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議案₅の〔₁〕

2012年度　研究活動の基調（案）

　2011年₉月、紀伊半島を襲った₂つの台風は奈良県南部にも甚大な被害をもた
らしました。五條市や十津川・天川の両村において多くの方が犠牲になられた中、
小学生や私たちのなかまの命も奪われてしまいました。また、半年が経ったこの
₄月、大塔小・中学校の子どもたちは隣接する小・中学校に移ることとなりました。
　大塔小・中学校の子どもたちは、第57回奈良県人権教育研究大会において、「伝
統文化を受け継ぐために」と題し、伝統芸能である踊りや郷土学習の内容を披露
してくれるとともに、過疎化する自分たちの生まれ育った故郷をこれからも大切
にしていきたいという強い願いを訴えてくれました。そんな彼らを思うと、今回
の自然の振る舞いにはやり場のない怒りを感じます。
　第58回研究大会の折、紀伊半島大水害の被災者、とりわけそこにくらす子ども
たちを支援することを目的に募金を呼びかけたところ県内各地から多くの厚意が
寄せられました。なかでも、全体会の記念行事に出演した子どもの保護者と見ら
れる方々が、前年の大塔町の子どもたちの姿と我が子を重ねて多額の募金をして
くださいました。
　他人事としてでなく、自らのくらしと重ねて課題を捉えることができたとき、
私たちはその解決に向けた具体の一歩を踏み出せると考えます。このことは東日
本大震災やその後発生した福島第一原子力発電所事故によりくらしぶりを変えざ
るを得ない人たちの問題や様々な差別の問題においても、その解決をはかる上で
普遍化していかなければなりません。

　国連は、2011年12月の総会において「人権教育と研修に関する国連宣言」を採択
しました。

国連総会は、
人種、性別、言語、宗教にかかわらず、すべての人の、すべての人権と基本
的自由を尊重することを促進し、奨励するという国連憲章の目的と原則をあ
らてめて確認し、
さらに、すべての人は教育への権利を有し、教育とは人格とその尊厳の自覚
の十全な発達を目的とし、すべての人が自由な社会に効果的に参加すること
を可能にし、すべての国および人種的、民族的、宗教的集団相互の理解、寛
容及び友好関係を促進し、国連による平和と安全の維持、開発と人権の促進
のための活動を奨励するものであることをあらためて確認し、
～以下、略～� （人権教育と研修に関する国連宣言・前文より）

　人は生まれながらにして権利と基本的自由を持っており、そのことについて教
育や研修を通して知ることもまた権利であることを確認した上で、「人権教育と
研修に対するあらゆる取組を強化するべきであるとの強力なメッセージを国際社
会に対して送りたいという望みに動機づけられ」たと明記しています。
　こうした宣言を追い風として、国連憲章に照らし、「すべての人の、すべての
人権と基本的自由を尊重すること」の実現に向け、人権教育の取組を今後一層強
化していきたいと考えます。

●はじめに
₁．ともに一歩を
　　　　　　　踏み出すために

₂．「人権教育と研修に関する
国連宣言」を受けて
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　本年は、1922年₃月₃日に全国水平社が創立されて90周年、1912年₈月20日に大
和同志会が創立されて100周年の節目の年です。両者は手法の違いこそあれ、部
落に対する差別の解消をめざして活動したという点で共通しており、どちらも今
日の部落解放運動へと通じています。
　水平社の創立大会では、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」とくくられた「宣言」
とともに、「吾等は人間性の原理に覚醒し、人類最高の完成に向かって突進す」と
した「綱領」が採択されました。これらの文章は、人間は同情や憐れみの対象で
はなく互いに尊敬しあう関係にあるといったことなど、90年経った今もなお、私
たちに多くの示唆を与えてくれています。
　全国水平社や大和同志会の創立に関わった人たちの思想に改めて学びながら、
私たちは人権教育に取り組んでいきたいと考えます。

　奈人教の前身である奈良県同和教育研究会が結成されて10年を迎えたとき、そ
れまでの活動の総括を目的として『むなつき坂を越えて』を編集・発行しました。
その前書きに、以下の文章が書かれています。

　わたしたちは、未だにある部落のすがた、部落のおかれているきびしいす
がたから足をはなさなかったつもりだ。教育の風潮がどうあろうと、教育の
方針がどう変ろうと、部落があるかぎりわたしたちはそこから物事を見、考
えていくつもりだ。� 〈原文ママ〉

　この文章が50年たった今も瑞々しく感じられるのは、同和教育・人権教育が、
常に「差別の現実に深く学ぶ」という理念の上に立って、実践を積み重ねてきた
からです。その理念は今後も私たちの実践の基底に位置づけていかねばなりませ
ん。
　本年は、1952年の奈良県同和教育研究会の結成から60年の節目に当たります。
「むなつき坂」を越えるためにも、奈同教を結成された私たちの先輩の思いや願い
とともに、私たちの立つ位置を今一度確かめ合いたいと思います。

