
令和３年度（2021年度）宝塚市人権教育推進委員会（概要） 

会議名 令和3年度（2021年度）第2回 宝塚市人権教育推進委員会 

日 時 令和3年（2021年）7月26日（月）9：30～11：30 

場 所 宝塚市立中央公民館209・210学習室 

出席数 

■ 木村委員  □ 佐藤委員  ■ 平山委員   □伊藤委員 

■ 岩室委員  ■ 谷添委員  □ 西山委員   ■ 林委員   

■ 大西委員  ■ 和久委員  ■ 加藤委員   □ 石井委員 

■ 濱口委員  ■ 山下委員  ■ 藤井委員     （■出席／□欠席） 

傍聴者 0 名 

 

１ 開会 

 

委員長： 

 ・1か月あまりたち2回目の推進委員会です。 

 ・コロナのことですが、なかなかおさまりそうもなく、兵庫県ででは毎日、7～80人、宝塚での人数が

3，4名ぐらい、三田、宝塚管内で3人～6人の方が感染されています。毎日、人が病気になっていく

ということはすごいことで、大変な状況だと思います。ただ、インフルエンザなんかもみんながかか

っていっているのだけど、新型コロナウイルス感染症については、死亡率などを考えていくと、感染

率が高いということは大変なことなのです。お互いが感染しないように予防しながら、感染させない

ように。症状があらわれていなかったらわからないので、お互いが気をつけていきながらやっていき

たいと思います。 

 ・今日のことですが、１つは、副委員長の選任のことで、私の方からお願いしたいことがあります。2つ

目は前回、宝塚市教育委員会より配られた「宝塚市の教育振興基本計画」についてです。意見や思い

があれば語っていただければと思います。3 つめは今年度の活動計画を確認することです。そして、

今日の中心は、パンフレットについてです。どのような方針で、どのような計画で改訂版を出すかを

相談したいと思います。 

・委員長代理をやっていただいている委員の方の欠席が続いいます。ご無理は申し上げられません。で

すので、来られたらこの席に座っていただくのですが、それまでは、その代理を決めることになりま

す。委員長が欠席した場合、みなさんが考えてやっていただけると思います。しかし、それは委員長

の責任を放棄したことになるので、委員長として指名をすべきだと思います。ですから今日、委員長

代理の代理を決めたいと思います。委員長があなたやりなさいという問題でもないので、みなさんの

互選でお願いします。ただ、委員長代理は人文教の方を順番に、３人文教の方で回していただいてい

ます。ただ、昨年度からはひらいの人文教から出ていただいています。それでは他の人文教にやって

もらうというのは失礼なことですので、みなさんで立候補や推薦で決めてもらいたい。 

委員： 

・3 人文教が順番にいくということになったいきさつもあると思うのですが、代理の代理を、３人文教

で回すというのが失礼だという意味がわからないのですが。 

委員長： 

 ・代理の代理を人文教で回すというのも考えてはいますが。 

 ・代理の代理を立てたら、次の2年間も同じ人になる可能性があります。そうなるとご苦労かなと思い

ました。今回は特別です。この人が代理をやめていただくわけではありません。3 月までの仮にお休

みをされている間だけ、どなたかお願いできたらと思います。 

委員： 

 ・人権教育推進委員会の委員長代理は３人文教で順番にしております。人文教として、人権審議会など



も他にもあります。今年度はひらいが委員長代理を引き受けていただいています。その中で欠席が続

いていることについて、支部長が知らないのかもしれない。本来であればひらい支部として、事情が

