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貧困 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あなたはこのことばを聞いて、いったいどんな 
イメージを持つでしょうか。 
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「食べるものがない国の人たちのこと？」 
 

「よくわかんないや 」 
 

「ひょっとして、貧乏のこと？」 
 

「自分には関係ないでしょ」 
 
 
 

なかなか聞き慣れない言葉ですよね。 
なんとなくイメージはできても、それが実際どういう

ものなのか、はっきりとわからないと思います。 
 

では、辞書を手に取って、まずは「貧困」の意味を調

べてみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【貧困】〔名・形動〕 
 

①貧しくて生活に困っていること。「‐に陥る」 
②必要なものが乏しいこと。大事なものが欠けている

こと。「政治の‐を嘆く」「発想が‐だ」 
 

（ 北原保雄 編 『明鏡国語辞典』 大修館書店、
2002年） 
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①は、なんとなくわかりますよね。 
先ほどあなたがイメージしてくれたことと、ほとんど

同じです。 
 
 

では、②はどうでしょう。 
「必要なもの」「大事なもの」って？ 

それが欠けているって、いったいどういうこと？ 
 
 

次のページをめくる前に、少しだけ、あなたにとって

の「大事なもの」を、できるだけたくさん思い浮かべ

てみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

私たち人間が生きていくためには、ただご飯を食べて

眠っていればいいわけではありません。 
 
 

なんでも話せる家族。 
一緒に笑い合える友達。 

        あなたの将来の夢。 
 
 

「大事なもの」はあなたの人生を楽しく、辛いことを

少なくしてくれる、かけがえのないものなのです。 
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あなたには、この「大切なもの」のどれかが欠けてし

まった経験はありませんか？ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
これが、②の貧困です。 

 
決して生きていけなくなるほどではありません。 

でも、ちょっと寂しくありませんか？ 
 

 

最近お父さん、仕事忙しくて

話せてないなぁ。相談したい

ことがあるのに  
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①の貧困が、お金などのものの貧困だとすると、 
②の貧困は、あなたと誰かとの関係が悪くなったり、

あなたの心を辛くさせてしまう貧困なのです。 
 
 

この貧困を、「関係的貧困」と呼んだりします。 
 
 

貧困には、２つの違った意味があるんですね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

それでは、もう一度①の貧困について考えてみましょ

う。 
 

日本には、①の貧困、つまり、お金とモノがないこと

の貧困があてはまると思いますか？ 
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そう思う人も、たくさんいると思います。 
生きていくことが精一杯の人たちに比べて、私たちは

ずいぶん贅沢な暮らしをしています。 
 

でも実は、国際的には貧困の種類は２つに分けられて

いるんです。 
 

今度は、その国際的な貧困の基準を見てみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

スーパーに行けば何でも売ってる

し、食べるものも無い海外の国と

比べたら、日本は貧困どころかと

っても豊かなんじゃない？ 
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貧困には２つの種類があります。 
 

アフリカなどの発展途上国で起こる「絶対的貧困」と、

日本やアメリカなど先進国で起こる「相対的貧困」で

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

絶対的貧困とは、人が生きていくために絶対になくて

はならない必要不可欠なモノ、「衣」「食」「住」や

「医療」などが欠けている状態を指します。 
 

食べ物がない、住む家がない、簡単な医療すら受けら

れない。 
 

生きていくには辛すぎる環境です。 
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あなたたちが想像する貧困は、このような発展途上国

の「絶対的貧困」をイメージしたものが多いのではな

いでしょうか。 
 

だからモノが溢れ余っている日本では貧困と聞いても

いまいちピンときませんし、なんだか後ろめたい気持

ちすら持ってしまうこともあるでしょう。 
 

そんな日本で起こっている貧困が「相対的貧困」なの

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相対的貧困とは、私たちが暮らしている社会での「通

常」の生活レベルからかなり離れている生活のことを

いいます。 
 
 

 

じゃあ相対的貧困って何？ 
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もっとわかりやすくいうと、生活するには「衣」

「食」「住」や「医療」などの生きるために必要なこ

と以外にも、たくさんお金がかかりますよね。 
 
 
 
 

みんなが持っている携帯電話にも電話代が、 
 

 映画に誘われればチケット代が、  
 

車に乗ればガソリン代が、 
 

仕事の付き合いで外食をすれば外食費が、  
 

同窓会に参加すれば参加費がかかります。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

もしこういったお金が払えなければどうでしょう。 
 
 

「お金がないから」と誘いを断り続け、その誘いを受

ける携帯電話も持てなくなって、 
車も持てなければ一人で外出もできません。 

 
気付けば、周りに友達はいなくなり、 

  

 
 

いつの間にかひとりぼっち。 
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もちろん、こういったことは直接命に関わるわけでは

ありません。 
 

でも、ただ生きるためにしか使えるお金がなかったら、

それは果たして「生きている」と言えるでしょうか？ 
 
 

特別な贅沢をしなくても、社会で生きていくにはお金 
が必要になります。 

 
そして、そういった社会で生きていくためのお金が充 
分でないことを「相対的貧困」と言うのです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

※ここでひとつ注意しておきたいのが、国際的な基準

で決まっているとはいえ、自分が貧困だと感じるかど

うかは人それぞれということです 
 
 
 

日本では靴を履くのが当たり前です。そのため、靴を

履いていない人は自分が貧困だと感じるでしょう。 
 

しかし、国によっては靴を履く習慣がない地域もあり

ます。 
 

その国の人たちにとっては靴なんて必要ないのです。 
 

だから、靴が無いからといって貧困とは言えません。 
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確かに日本には、生きていくことすら厳しいという絶

対的貧困の状態の人はそれほど多くはありません。 
 

ですが、それに比べて相対的貧困の状態にある人は、

国民全体の 15.7％、日本の人口を１億 2000万だとする
と、およそ 2000万人がこの状態にあてはまります。 

 
この日本の相対的貧困の割合は、世界中で見てもアメ

リカに次いでワースト２位です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

国際的な基準で見ると、日本は決して貧困に縁がない

わけではなく、むしろ貧困大国になっているのです。 
 

では、なぜ日本では相対的貧困が進んでいるのでしょ

うか。 
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相対的貧困は、大人たちがみんな同じ仕事をして、同

じ給料をもらっていれば、起こらない貧困です。 
 

それが起こっているということは、大人たちに平等に

仕事がなく、平等に給料が支払われていないというこ

とになります。 
 

言い換えれば「相対的貧困は経済の格差による貧困」

なのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

本来、お金は働かなければ手に入りません宝くじでい

きなり３億円を手にする人も探せばいるかもしれませ

ん。ですが、大抵の人は一生懸命働いてお金を稼いで

います。 
 
 

日本の深刻な経済の格差は、その「働く場所」が無く

なりつつあるということが原因になっています。 
 

まるでイスとりゲームのイスのように、大人たちは

「働く場所」を求めて激しい奪い合いを繰り広げてい

るのです 
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『イスとりゲーム』 

 
 

ルールは簡単。 
音楽に合わせてイスの周りを人間がぐるぐる周り  

音楽が止まったらイスに座る。 
 

おなじみのゲームですが、このゲームには絶対的な決

まりがあります。 
 

 
 

それは、イスの数よりも人間の数の方が多い、という

ことです。 
 
 

今回はイスを「働く場所」、人間を「働きたい人」に

置きかえて考えてみましょう。 
９個のイスを 10人で取り合うと、１人がイスに座れな

くなります。 
 

つまり、「働きたくても働く場所のない人」が１人生

まれるのです。 
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この時点では「働きたい

人」に対して「働く場

所」もある程度の数があ

ります。 
 

たとえ座ることができな

くても、「今回は残念だ

ったから、また次回頑張

ろう」と思えるでしょう。 
 
 
 
 

それは、まだ他を探せば「働く場所」が見つかる、と

いう気持ちから生まれます。 
 

では、「働く場所」が減っていくとどうなるのでしょ

うか。 
 
 

 
 

 
イスの数を３つ減らします。 

残り６つのイスを 10人で取り合うのです。 
 

イスに座れない人は４人に増えます。 
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とうとうイスが３つになってしまいました。 
でも、イスを取り合う人数は 10人のままです。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここ

までイスと人の数が合わなくなると、人々はある不満

を抱くようになります。 
 
 
 

 
 

「どう考えてもイスの方が少なすぎだっつーの！」 
 

「こんなに頑張っているのに、なんで座れないのかし

ら 」 
 

「オレのどこがダメなんだ！？」 
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あなたのお父さんやお母さん、学校の先生など働いて

いる大人たちはみんな、このイスとりゲームで勝ち残

った人たち（なの）です。 
 
 

でも、ちょっと待ってください。 
 

このイスとりゲームに負けてしまった大人たちはどう

なってしまったのでしょうか？ 
 

イスに座れなかった人たちは、自分を責めるしかない

のでしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

このイスとりゲームに勝ち残れなかった人たちは、 
 

「努力が足りなかったんだ」 
「もっと頑張れ」 
「自己責任だろう」 

 
と、言われ続けてきました。 

 
でも、ほんとうにそうでしょうか？ 

そもそも、少ないイスを奪い合っていること自体が問

題だとは思いませんか？ 
 

どんなにがんばっても、イスの数は少ないままです。 
 

個人のがんばりでどうにかなる問題なのでしょうか。 
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今、自分には関係がないと思っていても、いつか出会

うときが来るかもしれない貧困。 
 

３月 11日の東日本大震災のような災害は、突然たくさ
んの人の生活を、大切なものを奪ってしまいます。 

 
この先ずっと、今の生活を続けていけるかどうかは、

誰にもわからないのです。 
 
 
 

だからこそ、「貧困」について知っておいてほしいの

です。 
 

知っている ということは、それだけであなたの強さ

になります。将来何かに困った時に、あなたを守って

くれることもあるでしょう。 
 
 
 
 

 
これから、３人のキャラクターが登場し、それぞれが

「貧困」について考えます。 
 

あなたは、どこから読んでもかまいません。 
 

今までの話から、あなた自身が気になるところを読ん

でみてもいいです。 
 

あなたは、この３人の会話を聞いて、「貧困」につい

て何を思うでしょうか。 
 
 

大切なのは、 考える ことです。 



      目次（日本）
６月△日 放課後 
 

①正社員とフリーター 
生涯賃金の差/社会保険について/フリーターの社会保険 

社会保険の違い/健康保険と国民健康保険の違い 

将来を考えよう 

 

②生活保護について知ろう！ 
生活保護ってどんな制度？/生活保護でもらえるお金の内容

は？/どうやって申請するの？/生活保護を支給する側の問題

‐水際作戦/生活保護を受給する側の問題‐不正受給 

 

③教育って何？ 
教育費ってなに？/教育費が払えなかったら？/教育費が払え

なかったら？ その２/公立高校の高校授業料無償化とは？ 

私立高校などの就学支援金支給の制度とは？/教育費が払えな

かったら？ その３ 

コラム西成高校で行われている反貧困学習 

～肥下先生にインタビュー～ 

      目次（海外） 
④アメリカはどうなっているの？ 
チャーター・スクール/学資ローン/“民営化”するとどうなる？

/軍からの勧誘/削られた社会保障の行く先 

 

⑤ヨーロッパはどうなってるの？ 
教育はどうなっているの？/ヨーロッパ教育の特徴/教育の見

方/いいところと悪いところ/選挙はどうなっているの？/比べ

てみよう/何が変わる？ 何を変える？/選挙があるから 

 

⑥情報を正しく知るには？ 
世界で起こっているデモ/民主主義とデモの権利 

コラム～日本でデモをする～ 

メディアの理想と現実/貧困と情報/デモ以前にできること 

 

⑦発展途上国の貧困 
相対的貧困と絶対的貧困/どうして絶対的貧困は起こったの？

/絶対的貧困が起こる原因 

コラム 発展途上国にも程度がある～後発途上国って何？ 

発展途上国の現状/途上国も変わりつつある 

コラム 途上国の援助を行っている機関の紹介 



６月△日 放課後 

 

キーンコーンカーンコーン… 

 

ガラッ 

 

 

「あれ、太郎くん。まだいたの？」 

 

「あ、花子ちゃん。雨で部活休みになったんだ。せっかく

中間テストが終わったところなのになぁー」 

 

「それはお気の毒さま。でも早く家に帰れるじゃない」 

 

 

「いやだよ！家に帰ったら親が『勉強しろ』ってうるさいし 

…」 

 

「普段からしてないからでしょ」 

 

「勉強嫌いなんだよなぁ。今日の社会のテストも全然できな

かったし。花子ちゃんはどうしたの？」 

 

「私はこれを取りに来たの」 

 

 

「本？ 『看護師のしごと』…、花子ちゃん看護師になる

の！？」 

 

「うん。でもうち母子家庭だから、お金のこととか相談しな

きゃいけないんだけどね」 

 

「へー、すごいなぁ。ちゃんと考えてるんだ」 

 

「そういう太郎くんはどうなの？ 将来やりたいこととか

ないの？」 

 

「僕はサッカーができれば何でもいいよ。一日中サッカーで

きたらいいなぁ」 

 

「太郎くんちょっと非現実すぎない？ サッカーだけでど

うやって生活するのよ」 

 

「それもそうか。あ、じゃあバイトしながらサッカーやれば

いいんだ！」 

 

「それってフリーターになるってこと？」 

 

 

「そういうことかな。だって正社員になったら忙しくてサッ

カーやる暇なんかきっとないよ。だったらフリーターで自由

に好きなことやったほうがずっと楽しいし」 



「うーん、それはそうかもしれないけど…そんな簡単なもの

なのかしら」 

 

謎の声「おや、まだいたのかい？」 

 

 

 

「「先生！」」 

 

 

「やあ。太郎くん。今日のテスト、採点が楽しみですよ」 

 

「う、ま、任せてください！」 

 

 

「ところで何の話をしていたのかな？」 

 

「先生、正社員とフリーターは何が違うんですか？」 

 

「どっちの方が得とかあるんですか？」 

 

「正社員とフリーターか。よし、じゃあ一緒に『働くこと』

について考えてみましょう」 

 

「「はい！」」 

 

 



 

 

 

生涯賃金の差 

 

「まずは、正社員とフリーターが一生のうちに働いてもら

う給料、生涯賃金について話をしましょう」!
!
「あまり変わらないんじゃないですか？」!
!

 

「すごく差があるって聞いたことがあるわ」!
!
「そう。花子さんが正解です。両者には大きな差があるの

です」!
!

生涯賃金 

正社員 フリーター 

2億 9000万円 6000万円 

社会保障教育 オフィス内田『高校生・大学生・社会人の必須科目 社

会保障 年金・労働・医療・保険・介護・福祉』文芸社、"##$年!
 

「うわぁ。全然違うよ！」!
!
「２億円以上も差があるなんてびっくり」!

!
「正社員はもらえる給料が年々増えていくのに対して、フ

リーターの給料は何年勤めてもそれほど増えません」!
!
 業種や働き方にもよりますが、正社員とフリーターを比べると、両

者の給料には大きな差があります。表のように生涯賃金は約２億円以

上の差があるのです。昇給、ボーナスがある正社員は年々もらえる給

料が増えていきます。!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

昇給：年齢・雇用年数・成績によって給料が引き上げられること。ボーナス ：通常の給料以外に与えられる特別な給料。

正社員：企業に正規に雇われている会社員。 アルバイト・契約社員・派遣社員などの非正規に雇われた労働者と区別してこう呼ばれる。フリーター：家事も学業もせずに、アルバイト・パートの仕事をしている雇用者。



!"～!#歳の正社員の平均月収が !$万 #!%%円、&
フリーターが !'万 ('%%円&
'%～')歳の正社員は )*万 #'%%円、&
フリーターが *(万 *"%%円&

&
「正社員とフリーターの大きな違いの一つといえるのが、

この生涯賃金です」&
&
「こんなに差が開いちゃうのかぁ」&
&
「大きな違いのーつ、ということはまだ他にも違いがある

んですね」&
&
「その通り。では、次は社会保険についてみていきましょ

う」&
&

社会保険について 

社会保険とは、社会保障の一つです。国民が生活する上では病気、

老後、失業、労働災害、介護などの事故（リスク）があります。これ

らに備えるために、事前に強制加入の保険に入ることが必要です。社

会保険は、事故や災害が起こったときに、現金や現物支給により生活

を保障する仕組みなのです。日本では、医療保険、年金保険、雇用保

険、労災保険、介護保険の５種類の社会保険があります。そして、社

会保険は職業によって加入する制度、保障される内容が違います。&
 

各社会保険&

&
社会保障教育 オフィス内田『高校生・大学生・社会人の必須科目 社

会保障 年金・労働・医療・保険・介護・福祉』文芸社、*%%"年&
&
職業により変わる社会保険 

&

&
社会保障教育 オフィス内田『高校生・大学生・社会人の必須科目 社

会保障 年金・労働・医療・保険・介護・福祉』文芸社、*%%"年&

医療保険 少ない負担で医療が受けられ、休業、出産手当金もある 

年金保険 障害者、遺族、高齢者は年金がもらえる 

雇用保険 失業手当、教育訓練費などがもらえる 

労災保険 仕事が原因の傷病の治療費は無料、休業手当、年金を支給 

介護保険 認定者は介護、生活支援を受けられる 

  会社員 公務員 自営業・無職など 

年金 厚生年金 共済年金 国民年金 

医療 健康保険 短期共済 国民健康保険 

雇用 雇用保険 退職手当 なし 

労災 労災保険 災害補償 なし 

保険 ：将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度。 （『社団法人 日本損害保険代理業協会』「保険について」 http://www.nihondaikyo.or.jp/insurance/08.aspx 2011年12月20日閲覧）

労働災害 ：労働者が業務中に怪我や病気などの災害にあうこと。

社会保障 ：国家が国民の、病気・老後・失業・労働災害・介護などの事故により起こる貧困を予防し、生活を保障し、医療などの社会サービスを行うこと。



「同じ年金保険や医療保険でも、職業によって種類がちが

うんだ。ややこしいなぁ」!
!
「厚生年金と国民年金や、健康保険と国民健康保険とかね」!
!
!
「フリーターはどの職業に区別されるのかな？」!
!
「フリーターは、ちょっとややこしくて、表のようにしっ

かりと区別することができません。そのことを今から説明

しますね」!
!

フリーターの社会保険 

フリーターも、労働者という点では正社員と同じです。よって、日

本の法律ではフリーターも正社員と同じ権利を持つことができます。

しかし、それには条件が必要なのです。!
健康保険の場合は、正社員の労働時間の４分の３以上働くと、フリ

ーターでも強制加入になります。厚生年金は、２ヵ月以上働く予定で

正社員の４分の３以上の時間を働くならば強制加入となります。雇用

保険は、週に３０時間以上働き、１年以上継続して働く見込みのある

人は加入することができます。各条件を満たせないと健康保険は国民

健康保険、厚生年金は国民年金、雇用保険はなしになってしまいます。!

「フリーターは正社員と同じ保険に入るのに、条件がある

のかぁ」!
!
「短期的にアルバイトを変える人や、週に少ししか仕事に

入れない人だと加入はできないのね」!
!
「でも、条件さえ満たせば正社員と同じじゃないの？」!
!
「そうです。条件を満たせば、労働者として、正社員と同

じ社会保険に加入することができます。でも、現実はそう

上手くいきません。不景気だとアルバイトは少ししか働か

せてもらえなかったり、そもそも社会保険の知識がなくて

加入さえしていない人が多いんです」!
!

