
 
 

 令和３年度 夜間中学体験会 in 姫路 
 

１ 趣 旨 
夜間中学について周知を図るとともに、西播磨地域における希望者のニーズ等を把

握するため、「夜間中学体験会 in 姫路」を実施する。 

 

２ 実施内容 

(1) 日 時  

 ○第１回 令和３年７月９日（金） １７時から１９時 

 ○第２回 令和３年９月10日（金） １７時から１９時 

 ○第３回 令和４年１月14日（金） １７時から１９時 

 

 (2) 場 所 

  姫路市立総合教育センター 

  〒670－0935 姫路市北条口３丁目２９番地  

（JR 姫路駅・山陽電鉄姫路駅より北東へ徒歩約 10 分） 

 

 (3) 参加者 

  ○様々な理由で義務教育を受けることができなかった人 

 ○不登校など、十分に学校で学ぶことができなかった人  

 ○本国において義務教育を修了していない外国籍の人 

 

 (4) 日 程 
    16:30     17:00   17:20             18:05  18:15             19：00   

受付 
オ リ エ

ン テ ー

ション 
体験授業① 休憩 体験授業② 閉会 

  16：30 受付 

  17：00 オリエンテーション 

  17：20 体験授業① 

  18：15 体験授業② 

  19：00 アンケート、閉会 

 

３ 主 催 
  兵庫県教育委員会  姫路市教育委員会 
 

【参加申込】 

  ※「ひょうご夜間中学電話相談」078-362-9432(平日 9 時～17 時)にて、相談に応

じる。 

申
込
先 

兵庫県教育委員会事務局 

義務教育課初等･中学校教育班 

夜間中学体験会担当 

郵送の場合 

〒６５０－８５６７ 

神戸市中央区下山手通５丁目１０－１ 

ＦＡＸの場合 

FAX  078-362-4286 

国語（詩、和語・漢語） 
社会（兵庫県の風土、気候） 
数学（図形、方程式等の計算） 
理科（植物や動物の特徴） 等 

 

体験授業の内容（例） 
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夜間中学について 

 

○夜間中学に関するこれまでの動き、設置状況等 

 

１ 教育機会確保法の公布、施行（平成 28 年 12 月） 

第 14 条 就学の機会の提供等 

   地方公共団体は、学齢期を経過した者（その者の満六歳に達した日の翌日以後にお

ける最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経

過した者）であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機

会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において

授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

２ 夜間中学について 

 コンセプト 対  象 

従 来 

戦後の混乱期に昼間に就労

または家事手伝い等を余儀

なくされた学齢生徒に対し

て就学の機会を提供 

学齢期の様々な理由で義務教育を修了でき

なかった人 

法改正後 

年齢や国籍その他のおかれ

ている事情に関わりなく、

教育の機会を確保 

①義務教育未修了の学齢超過者 

②不登校など様々な事情により十分な教育

を受けられないまま中学校を卒業した者 

③本国や我が国において十分に義務教育を

受けられなかった外国籍の者 

 

３ 法律上、地方公共団体に求められるもの 

 ・夜間中学を新たに設置すること 

 ・夜間中学を既に設置している場合は、受け入れる対象生徒の拡大を図ること 

 

４ 全国の設置状況 （R3.4.1 現在） 

  36 校（市区立 34 校、県立 2 校）  

  

○H29.5.1 時点  

31 校（8 都府県） 

 

○追加設置 

（H31） 

千葉県松戸市 

埼玉県川口市 

（R2） 

茨城県常総市 

（R3） 

 徳島県 

 高知県 

○今後設置 

（R4） 

 北海道札幌市 

 

○準備中 

 神奈川県相模原市 

福岡県大牟田市 

香川県三豊市 

静岡県 
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５ 県内の夜間中学に関する取組 

①県内全域での夜間中学に関する方向性の共通認識 

②既存の夜間中学への広域受入れモデルを構築し、受入れを拡大 

③西播磨地域における夜間中学の新たな設置検討 

 阪神地域（尼崎市、神戸市） 西播磨地域 周知等 

H27 
○尼崎市との情報交換 

○神戸市・尼崎市との連絡会 

  

H29 ○意見交換会（9市町参加）   

H30 
○第１回意見交換会（13市町参加） 

○第２回意見交換会（16市町参加） 

 ○電話相談窓口設置 

○夜間中学チラシ作成・配布 

R1 
○第１回意見交換会（36市町参加） 

○第２回意見交換会（20市町参加） 

○姫路市との連携によるニーズ調査

（民生委員活用） 

○電話相談（延べ 22 件） 

R2 

 

広域受入れ 

○阪神７市１町連絡会議（2回） 

○県と設置市の連絡会（2回） 

○神戸市近隣市町連絡会議（2/17） 

  

 

「夜間中学体験会 in 姫路」 

 ○体験会の実施（9/11、1/22） 

  第 1 回参加者：11名 

※第 2 回は新型コロナウイルス感

染症により、個別相談を実施 

夜間中学に係る検討 

 ○県と姫路市との協議 

  ・設置主体、夜間中学の形態等 

 ○播磨西地区市町教育長協議会にお

いて想定スケジュール等を説明 

 ○西播磨地域における夜間中学の新

設に向けた検討・協議 

 ○夜間中学設置に係る西播磨地

域関係市町連絡協議会  

 

○電話相談（延べ 36 件） 

○「夜間中学体験会 in姫

路」の周知 

・チラシの作成、配布 

（姫路市の近隣市町・

日本語教室、姫路市

民生委員、外国籍の

児童生徒の保護者 

等） 

・「広報ひめじ」掲載 

 ・ポスター設置 

○阪神地域における広域 

受入れのチラシの作 

成・配布（3/24） 

 

R3 

 

○広域受入れの開始 

 （覚書の締結 神戸市：7市町 

  尼崎市：7市町） 

 

○夜間中学設置に向けた検討 

○「夜間中学体験会 in 姫路の開催（年３

回）（別紙開催要項） 

○西播磨地域における近隣市町等

と連携したニーズの把握 

 

○「夜間中学体験会 in姫

路」の周知 

 

６ 県内の夜間中学の在籍状況（令和３年４月１日現在） 

学校名 在籍者数 日本国籍の有無 外国籍の人数 

神戸市立兵庫中

学校北分校 
１３名 

有  ４名 

無  ９名 

韓国１、フィリピン３ 

ネパール４、パキスタン１ 

神戸市立丸山中

学校西野分校 

２８名 

※うち市外在住

３名（明石市） 

有  ４名 

無 ２４名 

中国４、ベトナム１０ 

フィリピン１、ネパール２ 

インドネシア１、シリア６ 

尼崎市立成良中

学校琴城分校 

３３名 

※うち市外在住

１名（西宮市） 

有 １４名 

無 １９名 

中国５、ネパール９、 

韓国・朝鮮２、タイ２、 

バングラデシュ１ 

合計 ７４名 
有 ２２名 

無 ５２名 

〔主な国籍〕 

ネパール１５、中国９ 

韓国・朝鮮３ 
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