　奈良県同和教育研究会は、50年にわたり部落問題の解決を図ることを教育課題
に据えて様々な取組を進める中、あらゆる人権問題の解決に向けた数々の成果を
生み出してきました。その歴史を踏まえ、21世紀を切り拓く人権教育を創造する
ことをめざし、2001年、第50回総会において奈良県人権教育研究会と改称し、本
年は結成60周年を迎えました。
　時代が変わり、名称は変わりました。とは言え、私たちの取組の作風は今も昔
も同じです。それは、被差別を生きる子どもを前にして居ても立ってもいられず、
何かを始めようとすることから始まります。
　今、子どもたちはくらしの中でどんな思いや願いを抱いているのか、事実を通
して明らかにしていきましょう。そして、それを阻む問題の解決に向け、一人一
人が主体となって教育活動を進めていきましょう。互いの実践をつきあわせるこ
とで、そうした活動により磨きをかけたいと思います。
　奈人教はそのつなぎ役・まとめ役として十分にその役割を果たせるよう、各学
校・園・所や各郡市人教とのつながりを深め、全県的な位置づけと立場のもと、
より確かな体制づくりを模索したいと考えます。

₃．�全国水平社創立90周年
　　大和同志会創立100周年

₄．「むなつき坂」を越えるために

₅．現場の教育実践を大切にし、
　　　　人権教育を研究・推進する

奈人教として
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　1950年代前半、県内の小学校では1.56％、中学校で5.34％の子どもたちが長期
欠席として報告されています。ところが、部落と呼ばれた地域に限定してみると、
小学校は7.7％、中学校では35.0％という高い数値が残されています。
　当時、こうした状況の中、「今日も机にあの子がいない」ことに胸を痛め、居て
も立ってもいられず、その子たちの家に足繁く通った教員たちがいました。彼ら
は、家庭訪問を通して子どもや家族の思い・くらしと出会います。その中で、部
落の子どもたちに集中している長期欠席・不就学の問題は「厳しい部落差別の現
実」によるものであることを明らかにしました。奈良県における同和教育は、部
落の子どもたちの教育を保障する取組から始められました。
　文部科学省は、₃次に渡ってとりまとめた「人権教育の指導方法等の在り方に
ついて」の中で、「人権感覚とは、人権の価値やその重要性にかんがみ、人権が擁
護され、実現されている状態を感知して、これを望ましいものと感じ、反対に、
これが侵害されている状態を感知して、それを許せないとするような、価値志向
的な感覚である」と記述しています。さらには、「このような人権感覚が健全に働
くとき、自他の人権が尊重されていることの『妥当性』を肯定し、逆にそれが侵
害されることの『問題性』を認識して、人権侵害を解決せずにはいられないとする、
いわゆる人権意識が芽生えてくる」としています。
　前述の教員たちの取った行動は、まさに人権が侵害されている状態を感知して、
それを許せないとする感覚を持ち、その人権侵害を解決せずにはいられないとす
る意識に基づいたものです。
　どんなに時代が変わっても、私たちはいつも「体が丈夫でない子、勉強がわか
らない子、家庭の状況の厳しい子の気持ちがわかる一生懸命な先生」でありたい
と思います。先達の歩んできた道をたどりつつ、「差別の現実に深く学ぶ」ことは
「目の前にいる子どもたちの思い・願いに寄り添うことから取組を始める」ことと
して、私たち自身のありようを常にふりかえりたいものです。

「差別の現実に深く学ぶ」
ことから

  

●研究課題　　　差別の現実に深く学び、くらしを高め、
豊かな未来を保障する人権教育を創造しよう

〜すべての子どもたちの人権意識を高め、部落問題をはじめ
様々な人権問題の解決をめざす意欲と実践力を育てよう〜

●実践課題₁　人権教育の豊かな内容創造と学習活動を展開しよう 

〔１〕私たちの人権感覚を研ぎ澄まそう

　他人を大切にするためには、自分を大切な存在として認められることが必要で
す。ところが、ことあるごとに「どうせ自分なんて…」と口にする子が少なくあ
りません。まずは、子どもたちが自分を大切な存在だと思えるような取組を進め
なくてはなりません。
　ドロシー・ロー・ノルトは、その著『子どもが育つ魔法の言葉』の中で、「認め
てあげれば、子どもは自分が好きになる」と述べています。まずは、私たちが一
人一人の子どもをありのままに受けとめ、「あなたが大切です」「あなたを必要と
しています」という思いを日常の継続的な営みの中でしっかりと伝えていくこと
が求められます。
　県内でも、様々な教材や手法を用いて子どもたちが自分自身を見つめ「自分の
ことを大切な存在と思える」ような学習が積み重ねられ、その実践は研究大会等