「社会保険に入れないと、一体どんなことが起きるんです

か？」!
!
「病気になったり歳をとったりしても国からお金がもら

えないんだ。負担できる今お金を払っていると、いざとい

う時に国が援助をしてくれるんだよ」!
!
「いろいろ大変なんだなぁ。それで結局、健康保険、国民

健康保険や厚生年金、国民年金はどこが違うんですか？」!



社会保険の違い 

 厚生年金と国民年金の違い 

年金の説明において、１階建て、２階建てという言葉が用いられ

ます。その理由がこの表です。!

!
年金が「２階建て」といわれる理由」『厚生年金・国民年金"#$』!
%&''年 '%月 (日!
)*+：,--./001#123141#56763-#41#-0236802368&94,-:;!
!
会社員は、厚生年金の保険料を払うことで、そこから自動的に国民

年金の保険料も引かれるようになっています。つまり１階部分の国民

年金に加え、２階部分の厚生年金も同時に受給することができるので

す。さらに、厚生年金の半分は会社が負担してくれます。!
それに対して、自営業者や厚生年金に加入できないフリーターなど

は、１階部分の国民年金しか受給できないことが多いです。国民年金

基金などの制度に加入すれば %階部分の受給も可能ですが、全額自己
負担なのでお金に余裕のある人しか加入できません。!

!
「なるほど。正社員は国民年金と厚生年金の両方をもらえ

るのね」!

 !
「じゃあ、フリーターは国民年金だけ？」!
!
「正社員並みに働けば、厚生年金が受けられて２階建て。

そうじゃなければ１階建てになってしまいます。多くのフ

リーターは１階建てか未加入なのが現実です」!
!
「会社が半分負担してくれて、自動的に２階建てになる厚

生年金のほうがお得だなぁ」!
!

 健康保険と国民健康保険の違い 

健康保険と国民健康保険の大きな違いは、傷病手当金と出産手当金

の有無です。!
傷病手当金とは、病やけがのために仕事を４日以上休まないといけな

  
３階   

厚生年金

基金 

職域相当

部分 
なし 

 
２階 

国民年金

基金など 
厚生年金 共済年金 

１階 国民年金（基礎年金） 

加入者 

自営業者 

農業者 

無職者 

など 

会社員 

 

 

公務員 

 

 

専業主婦 

など 

 

 

http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
年金 ：老齢給付、障害給付、遺族給付の３種類がある。 それぞれ、年をとったとき、障害を負ったとき、死亡したときにお金が給付される制度。

kuwabaratakekazu
下線

「国民年金基金制度は、国民年金法の規定に基づく公的な年金であり、国民年金（老齢基礎年金）とセットで、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担うものです。」「国民年金基金制度の意義（役割）http://www.npfa.or.jp/about/shikumi/index.html （2012年1月21日閲覧）



い場合、１日の収入の３分の２が休んだ期間分もらえる制度です。!
 一方の出産手当金とは、出産で休まないといけない期間中の３分の

２の収入をもらえる制度です。さらに、出産一時金として、約 "# 万
円がもらえます。健康保険加入者の妻が出産する場合は、この出産一

時金のみ支給されます。!
!
「健康保険だと、病気や怪我で休んでいる間も給料がもら

えるんだ」!
!
「休業する期間が４日以上や、給料の３分の２だけってい

う条件もあるけどね」!

!
「健康保険と国民健康保険の大きな違いは、この２つの手

当金にあります。分かりましたか？」!
!

将来を考えよう 

 

「正社員とフリーターの違いは生涯賃金、社会保険という

ことは話しました。ですが、これら以外にもまだまだたく

さんあります。雇用の保証もその一つです。フリーターは

契約期間の終了などで解雇される場合があります。正規に

雇われていないので、雇用が保障されないのです」!

 

「辞めさせられちゃうの！？」!
!
「それじゃあ安心して働けないですね」!
!
「そうですね。逆に言えば、正社員はいろいろな面で保

障されているわけです。その点、フリーターは自己責任

の場合が多い」!
!
「自己責任かぁ」!
!
「そして、正社員とフリーターの違いは、その子どもに

まで影響します。賃金に差ができてしまうから、教育に

かけるお金にも差が出てくるし、その子どもが正社員に

なる確率を減らしてしまうのです。親が貧困状態だと、そ

れは子どもにも連鎖するということ。自分だけではなく、

子どもにも貧困を押し付けることになってしまいます」!
!
「自分の子どもにまで連鎖しちゃうなんて」!
!
!
「ああ！ でもそんな先のことまで考えられないよう」!
!



!
「今のことばかり考えていると、フリーターでもいいと思

ってしまいますが、将来病気になったり、年金をもらう年

になったときに困ったことになるかもしれません。先のこ

とは考えられないと諦めるより、少しずつ自分の未来を考

えてみましょう」!
!
「「はい！」」!
!

!
「私は看護師になれるようにがんばらなくちゃ！」!
!
「僕も将来のことを考えて、何かやりたい仕事を考えてお

こう！」!
!
「二人ともがんばって！ 先生、応援していますよ」!
!
!

!
!
!
!
!

!
参考文献!
社会保障教育 オフィス内田『高校生・大学生・社会人の必須科目 社

会保障 年金・労働・医療・保険・介護・福祉』文芸社、"##$年!
!
宮島理『現在がわかる！ 格差社会「格差」の実態がサクッとわかる！』
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!
中尾幸村／中尾孝子『図解わかる年金 国民年金 厚生年金保険 共
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!
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「働いていてもあまりお金をもらえない人や、急に辞め

させられちゃう人もいるんだね。お金がなくなった人は

どうなるのかな？ 生きていけなくなっちゃうよね？」 

 

「そんな人を助けるための制度もちゃんとあるらしいわ」 

 

「生活保護のことですね。仕事を失ったり、援助してく

れる人がいなくなったりして生活に困っても、最低限の

お金は給付してもらえる制度です」 

 

「働かなくてもお金はちゃんともらえるんですね！」 

 

「でも、細かい審査や決まりがあるって聞いたことがあ

るよ。お金なんてそんな簡単にもらえないんじゃないか

な」 

 

「よし、では生活保護がどんなものなのか、みんなで勉

強しましょう」 

●生活保護ってどんな制度？ 

太郎くんが言っていたように、お金がなくなると生活がおくれな

くなってしまいます。そんな人のために作られた制度が「生活保護」

です。生活保護は、国民の誰もが生活に困ったときに受けられる権

利なのです。 

 支給される金額は、定められた最低生活費と収入とを比べて決ま

ります。最低生活費は地域や年齢によっても違いますが、一人暮ら

しなら月 7万円前後、3人の世帯なら月 14万円前後とされています。

収入が最低生活費より少ない場合、その足りない部分が支給される

のです。収入には、働いて手に入れたお金の他に、仕送りや援助で

もらったお金、お年寄りなら年金なども含まれます。 

 生活保護を受けるためには、まず持っているものを生活費にあて

なくてはいけません。例えば貯金がある場合はそれを使い、生活に

使っていない土地や家屋があれば売るように定められています。自

動車も資産と見なされるため、基本的には売って生活費にする必要

があります。また、働くことが可能ならその能力に応じて働きます。

その他、生活保護以外の給付金や年金、親族からの援助などを受け

られる場合はそれを利用します。 

 それらを行ってもまだ最低生活費に足りない場合、生活保護が受

けられます。しかし生活保護を申請してすぐにお金が支給されるわ

けではありません。審査には日数がかかることもあるので、お金が

完全になくなってからではなく、早めに相談に行くことが大切です。 

最低生活費：日本国憲法の第25条で保障される「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用として、厚生労働省が毎年算定する生活費。生活保護費の算定基準となるもので、居住地域・家族構成・障害の有無などを考慮して算出される。（『コトバンク』「最低生活費」 http://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E4%BD%8E%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%B2 %BB 2012年1月10日閲覧）詳しい計算方法については以下を参照。（『生活保護110番』「最低生活費の計算方法」 http://www.seiho110.org/seido/no1.htm 2012年1月10日閲覧）



「いろいろ大変そうだなぁ。生活費って言われてもあん

まりよくわからないや。考えたこともなかったよ」 

 

「ぱっと思いつくのは食費や光熱費、あとは家賃ぐらい

だけど、他にも必要なものはあるのかな？」 

                                                 

「じゃあ次は生活保護で支給されるお金の内容を見て

みましょう」 

●生活保護でもらえるお金の内容は？ 

 生活保護では、生活に必要な様々な費用に対して扶助が支給され

ます。種類は以下の通りです。 

 

生活扶助 生活に必要な衣食費や光熱費です。 

住宅扶助 アパートなどの家賃です。 

限度額があるため、家賃の安いところに引っ越さな

いといけない場合もありますが、運送費用や契約更

新料なども支給されます。 

教育扶助 義務教育を受けるのに必要な学用品費や給食費など

です。 

高校に通うための費用は生業扶助に入ります。 

医療扶助 病院でかかる医療費や、通院時の交通費です。 

介護扶助 介護保険サービスの費用です。 

出産扶助 出産のために必要な費用です。 

生業扶助 仕事に就くために必要な技能の習得に必要な費用な

どです。高校に通うための費用も含まれ、入学準備

金や教材費、通学交通費なども支給されます。 

葬祭扶助 死亡診断書料や運搬料、火葬料などです。 

 

 生活扶助から介護扶助までの５種類は、月単位で継続して支給さ

れます。出産扶助・生業扶助・葬祭扶助は必要なときだけ支給され

ます。 

 これらの扶助は基本的には現金で支給されますが、医療費と介護

費は現物支給です。生活保護受給者が医療や介護のサービスを受け

た場合は、福祉事務所がその金額を代わりに支払ってくれます。つ

まり、病院に行ったときに自分でお金を渡すことはないのです。 

 

「病院代を出してもらえるのか。それならケガや病気

の人も助かるね！」 

 

「教育費も入っているなんて知らなかったわ。子どもが

いる世帯でも申請できるのかな？」 

 

「条件を満たしていれば誰でも申請できますよ」 

 

現物支給：お金ではなく、診察や治療などの医療サービスが支給されること。

運搬料：車代など、遺体の運搬にかかる費用。

介護保険：介護が必要だと認定された場合に給付される保険。40歳以上の人は加入して保険料を支払わないといけないが、生活保護受給者はその費用を負担しなくていいことになっている。（『介護保険制度のしくみとサービス』 http://www.kaigotofukushi.net/ 2012年1月10日閲覧）

扶助：ここでは公的扶助のこと。国などの公的機関が主体となって、一般租税を財源にして、貧困者に最低限の生活を保障するために行う経済的援助。（『Wikipedia』「公的扶助」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC %E7%9A%84%E6%89%B6%E5%8A%A9 2011年1月10日閲覧）



                             

「詳しい申請方法について教えてください！」 

 

●どうやって申請するの？ 

生活保護の申請は、住んでいる地域の福祉事務所で行います。し

かし、知識不足のままいきなり申請に行っても断られる可能性が高

いので、まずは生活保護の相談窓口に行き、ケースワーカーという

担当員に相談をすることが大切です。 

相談する際には収入や財産のこと、生活状況のことなどを聞かれ

ます。また、他に利用できる制度がないか、親族から援助を受けら

れる可能性はないか、なども確認されます。その上で、生活保護を

受けられる可能性があると判断されたら、生活保護の申請書などを

記入し、提出することになります。 

申請をすると、生活保護が本当に必要かどうか本格的な審査に入

ります。まず、ケースワーカーによる家庭訪問を受けなければいけ

ません。ここでさらに詳しく話をして、生活状況の確認が行われま

す。加えて、貯金があるかどうか、保険に入っているかどうかなど

が実際に調査されます。 

それらを踏まえて、生活保護を受けられるかどうかの最終的な判

断が行われます。通常は申請日から 14日以内に決まり、そこで認め

られるとようやく生活保護費の支給が始まります。 

 

 

「家庭訪問されるなんてなんか嫌だなぁ…」 

 

「でも、ちゃんと見極めないといけないからしょうがな

いんじゃないかな」 

 

「そうだね。こういう審査を乗り越えたらお金がもらえ

るんだもんね」 

福祉事務所：福祉に関する事務所。どこに設置されているかについては以下を参照。（『厚生労働省』「福祉事務所」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusijimusyo.html 2012年1月12日閲覧）



「もちろん基本的にはこのような流れですが、実際には

いろんな問題も起きているんです」 

 

「えっ、どういう問題ですか？」 

 

「生活保護を支給する側と支給される側、どちらにも問

題は起きていますが……。まずひとつは『水際作戦』で

す」 

 

「みずぎわさくせん……？」 

 

 

●生活保護を支給する側の問題‐水際作戦 

 2007年、北九州市で 50代の男性が餓死しているのが発見されまし

た。男性は一人暮らしで、病気で働くことができずお金がなくなっ

てしまったのです。部屋に残された日記には「おにぎり食べたい」

という言葉が書き残されていました。 

どうしてそのような事態になってしまったのでしょうか。実はも

ともと男性は生活保護を受給していました。ところが、病気が完治

せず、まだ仕事ができる状態でないのにも関わらず、ケースワーカ

ーにもっと熱心に仕事を探すよう指導され、ついには生活保護の辞

退届を書かされてしまったのです。男性の日記には怒りの言葉や、1

ヶ月近くまともなご飯を食べていないことも書かれていたそうです。 

このようなことは、実際にいくつも起きています。福祉事務所が、

本当なら生活保護を受けられるはずの家庭からの申請を拒否してあ

きらめさせる「水際作戦」や、一度は認めるもののすぐに辞退させ

ようとする「硫黄島作戦」などです。生活保護にかかる費用が増え

ると福祉事務所を運営する国の財政が苦しくなってしまうので、こ

のようなことが行われるのです。最近では、東日本大震災で家を失

った女性が義援金を受け取ったところ、その約半分が収入と見なさ

れ、生活保護を打ち切られてしまったというケースもありました。

本当に必要としている人が生活保護を受けられない事態が数多く起

こっているのです。 

 

 

「ひどい！ がんばってもお金がなくてしかも生活保

護ももらえないなんてかわいそう」 

 

「福祉事務所にこんな問題があるなんて驚きました。

でも、先生は支給される側にも問題があるとおっしゃ

っていましたよね？」 

 

「そうです。受給者側は、生活保護の使い方で問題が

起こっています」 

 



●生活保護を受給する側の問題‐不正受給 

 生活保護は本来、収入が最低生活費に満たない人が受けるもので

す。ところが、生活保護を受けながら隠れてアルバイトをしたり、

オークションなどで物を売って収入を得たりしている人、いわゆる

不正受給者も存在しているのです。他にも、支給されたお金をパチ

ンコなどのギャンブルに使っている人もいます。 

 また、生活保護ビジネスというものも存在します。これは、ホー

ムレスに「部屋や食事を提供するよ」と声をかけて施設に連れて行

き、生活保護の申請を手伝う代わりに、家賃や光熱費として支給額

のほとんどを奪ってしまうという悪質なビジネスです。部屋の仕切

りがほとんどなかったり、お風呂にも満足に入れなかったりと、実

際の環境はとても不自由なものであるにも関わらず、入居者が手に

できる生活保護費は月１万円ほどしかない場合もあります。 

 

「うーん、どちら側でも問題は起きているんですね」 

 

「もっとちゃんとしたものなのかと思ってたけど、直

さないといけないところがいっぱいありそうだなぁ」 

 

「そうですね。一般の人には知られていないこともたく

さんあります。生活保護受給者に対する偏見も問題と言

えるかもしれないですね」 

「確かに、働かずにお金をもらえるのはちょっとずるい

って思っちゃうかも……」 

 

「でも、いつ自分が生活に困るかわからないし、こうい

う制度は大事だと思うよ。生活保護が権利としてあるっ

ていうことはみんな知っておくべきだと思うな」 

 

「そうですね。学校でももっと生活保護について学べ

るようにしていかなければいけませんね」 
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「あ！ いけない、忘れてた！ 今日は部費の集金があ

るんだった！ 」 

 

「太郎くんはサッカー部に入っているのよね。サッカー

部のマネージャーをしている友達が『太郎くんは部費を

払うのがいつも遅い』って言ってたわよ」 

 

「ちゃんとお母さんに言うつもりだったんだけど、よく

忘れちゃうんだ」 

 

「太郎くんはサッカーをいつから始めたんですか？ 」 

 

「小学校の二年生ぐらいかなぁ…地域の○○少年サッカ

ークラブに入っていました」 

 

「へぇ！ ずいぶん長く続けているですね。花子さん

は？ 」 

 

「私は昔、ボーイスカウトにはいっていました。今考え

ると、うちの家計でもできる範囲で私の思い出作りのため

に入れさせてくれたのかもしれないです」 

 

「それはいい話ですね。せっかくだから、教育費につい

てくわしく説明してもいいですか？ 教育費が家計から

どれだけ支出されているかについても話しますね」 

 

「キョウイクヒ？ カケイ？ 」 

!

教育費ってなに？!
 日本で基本的人権の１つとして、憲法によって「教育を受ける権

利」が保障されています。また、すべての子どもが最低限受けるべ

きであり、国や大人が子どもに受けさせなければならない「義務教

育」が規定されています。この「義務教育」、つまり小学校と中学校

の教育費用については国が負担し、平等に受けられるように約束を

してくれています。!
 しかし、本当に小学校中学校に無償で通えるわけではないことは!
みなさんも感じていると思います。憲法によって実際に無償とされ

ているのは「授業料」だけで、みなさんが学校に通うために必要で

ある制服、筆記用具、ノート、給食費などはみなさんの保護者にあ

たる人がお金を払って用意しなければなりません。これが「教育費」

です。!