あって欠席となればどなたかを出してもらわないといけないのが、順当なやり方だと思います。でも

それについて何も聞いておりませんし、代理をたてることも聞いておりません。これまで順番でしな

いといけないとはいえ責任をもってやっております。次の順番が決まっているので、覚悟して引き受

けます。代理の代理は他のところから出してもらいたいです。 

委員長： 

 ・わたしたちが「欠席が続いているからだれかを」ということをひらい人文教にお願いすることは、し

にくいです。みんなでカバーしましょうという意味で、どなたかやっていただけたらと思います。 

委員： 

 ・わたしの中では藤井委員を推薦します。 

委員長：  

 ・本当であれば、公募の方にお願いするのはどうかとは思います。気の毒にもとも思います。でも、や

っていただけたら嬉しいです。 

藤井委員： 

・やります。 

※ 拍手で承認 

委員長： 

 ・委員長代理の席におられても個人個人の意見は言ってください。 

委員長： 

 ・２つ目にいきます。教育振興基本計画について何かありますか。 

委員： 

 ・本当に全部目標でなくて、目標は掲げるだけでなくて、目標を揚げたらそれに対する検証も必要。こ

んなにたくさんできるのか。問題点もふくめ、「このようにします」と書かれていますから、このまま

しっかりやっていただけたらと思います。 

 ・一番気になったことは、わたしは小中学校の先生方とは接しますが、わたしが実際に教師しているわ

けではありません。その中において、学校にタブレット、パソコンが個別に入って来て、それがもの

すごくよい、導入することで子どもの教育にプラスになるみたいに書かれています。わたしはそこの

ところについて、一番検証が大事だと思います。分厚い冊子の中で気になったとことがそこです。人

権教推進委員として、子どもたちがどう活用してどう学習しているのかが一番の興味があります。 

委員： 

 ・先生方にあれだけのこと押し付けて先生方がやっていけるのか。授業の中で人権教育と直接関係ない

授業であっても人権にかかわることが出た場合、「これは人権の問題ですよ」と先生方はその都度、教

えていく、教育していくということが大事ではないかなと思います。そのためにも先生方の研修の中

で人権研修をたくさんしてもらうことが必要だと思います。 

 ・部活の問題ですが、朝６時半ごろ冬でも暗いときに朝練習やといって行く姿を見ます。朝早く起きて

お弁当をつくる家族も大変。朝の貴重な時間がなくなる。部活は授業の後の課外活動として行われる

べきことです。しっかりと協議した結果だと思います。そのようなことが具体的には書かれていなか

ったように思います。 

 ・莫大な内容の事を先生方にしいるのは大きな負担になるのではないかと思います。 

委員： 

 ・確かな情報ではないので確かめたい。正規の先生と勉強しながら先生をしている正規でない先生がお

られる。先生方の受ける研修でも、正規でない先生方が受講できない研修があるみたいなことを聞き

ました。それがとても気になっています。正規でない先生も現に担任をされ子どもにかかわっておら

れます。すべての先生方が希望する研修に受講できるようにしてほしいと思います。 

委員： 

 ・基本計画なので横断的であって、目標が羅列的になるのは仕方がないと思います。 

・特別にここにふれられている第５部のいじめ問題を特別に入れられたことには経過もあると思うので

すが、やはり学校における人権教育が欠落しているように感じています。この基本計画の中でも感じ