Ⅰ．自分を大切な存在として
認められるように

〔₂〕 人権感覚や人権意識の基礎となる力をはぐくもう
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でも報告されています。そうした実践の交流を通して学習活動をより豊かに展開
し、どの子にも自分を、そして他人をも大切に思える感覚を育てていきましょう。

　人間関係を構築するには、互いの意思を疎通させることが不可欠です。にもか
かわらず、思いどころか感情すらどう表現してよいのかわからない子や、言葉が
うまく出て来なくてつい暴力的な言動に走ってしまう子がいます。その一方で、
周囲の状況に関係なく自分のことをひたすら表現しようとする子もいます。
　子どもたちは、たくさんの聴いてほしいことを持っています。それを聴き合う
学習活動を日常化したいものです。学習の形態を一斉講義型ばかりでなく、ペア
での相談やグループによる話し合いなどの活動を意図的に取り入れるといった工
夫が求められます。そうした「聴き合う」関係がやがては「学び合う」関係へと発
展し、「互いの立場に立って考え合う」力へとつながっていくものと考えます。
　子どもたちの日常にコミュニケーション力を高める活動を積極的に取り入れ、
人とのかかわり合いの中で人とつながる力をはぐくんでいきましょう。

Ⅱ．人とつながる力を
はぐくもう

　長欠・不就学の状態にあった部落の子どもたちが登校したとき、彼らを待って
いたのは周りの人たちによる厳しい差別でした。せっかく学校に来たのに口惜し
い思いをした部落の子の中には、その思いをうまく表せず、周りの子と衝突して
しまうこともありました。この現実を目にしたとき、部落に対する正しい認識を
培い、部落の子らが安心して通える学校にするため、部落問題学習の取組が始め
られました。
　以後、半世紀を超える地道な取組は一定の成果をもたらし、「部落差別はいけ
ないことだ」という共通の知識を誰もが持つようになりました。また、行政によ
る様々な施策により、部落を取り巻く住環境も一変しています。
　にもかかわらず、インターネットの世界では、法律上「部落」「部落民」は存在
しないとして部落の人たちを蔑む行為を繰り返し、その様子を配信するといった
ものをはじめ、部落差別を助長する書込が後を絶ちません。2002年に「地対財特法」
が失効して以来、部落差別の撤廃に向けた取組は一般施策の中で行われているも
のの、その成果が十分でないことは明らかです。
　また、大学入試センター試験においては身分制に関わる出題がありました。十
分な取組がなければ差別が助長されることにもつながりかねないと懸念されます。
そんな今だからこそ、部落問題学習を「部落問題に関する知識の伝達」で終わらせ
ず、「部落問題を解決したいという思い」を持たせ、その解決に向けた具体的な行
動に移すための術を身につけさせるものとして取り組むことが求められます。
　例えば、部落差別の不当性に心を痛めた人たちが人間の尊厳を取り戻すために
どのような取組をしてきたのか、その取組が今の私たちのくらしにどうつながっ
ているのかについて地域の歴史や環境と重ねて学習することなどが考えられます。
　部落問題学習がすべての子どもたちに部落問題についての正しい認識を培い、
豊かな人権感覚や人権意識を養うことにもつながるよう、ひいては、部落の子ど
もたちに自己の尊厳の確認と「ふるさと」に対する誇りを持たせ、部落外の子ど
もたちには被差別のなかまと連帯する力を培えるよう、系統的・体系的な学習内
容を創造しましょう。

　昨年発生した福島第一原子力発電所の事故においては放射能汚染という問題に
加え、その地域やそこにかかわりのある人や物を遠ざけようとする差別・排除の
問題をも引き起こしています。そうした問題の解決に向けては、十分な情報の提
供とともに確かな人権感覚に基づく冷静な判断力を培うことが求められます。      
　時代の推移とともに新たな人権問題が発生します。それに伴い、新たな人権教
育の内容を創造することが求められます。また、地域的な状況に因り取り組む重

Ⅰ．生き方に結びついた
部落問題学習を展開しよう

Ⅱ．様々な人権問題についての
学習を普遍化して

〔₃〕人権についての学習を確かなものに
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点課題の設定を検討する必要性も生まれます。
　いずれにしても、人権問題についての学習を進める上で大切にしたいことは、
被差別の側からその問題を捉えるという基本理念です。その上で、「差別する側」
がなぜそこまで頑なに差別意識にとらわれているかについて考えることから、日
常生活の中にある様々な人権問題の解決をめざして主体的にかかわろうとする実
践的態度を子どもたちに培うことを追求したいと考えます。        
　学習を進めるにあたっては、その問題に深くかかわっている人との出会い等を
通し、思いを重ねることが大切です。それにより、子どもたちが自分を見つめ、
自らの生き方とつなげる学習を積み重ねることができ、やがて自らのアイデン
ティティの確立につながっていくと考えます。        
　そうした学習を通して学んだことを様々な人権問題へとつなぎ、人間の尊厳と
いう視点で普遍化し、子どもたちの確かな人権感覚と人権意識を培っていきま
しょう。

