動が継続されインフォ―マルな組織ができている。 

 

〇違いを知り理解し、同時に共通なところを知るということはとても大事である。その際、

対面し体験することが最も早く理解できる。生涯学習のこれからの勉強の仕方は、実際を見

ることが大事ではないか。体験をするということは、現場で支え会うときのモチベーション

の向上につながる。 

〇心理学では知識を宣言的知識（＊5）と手続き的知識（＊6）に分けて捉えるが、対面や体験

等は、手続き的知識を身につける上での今後の学習にとって大変重要になり、ダイバーシティ

推進の鍵になる。 

 

〇対面のコミュニケーションが弱いということをこの会議で聞いたが、現在も

これからも人間関係の希薄化が進んでいくと思われる。対面によりコミュ   

ニケーションを重視した学習都市づくりを考えていかなければならない。 

 

〇寺子屋的に区内に幾つかの拠点づくりをというのは、小学校のコミュ二ティスクールにも

つながる。 
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〇ダイバーシティのことば自体に漠然とした感覚しかなかったが、三重県の冊子をみてイ

メージがわき大変参考になった。いきなり対面でというよりは、前段階でのこのような学習

も必要である。 

〇子どもは、学校で外国人や障がいのある人と接してもすぐに馴染み、差別的な感覚はない

ように見える。同じ場所で同じ経験をすることが平等に見ることにつながる。 

 

〇千代田では「ダイバーシティみえ推進方針」のような資料はまだない。施策上何かヒント

になるようなものが報告書にまとめられたらいい。 

 

〇昨年、身内が居住しているドイツやアメリカに滞在し、外国にいる日本人としての経験を

してきた。肌の色・宗教・食事などは違っていても、誰でも受け入れている。ほとんどバイ

アス的なことはなかった。その意味では理解が進んでいると思った。 

 

〇千代田区は世界の先進都市というステータスもある。いろいろな意味でのダイバーシティ

という中身を受け入れ、理解してくれる人が大勢いるのではないか？うまくアピールできれ

ばもっと発展できるようなことがあるかも知れない。 

 

〇知的障がい者青年教室を長年担当し、障がいのある人や関わるボランティアスタッフと共

に行動する中で多くのことを学んできた。教室に参加する障がい者・スタッフが共に学び合

い相互学習の場となっている。スタッフの中にはボランティアを経験後、思うところがあ

り、関連する職種に変更したとの報告もある。 

 

〇障がい者理解・多様性の理解等々、単に薄い理解では不十分である。実際対面・体験がか

なり深い意味を持っている。 

 

〇テーマが単なる看板であってはならない。これから為すべきこと、例えば様々な人を巻き

込める学習の場、立ち上げなど進めていくことになるのでないか？ 

 

〇地縁・血縁・社縁が薄くなり助け合える縁がなくなりつつある社会の中で、これからは束

縛されない縁を作るのが大事と、鷲田清一の著書の中にあった。その場とは、この学習の場

がそうなるのかなと感じた。 

 

〇ちよカレ 2 期生の卒業生が口々に、ご縁・つながりに感謝していると話をして

いたが、作られた縁が持続できる場・広がることができる場にするためにはど

うしたらよいのかとこのテーマを見ながら考えた。 

 

〇「縁づくりと学習」という具体的なヒントを頂いた。 

 

〇社会関係資本をどのように構築するか？関東大震災の時、在日の人が火をつけたというデ

マが流れたが、阪神大震災の時は在日の人も炊き出しを行って被災者を助けた。この背景に
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は最も災害がひどかった長田区は公民館を中心に共生のための学習を持続し、多言語放送

を FM で流すなどの地道な努力で、在日の人たちとつながりを確認してきたということがあった。 

 防災もよし、共生のための学習を目的に学習が提供されていくと、いざという時に学習が

実る可能性がある。地道な努力というのが生涯学習を通して必要ではないか。 

 

〇ちよカレの受講生の中には、JSL のような活動をしながらボランティア活動をしている人

もいる。単に日本で生活するだけではなく、目的には防災孤児にならないための準備を知恵

として学べるようにも行っている。日本語をベースにすることはもちろんの事であるが、共

生・防災等のようなことを折り込んでもいい。 

 

〇寺子屋・縁づけの場等を地域に近いところに設け、生涯学習館と連動させるというのも今

後の学習のあり方かなと意見を聞いた。 

 

〇施策的なものを考えるに何をただし、何を求め、何をつくるかの三つの視点が考えられる。

そのような流れの中でヒントが得られるかもしれない。 

 

〇外国人と日本人と、お互いの国へ行きパイプを作れたらいい。 

〇それらも千代田区の学習で支援することも大事である。 

〇次回の会議では、より深い、より具体的なヒントが出るとよい。 

 

【注釈】 

（*1） ニューカマー  ：1980 年代以降に日本に長期滞在した外国人をさす。韓国系・中国系 

以外に日系人など南米系の外国人労働者等 

（*2） アイヌ施策推進法：アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進 

に関する法律  

（*3） アボリジナル  ：アボリジナルおよびトレス諸島海峡系の先住民族の総称 

（*4） オールドカマー ：韓国・朝鮮人永住者や旧植民地出身者とその子孫たち 

（*5） 宣言的知識   ：知識の一種（記述的知識）ともいう・宣言的文章（A は B である） 

（*6） 手続き的知識  ：ノウハウともいう 何かする時のハウツウ的な知識 

（*7） JSL       ：第 2 言語としての日本語、母語が日本語でない人々の為の日本語 

 