教育をうける権利：日本国憲法第26条第1項に「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」という規定がある。つまりこの権利は、「すべての人には教育を受けることを要求できる力がある」ということ。（Yuichiro Koizumi『日本国憲法』旺文社、1999年）

義務教育：国や政府、国民や保護者が、子どもに受けさせなければならない教育。小学校、中学校が一般的に義務教育とされている。あなたに小学校、中学校に通う気持ちがあるのにも関わらず、あなたの保護者が通学を図ってくれない……ということがあれば、保護者が義務を果たしていないことになり、法的に罰せられることになる。（Yuichiro Koizumi『日本国憲法』旺文社、1999年）

教育費：一般的に幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・大学でかかる学費と、その間で通う習い事や部活動などの学校外教育活動の費用。家庭の収入や保護者の考え、また教育を受ける子どもの個性によって教育の内容は異なるため、教育費の額も異なる。（日労編集部『子どもの教育費これだけかかります。』日労研、2009年）



 他には、太郎くんのサッカー部や花子さんのボーイスカウトと言!
った「義務教育」に直接関係ない習い事は「学校外教育活動」と!
いうもので、これにかかるお金も「教育費」に含まれます。!
 では、みなさんの保護者が今まで支払い、これから用意するみな!
さんの「教育費」は一体どの程度かかるものなのでしょうか。実は!
それには答えがありません。「教育費」はいくらまでかけたらいい!
とう基準がないからです。なぜならみなさん一人ひとりには個性が!
あり、その個性を伸ばすためにどんな教育が必要なのかは人の数だ!
け存在するからです。!
 つまり、「教育費」とは「いくらまでかかる」ではなく「いくらか

けるか」というものなのです。!
 教育は人の数だけ存在します。どんな教育を受けて大人になるか!
はその人しだいです。!
 もし、あなたに追いかけたい夢、就きたい職業にたどり着くまで

の道が見えていて、その道に高等教育を受ける必要がないのであれ

ば、高等教育を受けなくてもいいのです。!
しかし、中学生、高校生で自分の将来を思い描けている人はなか

なかいないと思います。自分の将来をまだ描けていない人、具体的

に自分の将来を描けていて、その希望する将来にたどりつくために

教育を受ける必要があると思った人は高等教育に進むべきでしょう。

法律では職業選択の自由が保障されていますが、実際に職業を自由

に選択するには高等教育以上の学歴が必要です。事実、現代で高等

教育を受けない子どもはほとんどいません。義務教育を終えただけ

で就ける職業はごく限られているからです。可能性を広げるために

はやはり高等教育まで進むことが賢明だと言えます。!
初等教育から高等教育まで、子ども一人の幼稚園入園から大学卒

業までにかかる「教育費」は次のグラフが平均だと言われています。!

日労編集部『子どもの教育費これだけかかります。』 

日労研、2009年 

 

高等教育：まず、幼稚園・小学校が初等教育。中学校が前期中等教育。高等学校が後期中等教育。日本においての高等教育とは大学・短期大学・高等専門学校・大学院のことを指す。高等教育に進むには、後期中等教育を受ける必要がある。（『広辞苑』岩波書店第六版、2008年）

職業選択の自由：基本的人権のひとつで、自らが行う職業を選択・決定する自由のこと。日本では憲法第22条第1項において職業選択の自由が定められている。日本の近代社会以前は、身分などの縛りから人が自由に職業を選択することができなかった。その縛りから人を解放したのがこの法律である。しかし、この法律が保障するのは職業を選ぶ自由だけで、すべての人が自分の望み通りの職業に就くことを保障しているわけではない。就きたい職業がある人は、そのために自分には何が必要なのかを考えて、受ける教育を選ぼう。（Yuichiro Koizumi『日本国憲法』旺文社、1999年）

学校外教育活動：習い事や部活動のこと。運動が好きだからサッカーチームに、音楽が好きだからピアノ教室に……というように、子どもの個性をのばすために受けさせる教育のこと。学習塾などもこれに含まれる。（日労編集部『子どもの教育費これだけかかります。』日労研、2009年）



 このグラフでは進学する大学は私立、幼稚園から高校まで習い事

や塾などの学校外活動をしていた場合の計算なので、大学を国公立

にし、学校外活動費をおさえればかかる教育費はぐっと減るでしょ

う。しかし実際にはこのグラフのような進路を歩むケースが多いの

が現状です。中学から私立中学に進学する、または私立大学の医学

部系に進学すればかかる「教育費」は、グラフで示した以上に多く

なります。限られた収入の中から子どもにどんな教育を受けさせら

れるのか、みなさんの保護者はとても悩みながら考えてくれている

ことでしょう。!
 

「うわぁ。教育費ってこんなにもかかるんですか？」 

 

「教育の内容によってちがいはありますが、現実的に考

えるとこれぐらいかかると予想して貯蓄をしていくの

が理想ですね」 

 

「先生、大学まで公立だった場合はどれくらいかかるか

わかりますか？」 

 

「幼稚園から大学までですか？ その場合は約 879万円

かかるといわれていますね」 

 

「うーん。やっぱりそれぐらいはかかるんですね…」 

「そういえば、花子さんは大学進学のための奨学金につ

いて調べていましたね。では次は教育費の援助について

話しましょう」 

 

教育費が払えなかったら？!
 子ども一人を大学まで行かせるには "###万円近くか、あるいはそ
れ以上かかってしまう場合があり、このことは大人の間では常識の

１つになっています。そのため、子どもが小さいころから進学のた

めに貯金をする保護者が大勢います。しかし、どれだけ貯金をして

いても不測の事態が起これば子どもの教育どころか、生活すらでき

なくなってしまいます。!
 ここでひとつ例え話をしてみましょう。太郎君の家族は、お父さ

んが会社に勤めていてお母さんが専業主婦だとします。その太郎く

んのお父さんがリストラにあってしまいました。お父さんの収入が

なくなったので太郎くんの家庭の貯蓄を使う生活がはじまります。

食費、光熱費、年金、太郎くんの「教育費」。月々の支出から数年も

しないうちに貯蓄はなくなってしまい、太郎くんは学校に通えなく

なるでしょう。!
そうならないためにも太郎くんのお父さんには再就職をめざして

ほしいところですが、そうなってしまった場合にはまず自治体の窓

口へ相談に行きましょう。!
!



 各自治体が設けている就学援助制度があり、公立の小中学校に通!
う児童・生徒に対し学用品、給食、修学旅行などに使うためのお金!
が援助されます。条件・内容などは各自治体によってちがいますが、!
経済的事情によって学校に通うことが難しくなった太郎くんを援助!
する義務が教育基本法という法律によって定められているので、自!
治体が助けてくれるはずです。!
 他には生活保護世帯の小学生中学生の児童・生徒や、所得が!
少ない家庭の児童・生徒も就学援助制度の対象となります。就学援!
助制度とは、家庭にどんな経済的事情があろうと全ての子どもたち

が平等に教育の機会を得られるように作られた制度なのです。例え!
話の太郎くんのように、もし家庭の経済的事情により学校に通うこ

とがむずかしくなったら、すぐに学校の先生や自治体へ相談し、就

学支援制度の申請をしましょう。自治体によっては申請時期が決め

られている場合がありますが、まず相談することが第一です。!
                                                                                                                

「就学支援制度なんてはじめて聞きました。でも、こんな

制度があるなら、みんな使いたいんじゃないかなぁ？」 

 

「うーん…教育費完全無償化は今の日本においてはなかな

かむずかしい課題です。海外では無償のところはありま

すが、それについてはまたのちほど」 

 

「確か、高校でも同じような制度がありましたよね？」 

「花子さんはとてもよく調べてますね。では、高校の教育

費の制度について説明しましょう」 

!

教育費が払えなかったら？!その２!
 前述の通り、家庭が経済的な問題を抱えていても小学校と中学校!
は自治体からの援助で通うことができることは、みなさんわかりま

したね。!
 では、次は高校への就学について話しましょう。高校の教育費に!
ついては近年、大きな変革がありました。平成 ""年４月から、公立
高校は高校授業料無償化。私立高校などには就学支援金が支給され

る制度が始まりました。どちらも社会全体が費用を負担し、子ども

の高校への就学を応援してくれる制度です。!
 公立高校の高校授業料無償化と私立高校などへの就学支援金支給!
の制度。この２つのちがいを今から勉強しましょう。!
!

公立高校の高校授業料無償化とは？!

 公立高校の高校授業料無償化は、生徒から授業料を徴収しないという

制度です。公立高校に通うすべての生徒に適用されます。また、授業料

が無償化されるにあたって、申請手続きなどを行う必要はありません。 

しかし、無償になるのは生徒の授業料のみで、入学金や教科書代、修

学旅行費など授業料以外の学費は今まで通り徴収します。 

私立高校の就学支援金：本文にも書いている通り、国民が学生の授業料を負担する制度。多くの子どもが高校に通えるようになることで、優秀な人材が社会に進出することが期待されている。（『政府広報オンライン』「高校での学びを応援します！公立高校の授業料無償化・高等学校等就学支援金制度」http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/6.html 2012年1月10日閲覧）

公立高校授業料無償化：本文にも書いている通り、国民が学生の授業料を負担する制度。それまで家庭の経済事情で高校に進学できなかった子どもたちが高校に通うことで、優秀な人材が増えることが期待されている。（『政府広報オンライン』「高校での学びを応援します！公立高校の授業料無償化・高等学校等就学支援金制度」http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/6.html 2012年1月10日閲覧）

「それについてはまたのちほど」：のちに、ヨーロッパ各国の教育について先生が話してくれる。

教育基本法：日本の教育に関する根本的・基礎的な法律の名称。教育憲法、教育憲章と呼ばれることもある。（『広辞苑』岩波書店第六版、2008年）

就学援助制度：本文での説明の通り、子どもの教育費を出すことが困難である家庭に対し援助を行う制度。（就学援助制度を考える会『就学援助制度がよくわかる本』学事出版、2009年）



「そうですね。この制度ができたおかげで、家庭の経済

的事情に縛られず、進路を選択できる自由は生まれたん

ですよ」 

 

「うーん…」 

 

「太郎くん、どうかしたの？」 

 

「これって、授業料が完全にタダの公立高校に入学した

いって子が増えるんじゃないですか？」 

 

「おや。太郎くん、なかなか鋭いですね！ たしかに、

この制度が引き起こすであろう事象としてあげられた問

題点です」 

 

「でも、やっぱり安さだけじゃなく、本当に行きたい高

校に行くことが大事なんじゃないかしら。安さだけで進

路を選ぶなんて、自由がないわ」 

 

「二人ともよく考えられています！ この様子だと大学     

の奨学金について話してもついてこれそうかな？ 」 

 

「先生。私、それが一番知りたいです。教えてください」 

教育費が払えなかったら？!その３!
 "#$"年現在、公立高校に通う場合は高校授業料無償化、私立高校に
通う場合は就学支援金支給制度が整ったことで、それまで家庭の経済

事情から進学・通学が困難とされていた子どもが高校に通えるよう

になりました。!
 しかし、高校を無事に卒業してもその子が自由に職業選択するに

はまだ足りません。今の時代の日本では、職業選択の幅を広げるに

は大学に入学し、卒業することが必要と言われています。!
 職業選択の自由を広げるために大学へ行くにはやはりお金がかか

ります。四年制大学にかかる教育費は平均的に、公立の場合 %##万!
円以上、私立の場合は &##万以上になります。!
 大学の教育費はそれまでの教育に比べると決して安くはありませ!
んが、家庭に収入があればできない出費ではありません。しかし、!
安定した収入が得られない家庭、収入はあっても子どもを大学に行!
かせられる貯蓄がない家庭にとっては大学の教育費を出すことはむ!
ずかしいでしょう。!
 そのような家庭の経済的事情により、大学進学をあきらめる子ど

もたちのために奨学金制度というものがこの日本にはあります。（こ

こにおいての奨学金とは「独立行政法人 日本学生支援機構（旧日

本育英会）を指します）!
 奨学金制度とは、大学に通いたいけれど家庭の経済的事情のため

あきらめなければならない学生に、必要なお金の給付・貸与を行う

奨学金制度：経済的に困難な状況にある学生・生徒に学資を与えることで学習の権利・機会を保障する制度。（『広辞苑』岩波書店第六版、2008年）

私立高校の就学支援金：本文にも書いている通り、国民が学生の授業料を負担する制度。多くの子どもが高校に通えるようになることで、優秀な人材が社会に進出することが期待されている。（『政府広報オンライン』「高校での学びを応援します！公立高校の授業料無償化・高等学校等就学支援金制度」http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/6.html 2012年1月10日閲覧）

公立高校授業料無償化：本文にも書いている通り、国民が学生の授業料を負担する制度。それまで家庭の経済事情で高校に進学できなかった子どもたちが高校に通うことで、優秀な人材が増えることが期待されている。（『政府広報オンライン』「高校での学びを応援します！公立高校の授業料無償化・高等学校等就学支援金制度」http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/6.html 2012年1月10日閲覧）

私立高校の就学支援金：本文にも書いている通り、国民が学生の授業料を負担する制度。多くの子どもが高校に通えるようになることで、優秀な人材が社会に進出することが期待されている。（『政府広報オンライン』「高校での学びを応援します！公立高校の授業料無償化・高等学校等就学支援金制度」http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/6.html 2012年1月10日閲覧）



!

私立高校などの就学支援金支給の制度とは？ 

私立高校などへの就学支援金支給とは、私立高校などに通う生徒が申請す

れば、授業料の一部にあてられる支援金が支給される制度です。支給され

る金額は無償化される公立高校の授業料とほぼ同額です。また、生徒の保

護者の所得によってはさらに加算されて支給されます。支給された支援金

は学校が生徒本人に代わって受けとり、その授業料にあてることになりま

す。!
学校の授業料と就学支援金の差額については負担する必要がありま

すが、大阪府ではさらに私立高等学校等授業料支援補助金という制度

が平成 23年度より施行されました。大阪の高校の授業料は他県とく

らべ、教育費の負担が軽いです。他の都道府県も大阪のような制度が

導入されるといいですね。!

!
 公立高校の高校授業料無償化と私立高校などへの就学支援金支給。こ

れら２つの制度は内容に多少のちがいはありますが、作られた目的は同

じだったのです。しかし本当の目的は、家庭の経済的な問題を理由に高

校進学、在学をあきらめる子どもを救うためです。また、多くの人

が教育を受けることで、社会に役立てる人材が増えるのではないか、

という期待もこめられています。!
 今、またはこれから高校に通うみなさんは、社会全体から支えら

れて「教育をうける権利」を実行できるのだということを覚えてお

きましょう。 

「この制度についてはニュースでたくさん取り上げられ

ていましたよね」 

 

私立高等学校等授業料支援補助金：私立高校の就学支援金に加え、大阪府においてのみ平成23年から施行され始めた制度。これで大阪府では公立校・私立校の教育費の違いに左右されずに進路を決めることができるようになったと言えるだろう。（『大阪府』「平成２３年度新入生の皆さんへの補助制度」 http://www.pref.osaka.jp/shigaku /shigakumushouka/shigakumusyouka_23.html 2012年1月14日閲覧）



制度です。公立、私立を問わず学校を通じて申し込むことができま

す。申し込む際、高校での成績表や家庭の年収・所得を提出し審査

されますが、学生本人に大学進学の意志があり、本当に家庭が経済

的事情を抱えているのであれば必ず受けることができます。!
!
「奨学金についてはなんとなく聞いたことがありま

す！ 僕のお父さんは新聞配達の奨学金で大学に行っ

たと言っていました」 

 

「新聞奨学会制度ですね。新聞配達をすることで学費を

新聞社に立て替えてもらえる制度です。太郎くんのお父

さんはなかなかの努力家のようですね」 

 

「あれ…？でも奨学金制度は『学生に必要なお金の給

付・貸与を行う制度』…つまり、一度もらったお金を

返さなくてはならないんですよね？太郎くんのお父さ

んの奨学金は返さなくていいんでしょうか」 

 

「いいところに気がつきましたね。では次は奨学金の種

類について話していきましょう」 

 

  

 

意志のある学生を応援する奨学金制度ですが、この制度はあくまで

教育を受けるのに必要なお金を一時的に借りる制度です。例えば、

みなさんの保護者が今住んでいる家を買う時、おそらく銀行に借金

をしてお金を用意した方がほとんどでしょう。その借金は家を買っ

た後に、働いて得る収入の中から何年もかけて少しずつ返していき

ます。これを住宅ローンと言いますが、奨学金も言いかえればロー

ンだと言えます。!
 それでは返還しなければならない奨学金制度を紹介しましょう。!
多くの学生が利用する「独立行政法人 日本学生支援機構」（旧日

本育英会）においての奨学金、第一種奨学金と第二種奨学金は大学

卒業後に返還の義務が生じます。!

独立行政法人　日本学生支援機構（旧日本育英会）：今現在、最も利用されている奨学金制度。本文の通り、一定の基準以上の成績が求められ、卒業後に全額返還をする第一種と、比較的審査に通りやすく、卒業後に利子をつけた返還をする第二種がある。卒業後の負担を考えれば、第一種の奨学金の審査に通れるように努力をするのが賢明。勉強は、あなたの将来をつくるための土台になるということを覚えておこう。（『独立行政法人日本学生支援機構‐JASSO』 http://www.jasso.go.jp/index.html 2012年1月10日閲覧）



 審査に成績を重視する第一種奨学金は「無利息」。大学に通うため

に受け取ったお金をそっくりそのまま返すこととなります。!
 第一種奨学金に比べ、審査が通りやすい第二種奨学金は「利子つ

き」。受け取ったお金に３％の利子をつけて返すこととなります。返

還を長く続ければつづけるほど返還する金額は多くなってしまうの

で、早期的に返還することがのぞましい奨学金です。!
一方で、返還の必要のない奨学金制度も存在します。!

 太郎くんのお父さんが受け

たという「新聞奨学会制度」。

これは学生の教育費を負担し

てもらえる制度で、卒業後の奨

学金の返還は一切必要ありま

せん。しかし代償として住居を

指定され、新聞配達の仕事を義

務付けられます。生活する住居

や食事は無償であり、仕事の給

料をもらうことができますが、

毎朝毎夕の配達を義務付けら

れているので学業との両立は

むずかしいとされています。!
この制度を利用するのに必

要な資格は特にありませんが、

真面目で努力ができる人にむいている制度と言えますね。!

また、各学校によってちが

いはありますが、「独立行政

法人 日本学生支援機構」の

奨学金を利用する学生が成

績優秀であった場合、学費の

免除が行われることもあり

ます。!
どれも少しずつちがいは

ありますが、大学進学に奨学

金を利用したい人は、早い段

階から家庭で相談し合う必

要があるでしょう。!
 

「うーん、「独立行政法人 日本学生支援機構」につい

ては少し調べていたんですけど、本人の成績次第で無利

息か利息つきになるのは納得いかないです 

 

「そうですね、先生も花子さんの意見に同感です」 

 

「え？ でも、勉強さえできれば無利息の第一種奨学金

は受けれるんでしょ？ 」 

 

 

新聞奨学会制度：本文の通り、新聞社が大学に通うための学費を立て替え、学生は新聞配達という仕事を義務付けられる、ひとつの奨学金制度。（『新聞奨学生通信』「奨学生のシステム」 http://shinbun.hitorigurasi.net/system/index.html 2012年1月10日閲覧）



「審査基準を満たすためにがんばって勉強するけれど、そ

の勉強をするには多かれ少なかれお金がかかるでしょ

う？ 家庭が経済的事情を抱えているから奨学金を利

用するのに、おかしいと思わない？ 」 

 

「あ…そう言われてみると…」 

 

「花子さんと似たような意見を持つ人は大勢います。

「独立行政法人 日本学生支援機構」は返還されたお金

を新規の学生の奨学金にあてているシステムなので、す

ぐに変えることはできないかもしれないけど…そうい

った意見をどんどん発信していけば、花子さんの指摘する

問題点が解決されるかもしれません」 

 

「お金に縛られず、自由に大学へ行ける世の中にするに

は今の私たちが意見を言うことが大事ですよね」 

 

 

 

 

 

特集 西成高校で行われている反貧困学習 

～肥下先生にインタビュー～ 

 

「それにしても、生涯賃金や生活保護や奨学金・・・日

本が結構いろんな問題を抱えていたなんて、先生から話

を聞いた今でもちょっと信じられないです」 

 

「授業では教えてくれないことばかりよね。私の家は母

子家庭だから、それをきっかけに奨学金などは調べてい

たけど、知らない人はずっと知らないままなんじゃない

かしら」 

 

「そうかもしれませんね。今までみなさんに話したこと

は、学校では教えてくれないことばかり。でも、最近授

業の一環として『反貧困学習』のやり方を取り入れてみ

てはどうかと、今学校と相談しているんですよ」 

 

「「 『反貧困学習』？ 」」 

 

「大阪の西成区にある高校で行われている、オリジナル

の人権総合学習と言えばわかるかな？ 教師の間では



結構有名なんですけどね…」 

 

「先生、もう少しわかりやすくお願いします」 

 

「わかりました。ではまず大阪府西成区について話しま

すね」 

!