ます。人権教育のなかにいじめのことを入れられているならいいのですが、入っていないような気も



します。人権教育の部分を第５部のところに入れてもらえたらと思います。 

委員長： 

 ・先生方がこれだけのことをしなさいと言われたら大変だろうなという思いで進めていきたいと思いま

す。 

 ・タブレット学習の中に筆順の練習もあります。タブレット学習は銀行に行った時に書く方式です。筆

順を間違えたら間違えましたよと出てきますが、タブレットで文字を書くのは大人でも大変です。わ

たしは鉛筆で書かせます。そして、先生と向かい合って、「ああだこうだ」と言いながら指導するのが

教育だと思います。 

・子どもたちがどう活用するのか、本当にみんなが活用できるのか、みんなに与えたらいいというので

はない、それがまた先生にかえってきます。市教委さんのほうが意見を出してもらうようにしてくだ

さい。 

・先生方に負担が大きい。それよりは授業の中で人権教育を進めていく方が大事ではないかということ。

それから部活の問題。負担になっているのは事実だけど、市教委の方では外部講師を招いたり、いろ

んな制度をつくっておられるのも事実ですが、子どもたちが 1日中部活に行っているのはどうかとい

う意見。 

・正規職員と臨時講師の問題。同じように担任をされている場合もあって、初任研修には臨時の方は行

かれないのです。その方からこそ初任者研修に参加できるようにしてほしい。初任者の方が研修に出

るときには講師さんが配置されているからいいけど、臨時講師の方が行こうとすれば、その人のかわ

りはいない。制度的な問題があると思います。だけど、同じような仕事をされる講師の方にも受講で

きるようにしてあげたい。 

委員： 

 ・初任者研修以外にあるとしたらゆゆしき問題だ。初任者研はある意味、限定された研修です。それは

しかたがないかもしれないが、初任者研以外の研修に参加できないのは、完全に差別的な扱いです。

おかしいと思います。 

委員： 

 ・この件に関しては不確かなことなので、ここでそんなことがあるかないかを質問したのです。 

委員長： 

 ・それは校長が判断して「出席しなさい」と言えば済むことです。 

委員 

 ・初任者研以外はないと思います。初任者研は制度としてないのでしかたがないと思いますが。正規の

方ではない方を臨採といいます。学校には校内研修があります。それは全員参加です。また校内では

学年研修もあります。ひとりの先生が授業研究をして発表するときはいっしょにします。また、臨採

の先生も教科等の担当になりますからその関係での研修にも出ます。さらに研修を深めるために、原

則として年１回外に行って研修をしてくださいというのもあります。身分的な違いはありますが、仕

事をしていく上では違いはないと思います。それでいやな思いをしたとかは聞いていません。すべて

仲間として研修をしています。 

委員長： 

・あとで市教委の意見も聞きたいと思います。委員の方からいじめのことも書かれているのだけれど、

人権教育の欠落から生じているという基本的なことを述べられていない。内容のある検証が必要であ

ると いうことです。 

委員長： 

 ・教育委員会の人権教育啓発にたずさわっている委員会や審議会はここだけだから。重要な会です。本

当なら次長級が出てきてもいい会だと思います。教育委員会として今答えられないのなら後日にして

ください。 

事務局： 

 ・２０１９年度末まででしたら、臨時講師の方と正規職員との研修の違いを統括していた立場でいいま

す。初任者研修、１０年目研修等の管制研修以外は、正規職員と臨時講師の方の研修には違いはあり

ません。 

 

 