参考資料    

 

★ダイバーシティみえ推進方針 ともに輝く【きらり！】多様な社会へ ＜抜粋＞ 

/発行 三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課 

  ダイバーシティ社会とは？ 

 性別、年齢、障がいの有無、国籍・文化的背景、性的指向・性自認などにかかわらず、 

「一人ひとり違った個性や能力を持つ個人として尊重され、誰もが希望を持って日々自分 

 らしく生きられる、誰もが自分の目標に向けて挑戦できる、誰もが能力を発揮し、参画・ 

活躍できる社会」   

https://azukichi.net/season/autumn/autumn0067.html
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ダイバーシティの視点から 

1. 違いを知ること、伝えること 

       一人ひとりの違いを知ること、人の多様性を知ることが必要 

       一人ひとりの声やさまざまな意見を聴くためには、参加・参画の機会の確保も重要 

    2. 交流を増やすこと 

       多様性への尊重や共感などにも通じることから、交流・連携できる機会を増やすこ 

とは重要         

    3. 互いに支え合うこと 

       社会の中で、支える側と支えられる側という一方通行の力関係ではなく、みんな一 

人ひとりの力が発揮され、互いに支えあう視点も重要 

        4. みんなができるという発想を持つこと 

       誰もが楽しめる、誰にとっても便利という発想も大事 

        5. 多様かつ柔軟なシステムとすること  

       必要に応じて、社会のシステム、ルールをより多様かつ柔軟なものなどに見直し、 

変えていくことが求められる 

        6. 違った目線、考え方を力とすること 

 

★ 東京 23 区ダイバーシティ推進情報一覧 

   関連事業の実施区 （主に台東区・港区・足立区・目黒区・渋谷区 etc） 

 

             【千代田生涯学習カレッジ事務局からの報告】 

 

〇ちよだ生涯学習カレッジ 第 4 期 2019 年入学募集案内の紹介(冊子の配布)について  

 ＜第 1 回目＞ 入学説明会 7 月 5 日（金）18 時半 千代田区役所 1 階区民ホールにて行

われた。参加者 15 名 

卒業生・在校生の声と共に公開授業が行われた 

「人生 100 年時代の学びをつくる」講師：東京大学名誉教授 佐藤一子 参加者 15 名 

 ＜第 2 回目＞ 入学説明会 7 月 31 日（水）18 時半かがやきプラザ 1 階ひだまりホール 

  対談：笹井宏益（ちよカレコース長・玉川大学学術研究所教授）×野口扶美子(国連大

学サスティナビリティ 高等研究所リサーチフェロー)  

  テーマ「ＳＤＧｓ×ちよカレ」           *ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標 

〇配布した“ちよカレ通信”は 2 期生が中心になって編集した。2 期生 16 名が学びと地域 

のコーディネーターとして卒業した。これからの活躍を期待したい 

 

【事務局からの報告】 

 

エポック９月号に掲載の「エポッリレー随筆」は額賀委員に寄稿して頂きました。 

ご多忙中、心より感謝申し上げます。次回 11 月号に掲載の「エポッリレー随筆」は

福山委員です。よろしくお願い致します。 

尚、次回第 9 回会議は、11 月 26 日（火）区役所 4 階 401 会議室です。 
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千代田区 地域振興部 生涯学習・スポーツ課 

 〒102-8688 千代田区九段南 1-2-1 

TEL：03-5211-3632 

 FAX：03-3264-1466 

  MAIL：shogaigakushuu@city.chiyoda.lg.jp 

 

 

 

 

第８回 千代田区生涯学習推進委員会議  令和元年 9 月 27 日（金） 

第９回 千代田区生涯学習推進委員会議  令和元年 11 月 26 日（火） 

第１０回 千代田区生涯学習推進委員会議    令和２年 1 月 

    

    

 

 

 

 

「ダイバーシティ越え」 

額賀 聡 

    この夏は、よんどころない事情にて、約３週間にわたり病院で過ごすことになり 

ました。人生初の長期病院滞在で驚きだったのは、男性看護師の方々がたくさんいら 

したことです。手術室まで私に付き添ってくださったのも、男性看護師のＡさんでし 

た。術前・術後も含めて、大勢の看護師の方々によくしていただき、有難き入院生活 

を実感した私でしたが、手術室まで同行してくださったＡさんの誠意あふれる対応が 

特に印象に残っています。 

そんな時に、ふと思い起こしたのが千代田区生涯学習推進委員会議のテーマにダイ

バーシティが用いられていることでした。ダイバーシティとは、人種や性別、価値 

観などにかかわらず、多様な人材を積極的に採用していこうとする取組で、多文化 

共生・社会的公正だと委員会議で教わりました。 

これまで、看護師職と言えば女性を想像していた私でしたが、自身の入院を機会 

に、多くの優秀な男性看護師の存在に初めて気付いたと言ってよいでしょう。換言す 

るなら、多くの業種で見られるジェンダーバイアス（性別役割分担の意識から生ま 

れる偏り）に、いかに向き合うのかが大切になってくると感じた次第です。 

看護師Ａさんの口癖は、「ありがとうございます」でした。日常の採血や検温、問 

診等々の際に、必ず「ありがとうございます」が出てきます。さらに、Ａさんは、今 

年度採用された初任者であることを暫くして知りました。 

入院中の私にとって、ダイバーシティを超越する？出会いに、改めて感謝してい 

るところです。 

 

～ リレー随筆～  

 

今後のスケジュール 

 