大阪府西成区ってなに？!
 みなさん、"#$$年秋ごろに発表された『都道府県別幸福度ランキ
ング』を知っていますか？「１世帯当たりの負債額が少ない県は？」

「社員が辞めないで長く働く県は？」「１日のくつろぎ時間が最も長

い県は？」「障がい者の雇用比率が高い県は？」などのさまざまな項

目が充実しているかどうかを比べ、都道府県すべてに順位をつけた

ものです。"#$$年秋での『都道府県別幸福度ランキング』一位は学
力が高く、農産物が豊かな福井県でした。対して、最下位となった

都道府県は関西の中心地、大阪だったのです。!
!
（市ヶ谷経済新聞 『日本で一番幸せな都道府県は？‐法政大学が

研究発表』 %&&'())*+%*,-.-/01*2-*/3*2)%1-45*61)$"7#)）!
!
 お笑いやグルメで陽気なイメージを発信している大阪。なぜ『都

道府県別幸福度ランキング』で最下位となったのでしょうか？!

実は、大阪は全国のなかでも失業者や生活保護受給者が多く、そ

のために経済的に豊かではないと判断され、このランキングでは最

下位となってしまったのです。!
生活保護受給世帯数が全国で最も多い大阪においても、特に多い

区が大阪市西成区です。西成区には「釜ケ崎」と呼ばれる日雇い労

働者の街があり、高齢や病気のために働けなくなった労働者の中に

は野宿者になる人々もいます。西成区には他にも様々な社会問題が

集積していて、生活環境の厳しい人たちが多く暮らしています。!
生活保護受給者の中には子どもを持つシングルマザーも多く、ひと

り親家庭の世帯も多いのが特徴です。 

 

「大阪っていうと、関西弁で元気な人がたくさんいるイ

メージだけど…ほんとうにこんな場所があるんです

か？」 

 

「はい。２万人もの日雇い労働者が西成区の「釜ヶ崎」

で生活しているという現状が報告されているんですよ」 

 

「生活の厳しい人たちが多く暮らしている西成区が、さ

きほどおっしゃっていた『反貧困学習』とどう関係する

んですか？」 

 

「この西成区には君たちと同じように、学校に通う

http://ichigaya.keizai.biz/headline/1240/


年齢の子どもたちが暮らしています。その子どもたちの中

には、日々「貧困」と向き合いながら懸命に生活している

子どもたちもいるんです」 

 

「「…」」 

 

「その子どもたちが自分達の貧困を意識化することが『反

貧困学習』。実は先日、『反貧困学習』を行っている西成

高校の先生にお話を聞きに行ったので、その時のことを

含めて説明しますね」 

!

（大阪府立西成高等学校） 

西成高校の『反貧困学習』ってなに？!
 さまざまな問題を抱える西成区にある大阪府立西成高等学校。こ

こでは人権総合学習として『反貧困学習』というオリジナルの学習

が行われています。!
『反貧困学習』は "##$年度から新たな人権総合学習として導入され
ました。その授業内容は、海外のストリートチルドレンから始め、

ネットカフェ難民、ワーキングプア、日雇い派遣、野宿者問題、生

活保護、シングルマザー、労働者の権利など、西成区においては身

近である貧困問題をベースにしたテーマが多くあげられています。!
 また、『反貧困学習』は以下の項目を目的としています。!
!
" 自らの生活を「意識化」すること!
# 現代的な貧困を生みだしている社会構造に気づくこと!
$ 「西成学習」をとおして、差別と貧困との関係に気づくこと!
% 現在ある社会保障制度について理解すること!
& 非正規雇用労働者の権利に気づくこと!
' 究極の貧困である野宿問題をとおして生徒集団の育成をはかる

こと!
( 「新たな社会像」を描き、その社会を創造するための主体を形

成すること!
（大阪府率西成高等学校 『反貧困学習 格差の連鎖を断つために』

解放出版社 "##%年より抜粋）!



 この『反貧困学習』を通し、学ぶことで、西成高校の生徒たちは

どう成長するのでしょうか。それについては西成高校へお話を聞き

に行ったときの記録がありますので、それをみなさんにお見せして

感じとっていただこうかと思います。!
!

""月中旬、大阪府立西成高等学校の一室にて。!
 

先生：「はじめまして、肥下先生。本日は貴重なお時間割いていただ

きまして、ありがとうございます」 

 

肥下：「いえいえ」 

 

（大阪府立西成高等学校に勤める肥下先生） 

先生：「本日は西成高校で行われている『反貧困学習』についてお話

をお聞きしたく訪れました。まず最初に、『反貧困学習』の

目的!の１つに『自らの生活を意識化する』とありますが、
この『意識化』とは具体的にどういった意味なのでしょう

か？!」!
!
肥下：「はい。まず『意識化』という言葉についてですが・・・これ

はブラジルの教育学者、パウロ・フレイレがスラムに住む成

人へ識字教育をする時に作った概念なんですね。私は学生時

代にバングラデシュに行ったことがあるんですが、『シャプ

ラニール＝市民による海外教育の会』が識字教育の活動をし

ていて、そこでこの概念を知ったんです。!
!

!
（左と右の絵を見比べて、自分達の状況を把握させる） !

!



非識字者が生徒なので、識字教育の現場では初めにこの絵を使

って授業をしていました。子どもの病気などお金を借りる時、

左のように一人で契約させられると利子が高くてお金を返すの

はむずかしい。実際にこんなことがなかったか話していくんで

すよ。対して、右のように貧しい人たちが組合を作って多人数

がお金を持ち寄り、そこからお金を借りるようにすればいい。

この絵を見て、生徒の人たちがおかれている社会状況を自分自

身で把握し、その状況を変えるにはどうしたらいいんだろうと

考えるのが『意識化』なんですね。!
 西成高校の『反貧困学習』もこれと同じで、西成の生徒たち

がおかれている社会状況を把握させ、その状況を変えるにはど

うすればいいのか考えることを『意識化』としています」!
!
先生：「なるほど・・・。では、『反貧困学習』によって生徒たちの

『意識化』をはかることで実際に貧困の存在を許している日

本の現状を変えられるでしょうか？」!
!
肥下：「!『反貧困学習』を始めた後に実際に起こったエピソード  !

なんですが、アルバイトをしている生徒がアルバイト先に突

然のシフト変更を断ったことで解雇された、ということがあ

りました。その生徒は納得が行かず、行動に移したんです。

労働基準監督署に通報して、解雇予告手当てを請求できると

知った後、内容証明郵便をバイト先に送って振り込まれるべ

き給料を獲得したんです。その子は、お金のためじゃなく自

分の権利を回復させるために行動したんです。私はこういう

積み重ねが日本を変える力になるのではないかと考えてい

ます」 

!
先生：「意識の高い生徒さんがいらっしゃるんですね。私の学校では

人権総合学習を行っているのですが、私の力不足のせいか全

員が真剣に人権について考えてるようではないんですよ。

『反貧困学習』に対する西成高校の生徒さんたちの全体的な

反応はどうですか？」!
!
肥下：「『反貧困学習』を始めるまでは差別問題を中心とした人権総

合学習を行っていましたが、実際に学習者にとって大切なの

は本人の生活に関わる問題だと思い、『反貧困学習』を始め

ました。わが校には母子家庭の生徒が多く在籍しています。

なのでシングルマザーの問題をとりあげるなど、生徒たちの

生活を中心にした授業を行っていきました。すると生徒たち

は『自分達の問題を学習している』ことに気づきはじめたん

ですね。!
私たちはこのことを、学習を生徒たちに『返していく』と

呼んでいます。学習の主体はもともとは生徒たちなんで、主

体である生徒たちに『返す』ことで、生徒たちは自分たちの

ことを学習しているんだと気づくんです。そうすると、生徒



たちは自分たちの生活について意見を発言したり、文章にし

たりが自然とできるようになっていきました。!
!

いったん学習が生徒たちのものになれば、そこから発展して

いって、もっと大きな日本社会の問題にも目を向けられるよ

うになっていきます。平和や差別の問題と自分たちの問題は

つながっているんだと気づくようになっていったんですね。

自分たちの生活を理解する、学習をすることで社会の問題も

考えられるようになっています」!
!
先生：「西成高校の『反貧困学習』は西成の生徒たちに対して行うこ

とに深い意味があるんですね。では西成高校だけでなく、日

本の今の中高生たちはどうしていくべきか、何かお考えはあ

りますか？」!
!
肥下：「自分たちの、子どもの権利というものを学習してほしいです

ね。そして自分たちの権利が奪われていると感じたら周りに

ＳＯＳを発信するなどして、大人に伝えてほしいです。子ど

もではどうにもできないことは大人がやるしかないですか

ら。子どもの頃から、日本が本当に差別や貧困のない社会を

作っているのか、考えながら過ごしてほしいですね」!
!
先生：「私も同じ考えです。子どもたちは未来の日本社会を背負

う存在ですし、子どもである今の時間を意義あるものにして

大人になってほしいですね。 肥下先生、本日は貴重なお話

ありがとうございました」!
!
肥下：「いえいえ。お疲れ様でした」!
!
肥下先生、貴重なお話を聞かせいただきありがとうございました。!
!

!
「どうですか二人とも？ 今の記録内容を聞いて少し

は西成高校の『反貧困学習』について、わかりましたか？」!

!
「貧困におかれている立場の人こそ、貧困について把握

しなければいけない ということでしょうか？」!
!
「なんだか全部はわからなかったんですけど、先生たち

の話を聞いて、今の社会をどうしたらよくできるのか考

えることが僕たちの宿題なんだなと思いました」!
!
「太郎くん、ちゃんと理解できているじゃないですか！

その調子なら次の社会のテストではきっといい点がと

れるでしょうね」!
!



「うーん。テストはわからないですけど、自分の意見を言

えるぐらいには勉強してみます」!

!
「私ももっと今の日本社会について調べて、自分の意見

をつくるための知識を深めていきます」!
!
「二人とも、大人になるまでの今の時間を大事に使って

くださいね」!
 

 

参考文献 

・日労編集部『子どもの教育費これだけかかります。』日労研、2009         

 年 

・就学援助制度を考える会『就学援助制度がよくわかる本』学事出

版、2009年 

・笠木恵司『学費免除・奨学金で行く大学・大学院進学・休学・留

学ガイド』ダイヤモンド社、2007年 

・大阪府西成高等学校 『反貧困学習―格差の連鎖を断つために』

解放出版社、2009年 
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"

「こんなに身近な日本でも貧困が起こっているなんて、全然知

らなかった！いままで他人ごとのように感じていたけど…もっ

と勉強しなくっちゃ」"
 

「私は教育費が、こんなにもかかるものだなんて知らなかった              

わ！今学校に通えていること、感謝しなくっちゃね」"
 

「それはいい心がけだね」"
 

「日本にも貧困があるんだったら、他の国はどうなのかしら？」"
"
「外国ならきっとそんなことないよ。アメリカとか、格好良い

じゃん」"

"
「いや、自由主義の典型のようなアメリカでは、日本よりもも

っと深刻な貧困問題が存在しているんだよ。政府が市場にあま

り関与しないから国民は財政をめぐって自由に競争することが          

できるけど、同時に競争に負けてしまう人、つまり貧困におち

いってしまう人も生まれてしまうんだ」"
 

「本当に？」"

「日本よりも深刻な問題って…想像もつかないわ。アメリカで

おこっている貧困って、どんなものなのかしら」"

"
「じゃあ、学校や学生にまつわる貧困の例をいくつか見てみよ

うか」"
"

チャーター・スクール"
 『チャーター・スクール』は、資金は国から出されるが運営は民間に任

せられるという新しい形の学校です。"
 #$$% 年、アメリカ南部のルイジアナ州にハリケーン・カトリーナが上
陸し、歴史に残る大災害となりました。災害の直後、ルイジアナ州内の公

立校の大半が、このチャーター・スクールに切り替えられました。ルイジ

アナはもともと貧しい地域でしたが、そこへ災害の復興予算まで重なって

しまったのです。そこで少しでもと教育予算を削減するため、政府が扱っ

ていた学校を民営化、つまり民間にまかせることによって、政府の負担が

軽くなるというねらいで始められました。そしてチャーター・スクールへ

の切り替えが決まってまず始めに行われたのは、公立校の教師と職員 &%$$
人の解雇でした。"
"

"
「先生の数や、国の出してくれる教育予算が大幅に減ると、ど

うなると思う？」"
 

民営化：のちに詳しく解説する。

自由主義：個人の自由や公正を尊重する社会体制のこと。経済面でいうと、政府が国民の経済活動にあまり大きく関わらないようにして民間に競争を取り入れることで、サービスの質を上げ経済の成長を促すことが出来る。

kuwabaratakekazu
取り消し線

kuwabaratakekazu
置換するテキスト
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「どうなるのかな」"
"

「そうだ、先生が足りないんだから、その分ひとり

の先生が たくさんの生徒を見なくちゃいけなくなる。先生が

受け持つ 生徒の人数が増えるんじゃないですか？」"
"
「その通り。そうすると、どうしたってひとりの生徒にかける

時間は減ってしまうよね。それを元々貧困の地域でやると余計

に、子どもたちが教育を受ける平等な機会が奪われてしまうこ

とにつながるんだ」"
"
「じゃあそういう学校に通う子どもは、他の学校に通う子ども

より勉強ができなくなっちゃうってこと？」"
"
「そういうことだね。教育格差とも言うよ。地域の環境によっ

て、学力に差が出てしまうんだ。…ちょっと余談になるけど、

ルイジアナのこのハリケーン・カトリーナも、被害が大きくな

ったのには民営化が関係してるって考え方もあるんだよ」"
"
「どういうことですか？」"
"

 "
ハリケーン・カトリーナの引き起こした災害自体も、政府による人災だと

も考えられています。"
 自然災害はデータからあらかじめ予測することが出来るため、防衛策や

予算を立てやすいものです。しかしこの災害の被害が大幅に拡大したのは、

連邦緊急事態管理庁 #$%&の対応の遅さにありました。#$%&がニュー
オーリンズ等被害の大きい被災地へ救済を派遣したのは、ハリケーンが上

陸した '月 !'日から既に (日も経過していたのです。死者は )*'+,人、
行方不明者は -.(人に上りました。どうして対応が遅れたのでしょう。"
#$%&は !..)年以降から様々な業務を民間企業に委託しはじめていま
した。つまり実質的に民営化されたも同じ状況だったのです。民間企業の

一番の目的は効率よく利益を上げ、ライバル企業と差をつけることなので、

#$%&の本来の目的である人命の救助、被害の縮小とはズレてきてしまい
ます。そのため迅速な対応をすることが難しくなってしまうのです。"
国民の命に関わる部分を、政府が責任を持たず民間企業に委託するのは

間違いだったのです。"
"

学資ローン"
 今やアメリカの大学生の ++％が学費のために学資ローンを受けている
とともに、クレジットカードを使用しています。卒業と同時に学資ローン

の返済を抱え、更に在学中にカードの返済を滞らせカード会社のブラック

リストに名前が載ってしまい、多くの借金を背負ったため就職先が見つか

らない学生は珍しくありません。"
 どうして、まだ学生なのにこんなに借金だらけになってしまうのでしょ

う。そのヒントは、政府の教育予算の大幅カットにありました。"
 アメリカでは大学の教育費は親が出すのではなく、政府による奨学金を

受けるか、生徒が自分で「学資ローン」を受けるのが一般的です。学資ロ

ーンとは学費に使うため専用のローンのことで、大学在学中に借りた学費

連邦緊急事態管理庁（FEMA）：アメリカ合衆国の政府機関。洪水・ハリケーン・地震・原子力災害など様々な災害に際して（天災・人災に関わらず）対応する。アメリカ国土安全保障省の一部。
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は卒業後に働きながら自分で返済するという仕組みになっています。民間

金融会社の運営する学資ローンは利子が高いことが特徴で、政府の学資ロ

ーン（利子だけ政府が負担してくれるもの）も急速に民営化が進んでいま

す。ここで政府の教育予算が削られれば、成績優秀な生徒がもらうことの

出来るはずだった奨学金へ充てる予算が減ってしまいます。そうなれば奨

学金の枠からこぼれ落ちた生徒は利子の高い学資ローンを借りるほかあ

りません。"

"
"
「この学資ローンは金融業界じゃ『ドル箱』と呼ばれるほど、

貸し手にとっては割が良いんだ」"
"

 

「ドル箱ってなに？」"
 

「何もしなくてもどんどんお金が入って来るって意味よ」"
"

"

「どうして？」"
"
「それは…どうしてかな。利子が高いから？」"
"
"
「利子が高いというのもあるけど、一番は消費者保護法が利か

ないってことだね。少し難しいけど要するに、払い切れなくな

って破産してもこの学資ローンの返済義務だけは残っちゃう

とか、金利に上限がないとか、延滞すると給料から差し押さえ

られちゃうとか。例えば住宅ローンなら家を差し押さえられれ

ばそこで終わりだけど、この学資ローンはずっと給料から差し

押さえられ続けるし、死んでも生命保険すら持って行かれてし

まう」"
"

「えっ、自己破産すれば借金は消えるんじゃないんですか？学

資ローンはなくならないの？」"
"

 

「そんなひどい借金なら、始めから借りなきゃいいのに」"
"
「そうだよね。でも、政府が教育予算を削るにつれて学費もど

んどん上がるから、個人でまかないきれなくなって学資ローン

を利用する人も増えてるんだ。他の出費と違って教育、特に大

学は、行かないというわけにはいかないからね」"
"

奨学金：返還義務なし"
政府の学資ローン：利子は政府が補助"
民間の学資ローン：年率上限約 #％"

"
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日本とは比べものにならないほど学歴社会で、更に失業率が #％を超え
る大不況のアメリカ。日本の失業率ですら約 !$%％であることを考えると、
はるかに就職難であることがわかります。最終学歴が非常に重要視される

ため、大学卒の学歴が無ければ、就職活動はかなり厳しくなります。安定

した職に就くためには、大学に進学することは不可欠と言えます。そのよ

うな状況にも関わらず学費は年々上がり続け、不景気から雇用口は年々減

り続け職に就けるチャンスは少なくなっているのです。"
学生は大学卒業と同時に、大学在学中に溜まったローンの返済が始まり、

借金というマイナス地点からのスタートを与儀なくされます。さらに就職

先も見つからないなどの理由で返済が滞ってしまえば、借金は雪だるま式

に膨れ上がってしまうのです。"
"