委員： 

 ・これはとても重要なことです。事実はどうなのかと思うことが、別の件であります。今回人権教育推

進委員の方に情報を入れた方についてです。本来であったら自分が気になっていたら自分がまず質問

をするべきではないか。自分はしないで立場にある人に思いを伝えて、その人が疑問をそのまま出す

というのはとても誤解が生じることだと思います。わたしは差別の問題、うわさとか、震源元をきち

っと正していく作業をしています。書面にて名前を書かなくても「こうこうこういうこと」で疑問が

あると思う本人がすべきです。ですから、大変なことかもしれないが、質問があれば、文章化してそ

の文章を委員が読み上げることだと思います。そうであれば返答もできます。この場は一応、審議会

に準じるところですので、質問を質問として記録しないといけないのであれば、回答も必要だけれど

も、わたしが回答する場であったら、不確かなことであれば、回答しにくいなと思います。文書であ

れば、責任あるところに出して回答をもらえるのではないかと思います。わたしたちも重要な立場に

いるのだから、意識を持ちたいと思います。 

委員長： 

 ・わたしたちはもと教職員だけではない。市民の方の代表で来ておられる方、何かの役の中で来ておら

れるのだから、他から聞こえてくることをここで言うのはかまわないです。ただ、今のこの臨採のこ

とについては、重要なことだから間違いがあったらいけない、委員の方へのお願いですが、その人が

わかっていればその方に文書で市へ質問してもらえればと思います。推進委員会に出したいというの

なら、もう一回文書で出してもらえたらと思います。 

委員： 

 ・公の場所で聞いて疑問に思ってのではないので、初任者研のことで話されていたのかもしれません。

わたしもそこはしっかりと確認をしたうえで、納得がいかなかったらまたここで出すようにします。 

委員長： 

 ・初任者研に臨時の人も来られたらいいのになあと思います。それは制度として無理だと思います。で

も研修はしないといけない。同じように研修する場が差別なくやっているけど、出にくいことがある、

初任者研には行けない現実がある。今後それにかわるものを市教委さんに考えてもらえたらと思いま

す。 

  これからも臨時講師の方は増えていくでしょう。臨時講師の方の割合もあると思います。次の時にで

も出してください。 

事務局： 

 ・ここ数年どういうかたちでやっていっているのか確認して報告させてもらいたいと思います。 

委員： 

 ・提案として、小学校、中学校別で、正規職員と臨時職員の比率がわかれば知りたい。 

事務局： 

 ・どのような形で研修がされているかも含めて報告します。 

委員長： 

 ・次回お願いします。 

 ・保護者にとっては、臨時であろうが正規であろうが関係ない。担任の先生です。担任の先生に差があ

ったら困るのです。力をつけてもらってやってもらいたいという市民、保護者の思いがあります。い。 

事務局： 

 ・当然今回振興計画の第 5章の中でいじめの部分ところを前回より増やしました。ただ、人権教育とい

う中での学校での対応につきましては第 4章のところで従来からしているものも含めて、検証につい

てもいじめという部分ではなくて人権というもう少し大きな形でのそれぞれどういうところを深めて

いくということを話をしていくことになりますので、若干書きぶりがどうかということについて、も

う少し強く書く方がいいかなという意見がありますが、そこのところでまずは出してもらって、今回

はいじめという部分をもう少し強く出しております。 

委員長： 

 ・臨時採用の方のどれくらいにパーセントで働いておられるのか、知っておく必要があるので、資料と

して出してください。 

 ・部括については中学校の方ではいろんな取り組みがされているはずです。部活の工夫について私たち

は知らないから、決まっているものがあるから文章で出してください。現在どのような取り組みが宝



塚でされているか出してください。よろしくお願いします。 

委員長： 

・3つ目です。今後の取り組みについてです。 

  ・今回の活動計画は 1回目、2回目だけを入れてもらっています。前回は、全部はいっていましたが、

本来は、わたしたちが決めるものであるからということを市教委にわたしの方から申し入れをさせ

てもらいました。今回は空欄です。本来は私たちが考えていかないといけないので考えていきます。 

  ・ブロック研をぜひ見に行ってほしいという事務局からの依頼があります。それが 11月 11日の山手

台中学校ブロックです。それを 5回目に入れるかどうかです。山手台のブロックを見に行ってもら

いたいという願いの１つは、五月台小と桜台小が統合になって、そこの中山のブロックが中学校と

小学校が 1つずつの２つになる。それをふまえて山手台中学校ブロックに入るということで、その

ためしとして合流する。それを見ていていただけませんかということです。会場校は中学校です。

山手台中学校に見に行くことになります。それが入りました。6，7，8回目はパンフレットの作成に

なると思います。 

委員： 

  ・それで 8回目は間に合うのですか。印刷の締め切りを考えて 3月にしたら、3月に検討を経て印刷

に回すのだから、時間的に間に合うのですかということです。 

委員長： 

  ・1月2月3月をパンフレット作成に使って、3月を最終校正になり、ゲラを見るとかそういうことで