　同和教育は部落問題の解決という「個別的な視点からアプローチしてあらゆる
差別の解消につなげていく手法」により取組が始められました。そして、確かな
人権感覚を持ち「差別の現実に深く学ぶ」実践を進める中で見えてきた「障害者」
問題、在日外国人問題、平和、ジェンダー、環境といった複数の「個別的な視点
からアプローチ」することにより人権教育へと発展してきました。その過程にお
いては、時として差別はいけないことだと認識できても、差別問題と自分との関
わりを十分認識できないこともありました。
　今、「すべての人が人として尊重される社会」の実現に向け、「人権に関する国
内外の宣言や規約」「人権の歴史」「権利と責任」などについて学んだり、「命の尊厳」
や「死」について考えたりするといった普遍的な視点からアプローチし、人権に
ついての理解を深め、それぞれの差別問題の解決につなげていく手法で取り組む
ことが求められています。
　普遍的な視点からアプローチしてそれぞれの差別問題の解決につなげていく手
法と、それぞれの差別問題の解決という個別的な視点からアプローチしてあらゆ
る差別の解消につなげていく手法を対立させるのでなく、両者があいまって人権
意識の高揚が図られ、様々な差別問題が解決されるよう、取組を進めましょう。

Ⅲ．普遍的な視点からも
アプローチしよう

　人権教育は、思いやりの教育や人権一般の知識理解にとどまるものではなく、
差別事象や人権侵害を目の当たりにした時に、「それはおかしい」と感じ、まず声
をあげることができるような子どもたちに育てるものでなくてはなりません。
　子どもたちは様々な人権問題について学ぶことで、「差別はいけない」「人をいじ
めてはいけない」という思いを強く持ったり、差別に負けずに生き抜く人のたくま
しさやその問題の解決に向けて立ち上がる力強さに尊敬の念を持ったりします。
　そうした思いを「差別をなくしていくための行動」にまで結びつけるには、子
どもたちのくらしの中にある課題と学習内容を重ねることが大切です。その上で
その人権問題と自分との関係を明確にすることが必要です。
　人権問題を「自分のこと」として受けとめ、「知識」が「行動」につながるような
取組とするため、次のような点を大切にして学習を進めましょう。      

○保護者や地域の人など身近な人たちの人権問題と向き合う姿に出会う
○人権にかかわる地域教材に取り組む
○教材とする人権問題と自分たちの生活との共通点を意識する
○ その人権問題が自分の生活にどう関係しているか、逆に自分の行為がその
ことにどうつながっているかを考える

〔₄〕人権教育をあらゆる教育活動の中で
Ⅰ．くらしと結びつけて
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　文部科学省がとりまとめた「人権教育の指導方法等の在り方について［第３次
とりまとめ］」の中に「学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進」という項が
あります。そこでは、人権教育について「各教科、道徳、特別活動及び総合的な
学習の時間等のそれぞれの特質を踏まえつつ、教育活動全体を通じてこれを推進
することが大切である」と示されており、すべての教科・領域に人権教育を位置
づけるとともに、人権教育を学級経営、生徒指導等すべての教育活動に普遍化し
て取り組んでいくことが求められています。
　かつて、社会科の地域学習や産業学習、歴史や公民の学習の中で部落問題につ
いて学んだり、国語科の学習で文学教材を通して平和について考えたりなど、同
和教育、人権教育は多くの教科・領域の中で展開されてきました。現在では、理
科や家庭科で環境問題に取り組んだり、保健体育や生活の時間に「いのち」につ
いて学習したりと、その内容は広がりを見せています。また、「総合的な学習の
時間」においても、職場体験学習やボランティア活動、福祉作業所や高齢者との
交流、ゲストティーチャーを招いての聞き取り学習など、人権を基盤にした豊か
な実践が展開されています。  
　今後も「総合的な学習の時間」や各教科の中で、またそれらをつないで、人権
についての理解を深める学習をより確かに進めていきたいと考えます。人権にか
かわる概念や人権教育がめざすものを明確にし、私たちがそれを十分に理解した
上で、各教科・領域の特性に応じた人権教育を展開していきましょう。
　そうした学習が実効性を持つには、すべての教科・領域において一人一人の人
権が守られ安心した雰囲気や環境の中で教育が行われていることが必須条件であ
ることも忘れてはなりません。

　本年度から中学校において新しい学習指導要領が全面実施されました。新学習
指導要領(幼稚園教育要領)では、「生きる力」について以下のように整理をしてい
ます。

「生きる力」
・�基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表
現することにより、さまざまな問題に積極的に対応し、解決する力
・�自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心な
どの豊かな人間性
・たくましく生きるための健康や体力　など