「アメリカって自由の国、ってイメージだったのに、なんだか

信じられない」"
"
「こんなの、いつ貧乏になってもおかしくないよ。どうしてこ

んなことになってるの？」"
"
「じゃあ何故こうなってしまったのか、考えてみよう。さっき

見てみたアメリカのいくつかの事例について、何か共通してい

ることはある？」"
"
「ええっ？すっごく貧乏になっちゃうってことしか…」"
"

"

「政府が資金を削ったことが原因じゃないですか？あと、国の

色々な事業を民営化しちゃったり…」"
"
"
「そっか。国が学校にお金を出さないから、学校が貧乏になる

んだよね。で、学費が上がって、生徒も貧乏になる。でも学校

を民営化って言われても、『民営化』って名前は知ってるけどどういうも

のかよく分からないや」"
"
「私も」"

 "
「じゃあ、民営化について調べてみようか」"

“民営化”するとどうなる？"
 

「『民営化』って、つまり一体何なんですか？」"
"
「ここでは民営化が悪いことみたいに捉えちゃってるけど、ち

ゃんと意味のある政策だよ。では、“民営化”の意味を見てみ

よう」"
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「つまり、国が運営していたものを、ふつうの企業に変えちゃ

うってことですか？」"
"
「そう。例えば #$$%年に郵便局が民営化された郵政民営化と
いうのは、今まで政府が運営していた郵便局の業務の一部を、

民間の会社に変えて運営をまかせようという取り組みのこと

だね」"
 

「民営化されると何が変わるの？」"
"
「…そうだ、公務員が減るんじゃないかな。公務員が減れば、

国が払う給料が少なくなるわけだし、その分税金を使わないじ

ゃない」"
"

「その通り。それに、国が運営していれば公務員はどんなに仕

事を頑張っても給料は変わらないけど、一般の会社だと頑張っ

て利益をたくさん上げればその分報酬が増えるかもしれない。

どっちの方が仕事を頑張ろうと思う？」"
"

「そりゃ、ふつうの会社かな。公務員だと頑張ってもさぼって

も一緒なんでしょ？」"
"
「国の仕事だったときはリストラもお給料を減らされることも

無かったのに、民間の会社に変わったら頑張って売上を出さな

いといけなくなる。それってつまり、同じ仕事でも量や質が上

がるってことに繋がるんじゃ？」"
"

「そう！よく気付いたね。利益を追求させることで、サービス

をより良くさせることが出来る。そして公務員に給料を払った

り施設に資金を回したりするのをやめれば、税金を使う範囲を

狭めることが出来るね。このあたりの理由が、民営化を進める

利点というわけ。でもどんな政策にもプラス面とマイナス面が

ある」"
"
「マイナス面ってなんなんですか？」"
"

 

「それがつまり、さっきのアメリカの話よ」"
"

"

みんえい か【民営化】"
［名］国や地方公共団体が経営

する企業・特殊法人などを民間

会社や特殊会社にすること。"
（大辞泉より）"
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「その通り。市場経済に国が関わる部分を減らすと、そのぶん

国民たちの間で競争が始まる。競争すると必ず、勝つ人と負け

る人が出てきてしまうんだ。つまり、ライバル企業にサービス

が追いつかなくて潰れてしまった会社とか、仕事の口がなくて

就職できなくなってしまった人とか」"
                                                                 "
「いわゆる、格差社会が広がるということですか？」"
"
"
「まさにそれだ。経済的に豊かな人とそうでない人の差がどん

どん開いてしまう。それに、民営化すべきでない分野の仕事も

あることも忘れちゃいけない。政府がやっている事業って、必

ずしも利益を上げることが目的にはならないんだ。ふつうの、

民間企業と違ってね。例えば、教育。教育の目的は学生から学

費を取り利益を上げることじゃない。授業を受けて勉強して、

友達の中で集団生活をして、それ以上のもっと色々なことを学

ぶためだ。企業として利益をあげるという目的と、教育の目的

は一致するとは限らないんだよ。そういう分野を民営化すると、

効率に追われて本来の目的を見失ってしまうかもしれない」"
"

・軍からの勧誘"
 #$$# 年から全米の高校生を対象に、全国一斉学力テストを行うことが
義務になりました。成績の良い学校にはボーナスが支給され、反対に悪い

成績の学校は助成金がカットされるという競争システムを取り入れるこ

とによって、教

育の質を上げよ

うという取り組

みです。"
ところがこの

法律の中には、

「高校生の個人

情報を、軍のリ

クルーターに提

出することを義

務化する。提出

しなければ学校への助成金をカットする」という内容が含まれていました。

学力テストとは関係ないこの事項は、一体何のためなのでしょう。"
軍には、若い学生を軍に入隊させるよう勧誘するリクルーターがいます。

彼らは高校や大学構内で若者に声をかけ、多額のボーナスや軍の医療保険、

市民権、大学の学費をそれぞれ軍が負担するなどの様々な特典を付けてで、

軍へ入隊することを勧めます。"
助成金の必要がないほど裕福な地域の学校ならばリクルーターへ個人

情報を提出することを拒むことはできますが、経済的に苦しく政府の助成

金がなければ運営できないような学校は、学生の個人情報を提出してしま

うほかに道はありません。この個人情報には、生徒の住所や家族の年収、

本人の携帯電話の番号まで書かれています。リクルーターはこの個人情報

をもとに、生活に困っている家庭の生徒から順番に、直接電話をかけるの

です。"
軍のジープで学校へ自分を迎えに来る軍服の兵士は、高校生にとって立

助成金：連邦政府や州から支給される、学校運営のための予算。
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派な一人前の大人に見えるでしょう。兵士は「家庭の事情で諦めなければ

なかったことが沢山あるんじゃないか？」と、入隊特典である多額のボー

ナスを学生の目の前にちらつかせ、諦めていた夢のための大学進学への希

望を見せます。さらに除隊後のアフターケアや、そのあと進学するための

大学の学費を軍が負担してくれること、戦場へ派遣される可能性は極めて

低いこと、軍隊内で希望の職種へ就かせてもらえることなどを説明します。

それまでの人生を貧しい中で生きてきた学生なら契約書にサインしてし

まうケースは少なくありません。"
しかし軍の勧誘文句にはリップサービスが多く、学費の支給などのボー

ナスを受けるには様々な条件があり、実際満足に大学へ進学するような額

は受け取れないことがほとんどなのです。さらに戦争はずっと続いていま

すから、いつ戦地に送られてもおかしくはありません。最前線へ行けば常

に死と隣り合わせ、命は取り留めても大怪我をする可能性もあります。そ

ういった経験がトラウマになって心の病を抱えてしまうケースもとても

多いのです。そうして身体や心に問題が起きたとしても、そもそも保険に

加入しておらず病院に通いたくても治療費が払えない場合も多くありま

す。退役軍人用の病院もありますが、資金が削られどんどん数が減ってい

るので診察を受けるまで何ヶ月も待たされるのです。"
"
「そんな、ほとんど騙す形で軍に勧誘するなんて酷い」"
"
"
「しかも貧困状態のひどい人から順に勧誘するんでしょう？

どうしようもなくお金に困ってる人にそんな条件を出すなん

て、他に選択肢が無かったら戦争に行くしかないのかな…」"
"

削られた社会保障の行く先"
「つまり、いろんなところへの資金を国がカットしちゃうのが

大体の原因なんだよね。そんなにたくさん予算を減らして一体

何に使ってるんだろう？」"
"
「アメリカってそんなに経済難な国だったの？」"
"
「そうか、じゃあ最近のアメリカの経済状況について少し話そ

う。二人は、#$$%年のアメリカ同時多発テロって覚えてる？」"
"
「幼稚園ぐらいだったからあんまり覚えてはないですけど、授

業で習ったので知ってます」"

"
「全然覚えてないなあ…。名前は知ってるけど」"
"
「テロ組織アルカイダが、アメリカへ直接、破壊攻撃をしかけ

た事件だ。この事件以降、“対テロ戦争”の名の元で戦争が多

発してしまっているんだよ」"
"
「イラクとか中東で起きている戦争のことですか？」"
"
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「そう。ちょっとこれを見て欲しいんだ。アメリカの軍事費が

#$$% 年から &'#' 年までの間にどう移り変わったかを表した

グラフだよ」"
"

"
アメリカ国防総省『()*+,-)."/010-20"34560*"72*+8)*02"9,:"9;"&'#'（ア

メリカ国防予算（通称グリーンブック） &'#' 年度版 </9）』

=**>?@@A,8>*:,..0:B5010-20B6,C@50134560*@1D&'#'@E:00-FG,,HF9+-).B>51
より              閲覧年月日：&'#&年 #月 #'日"
"

 後半のグラフが一気に上がっているのが分かります。"

 &''# 年に同時多発テロ事件が起きて以来、対テロ戦争の予算として軍

事費の予算がはね上がっています。過去にも大きな戦争を迎えるたびに、

歳出における軍事費の割合はぐんと高くなっていましたから、今回もそれ

と同じことが起きているのです。"

「同時多発テロが起きた &''#年から、軍事費が一気に上がっ

てるわ。この事件をきっかけに色んな戦争が起きたから、その

せいで軍事費がたくさん必要になったのね」"

"
「あ、本当だ！」"

"

"
「よく分かったね。これがどういうことか分かるかい？」"

"
「つまり、戦争にたくさんお金をかけるために、そのぶん他の、

教育とか色んな費用を削って削って節約してるってこと？」"

"

"
「そうよね。あれ、でもそれじゃ、戦争のせいで色んな費用が

削られて、そのせいで貧困におちいってしまった人たちが軍に

勧誘されて軍人になって、結局は原因である戦争に参加するっ

てことになっちゃう。これ、すごく悪循環なんじゃ…」"

"
「とても良い答えだよ。この悪循環から抜け出すには、まずこ

の悪循環について知らなければ始まらない」"

"
「確かに、こんなことが起きてるなんて全然知らなかったです。

でも、アメリカって日本人ほど戦争は悪いって思ってないよう

な気がします。悪循環って言われても、皆ピンと来ないんじ

ゃ？」"

http://comptroller.defense.gov/defbudget/fy2010/Green_Book_Final.pdf


!"
"

「そうだね。アメリカのメディアでは対テロ戦争のことを『ア

メリカの民主主義を守るための正義の戦争』だとか『凶悪な敵

から祖国を守る』だとうたう文句がよく聞かれる。平和のため、

自由のため、卑劣な敵をほろぼすために正義の心を持って立ち

向かう。そういったイメージが社会風潮になってしまうと、そ

れを鵜呑みにしてしまうことがよくある。でもそれに流される

前に一旦立ち止まって、自分の手で調べて見て、歴史を知るこ

とが社会を知る第一歩になるんだ」"
"
「自分で調べるって、どうやったらいいんですか？」"
"
「方法はたくさんあるさ。それについても、また追々勉強しよ

う」"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

（参考）"
堤未果 『ルポ"貧困大国アメリカ』 岩波書店、#$$%年"
堤未果 『社会の真実の見つけかた』 岩波ジュニア新書、#$&&年"



 
 
 
 
 
 
 
 
教育はどうなっているの？ 

 

 

「海外では全部アメリカみたいなのかな？」 

 

「全部がそうじゃないよ。ヨーロッパだとスウェーデンの学費は

ほとんどいらないんだって」 

 

「本当に？ なんでほとんどいらないんだろうね」 

 

 

「そうだよね」 

 

 

「どうしましたか？」 

 

「あ、先生！ なんでスウェーデンの学費がほとんどいらないの

かなって、太郎くんと話してたんです」 

 

「そうなんですか」 

 

 

 

「先生、なんでスウェーデンでは学費がいらないんですか？」 

 

「それはね、国が保障しているからだよ」 

 

 

「国が保障しているんですか？」 

 

「スウェーデンという国は、世界で有名な福祉国家なんです。格差

や貧困にあえぐことなく、困ったときには社会が手を差し伸べてく

れるような、助け合いのできる共生国家でもあるんですよ」 

 

「そうなんですか。でも、日本でも義務教育期間の授業料はいらな

かったと思うんですが…」 

 

「そうですよ。確かに日本でも義務教育期間の授業料はいりません。

それだけでなく、スウェーデンでは授業料だけでなく教科書代、ノ

ート代、学校医療費、教材費、給食費など、授業料以外に必要な費

用もいらない国なんですよ」 

 

「そうなんだ！ 日本もそうすればいいのにね！」 

 

 

「そう簡単にはいきません。日本にも日本の事情がありますし、国

それぞれの政治や経済が関係している場合もあります。では、スウ

ェーデン以外のヨーロッパの国々の教育がどうなっているのか見て

みましょう」 

 
!



１．ヨーロッパ教育の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イギリスは義務教育が 11年間あるんですね」 

 

「そうですね。イギリスには全寮制の学校もあるんですよ」 

 

 

「そうなんだ。先生、もっと教えてください！」 

 

「では、ヨーロッパの教育について話しましょうか」 

 

 

１ ヨーロッパの教育 

 ヨーロッパの教育は日本と違って教育費が安い、あるいは必要のない学校が

ほとんどです。教育の中心は私たちが勉強する国語や算数など基本的なものば

かりですが、音楽や美術といった学力とは関係のない学習授業も多く取り入れ

られています。 

 ヨーロッパには塾がない国や、中学二年生まで成績表のない国もあります。

もちろん教育費がいらない、それと合わせて交通費や給食費も必要としないと

ころもあります。子どもたちにとって勉強がのびのびとできる環境が整ってい

ると言ってもいいでしょう。 

 ドイツでは日本の幼児教育に当たる時期に就学前教育というものがあります。 

高校へ進学する年齢になると、進学する子どもは進学校へ、就職を目指してい

る子どもは就職学校へと、教師たちが子どもの意思・能力を見ながら決めるこ

とができます。しかしドイツでは大学に進学するためにはアビトゥア資格とい

うものが必要になります。 

スウェーデン 
義務教育期間：９年間(高校では２年コースと４年コースがあ

る) 

大学：通常３年間 

特徴：ほとんどの学校が公立学校になります。本人の学力、意

思で高校や就職学校といった学校に進学することができます。 

学費：小学校から大学入学まで入学金や授業料が必要ありませ

ん。 

 

ドイツ 
義務教育期間：９年間 

大学：アビトゥアという国家試験を受けて進学します。 

特徴：義務教育の前に就学前教育というものが設定されていま

す。 

学費：基本必要ありません。 

 

イギリス 
義務教育期間：11年間 

大学：統一試験というものに受験して資格を取ってから大学に

入学することができます。 

特徴：全寮制の学校があります。 

授業料：公立はありませんが私立は必要な場合があります。 

!



また、ドイツには職業教育として「マイスター制度」があります。これは職

業訓令制度のことで、職業学校を終えた子どもたちが試験で助手や職人の資格

を取り、さらに技術を磨いて試験に合格するとマイスター(親分)になることが

できる職業訓練制度のことです。 

イギリスは日本と比べ義務教育期間が長く設定されています。イギリスも他

のヨーロッパの国と同様授業料は一部の私立を覗いては、必要です。大学へ進

学するためには、統一試験というものを受験しなければなりません。 

 スウェーデンには「生涯学習制度」というものがあります。１つあげると“25/4

制度”と呼ばれる成人入学制度がそれになります。これは 25歳以上で４年間の

労働経験があれば大学に入学できる原則においた制度のことで、奨学金として

一部給金や一部貸費が出されます。他にも成人が簡単に大学に進学できるよう

な制度が作られている国もあります。 

デンマークには自由学校「フォルケホイスコーレ」、スペインのバルセロナに

は「サダコ学園」など、ヨーロッパには様々な教育制度があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ヨーロッパは教育に熱心なんですね」 

 

「そうですね。なぜヨーロッパの教育がこのようになっているの

かは、ヨーロッパが持つ『教育の見方』が日本と違うからですよ」 

 

「『教育の見方』ってなんですか？」 

 

「その国が持つ『教育方針』のことですよ。では、これを読んで

みてください」 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ すべての人のための“教育への権利” 

２ 無償の初等教育 

３ 初等教育を受ける義務 

４ 高等教育の機会均等 

５ 親が子どもに与える教育を選ぶ権利 

６ 公立学校以外の学校を選ぶ権利 

７ 個人が教育機関を創設し運営する権利 

３!

サダコ学園：広島で被爆して、その10年後に亡くなった少女、佐々木禎子さんから名前を取った学校。回復を信じて折り鶴を作り続けた禎子さんの物語を教科書に採用し、折り鶴を通じた平和教育を実践している。「サダコ学園」は、スペインの港町バルセロナの中心街から山の方に約10km上がった坂の途中の閑静な住宅街にある。幼稚園（3歳）から中学校（16歳）までの男女約630人が通う私立学校。(『ユーロ・ツアー』「ヨーロッパ、教育（幼児教育、児童教育、平和教育自由学校）」 http://www.euro-tour.co.jp/euro-file5.html 2012年1月11日閲覧）

自由学校『フォルケホイスコーレ』：デンマークに100校あり、数十人規模の学校が主流。特色は、試験というものをせず、単位や資格の付与もなく、教師と学生が寮で共同生活をし、書物より対話を中心に、生そのものを学び、社会性を自覚するということが挙げられる。そのため「自由学校」「生のための学校」と呼ばれている。政府の援助は受けるが、すべて私立の学校で、一切の干渉は受けない。デンマークでは、公立学校や既成の大学に対抗するひとつの制度として150年以上にわたって存在し、対抗教育としてデンマークの公教育に大きな影響を与えた。(『ユーロ・ツアー』「ヨーロッパ、教育（幼児教育、児童教育、平和教育自由学校）」 http://www.euro-tour.co.jp/euro-file5.html 2012年1月11日閲覧）



 

 

 

 

「これはなんですか？」 

 

「これはヨーロッパの教育法の共通原則です。このことからヨーロ

ッパは『教育の自由』を保障しているんですよ」 

 

 

「『教育の自由』は日本にはないんですか？」 

 

「では、それについても話し合ってみましょう」 

 

２．教育の見方 

５つの教育法の共通原則のなかで５，６，７が教育の自由に関係しています。

ヨーロッパの教育法に書かれている教育の自由は、日本の憲法にも教育基本法

にも学校教育法にも当てはまるものがありません。学校を作る自由と学校を選

ぶ自由は、とても重要なものです。 

文化面では言語の自由と学問の自由、経済面では会社を立ち上げる自由と職

業の自由に当てはまるほど大切です。 

日本でも中学校までは決められた学校に行かなければなりませんが、高校か

らは自分の行きたい高校に向けて勉強します。しかし、そこにはヨーロッパの

ような制度はありません。そのせいで教育の発展がむずかしくなっているので

しょう。 

この教育自由の原則は「国際人権Ａ規約」と「子どもの権利条約」に書かれ

ています。日本はこれを批准においていますが、全世界の法律を合わせなけれ

ばならないことが重要になります。 

 

「日本には『教育の自由』がないんですね」 

 

「そうです。日本の教育は海外からとても高く見られていますが私

たちから見ると、それには自由がありません。ヨーロッパは日本か

ら見ると、うらやましいものばかりですね」 

 

「あー、ヨーロッパに住みたい！」 

 

 

「太郎くんは気楽だね」 

 

「そうですね。今の日本はヨーロッパより勉強がのびのびとできる

環境ではないかもしれません。ですが、この福祉国家を実現させる

ためにヨーロッパの税金は日本よりも高いんですよ」 

 

「そうなんですか」 

 

「日本の税金は５％ですが、スウェーデンの税金は 25％なんです。

日本の５倍の税金を払うことで福祉国家は支えられているんです

よ。ついでに、他のヨーロッパの国の税金も見てみましょう」 

 

 

教育基本法 『ヨーロッパ諸国の教育の自由』!
"#$$%&''()*+,+**,-.,/%'0123456*'.'7(89:844.(;97.<8=>?@488A9<(?74?Aより引用B!

http://blog.goo.ne.jp/frymakio/e/7b1531aaeb657e814dc2a11958bc7ac9
kuwabaratakekazu
下線

批准：全権委員が調印した条約を当事国が最終的に確認して同意すること。(明鏡国語辞典 携帯版　Kitahara Yasuo 2003)



ヨーロッパの税金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「本当だ！」 

 

「教育費がいらないとはいっても、税金が高いとスウェーデンの

人たちは生活が苦しくないんですか？」 

 

「確かにそうですよね。日本だと考えられない話ですが、スウェ

ーデンの人たちは生活が苦しくないんですよ」 

 

「なぜですか？」 

 

「それはね…」 

 

 

 

 

３．いいところと悪いところ 

ヨーロッパの税金制度をもとに、日本の税金制度は作られました。ヨーロッ

パの税金、消費税は「付加価値税」または「VAT」と呼ばれています。仕組みは

日本の税金制度と同じです。例えば、400 円の単行本の漫画を買うと、消費税

が発生して 410円を払わなければならなくなります。 

高い税率でもヨーロッパの人たちは苦しいと感じているわけではありません。

付加価値税の基本税率は高くても、生活必需品の税率が低く抑えられているか

らです。 

イギリスを例に上げると、付加価値税の標準税率は 17.5％です。普通に買い

物をするとその分の間接税がかかりますが、生活必需品になると軽減税率が適

用され、その分間接税を払わなくていいということになります。軽減税率は３

段階あり、必要度が高いものほど税率が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼロ税率は付加価値が全くかからないこと、非課税は付加価値がかからない

ことですが、小売業者の仕入れ額に対する控除の違いがあります。 

 生活必需品に軽減税率を導入すれば、税金が 10％、20％でも生活がそれほど

苦しくならないのです。 

 

!
フランス：19.6％ 

ドイツ：16％ 

イタリア：20％ 

フィンランド：22％ 

スウェーデン：25％ 

 

ヨーロッパの国々は 10％以上

の税金を設定しているのがほ

とんどです。 

20％を超えている国もたくさ

んあります。 

イギリスの軽減税率一覧表 

"「ビジネススキル・仕事術」より消費税が #$％に%&!ヨーロッパに学ぶものより参照'!
())*+,,-..-/01)23024*,56,53,#7#87#,#,!
!

