
i

まえがき

いま「日本の社会教育・生涯学習」は大きな転換点に立たされている。戦後教
育改革期の新しいスタートからすでに 60 年余り、社会教育の制度・施設・職員
など相当の蓄積をとげてきたことは周知の通りである。しかし歳月の経過ととも
に、ある種の制度疲労に似た停滞があり、また最近の新自由主義路線に見られる
公的セクター見直しによる諸条件整備の後退が憂慮されている。他方で国際的な
生涯教育・生涯学習の潮流を背景としつつ、日本的施策として再編された「生涯
学習」（1980 年代～）と地域に立脚してきた「社会教育」との不調和による混迷
もみられる。

いま私たちはどのような地点に立っているのか。2011 年 3・11 東日本大震災
は、東北の地で故郷と暮らしの基盤を流出させた一方で、社会教育・公民館等が
果たすべき独自の課題や役割を浮き彫りにした。3・11 後の社会に向けて、一人
ひとりの生き方や地域の再生が問われ、社会教育・生涯学習が果たすべき新しい
方向と実践がいま求められている。

このような画期的な転換・再生の時にあたって、私たちは社会教育・生涯学
習の全体にわたる基本理解を深め、その歴史・構造・役割を確かめつつ、実践・
運動にも関わって、現代的な課題や可能性を明らかにするため、『日本の社会教
育・生涯学習』を世に送り出すことになった。

本書の刊行には、いくつかの前史がある。今日にいたる経過を簡単に振り返っ
てみると、次のような流れであった。

本書が誕生するまでに、2 冊の出版活動が取り組まれてきた。1 冊は『韓国の
社会教育・生涯学習 ─ 市民社会の創造に向けて』（黄宗建・小林文人・伊藤長和
共編、エイデル研究所刊、2006 年）、2 冊目は『日本の社会教育・生涯学習 ─
草の根の住民自治と文化創造に向けて』（小林・伊藤・梁炳賛共編、韓国・学志
社刊、2010 年）である。前者は、今世紀に入って新しい展開を見せてきた韓国

「平生教育」（生涯教育）の躍動を日本関係者に先駆的に紹介しようという意図か



ii

ら出版された。後者は、部分的にしか伝わっていない日本の社会教育を韓国関係
者にその全体像を提示しようとの思いから企画が進み出版に結実したものであっ
た。それぞれに日韓両国をつなぐ初めての「本格的な研究書・解説書」と評価さ
れてきた。

この過程において、頻繁に編集会議が重ねられ、そこから「韓国生涯学習研究
フォーラム」（2007 年以降）が結成された。本書編者 3 人だけでなく、浅野かお
る（福島大学）、金侖貞（首都大学東京）、小田切督剛（川崎市教育委員会）等の
皆さんが積極的に参加してきた。思いおこせば前著の編集企画が始まったのは
2003 年のこと、今年でちょうど 10 年の歳月を迎えたことになる。

2 冊目の『日本の社会教育・生涯学習』はハングル版として、ソウル・学志
社から出版されたが、もともとはすべて日本語で執筆されたものであった。日本
社会教育・生涯学習の歴史、制度、政策、実践、運動のほぼ全領域を網羅し（全
22 章）、各領域を代表する専門研究者によって執筆された。韓国へ向けて日本社
会教育・生涯学習の全体像を高い水準で紹介するために、日本社会教育学会の中
心的メンバー（元学会長、現学会長を含む）による、またとない執筆陣が編成さ
れた。本書はこの本を底本とし、同じ書名によって新しく編まれたものである。

本書の主な内容は、目次に明らかなように、序章（特質と課題）・終章（展望）
のほか、4 部から構成されている。すなわち、戦前・戦後・現在に至る歴史的概
観（第 1 部）、法制・施設・職員・大学等の制度的展開（第 2 部）、子ども・青
年・女性・高齢者の生涯学習（第 3 部）、識字・福祉・市民活動・NPO・地域づ
くりに関わる運動と実践（第 4 部）である。

これらは、韓国向け出版『日本の社会教育・生涯学習』（2010 年）と同じ章構
成・同じ執筆者によるが、「職業・労働と社会教育」章のみは、執筆者の意向に
より（残念ながら）本書には掲載されなかった。また本書全体の紙数制限のため、
各章はある程度縮小し、新しくリライトされたものである。

2010 年版の出版から本書への執筆・リライトに至るまで、快くご協力いただ
いた 25 人（本書コラムを含む）の執筆者各位に編者として心からの御礼を申し
あげる。また、本書刊行にいたるまで予想以上の歳月が経過したことに対し、編
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者の非力をお詫びしなければならない。社会教育・生涯学習にかける私たちの思
いを受けとめ、本書刊行を引き受けてくださった大学教育出版・佐藤守氏に深く
感謝を申し上げたい。

2013 年 2 月 10 日（春節）
編者　小林文人

伊藤長和
李　正連
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