　さらに、「変化の激しいこれからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな
心、健やかな体の知・徳・体をバランスよく育てることが大切」として、「生きる
力」をはぐくむために道徳教育の充実を謳っています。  
　その一方で、文部科学省は「人権教育の指導方法等の在り方について」をとり
まとめ、人権教育の推進を呼びかけています。                  
　人権教育と道徳教育について、島恒生さん（畿央大学）は、「全人教広報紙・で
あい」の中で、「道徳教育や道徳の時間は、社会性を身に付けるだけでなく、自分
も相手も大切にしながら、自分らしい生き方をはぐくむことをめざすものである。
人権教育における道徳教育の役割、道徳教育における人権教育の役割を、しっか
りと考え、実践していくことが求められている」と述べておられます。
　新しい学習指導要領に基づいた教育活動の中で、子どもたちの道徳性を豊かに
し、他者や社会からの称賛や非難ではなく、自分の考えに従って差別の問題と向
き合える「生きる力」を育てていきましょう。

　同和教育読本『なかま』は、差別により分断された子どもたちをつなぎ、その
集団の中で子どもたちの成長を図ることをねらいとして、1960年に創刊されまし

Ⅱ．すべての教科・領域に
位置づけて

Ⅲ．新しい学習指導要領の
実施に際して

Ⅳ．人権教育テキスト
『なかま』を活用して
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た。それから50年以上が経った今も「虐待」や「いじめ」などにより、分断され人
間性を押しつぶされようとしている子どもたちは少なくありません。
　私たちは『なかま』が作られたねらいをもう一度見つめ直し、子どもたちが自
分たちの身のまわりにある問題と『なかま』教材とを重ね合わせ、その問題の解
決に向けて自分たちはどうしたらいいのだろうと考え行動する主体性を育てなけ
ればなりません。そのためにも、指導者である私たち自身が子どもたちの中にあ
る問題をつかんだ上で、その解決の糸口を積極的に探りながら子どもたちととも
に『なかま』を読み合うことが求められます。
　『なかま』の配布は昨年度をもって完了しました。それぞれの学校には子どもの
数だけ『なかま』が保管されています。今後も『なかま』の使い方を工夫し、有効
に活用して、より豊かな人権教育を創造しましょう。

●実践課題₂　 子どもたちの豊かな未来を保障する教育活動を進めよう 

〔₁〕すべての子どもたちの学力保障を進めよう
　部落の子どもたちの長欠・不就学問題に対して取り組んだ先達は、登校を阻害
しているものが何であるかを子どものくらし全体の中で捉えるという視点を大切
にしてきました。それはまさに、「日本国憲法」で謳われた「教育の機会均等」の
理念を具現化する取組でした。それから半世紀以上が経った今、すべての子が等
しく教育を受けられているかというと、残念ながらそう言えない現実があります。
　登校しづらい子、「障害」がある子、異国にルーツを持つ子など、多様なくらし
をしている子らがありのままの姿で地域の子どもたちといっしょに安心していき
いきと学べる状況を保障する取組として、「違い」を認め合える集団づくりを進め
るとともに、そのための制度・施策を見直し、充実発展させることも大切です。
　「教育基本法」には「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保
護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」とあり、それ
を受けて就学援助制度が設けられています。また、同和教育と部落解放運動の中
で生み出された奨学金制度は、現在、「奈良県高等学校等奨学金」として、「修学
支援奨学金」と「育成奨学金」の二本立てとなっていますが、すべての子どもた
ちの学ぶ権利を保障する制度として位置づいてきたことには大きな意義がありま
す。
　一方で、「公立高校無償化」や「高等学校等就学支援金」の制度は子どもたちの
進路保障に大きな役割を果たしていますが、これまで授業料免除制度を受けてい
た子の家庭にとっては特定扶養控除の見直しによって、結果的には負担増となる
という問題も起こっています。
　こうした経済的な理由で、就学が困難になったり、進学をあきらめたり、退学
したりといった事態は何としても防がねばなりません。家庭や地域との連携を深
め、子どものくらしをあらゆる面から捉え、課題を整理し、その子の学びを保障
する取組を進めていきましょう。

　新しい学習指導要領では、子どもたちに「生きる力」をはぐくむことをめざし、
知識や技能の習得とともに思考力・判断力・表現力などの育成を重視しています。                      
　「生きる力」とは、くらしを高め未来を切り拓く力です。とりわけ、厳しい生活
環境におかれ、そうした力がはぐくまれていない子にこそ、未来を変えるために
も、「生きる力」をはぐくむ取組が求められます。
　奈人教 研究・推進委員会 進路・学力保障部会では、子どもたちに身につけさ
せたい「学力」を以下のように整理しました。

Ⅰ．子どもたちの学びを
保障しよう

Ⅱ．未来を切り拓く
「学力」を保障しよう
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₁． 高校進学を一つの目安とし、人生を切り拓き、自己実現を図ることがで
きる基礎・基本の学力