７!
８!

http://allabout.co.jp/gm/gc/292792/2/
税金のうち、納税者が直接納入する形をとらないもの。日本の消費税はその一つ。

基本税率：法律を基に定められている税率のひとつ。事情に変更のない限り長期的に適用される基本的な税率のこと。(『weblio辞書』「税関関係用語集」 http://www.weblio.jp/content/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%A8%8E%E7%8E%87 2012年1月11日閲覧）



 

「いろんな種類の減税が導入されているんですね」 

 

「ちょっとむずかしかったかもしれませんが、こうすることでスウ

ェーデンだけでなくさまざまなヨーロッパの国の人たちが生活に

困ることなく暮らしているんですよ」 

 

「へー、そうなんだ。日本ではどうしてできないんですか？」 

 

「それはね、財政が関係しているからね。これ以上はぜひ、みんな

に調べてもらいたいことだね」 

 

「はーい」 

 

「でも先生、ヨーロッパはこんなにいいことだらけなんですか？」 

 

「いいところに目をつけましたね。実際、この軽減税率を悪いと思

っている政府関係者もいます」 

 

「そうなんですか！」 

 

「ええ。軽減税率を導入することで基本税率を上げても、税収はあ

まり増えませんからね。軽減税率付きで消費税を上げるくらいなら、

最初から贅沢品だけに課税した方がいい、という人もいます」 

 

「いろんな考え方や捉え方があるんですね」 

「そうですね。だから私たちは偏見を持たないようにいろんな勉強

をしなければなりません」 

 

「はい、先生」 

 

「では次は選挙について勉強しましょう」 

 

 

 

 

 

 

選挙はどうなっているの？ 

１．比べてみよう 

「選挙と教育はつながってるんですか？」 

 

「さまざまな面でつながりがあると言えます。日本でも私たちの生

活を変えてくれる、または支えてくれているのは私たちが選挙で選

んだ人たちだからですよ」 



 

「でも、太郎くんも私もまだ選挙権は持っていません」 

 

「そうでしたね。選挙ができる年齢までまだまだ先ですが、そのと

きまでに投票の意味を理解しておきましょう」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本と違うんですね」 

 

「そうですね。もう少し選挙について話し合ってみましょうか」 

 

ヨーロッパは地方選挙が主な選挙方法です。日本にはいろんな選挙方法があ

りますが、ヨーロッパにもそれと似たものがあります。日本がヨーロッパをま

ねているのが事実になります。 

イギリスは小選挙区制度を生み出した国です。イギリスのすべての地方選挙

がこの小選挙区制度を取り入れています。21歳以上の人が立候補でき、18歳か

ら選挙に参加することができます。県議と市議の兼任が認められていて、人選

が困難ということはなく、立候補してくれる人を見つけるのがむずかしいので

す。 

ドイツでは比例代表制を選挙に取り入れています。小選挙区制も取り入れて

いるので、選挙資格のある人たちの投票権は２回あり、比例代表区の政党と小

選挙区の候補者に投票します。 

スウェーデンでは県議会議員も市町村議会議員も非拘束式名簿比例代表制で

選ばれます。非拘束式名簿比例代表制とは、国、県、市町村の議会議員の選挙

で、選挙に参加できる人たちが、リストに投票しないで候補者個人を選択する

こともできる方法のことです。スウェーデンではこのような方法が取り入れら

れています。 

 

スウェーデン 

３年ごとの９月の第３日曜日が選挙日になっている。 

国民の考え：教育で「選挙そのものが生きた社会教育」となってい

るので、「政治は大切なもの。住みよい社会を作るには政治参加が

必要」と考えている。 

 

イギリス 

小選挙区制を作った国。選挙に対して問題点がたくさんある。 

国民の考え：人びとの意識で「社会の分裂」が発生し、選挙に影響

を出している。 

 

ドイツ 

単独政権を樹立するのがむずかしい。 

国民の考え：国民はどの連立政権を好ましいとするか表明し、望ま

しいとおもう将来の連立パートナー間の力関係を決定する。 

(『地方選挙』著者:中村宏 発行所:日本評論社(1996)より参照) 

非拘束式名簿比例代表制：候補者名簿に順位を決めないで実施する比例代表制のこと。(『weblio辞書』「時事用語のABC」 http://www.weblio.jp/content/%E9%9D%9E%E6%8B%98%E6%9D%9F%E5%90%8D%E7%B0%BF%E5%BC%8F 2012年1月11日閲覧）

比例代表制：選挙制のうち、得た票の数で当選者の数を決める制度。特徴は、獲得した票数にほぼ比例して選出者が決められるところ。(『weblio辞書』「新語時事用語辞典」 http://www.weblio.jp/content/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%88%B6 2012年1月11日閲覧）

小選挙区制度：各選挙区から議員を一人だけ選ぶ制度。(『weblio辞書』「OR辞典」 http://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA%E5%88%B6 2012年1月11日閲覧）

県議：県議会委員。市議：市議会委員。



２．何が変わる？ 何を変える？ 

選挙において、大事なのは投票する人たちの割合です。例え選挙が行われて

も、投票する人たちの割合が少ないと意味がありません。 

 

 

「そうですよね。ヨーロッパはどうなっているんですか？」 

 

「ヨーロッパの投票率は 70％や 80％を超えています。これは国民

が積極的に政治に参加している証です」 

 

「なんで積極的に参加しているんですか？」 

 

「それはね、参加することによって政治を変えることができるか

らですよ」 

 

ヨーロッパの投票率は高い数字を見せています。それは、選挙に参加するこ

とで政治を変えることができる、と国民の理解が深いからです。 

スウェーデンを例にあげると、スウェーデンの選挙は日本に比べ静かに行わ

れます。スピーカーを使って候補者の名前を叫んだり、投票することができる

人たちに頭を下げに行くなどは、行いません。方法としては新聞やテレビがよ

く使われます。ローカルニュースだと市議会議員の候補者たちが登場して、毎

日決められたテーマにそってディベートが繰り広がられます。投票日の前々日

には各党党首の最終テレビ討論会が３時間放送され、その翌日には手話と文字

放送が流され、２回も再放送され、視聴率は足して 80％超えます。 

 

なぜスウェーデンでは国民が積極的に選挙に参加しているのか。それは選挙が

生きた社会教育とされているからです。 

「政治は大切なもの。住みよい社会を作るには政治参加が必要だ」と考えられ

ているからです。 

 

「スウェーデンの人たちってすごい！」 

 

「日本国民もこのように考えて投票している人たちがほとんどだ

と思います。ですが、投票しなければ社会は変わらない、政治を動

かせないという国民の意思がスウェーデンは強いんです」 

 

「そうだったんだ。私も、選挙に参加できるようになったら積極的

になります！」 

 

「その気持ちが大切ですよ」 

 

 

３．選挙があるから 

選挙があることは素晴らしいことです。 

日本は歴史的に見ると、ようやく男女共選挙に参加できるようになりました。 

政治を変える、社会を変えることは私たちが生きていくのに大切なことです。

それは教育面においても同じことです。子どもたちが勉強しやすいような環境

を作るのは大人たちです。その大人たちを選ぶのが選挙です。 

 

 



 

「選挙は大切なんですね」 

 

「そうですよ。私たちは選挙で社会を変えてくれる大人たちを選ん

でいるんです。花子さんや太郎さんも、いずれ選挙に参加しますが

積極的になってもらいたいです」 

 

「そうだったんだ。先生の言うとおり、積極的に参加します！」 

 

 

日本の投票率は、ヨーロッパのように高くはありません。比較する訳ではあり

ませんが、日本人の選挙への重要度はまだまだ低いようです。 

未成年である私たちはまだ選挙に参加できませんが、成人になったら積極的に

選挙に参加してみましょう。 

しかし、ヨーロッパの人々のような考えを持っているのではありません。それ

ぞれ個人が、選挙以外で政治を変えようと行動を起こしている国もあります。

その行動は「デモ」と呼ばれ、私たちはテレビなどでよく見かけます。 
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「ねえ。昨日のニュースでデモについて報道されていたの、

太郎くんはみた？」 

 

「ニュースは見てないけどデモは知ってるよ。ただ暴れて

るだけに見えるけど、あれって何やってるの？」 

 

「デモで人が死んだこともあるみたいだけど…」 

 

 

「おや。二人とも、デモについて話しているんですか？ 」 

 

「あ、先生。デモって何ですか？ 」 

 

「けが人も出ていて、なんだか怖いだけのものに思えます」 

 

「それでは、辞書でデモという言葉を引いてみましょうか。

話はそれからです」 

 

「はーい」 

 

 ★「デモ」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

「でもんすとれーしょん？」 

 

「示威運動？」 

 

「わからない言葉がでてきたようですね。もう一度調べま

しょう」 

 

★「デモンストレーション」と「示威運動」を辞書で調べて

みよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[デモンストレーション] 

―― ①威力・勢力・技能などをことさらに示すこと。 

   ②政治的思想表示の一つとして行われる集団的示威行動。特 

に、要求実現の圧力を加えるために行われる集団的街頭行 

進。デモ。 

   ③スポーツ大会などで、正式種目以外に行われる競技。公開 

演技。また、スキーなどでの模範滑走。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 

[デモ] 

―― デモンストレーションの略。示威運動。また、特に、デモ行 

進のこと。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 



 

 

 

 

 

 

 

「複数の意味があるけど、デモンストレーションの意味は②

かしら」 

 

「示威運動の意味から考えてもそれかな」 

 

「その意味を知ったところで、改めてデモは何だと思います

か？ 」 

 

「集会や行進？ 」 

 

 

「要求の実現を目指す運動？ 」 

 

「そうです。自分の主張や要求を実現するために、集会や行

進をすることをデモと呼びます」 

 

「じゃあ、昨日のニュースのデモも何かの主張や要求があっ

て行われているんですね」 

 

「でも暴れてるようにしか見えないですよ」 

 

「わかりました。デモについて少し詳しく説明しましょう」 

 

 

世界で起こっているデモ 

近頃ニュースでたくさん報道され（てい）るように、世界中でデモ活動が

勢いを増しています。デモとは主張や要求を実現させるための活動で、小

規模のものを含めれば日々かなりの数が行われています。 

ここでは近頃話題になっている中でも特に有名なアメリカのデモを中心に

簡単に見てみましょう。 

アメリカでは「ウォール街を占拠せよ」が合言葉にされたデモ活動が勢い

を増しています。2011年９月 17日に始まったこのデモは、Twitterや交流

サイト（SNS）の呼びかけで集まった若者たちのデモです。ウォール街のそ

ばのズコッティ公園に座り込み、ニューヨーク証券取引所の前で行進を繰

り返しています。 

当初の主張は「銀行救済より仕事を」「金持ち優遇をやめろ」といった、銀

行の破たんを食い止めることに躍起になり、貯金がある金持ちを守ろうと

しているともとれる政府の不況への対応を批判する内容が主でしたが、約

 [示威運動] 

―― 一定の主張や要求の実現のため、多勢で集会や行進などを行い 

勢威を示すこと。また、その集会や行進。デモ。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 



二週間後には「地球温暖化の防止」など全く別の内容を訴える者も出てき

ました。 

このデモ活動は10月15日には欧州やアジアにも飛び火し、債務危機が心

配されているイタリア、スペイン、ポルトガルでは首都で、ユーロを発行

する欧州中央銀行本部があるドイツ・フランクフルトやロンドン証券取引

所の近くではそれぞれ数千人がデモ行進しました。主要 20カ国・地域（G20）

財務相・中央銀行総裁会議があったパリでもデモがあり、ローマでは参加

者が車に放火するなど暴徒化した結果、30人が負傷、４人が逮捕されるこ

ととなりました。 

東京においても計３カ所で約500人がデモ行進しました。 

日本で報道が少なくなってきても現地での熱は冷めず、11月中旬頃までは

雪の中でも大勢の若者が公園での座り込みを続けていました。しかし、デ

モ行為の長期化に伴って本拠地では女性がレイプされるなど治安悪化の問

題が生まれ、公的機関によって強制排除（強制的な立ち退き）がされまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アメリカのデモにはそんな意図があったんですね」 

 

「だけど、けがをした人や逮捕された人もいるよ」 

 

 

「逮捕されたということは、デモは違法行為なのかしら？ 」 

 

「いいえそんなことはありません。デモは憲法でも認められ

ている行為ですよ」 

 

「え、本当ですか？」 

 

 

「憲法で認められているんですか？」 

 

Aがウォールストリートの

位置だよ。 

このデモについてもっと知

りたかったら 

ニュース検索で「ウォール

街を占拠せよ」と入力して

みよう！ 



「それじゃあ日本国憲法を実際に見て、確かめてみましょ

う」 

 

「わかりました」 

 

 

★日本国憲法を用意しよう！ 社会の教科書に載っているは

ずだ。手元にないなら「日本国憲法」で検索すれば簡単にみら

れるよ。 

 

「先生、用意できました 」 

 

「では、第三章第21条を読んでみてください」 

 

「『第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の

自由は、これを保障する。２ 検閲は、これをしてはならな

い。通信の秘密は、これを侵してはならない。』」 

 

「かたい言葉ばかりで、よくわからないなぁ」 

 

「『集会、結社及び言論、出版その他一切の自由はこれを保証

する』。つまり、デモのために集会をしたり団体をつくったり

することは認められているってことですよ」 

「じゃあ何で逮捕されるんですか？」 

 

「確かに、憲法で認められているなら逮捕は憲法違反だわ」 

 

 

「じゃあ憲法第三章歳 13条を読んでみようか」 

 

「『第 13 条  すべて国民は、個人として尊重される。生

命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公

共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大

の尊重を必要とする。』」 

 

「公共の福祉、に逮捕された人は違反したんですか？ 」 

 

「その通りです。いいところに目をつけましたね」 

 

「公共の福祉ってどういう意味ですか？」 

 

「せっかく辞書があるんだから、自分で調べましょう」 

 

「はーい」 

 



★「公共の福祉」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

「調べてもよくわからないなぁ」 

 

「「公共」の「公」は 公
おおやけ

と読むのは知っていますよね？ 

公の意味を調べてみましょう」 

 

★「公
おおやけ

」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「後ろに「共」が付くんだからここでは②かしら？」 

 

「正解です。 公は、多くの人に関わっているということ

です」 

 

「結局、「公共の福祉」って何なんですか？」 

 

「公も人の塊。つまり、とても簡単に言ってしまえば『自

分以外の人の利益や権利』のことですね」 

 

「なるほど！ デモ行為がこれに反した場合は逮捕も憲法違

反にならないんですね」 

 

「そういうことです。だから逮捕の前には必ず立ち退き勧告

や忠告があるはずなんです」 

 

「デモのどういうところが違反になるんですか？」 

 

「大勢で歩くことによる交通の妨げや、騒音が違反の対象に

なります」 

 

 

［公共の福祉］ 

―― 社会一般に共通する幸福や利益。個人利益や権利に対立ないし 

は矛盾する場合があり、相互の調和が問題とされる。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 

[公] ❶（名） 

―― ①政治や行政にたずさわる組織・機関。国・政府・地方公共 

団体など。古くは朝廷・幕府などをさす。 

②個人ではなく、組織あるいは広く世間一般の人に関わって 

いること。 

③事柄が外部に表れ出ること。表ざた。表むき。 

④天皇。また、皇后や中宮。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 



「交通の循環が悪くなれば多くの人に迷惑がかかるし、騒音

も付近の人の迷惑になりますもんね」 

 

「デモのためなら仕方なくないありません？ 」 

 

「じゃあ太郎くん、たとえ主張や要求に賛成できるデモだ

としても、君の家の前で多くの人が集まって大声で叫んで

いたらどう思う？」 

 

「家に入れないし、家にいてもうるさいし外出できないし、

嫌です」 

 

「逮捕される人がでたデモはそういうものだったんですよ」 

 

 

「あー、それは迷惑ですね」 

 

 

「先生、海外でもデモは憲法で認められているんですか？」 

 

「いい質問ですね。そのことについて詳しく説明しましょ

う」 

  

「公共の福祉」についてしっかり 

知りたいと思ったら社会の先生に 

聞くか、ネットで検索してみよう！ 

憲法についての書籍を読むのも 

勉強になるよ。 

（参考）!
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民主主義とデモの権利 

民主主義では国民全員に権力が与えられます。つまり民主主義の国家で

は、その国の意思決定（例えば政策や条約の賛否など）は国民全員の合意

により行う思想・運動・体制が取られているのです。 

 