₂． 自分の「しんどさ」を伝え、なかまの「しんどさ」を理解できる言語・コ
ミュニケーション力

₃． 誤りに気づき、正しいことを見抜き、自らが被害者にならない（＝だま
されない）ための判断力

　まず、子どもや保護者のくらしを通して子どもたちの「学力」を奪っているも
のは何かを明らかにした上で、次のような取組を進めましょう。

①学習習慣の定着に向けた取組を進めよう
②学習規律・学習環境を学校全体で確立しよう
③学習に背を向けさせない取組をしよう
④高校を卒業できる学力をつけさせる取組をしよう
⑤保幼小中の連携の必要性を再確認しよう

　同和教育の教育内容の一つに仕事・労働からの学びがあります。具体的には、
親の仕事について調べたり、地域の産業を見学したりする中で差別をなくすため
の取組などについても聞き取り、子どもたち自身の生き方へとつなぐものです。
そうした学びは、子どものくらしの現実から出発し、親たちの仕事に誇りをもち、
自立して生きていく意欲を育てるための具体的な取組でした。                  
　子どもたちが将来自分はどんな人生を送るのかを具体的にイメージし、その実
現に向かって主体的に行動する力をつけるためには、モデルとなるものが必要で
す。様々な生き方・生活スタイルを学ぶことを通して自分の可能性を広げ、自己
実現を図っていくことができる教育内容を創造していくことが求められていま
す。その中で、人が真剣に生きる姿を通して、仕事のやりがいや楽しさを感じさ
せること、さらに、人とのかかわりを通して、自分が認められていることを実感
させたり、自己効力感を育んだりすることを追求したいと考えます。
　地域や社会における人とのかかわりの中で、自分の生き方を見つめ、具体的な
未来の自分を展望できる力をはぐくみましょう。                

　これまでの同和教育の取組の中で、就職時の差別選考を許さないために「全国
高等学校統一用紙」（以下「統一用紙」）の普遍化が図られてきました。'70年代前半
までの高等学校卒業者の就職応募用紙（履歴書・身上書および調査書）は、各企
業等が独自に様式を定めた「社用紙」が用いられ、本籍、家庭環境、親の職業、
資産、収入、信仰宗教、支持政党、購読新聞から自宅の畳の枚数まで記入させる
ものまでありました。 
　こうした状況の中、高校生の訴えや保護者の願いから就職差別をなくすための
取組が始まり、'73年には差別的な項目を取り除いた「統一用紙」を使用する通達
が当時の労働省・文部省から出されました。その後'99年の職業安定法改定と「労
働大臣指針」によって「統一用紙」の趣旨に法的裏づけがなされました。そして、
'05年度には「保護者氏名」欄の削除が実現するなど、就職にあたっての差別的な
選考を許さない取組は継続して進められてきました。                  
　このように「統一用紙」は、部落出身生徒、在日外国人を保護者に持つ生徒や
一人親家庭の生徒、経済的に厳しい状況にある生徒など、すべての子どもたちの
進路を保障するために大きな役割を果たしてきました。
　近年、「格差」が広がる社会状況の中、「学力」や将来展望を十分に持てないまま、

Ⅰ．未来を展望する力を
はぐくもう

Ⅱ．子どもたちの進路を
保障しよう

〔₂〕すべての子どもの進路保障を
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〔₃〕 「違い」を「豊かさ」と捉え、
　　ありのままに受け容れられるなかまづくりを進めよう

　今、「無縁化」という言葉に象徴される日本社会にあって、県内の中学生の携帯
電話所有率は53％にも上り、休日ともなると、女子の22％が₄時間以上使用して
います。その用途としては友人とのメールが86%を占めています。（いずれも県
教育委員会「奈良県の中学生の意識等調査」2011年₇月実施による）
　子どもたちにとって携帯電話は欠くことのできないコミュニケーションツール
であり、それを持ちたがる子どもたちの姿からは「誰かとつながりたい」という
強い願いが感じられます。しかし、くらしの中で人とかかわる場面が少なくなり、
子どもたちは「つながり」を築く術を持てないまま、希薄な関係の中で孤独を強
いられています。
　なかまづくりとは、学校や学級で孤立させられ、疎外されている子どもたちを
集団の中に位置づけ、子どもどうしのかかわりや支えの中で、子どものくらしを
守っていこうとする取組です。また、一人の「いたみ」をみんなが共有・共感し、
その子はもちろん、まわりの子どもたちも変革していくという取組です。
　そこでは、「この人なら聞いてくれる」「このクラスでなら言える」という関係づ
くりが不可欠です。そのためには、私たちが子ども一人一人のくらしを十分につ
かんでいなければなりません。くらしをつづる取組などから、子どもたちが思い
や願いを出し、互いに自分のことと受けとめ、なかまとしてつながり合っていく
ことを大切にしましょう。
　そのためには、すべての子どもにみんなの中で楽しく自分らしく集団生活をお
くる権利を保障できているか、お互いの「違い」を認め合えているかが問われます。
「障害児」や異なるルーツ・文化・言語・価値観を持つ子どもたちを「違う」とい
うことで遠ざけるのではなく「豊かさ」と捉え、「違い」をありのままに受け容れ
られるなかまづくりを進めていきましょう。

安定した就労から遠ざけられている子も少なくありません。これまでの進路選択
の自由を保障するための取組に学ぶとともに、差別を許さない生き方を培う教育
内容をより確かなものにしていきましょう。

〔₄〕子どもたちの自主活動を支える取組を充実させよう
　私たちはこれまで、被差別の側にいる子や孤立させられている子、「しんどい」
思いをしている子を集団の中心に位置づけ、その子の立ち上がりとともに、まわ
りの子どもたちとの共感と連帯をはぐくむ自主活動を進めてきました。その中で
子どもたちは、人権感覚や人権意識を研き、学級や学校、地域の中で反差別、人
権尊重の文化を創り上げてきました。
　かつて同和教育補充学級の中で取り組まれてきた子どもたちの自主活動は各地
の人権フォーラムへと受け継がれていますが、その運営には様々に困難が伴い、
少子化問題もあって活発とは言い難い状況が県内各地で生まれています。しかし、
どんな状況であっても、自分の「しんどさ」を語ることができず苦しみ悲しむ子
がいてはなりません。まず、私たちが子どもたちの思いや願いに耳を傾け、そう
した子に寄り添うことから、子どもたちの思いをつなぎ、願いを声にすることが
できるように取り組んでいかねばなりません。
　学校においても、児童会や生徒会といった組織を子どもたちの思いや願いをも
とにした自主活動の場として位置づけたいと考えます。その際には、子どもたち
の主体性を尊重し、子どもたちが意欲的に活動できるような条件整備を地域と共
に進めることが求められます。
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●実践課題₃　 人権教育を推進する教育集団を確立しよう 

〔₁〕人権を基盤に据えた学校・園・所づくりを
Ⅰ．人権教育を推進する

組織・体制を整えよう

Ⅱ．推進計画を
みんなのものにしよう

Ⅲ．主体的な学習者として
研修を深めよう

Ⅳ．人権が尊重された
教育・保育環境を整えよう

　人権教育は一部の教職員・保育士が取り組むのではなく、一人一人がそれぞれ
の力量を生かしながら組織的に展開することで、より大きな成果が期待できます。
それぞれの学校・園・所において、子どもの実態や教職員・地域の状況などに応
じて人権教育を推進するための機関（例えば人権教育推進委員会など）を設置し、
そこに人権教育をコーディネートする人をしっかりと位置づけ、その機関を中心
として組織的に取り組む体制づくりを進めたいものです。
　そのためにも、日頃から子どもたちの姿や今取り組んでいること、様々な悩み
などについて率直に話し合える場を作り、教職員・保育士のつながりを深めてお
きましょう。さらには、そこから、共に取組を進めていると実感できる組織を整
えることへとつないでいきましょう。

　人権教育を推進するには、体制とともに計画を整えることが重要です。そのた
めには、まずそれぞれの学校・園・所における課題を明確にすることが求められ
ます。子どもたちや保護者・地域の人たちの思いや願いは何か、それを阻むもの
は何か、また、それを克服するためにはどういった取組が必要かといったことを、
すべての教職員・保育士が子どもの実態を出し合う中で整理しましょう。
　そうして見えてきた課題のすべてに取り組むことはとても大切なことですが、
時として無理が生じることにもつながりかねません。課題を整理する際に緊急性
や重大性といったことを鑑みて重点的に取り組むものを決め、具体的なスモール
ステップの目標を設定することで実効性のある計画にすることができます。
　推進計画をすべての教職員・保育士のものとし、一人一人が主体的に取組を進
めたいものです。また、その進捗状況についても定期的にふりかえり、計画に修
正を加えていくことでより確かな成果を上げることが期待できます。

　'09年、文部科学省は「人権教育の推進に関する取組状況の調査結果」を公表し
ました。そのなかで「人権教育への取組の確実な推進が図られつつある」としな
がらも、「人権教育の充実を進めるにあたって、改善を図るべき課題等」をいくつ
か指摘しています。
　とりわけ、「児童生徒が人権に関する知的理解を深めるとともに、人権感覚を
育成するためには、座学的方法だけにとどまらない、『協力』『参加』『体験』を中核
とした、児童生徒の主体的な学習を不可欠としている」として、教職員・保育士が
自ら主体的な学習者の立場となる視点を体験しながら身につけるために実習・演
習型や参加体験型の研修を活用すること、各教科等における学習教材の理解や、
授業研究、活動プログラムの導入といった指導に関する研修を工夫・改善し、積
極的に進めることなどを求めています。
　子どもたちのくらしをしっかりと捉え、そこで明らかになった課題に対し、教
職員・保育士が子どもたちとともに考え行動するという姿勢を常にふりかえりつ
つ、課題の解決に向けての取組について研修を深めましょう。