しかし、いくら国民全員に権利があるといっても国民全員を一箇所に集

めて雑多に議論すること（直接民主制）はできません。そこで一般的にな

っているのが議会を用意し設け、自分たちの中から代表を選び、代表者た

ちに議論をしてもらう方法（間接民主制）です。 

 

 

 

日本、アメリカ、ヨーロッパ各国にも議会はあります。そして、こうい

った国のシステムについて細かく規定されているものが各国の憲法です。

日本なら日本国憲法、アメリカなら権利の章典がそれにあたります。この

憲法の内容によってその国が民主主義なのかそうでないのかを判断できる

ほど重要なものです。民主主義国家を主張しているのであればここで確実

に国民全員に選挙に投票する権利、誰もが奴隷のように拘束されず自由で

平等に扱われる権利が与えられるという内容が書かれているはずです。 

 

 



 

 

国民は代表者を選ぶ時点で一応自分たちの意思を反映してくれそうな代

表者を選んでいます。しかし選んだ代表者たちが自分たちの意思に反する

ことをしようとする場合もあるのです。そうでなくても選挙の時に約束し

たこと（立候補者の主張 例えば「増税を阻止します」など）を実行して

くれないこともあります。そういうときに自分たちの意思を政府にアピー

ルする方法としてデモ行為があるのです。議会で議論する議員は一見国民

よりも強い権力を持っているようなイメージが付きがちですが、彼らは国

民に選ばれたただの代表です。国民の意思を反映させた良い国を作るのが

議員の義務で、個々の議員に特別大きな権力はないのです。 

 

民主主義国家の有権者は国民全員であることが憲法で認められています

ので、意思に反することをする政府に自分たちの意思をアピールするデモ

行為の権利も当然に認められています。つまり、民主主義国家である限り、

デモ行為をする権利は国民に法的に認められているのです。 

ちなみに、デモ活動は報道されないだけで小さい規模のものであれば世



界各国で頻繁に起こっています。 

コラム～日本でデモをする～ 

日本で何かデモ行為をする場合は次の手順で行うことができます。 

 

①デモ開始の集会所を確保 

②デモ運動の行進を行うルートを作成 

③デモを行いたい地域の警察署に申請!
④申請が受け入れられれば成立 

 

警察に申請するのは公共の迷惑にならないように警備をしてもらうためで

す。いきなり集まって抗議活動をしたら迷惑行為としてすぐに立ち退くよ

う勧告されてしまいます。 

参考としてデモ行為を行ったことがある人のブログを見てみるのもいい

かもしれません。 

・ゆいネットワーク 

（http://blog.livedoor.jp/yui_net/archives/52767313.html） 

・マガジン９（http://www.magazine9.jp/matsumoto/022/） 

 

花「民主主義国家ではデモ行為は合法なんですね」 

太「意外と簡単にできるんだったら、僕にもできるかな？ 」 

先「デモ活動は自分の意思のアピール行為です。太郎くん、面白がってや

るようなものではありませんよ」 

「警備が必要なくらい公共に迷惑が掛かってしまう活動で

すもんね」 

 

「わかりました」 

 

「それに、ブログに書かれているが 100％本当かどうかは

わかりませんしね」 

 

「書き手の視点が加わっているからですか？」 

 

「そう、ブログというものは書き手にその意図がなくても

情報がゆがんだ形で載せられてしまったりするものですから

ね」 

「じゃあブログはウソが書かれてるってことですか？」 

 

 

「極端な言い方をすればそうとも言えますね」 

 

「やっぱりテレビや新聞が信じられる情報なんですね」 

 

「いいえ。そう断言はできませんよテレビや新聞も作り手

や書き手の主観が入っていますからね」 

 

メディア 

（参考）!
●アメリカ合衆国憲法邦訳!
"#$$%&''()(*)+,-$+.%/0-1/(',2%%/+/34'#/'5,26-#$(78!
●法庫―日本国憲法!
"#$$%&''999-#/5:/-1/(';;';<'=><';;;-?@A8!

http://blog.livedoor.jp/yui_net/archives/52767313.html
http://www.magazine9.jp/matsumoto/022/
http://members.tripod.com/sapporo_3/ho/usaj.html
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM


 

「テレビや新聞がウソをついているんですか？」 

 

「では、メディアについて話しますね」 

 

メディアって何？  

 

「先生“メディア”って何ですか？」 

 

「せっかく辞書を用意したんだから、自分で調べようよ」 

 

「花子さんの言うとおり、まずは辞書を引いてみましょう」 

 

 

★「メディア」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

「先生との今までの話の流れから考えると①かな？」 

 

「正解です。ここでの意味は①、情報媒体ですね。２人が

特に慣れ親しんでいるのは新聞やテレビ、インターネッ

トみたいに一度に多くの人に情報を届けることが出来る

マスメディアでしょうが、とにかく、情報を運ぶもの、

媒体をメディアと呼びます」 

 

「“マス”ってなんだろう？」 

 

「辞書で引いてみたけれど項目が多くてわからないわ」 

 

「ここでは『マス mass 』という表記のもののことです

よ」 

 

★「マス mass 」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

[メディア media ] 

―― ①手段。方法。媒体。特に新聞・テレビ・ラジオなど 

の情報媒体。 

②情報を保存する外部記憶装置の媒体。磁気ディス 

ク・MOディスクなど。 

③情報を頒布する手段コンピューターの分野では、② 

【マス mass 】 

――①多く、外来語の上について複合語をつくる。 

集まり。集団。「‐‐ゲーム」 

大量。多数。「‐‐プロダクション」 

大衆。「‐‐ソサエティー」 

②絵画・彫刻などにおいて、構成上、一つの塊として知覚 

される色の広がりや物体の立体感。マッス。 



 

「①の意味ですね」 

 

「たくさんの人に一気に情報を届けられるものだから“マス

メディア”なんですね」 

 

「その通り。マスメディアではないけれど、雑誌や漫画も情

報を運ぶものだからメディアの仲間ですよ」 

 

「それじゃあメディアの“ウソ”って何なんでしょう？」 

 

 

「僕らはメディアの情報に毎日ウソつかれてるんですか？」 

 

「太郎くん。テレビＣＭを見ていいと思った商品を実際買っ

てみたら、思ったのと違ったという経験はありませんか？」 

 

「あります！ 速く走れる靴を買ったんですけど、タイムは

全然変わりませんでした」 

 

「そういう商品には『個人差があります』という文句が添え

られているから“ウソ”とは言えませんが…では個人差とは

何だと思いますか？ 」 

 

「人によっては効果がないってことですよね」 

 

「その商品をよく思う人も悪く思う人もいるのよね。あれ？ 

でも宣伝されるのはよく思った人の感想だけ…？」 

 

「そう。宣伝は１つの視点だけに注目して作っているものな

んです」 

 

「それって、商品を信じ切った僕が悪いんでしょうか」 

 

 

「もちろん『絶対に効く』というような内容を明示していた

場合はその商品を出している会社に苦情を言うことができ

ますが、大抵は『個人差』に関する断りの文句が説明書に書

かれているので、それで退けられてしまいます」 

 

「なんだか納得いきません」 

 

「繰り返しますが、宣伝はある１つの視点だけで作られて

いるので、情報を受け取る側もそこを考慮しないといけな

いんですよ」 

 



「言葉のままに受け取らないで、たくさんの視点から物を

見ないといけないってことですね」 

 

「そう。たくさんの角度から物事を見つめることが大切で

す」 

 

「ということは、もしかしてニュースや新聞も１つの視点か

らの内容になっているんですか？ 」 

 

「そう、新聞やニュースも偏った視点で情報を発信している

こともあります。ここからは具体的な例を話しますね」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディアの理想と現実 

メディアを用いた情報伝達は、正しく偏りのない立場・視点に立ったも

のであることが理想です。日常的にメディアの情報に触れ続けていると、

みなさんも社会ではこの理想がそのままに実現されているかのように錯覚

しているかもしれません。しかし、実際はそうではないのです。新聞を例

として見ていきましょう。 

まずは日本についてです。日本では多くの家庭が新聞を購読しています

ね。そこに書かれている情報は常に正しく、公正な偏りのない立場に立っ

たものだと誰もが信じています。しかし、実際は違うのです。各新聞社に

は政府側か反政府側に偏りがちである傾向が見受けられます。ここでは政

府側に偏っているところを「右」、反政府側に偏っているところを「左」、

比較的にバランスが取れていて偏りがないところを「中道」と表現しまし

ょう。では、自宅にある新聞は何新聞でしょうか。 

 

★購読しているのは何新聞か、家の新聞を調べてみよう！ 

自分の家で購読している新聞が右なのか左なのか、気になりますよね。

よく知られている新聞社が一般的にどちら側と言われているのかちょっと

表にまとめてみました。 

 

 

 

 

マスメディア 

その他のメディア 
etc. 

etc. 



新聞名 右／左 系列テレビ局 

産経新聞 右 フジテレビＣＯＸ 

日経新聞 中道 テレビ東京ＴＸ 

読売新聞 中道 日本テレビＮＴＶ 

毎日新聞 左 テレビ東京ＴＢＳ 

朝日新聞 極めて左 テレビ朝日ＡＮＢ 

(http://homepage1.nifty.com/history/link/tv.htm 参照) 

 お家で講読されている新聞はどうでしたか。どちらよりだったにしても、

「中」に当てはまる新聞だった人は安心していませんか。それではいけま

せん。これはあくまで一般論です。自らの手で本当にそうなのか、記事を

読み比べてみましょう。 

 ちなみに、新聞は同じ系列のテレビ局であることが多いです。同じ系列

と言うことは、テレビ局から流されるニュース報道も新聞と同じように右

と左に偏っているということです。新聞の読み比べが面倒だという人はま

ずニュースの見比べからやってみましょう。 

 

★新聞の読み比べ・ニュースの見比べをやってみよう！ 

次はアメリカをとりあげましょう。アメリカの新聞は日本のように定期

的に購読されているものではなく、人々はテレビから情報を受け取るのが

標準です。アメリカは、選挙において立候補者のテレビＣＭがなければ立

候補していることすら認知されないほどテレビの影響力が強い国です。し

かし、そのテレビ局の多くは大金持ちや大企業に買収されているという事

実があります。参考までに表を作ってみました。 

局

名 

ＮＢＣ 

(National 

Broadcasting 

Company、全国

放送） 

ＣＢＳ放送 

(CBS 

Broadcasting, 

Inc.） 

ＡＢＣ 

(The American 

Broadcasting 

Companies, 

Inc.アメリカ

放送） 

ＦＯＸ 

(The Fox 

Broadcasting 

Companyフォッ

クス放送） 

買

収

先 

ゼネラル・エレ

トリック（親会

社「ＲＣＡ」の

買収と共にそ

の傘もとへ属

する） 

投機会社 ウォルト・ディ

ズニー・カンパ

ニー 

ルパート・マー

ドック（大富

豪） 

※参考：『ルポ 貧困大国アメリカ』（堤 未果著／岩波書店／2008.01.22） 

 

さて、「買収された」ことによる影響とは何でしょうか？ 想像がつきま

すか？ 

 

★テレビ局の「買収」によって起こる問題を考えてみよう！ 

テレビ局が買収されると、以下のような問題が発生します。 

 

●情報操作……①買収した企業が、その会社にとって都合の悪い情報を隠

してしまう。 

       ②その企業が応援している議員や政党のイメージを作 



り上げてしまう。 

       ③特定個人（買収した富豪）の思想に番組の内容が左 

右されてしまう。 

 

日本の報道にも様々な問題がありますが、アメリカのように企業や特定

の個人にテレビ局を買収されてしまえば、民間人に届く情報はあらゆる形

で歪められたものばかりになりかねないのです。アメリカでも数局のテレ

ビニュースを確認することが大切なことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やっぱり情報の比較って大切なのね」 

 

「僕もこれからニュース番組くらい見比べよう…そういえ

ば貧困の話をしてたのに、どうして情報の話になったんだ

っけ？」 

「貧困に反対するデモがあって、デモの話からメディアのウ

ソの話になったんだわ」 

 

「全く関係ない方向に行っちゃったね、話を戻そうよ」 

 

「情報の話が、貧困と関係がないわけではないですよ。デモ

行為も、明確に情報を集めたうえで主張を唱えるのでなけれ

ば、ただの暴挙になってしまいますしね」 

 

「日本ではあまりデモが起きていないけど、海外みたいに

けが人が出るようなことになったら怖いですね」 

 

「そのまま紛争とかになったらどうしよう」 

 

（参考）!
●『ルポ 貧困大国アメリカ』（堤 未果著／岩波書店／"##$%#&%""）!
●『社会の真実の見つけかた』（堤 未果著／岩波ジュニア新書／

"#&&%#"%&'）!
●『不肖・宮嶋 メディアのウソ、教えたる！』（宮嶋 茂樹著／河出

書房新社"##(%#$%)#）!

日本にいても海外にいて

も、一つの情報だけではな

く、複数の情報を比較しな

がら見ることが大切だよ！!



「先生、デモみたいな過激な行動じゃなくても政府に国民が

意見を伝えて貧困の苦しみを伝えることはできないんです

か？」 

 

「もちろんデモ以外にできることもあります。いいところに

気が付きましたね。さっそく説明しましょう」 

 

デモ以前にできること 

デモを起こして行進をするよりも落ち着いた形で国（政府）に自分の意

思を届ける方法はもちろんあります。では、まずは国に自分の意思を伝え

る方法を考えてみましょう。ぼんやりと頭に浮かぶことはありますか？ 

 

★自分の意思を政府に届ける方法を考えてみよう！ 

デモを除けば主に３つの方法があります。 

①選挙   ――選挙が民意を伝える第一段階であることは先ほど説

明しましたね。まずは選挙に行き、自分の代表を選ぶ

ことで意思を伝えられます。 

②署名活動 ――議員という代理人を介するのではなく、直接自分の意

思を国に伝えたいとき、署名活動が使えます。自分の

意見に賛成してくれる人に名前を書いてもらい、取れ

だけ多くの人がそれを求めているのか国に具体的数

値を提示して示すことが出来ます。 

③直接対談 ――署名活動よりももっと直接的に自分の意見を伝えた

い場合、電話やメールでアポイント（予約）を取り、

議員側の承諾を得られれば直接対談することが可能

です。 

 

 

「他にもこんな方法があるんですね」 

 

「署名活動の名簿をもって対談したら、話をよく聞いても

らえそうね」 

 

「でもこの前までの話で聞いたように、国の構造が悪いと知

っても僕たちはまだ選挙権がないから…」 

 

「今教えてもらった方法は私たちにはまだできないわね」 

 

 

「先生、僕たちでもできる貧困救済への対策法はないんで

すか？」 

 

「もちろん。貧困に困っている人を援助するボランティア

活動がありますが…でも、もっと簡単にできるボランティ

アがありますよ」 



 

「え？ 」 

 

「それってなんですか？」 

 

「あなたたちが知った貧困についての知識を、他の人に教え

てあげることです。まだまだ貧困の実態を知らない人がたく

さんいます。その人達が貧困について知り、誤った認識をし

ている人がだんだん減っていけば、世の中の貧困者に対する

偏見も和らいで、今は陰に隠れている社会構造の問題部分に

光がさすかもしれない。知識を伝えるという簡単な行為だけ

でもそういう可能性があるんですよ」 

 

「じゃあ今日帰ったら父さんと母さんに話してみようかな」 

 

「私は明日クラスの友達に先生から教わったことを話してみ

ます」 

 

「人に伝えれば復習にもなります。頑張って伝えてみてくだ

さい」 

 

 

（参考）!
●『ルポ 貧困大国アメリカ』（堤 未果著／岩波書店／"##$%#&%""）!
●『社会の真実の見つけかた』（堤 未果著／岩波ジュニア新書／

"#&&%#"%&'）!



 

 

 
 
 
 

 
「日本以外でも、貧困を抱えている国はたくさん存在し

ているのね。」 
 
「特にアメリカは、『アメリカンドリーム』って言葉の

イメージが強かったから話を聞いてすごく驚いたなぁ」 
 

 
「でも先生、今まで説明してくださった貧困って、何か

違う気がするの。貧困って もっと、明日食べるものが

ない、着る服もない、生活に必要な設備も整ってない

みたいなイメージがあるのだけれど。」 
 
「わかる！ テレビでよく特集とかやっているよね。貧

困って言われたら、僕もそんなイメージなんだよなあ。

これは貧困とはまた違う状態なのかな？」 
 
「二人とも間違っちゃいないよ。今二人が想像している

ものは、絶対的貧困と言って今まで話してきた貧困とは

また違うんだ。」 
 
「絶対的貧困 はじめて聞きました！もっと教

えてください！」 
 

 
「それはね 」 
 

１、相対的貧困と絶対的貧困 

  
 

相対的貧困とは？ 
 主に先進国内で起こる貧困とされています。国民全体所得の平均

値に比べてその人の所得が少ない場合、その人は相対的貧困に陥っ

ていると言えます。つまり、その国の平均より貧しいということで

す。国によって基準となる生活水準が異なるために、国ごとに相対

的貧困の程度は異なります。競争社会の中で、所得を十分に得られ

なかった人などが該当します。 
（相対：他の物と比較して定義すること） 

 

貧困の種類は、大まかに分けて

２つあります。相対的貧困と絶

対的貧困です。この両者の違い

は一体どこにあるのでしょう。 
 



 

 

絶対的貧困とは？ 
 主に発展途上国内で起こる貧困とされています。国民が低所得、

栄養不良、不健康、教育の欠如など人間として最低限保証されるべ

き生活ができていない状態を絶対的貧困と呼びます。国によって絶

対的貧困とする基準が多少異なりますが、ある定められた一定の基

準に従って判断しています。国際連合開発計画の定義などがその代

表的なものとされています。 

 
 その定義によると、現在、世界人口の約半分の人が絶対的貧困に

該当されると考えられています。 
 つまり二人に一人が、十分な栄養、医療、教育を受けられていな

いということになります。そのため途上国では、餓死してしまう人、

エイズやハンセン病などの感染病にかかってしまう人、そして十分

な治療が受けられない人、文字の読み書きすらままならない人が沢

山存在します。これはとても重大な問題です。また、発展途上国は

その数の多さから第三世界とも呼ばれています。（ちなみに第一世

界はアメリカなど資本主義諸国、第二世界はロシアなどの社会主義

諸国）それだけ無視できない数だということです。 
 

２どうして絶対的貧困は起こったの？ 
 
「先生！ 途上国だって日本と同じ 国 なのに、なんで

こんなにも状況が違うんですか？ どこで日本とこんな

にも差がついてしまったんですか？」 
 
「そうだね、絶対的貧困層が生まれてしまった理由は国

ごとにさまざま。国が変われば状況もかわるってことだ

ね。まずはどうして、絶対的貧困は生まれてしまったの

かをお話ししよう。」 
 
 わたしたちが暮らす日本で

は、病院に行けば治療が受け

られ、義務教育によってある

程度の学習が保証され、水道

をひねれば清潔な水を飲むこ

とができます。日本に住んで

いると当たり前のそれらのこ

とは、病院や学校、浄水施設

が整備されているからできる

ことです。もし、それらがな

かったとしたらどうでしょう。

私たちが当然と考えているし

ていることが当然ではない国

も存在するのです。 
 絶対的貧困が起こっている発展途上国のこと、メディアなどでな

んとなく知っているという人も多いかもしれません。太郎君のよう

に、同じ国なのにどうして日本とこんなに違うのか疑問に思ったこ

とがあるかもしれません。答えは簡単です。発展途上国も、日本と

はまた違う１つの国だからです。国によって政策、思想、資源、歴

史は異なり、どこ１つとして同じ国は存在しないのです。 

第三世界：アジア・アフリカ・中南米などの発展途上国を、米ソ二大国とこれに次ぐ先進諸国と対比した呼び名。

国際連合開発計画の定義：40歳未満の死亡率、医療サービスや安全な水へのアクセス率、5歳未満の低体重児比率、成人非識字率などを組み合わせた指標で、貧困の程度を測定するための定義。