　人権教育を進めるにあたっては、学校・園・所が子どもたちにとって安心して
過ごせて人のあたたかさが感じられる場所になっていることが大切です。なかま
の人権を尊重する気持ちや態度は、自分がまわりから大事にされていると実感す
る中で育つものであり、自分のことを認めてもらえない人間が他者の痛みに気づ
き、その痛みを自分のこととして受けとめることはできないからです。
　日常の学校・園・所での生活をふりかえった時、子どもたちの関係の中で考え
や行動が一方的に否定されたり、軽視されたりしていることはないでしょうか。
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私たちの熱意が、時として子どもたちへの一方的な思いの押しつけとなってはい
ないでしょうか。日頃から様々な場面で子どもたちの思いを感じ取り、人権が尊
重された教育・保育環境を整えましょう。
　同時に、学校・園・所が、子どもたちだけでなく教職員・保育士にとっても、
自由に意見を述べ合えたり、安心して自分の意見を聞いてもらえたりできる空間
になっているかということも点検しましょう。
　また、学校・園・所にあるあらゆる施設・設備が人権の視点で整えられ、子ど
もたちを大切にしたものとなっているかなど、ハード面についてもふりかえって
みましょう。

〔₂〕人権教育・保育を推進するための連携を深め、地域に人権文化を確立しよう
Ⅰ．校種間における

連携を深めよう

Ⅱ．家庭との連携を大切に

Ⅲ．地域の連携を深め、地域
社会で子どもを育てよう

　保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校、それぞれの間での連携が大切で
あることはいうまでもありません。なぜなら、子どもたちの育ちは連続したもの
であり、それぞれの校種において完結するものではないからです。地域の中に学
校・園・所が存在し、子どもの成長にかかわって、それぞれが役割を担っている
という意識を持つことが必要です。日頃から情報交換を行い、共に問題の解決を
図る関係づくりを進めましょう。
　日頃から市町村や中学校校区単位の組織などにおいて、子どものことを中心に
据えた話し合いの「場」を設置し、そこで「めざす子ども像」を明確にし、進路・
学力保障や教育内容にかかわるカリキュラムについて論議しましょう。そうする
中で、互いの教育観や子ども観がこすりあわされ、連携が深まっていくと考えら
れます。
　こうした取組の積み重ねが、子どもたちをスムーズに保幼・小・中・高とステッ
プアップさせ、それぞれの段階でいきいきと輝かせることにつながります。

　子どもたちをより深く理解しようとするとき、家庭との連携は不可欠です。そ
のための取組として、私たちは何よりも「家庭訪問」を大事にしてきました。日
頃から私たちが保護者と膝を交えて話し合い、家庭との信頼関係を築くことで子
どもとのつながりもより深まってきます。そこから「荒れ」「揺れ」の克服の第一
歩が始まります。
　今、子育てに悩む保護者の姿も数多く見受けられます。そんな中、いつもは学
校・園・所から遠い位置にいる保護者に限って、教職員・保育士とつながりたい
という気持ちを強く持っておられることも少なくありません。私たちには、子ど
ものくらしを見つめ、保護者の言動の裏側にある「思い」を読み取り寄り添う力
が求められています。
　家庭の様子をつかむ取組に工夫を加えるとともに、様々な手段で子どもたちの
様子を家庭に向け発信し、共に子育てをしているという視点で連携を深めましょ
う。

　「いじめ」「不登校」「高校中退」「児童虐待」「学級崩壊」といった様々な問題の解決
には、学校だけで問題を抱え込むのではなく、地域や関係機関とも連携を密にし
て取り組むことが重要です。
　地域の人たちとのつながりを深めるには、日常的に地域に出かけそこに暮らす
人たちをも巻き込んだ学習活動を展開したり、学校行事への参画を求めたりして、
開かれた学校づくりを進めたいものです｡ また､ 関係機関に対しては窓口となる
担当者を決め、まずはその人がその機関の担当者との関係を築いておくことが重
要です。
　そうして築いたつながりや関係の中で一人一人の子どもが抱える課題について
共に考えその解決に向けた取組を進めたいと考えます。
　県教育委員会では、地域住民の積極的な学校支援活動を通じて様々な課題の解
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決を図り、地域ぐるみで学校を支援する恒常的な仕組みを構築するための施策と
して「学校・地域連携事業」を立ち上げました。このような施策も活用しながら、
地域連携のもとで子どもたちに確かな人権感覚と豊かな人間性を育む取組を展開
したいと考えます。
　「地域社会において子どもを育てる」という視点を広め、子育てにかかわる地域
のネットワークを強く確かなものにしたいものです。さらにはそこから、地域に
人権文化を確立する取組を創出していきましょう。