 

 

 

絶対的貧困が起こる原因 
   
国の政策による貧困 たび重なる内戦や腐敗した政治により、
国政が破綻していて、本来の国家としての役割を果たせなくなって

しまった国の貧困のことで、 破綻（はたん）国家、失敗国家とも
呼ばれる国があります。 国が機能しておらず国家が国を十分に統
制する力がないため、さまざまな犯罪を引き起こしてしまいます。

途上国内の治安の悪さは国際的にも問題となっています。 
 
国の歴史からの貧困 以前被植民地であった国々の中には、独
立してもなお開発当初の後遺症として植民地当時の制度が色濃く残

っている国もあります。今でも地主制度が残っているために、土地

を持たない農民は貧困状態から抜け出せない国などが該当します。 
 
資源の枯渇による貧困 発展途上国と言われる国の中でも、石
油やダイヤモンドなどの資源や土地に恵まれている国もあれば、深

刻な砂漠化に悩まされている国などや、不毛な土地が国土を占めて

いるため、農業等での食物の自給自足ができずに輸入に頼らざるを

えない国もあります。例外もありますが、資源に恵まれない国は必

然的に経済的に不利な状況となってしまうのです。 
 
争いによる貧困 世界にはさまざまな考え方を持つ宗教、人種、
民族が存在します。また１つの国に複数の宗教、人種、民族が共存

している国もたくさんあります。そこで、考え方の違うもの同士で

争いが起こってしまい、その争いにより土地が焼け野原となってし

まったり、たくさんの人々が安全な生活を確保できなくなってしま

うのです。また、政府と国民間の内乱も貧困の原因となっています。 
 
 
 

「絶対的貧困が発生する背景は複雑で、国ごとに実にさ

まざまなのね。」 
 
 
「そうだね。それに原因が必ずしも１つではなく、複数

の問題が絡み合っている場合もあるから厄介なんだ。」 
 
 

コラム 発展途上国にも程度がある～後発途上国

って何？ 
 
一般的に後発途上国とは、発展途上

国の中でもとくに開発が遅れている

国の事を指し、最貧国と呼ばれるこ

ともあります。これらにあたる国は

現在約 50 ヶ国存在すると言われて
います。世界の４分の１の国がこの

後発途上国に当てはまるのです。 
 発展途上国と後発途上国を分ける

三つの明確な基準があります。 
１．所得水準が低いこと。すなわち、一人当たりの国民総所得

(GNI) の 3年平均推定値が 750米ドル以下であること。 
２、人的資源に乏しいこと。HAI (HUMAN ASSETS INDEX) と呼ばれる
指標が一定値以下であること。 

３、経済的に脆弱であること。EVI (ECONOMIC VULNERABILITY 
INDEX) と呼ばれる指標の値が一定以下であること。 
 

このいずれか２つに該当する国が後発途上国にあたります。難しい

単語が多くなってしまいましたが、大まかにその国の国民の所得、

健康、そして経済がある一定の定められた基準よりも劣っている国

と考えるとわかりやすいです。 

EVI「Economic Vulnerability Index」：EVI は以下の下位指標に基づく。農産物の生産量がどの程度安定しているか、商品とサービスの輸出がどの程度安定しているか、GDPに反映される製造業、サービス業の活動が全経済活動に対してどの程度の比率を占めるか、人口の対数によって算出される該当国の国内市場の規模、天災によって影響を受ける人口の割合、である。『Wikipedia』「後発開発途上国」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E7%99%BA%E9%96%8B%E7%99%BA%E9%80%94%E4%B8%8A%E5%9B%BD 2012年1月11日閲覧）

HAI「Human Assets Index」：カロリー摂取量、健康に関する指標、識字率に基づく。

国民総所得（GNI）：日本の国民が一年間に新たに生み出した財、サービスによって得た利益の合計のこと。“国内”総生産に日本の国民が海外で得た所得を足したものである。

地主制度：地主が自分の所有する農地・山林・宅地などの土地を農民などに貸し出す代わりに、農民は生産物の一部を土地代として地主に納めるといった制度。

植民地：宗主国（被支配国）によって、政治的・経済的に支配された地域のこと。



 

 

３、発展途上国の現状 
 

 
 
 今までのお話で、発展途上国において絶対的貧困がなぜ発生した
のかは理解できたかと思います。そこでこの章では実際に絶対的貧

困層が存在する、途上国の中でも最も貧しい国々、最貧国の現状を

いくつか例に挙げて詳しく説明をしていきます 
 

  バングラデシュ 南アジアに位置する最
貧国の一つです。正式名称はバングラデシュ

人民共和国。国旗のデザインが日本の国旗と

よく似ており、日本との関わりも深い国です。

バングラデシュは 1971 年にようやく独立を
勝ち取った比較的新しい国です。それによりまだ国政が安定してお

らず、経済開発が遅れています。また自然災害が多く、ひとたびサ

イクロンによって洪水が起こると、汚水による伝染病の蔓延や、農

作物が収穫できなくなった結果、深刻な食糧不足に陥るのです。そ

して増えすぎた人口により十分な数の働き口がなく、失業率も 40％
と高く、国民は生きるために隣国への出稼ぎを余儀なくされていま

す。また皆さんよりも年下の子供たちが、ストリートチルドレンと

して、路上で生活を強いられています。彼らは 1 日 1 セント（1 ド
ルの 20分の 1）にも満たないお金で生活をしているのです。 

ブルキナファソ 西アフリカに位置する共
和制国家です。最貧国と呼ばれる国家の一つ

でもあります。ブルキナファソは、国土に恵

まれていません。かつての植民地区割りで運

悪く四方を陸地に囲まれてしまった上、農業

国家であるにも関わらず、耕地が国土全体のわずか 15％しかないの
です。また、少ない耕地面積を補うために焼畑農業を行っていて、

それが砂漠化や大気汚染の進行に拍車をかけています。またたくさ

んの難民を抱えていることも問題として挙げられます。隣にある豊

かな国、コートジボワールの労働力需要に合わせて約 200 万人のブ
ルキナ人が移住しましたが、コートジボワールの政治危機により生

活が困難になり、祖国に帰ろうとするブルキナ人難民が一気に押し

寄せ、ブルギナファソはたくさんの難民を抱えることとなってしま

ったのです。 
 

シエラレオネ 西アフリカの西部、大西洋側
に位置する共和制国家です。最貧国でもあり、

また最も平均寿命が短い国としても知られてい

ます。平均年齢は男女平均で約 35 才であり、
日本の男女平均 80 才を超える平均年齢の約半
分にも満たないほどです。シエラレオネは、世

界 10 位の採掘量を誇るダイヤモンドをはじめとして地下資源が豊
富ではありますが、地下資源の売買が多国籍企業やバイヤーにより

独占されており、また国はその売買で得たお金を国内の紛争への軍

資金として使ってしまうなど、国家が国民のために機能していない

のです。このように国政が破綻してしまっているシエラレオネ国内

では略奪、暴力が頻発しており、国民の生活は常に危険と隣り合わ

せです。いくら資源があってもそれをうまく売買できなければ、な

いのも同然なのです。 
 
（参考資料：映画『ブラッドダイアモンド』シエラレオネ内戦

では現在、発展途上国と呼ば

れている国々は、どういった

状況なのか。具体的な国を例

に挙げて説明していきます。 
 

多国籍企業：多くの国に会社や在外支社を持ち、国際的規模で事業活動を行う企業のこと。

難民：さまざまな理由により、居住区域を強制的に追い出されてしまった人々のこと。

焼畑農業：熱帯および温帯において、山林・原野を伐採後、焼いてできた灰をすきこんだ土地で農業を行うこと。これにより数年間は無肥料で農業を行うことが可能であるが、近年の森林破壊の問題の一因となっている。

ストリートチルドレン ：路上で行商人として働いたり、物乞いや売春をして生計を立てたりしている人のこと。洪水で住む家を失う、両親に捨てられる、仕事を求めて町へ出る……など、ストリートチルドレンである理由は様々だ。



 

 

（1991~2000）について知ることができます。） 

４、途上国もかわりつつある 
  

 
 

BRI CS とは？ ブラジル (Brazil)、 ロシア (Russia)、 インド 
(India)、 中国 (China)南アフリカ（South Africa）の、近年の経済発
展が著しい５か国のことを指します。 
 
 

南アフリカ共和国 2010 年、アフリカ大陸
初となるワールドカップが南アフリカで開催

されました。これは世界との文化的な関わり

を持とうとする南アフリカの意志が認められ

たことを意味します。また、オリンピック開

催にともない国内の交通機関などの設備の発達や、観光客の消費に

よる経済効果も発生しました。 
 南アフリカには金やプラチナ、ダイヤモンドなど豊富な鉱山資源

があり、それらを輸出することで成長してきました。また近年はブ

ラックダイヤモンドと呼ばれる黒人中産階級（中間所得層）が登場

するようになりました。アパルトヘイトの事実上の廃止により、黒

人が白人と同じ社会に立つことが出来るようになったのです。資源

の輸出に加えて、経済力のある中産階級が増えることで国内需要が

拡大し、それが南アフリカの経済成長を支えています。 
しかし弊害として、治安が著しく悪くなってしまったのです。白

人と同じように競争社会にさらされることとなったため、黒人の間

に今までなかった貧富の差が発生しました。貧困層による犯罪集団

らが現れ、暴行、窃盗を起こすようになってしまったのです。その

ため、一番大きな都市であるヨハネスブルグは「犯罪発生率が世界

最悪の都市」とも呼ばれてあり、まだまだ治安の問題は残ったまま

です。 
 
 

ブラジル ブラジルは、南米一の経済大国と
も呼ばれており、外交政策も活発で、中国をは

じめとしたアジア諸国との貿易も盛んに行われ

ています。また資源が豊富で国内の原油消費量

をほぼ全て自給できているので、今日の原油高

騰が直接経済に影響をおよぼしにくいのです。原油以外の資源商品

も高騰している現状が、鉄鉱石の輸出量が世界１位、アルミニウム

の輸出量世界第２位であるブラジルの成長を支えています。いまだ

未開発の土地もあり、まだまだ成長が見こめる国と考えられていま

す。また国民の消費も活発で、さらに 2014 年にはブラジルでのワ
ールドカップも予定されており、それにともないさらに経済は活発

になり経済発展の後押しとなると考えられています。 
しかし、未だ残るスラム街の問題や、急激な成長に合わせて、今

もなお進行する環境破壊も問題視されています。現にブラジルの領

土の 40 パーセントを占めるアマゾン平原は、焼畑農業や、都市化
などでその４割弱が失われているのです。 
 
 
 
 
 

かつては途上国とされた国の中に

も、変貌を遂げて台頭してきてい

る国もあります。ここでは、かつ

て途上国と呼ばれた国のうち、近

年めまぐるしい経済発展をとげて

いる BRI CSと呼ばれる国々の例
を見てみましょう。 

アパルトヘイト：アフリカーンス語で“隔離”を意味する。有色人種（黒人、黄色人種）差別政策。

スラム街：ここで挙げたスラム街は、主に低所得者からなる、大都市の過密集住地域のこと。スラム街は、都市生活を満足に遅れない人々の受け皿のような存在となっている。



 

 

 
 

「発展はとげているものの、貧困問題や治安の問題、環

境問題と、経済がかたづいたと思っても、まだまだ問題

はあるんだね。」 
 
「でも、こうして国が豊かになれば、国民も豊かにな  

かもしれないよね！」 
 

「そうよね。でも、この両国ともに資源がとても豊富な 

のよね。シエラレオネみたいに資源が豊かなのに、貧困

な国があることも知っているけれど、これじゃ資源がな                

い国は、ずっと途上国のままなのかしら ？」 
 
「そう考えればそうだなあ。でも資源があるかないかな

んて、運みたいなものじゃないか！ そんなのって悲し

すぎるよ！」 
 
 
「まあまあ落ち着いて。確かに資源があれば、それをお

金に換えられるわけだし、有利ではあるね。でも、地下

資源が乏しくっても発展してきている国だってあるんで

すよ。」 
 

 

「えっ！ どこどこ？ 知りたい！」 
 

 

「それはね 」 
 

 
 

 
インド 南アジアにある、人口が中国の次に
２番目に多い国です。近年の IT 産業の拡大で
急激な経済成長を見せています。インドにはカ

ースト制度と呼ばれる事実上の階級制度があり、

それにより下位の人々の出世が阻まれてきまし

た。しかし IT 産業内においてはカースト制度の影響がなく、多く
の下位層の人々に勉強することで出世ができるという夢を与えまし

た。ただし、現状では IT 産業従事者が増えてきたとはいっても、
まだまだ半数以上が農業従事者です。また、この経済成長をささえ

るためのエネルギーが十分に確保されておらず、インドにある油田

だけでは国内のエネルギー需要の 30％にしか満たないといわれてい
ます。そして、国内では雇用先も十分に確保できないため、アメリ

カなどの先進国の IT 企業に優秀な国民がたくさん出稼ぎに出て行
ってしまっています。また、国内が発展してきたことにより貧富の

差が生まれ、経済格差が深刻化しています。 
 

  
 
ここで紹介した３か国を含む BRICS は、定期的に会談を行ってお
り、国連の安全保障理事会内での発展途上国の発言力を高めること

を目的に活動をしています。そして途上国同士の連帯感を高め、南

同士(南アメリカと南アフリカ)が協力して振興することを目指して

こうした国々も、経済成長を遂

げたことで絶対的貧困からは抜

け出したようにみえるけど、そ

れにより貧富の差が生まれ、次

は相対的貧困の層が生まれるこ

ととなってしまったんだね。 
 

安全保障理事会：国際連合3理事会のひとつで、国際平和と安全の維持に携わる機関。

カースト制度：家系などに基づく、インド独自の閉鎖的な階級制度。現在2000～3000程のカーストが存在すると言われている。職業によっては、カースト内で世襲化しているものもある。



 

 

いるのです。 

コラム 途上国の援助を行っている機関の

紹介 

 

 

「みんなは、NGO という言葉を耳にしたことはあるか
な？」 
 
 
「ぇっ？ NG？ 英語は苦手だからなぁ。わかんない
や。」 
 
「TV などで聞いたことはあるんだけども はっきり思

い出せないわ。」 
 
 
「まあ、NGO は簡単にいうと政府が関わっていない民間
団体のことを指すんだ。」 
 
 
「ふうん。で、それが今ここで何の関係があるんです

か？」 
 
「NGO にはね、途上国の発展に対して援助を行ってい     
る団体があるんだ。たとえば、インドのスラム街住民の

住民権獲得と環境設備のために、スラム住民と共に政府

に交渉、談判をした結果、巨大なインフラ事業を引き出

すことに成功した団体があったりするんだ。」 
 
「すごい！ 民間の力が政府を動かしたのね！」 
 

 
「ほかにも「NGO は、医療保険、住宅等のインフラ設備の充実や、

災害や紛争による難民の保護や、復興支援も行っている

んだ。東日本大震災の復興にも、多くの NGO が協力し
てくれているんだよ。」 

 
 

「そうなんだ！ NGO について、もっと教え
てください！」 
 

 

N G O 非政府組織 

 

NGO とは、「 Non-Governmental 

O rganization」の略称です。もとも

とは、国連と政府以外の民間団体と

の協力関係について定めた国連憲章

第 71 条で使われたのが始まりとさ
れています。すなわち NGO とは、
国連をはじめとする国際会議などで

民間団体を指す名称として使われる

ようになった言葉で、本来的には

「非政府組織」という広い意味を持

ち、政府や国際機関とは分けられた

政府が関わっていない「民間」の団体であることを意味する言葉で

す。（日本では NGO という言葉が国際的な局面で使われてきたた
め、「国際協力にたずさわる民間組織」というように限定的な理解

がなされています。）また、NGO とは別に政府が行っている援助
活動に ODA、「OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE」（政府開発援
助）があり、時にはこの二つが連携して活動することもあります。 

他にも NPO「NON-PROFIT ORGANIZATION」（非営利組織）と呼ばれ

ODA「Official Development Assistance」（政府開発援助）：直訳は「公的発展援助」。“政府”の資金で行う、発展途上国への無償援助など。

ノート
NPO「Non-Profit Organization」（非営利組織）：直訳は「利益を持たない組織」。行政、企業とは別に、社会的活動を行う“民間”の組織。



 

 

る団体もあります。 

途上国での N G O の活躍 世界で最も貧困で

あるバングラデシュでの N G O 
 
 20 世紀最大の自然災害、1970 年のバングラデシュで起こったサ
イクロン被害では 50 万人の犠牲者が出たため、当時世界中の救援
団体がバングラデシュに集まったそうです。そしてそれらが現地に

NGO として留まり今もなお支援活動を行っているようです。また
貧しい国だけあって沢山の NGO 団体が活躍していて、その中には
国策にまで影響を及ぼす巨大な NGO も存在しているようです。
（有給専従スタッフだけで 2 万 5 千人のバングラデシュ最大の開発
NGOである BRAC(Bangladesh Rural Advancement Committee/直訳：
バングラデシュの町の発展を促す団体 )は世界最大の現地
NGO(World largest national private sector development organization)と自
ら認めるほどの巨大 NGOです。 
 
 

 

「本当にいろんな団体があるのね。」 
 
 
「正直英語がいっぱいであんまりわからないんだけども、

いろんな国や人たちが、困っている人を助け合うって、

すてきなことだよね！」 
 

 

「そうだね。小さな活動の積み重ねが、やがて世界を変

えていくことにつながるかもしれないからね。」 
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も読みやすくてお勧めです。発展途上国の問題だけではなく、先進

国の問題や、環境破壊など地球が抱える問題に関しても書かれてい

て、一冊でとても勉強になります。 
 
伊勢崎賢治 『国際貢献のウソ』 ちくまプリマー新書／筑摩書房、

2010年 
筆者が実際に国際 NGO 等で活動されていたときのことが、援助
側の目線で書かれています。実際足を運んでみた作者だからこそ書

ける途上国の現状と、NGO の実態についてかかれています。今回
は本書の筆者の活動部分や簡単な NGO の仕組みについてしか触れ
られていないので NGO についてもっと知りたい！という方には、
是非手に取っていただきたい一作です。 
 
※また一部国家の基本的な情報（国土、人口等）に関しましては、

Wikipedia の国家説明の欄を参考に書かせていただいております。 
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