す。もちろん今から言うのは、９、10、11月もあります。それもパンフレットの制作にかかわるの

です。次回もパンフレットの作成になります。何か 3回目と 4回目の間になにかしましょうという

ことであれば考えてもいいのではないか。3月はやめた方がいいという意味あい？ 

委員： 

  ・そういうことじゃない。パンフレットの作成を3月に入れるのはあまり意味がない。 

委員長： 

  ・3 月はもうパンフレットができていないといけないのではということです。何回必要かということ

になるのだけど。3月はおいておいて、繰り上げる方法がありますね。例えば 12月もやれば3月な

しにすることもできます。 

委員： 

  ・3 学期にあまりブロック研はないかもしれないですが、できれば、ブロック研をここの委員が山手

台中だけでなくて、複数回どこかのブロック研に行っていただいて、ブロック研のことを中心に語

られる会をどこかにもちたいなあと思います。ほんなら、大体全部終わったとなったら、3 月にす

るべきではないかなと思います。 

委員長： 

  ・意見交換の場も設けたいと言うのであれば意見を出してほしい。じんけん講座も 3月には全部終わ

ってしまっているから、3月には意見を出すことができます。3月はまとめの会にすることもできま 

す。では、3月はパンフレットも含めてまとめの会にする。（ブロック研・じんけん講座の意見交換

会）3回目と4回目についてもこれはパンフレットのことをやります。 

委員： 

  ・前回の計画については市教委の思いも込められていたんかなあと思うので、１つは教材について、

もう 1つはブロック研とじんけん講座を見に行ってほしいということで、全部とはいえませんが、

わ たしはそれに参加して、それをまた持ちかえって議論したり、提案したりしたいと思っていま

すので、その取り組みはいいと思います。 

・推進委員がどのブロック研、講座に参加すりのかを聞かないといけないと思います。市教委の方で

われわれの動向をしっかり把握していただいて、3 月に甘えさせていただいたらと思います。今ま

ではどちらかというとただ参加しているとか誰が参加してか程度だったけれど、今度は目的をもっ

て見に行けるのではないか 

委員長： 

  ・ブロック研の参加の方法ですね。みなさんもブロック研でどこに行くことができるのかをわかって

おれば、1人で行くよりは安心できる。表の中で行かれるところを、今の時点の希望ですよ。授業を

されるとかちょっと気になっています。すでに西谷中学校ブロックは終わっています。この前、幼



稚園の方で授業をされて分科会を２つ開かれたと聞いています。それと全員参加されたのですね。

でもしぼってされるところもある。何かわかりませんか。 

事務局： 

  ・次回迄に具体的に。 

  ・全ブロック授業公開をされます。ただ、学年１、２のところもあります。 

  ・分散会はテーマごとのところもありますが、交流中心にされるところもあります。 

   次回までに具体的なものを提示します。 

委員長： 

  ・全員の公開か学年に数学級かはわからないが授業はある。分散会はテーマごとか、事務局校からの

庭園になるかはわからないが、分散会はもたれるとのことです。 

委員： 

  ・ブロック研は何時から何時までですか 

事務局： 

・小中で若干時間は違いますが、５校時公開。６校時分散会です。１３：３０～１６：００が基本で

す。幼稚園は１３：００から公開保育になることもあります。 

委員長： 

・行く人さえわかれば、事務局から参加する人に連絡してもらえればいい。中止になったり、授業が

なくなったらまた教えてください。 

委員： 

  ・今の時点では言えない。まだ、次に集まった時に知らせてもらえればと思います。事務局はそれま

でにわかるものを用意してください。 

事務局：用意します 

委員長： 

  ・山手台中ブロックに行くことについてどうですか。１日つぶれるのですが、ただみんなで参加がで

きます。 

・一応、１１日みんなで行くかどうかです。 

木村委員： 

  ・毎年、どこかの学校に行くというのは、それはそれで設定して、もちろん行けない人も出てくると

思うのですが、あとは自由に行くというのでいいのでは。 

委員長： 

  ・今迄とおりの方式でということですね。1回分はみんなで行くのでとるとおいことですね。 

委員： 

・1回分をこの会にするというのはやめたほうがいい。 

委員長： 

  ・話し合いの場ではないということですね。ということは 1回増えるということですね。 

 ・これは費用をいただいています。対価があるのです。それから考えた時にわたしから「あなた自主

的に行きなさいね」とは言えないのです。みなさんで考えればいい。お金が出ているのです。1万円

ちかく。自由に11月11日、行きましょうとは言えないので、考えましょう。 

委員： 

  ・年間1回はブロック研に回数をきっちり入れた上で、第 5回が11月ですよね。その日をブロック研

にした方がいいとわたしは思いますが。そのほかは個人で行ける範囲で行って、一度はみんなが会

して行って、年間計画に入れたらいいと思います。 

委員： 

  ・回数はいろんな財政上の問題で 1回減りましたよね。9回の時に 1回、全員で報償費の枠内でブロ

ック研に行っていましたが、回数が 1回減った中で、わたしたちは最終的にこのパンフレットの改

訂版をよりより良いものにしていくということが最終目的で、そのためには回数も必要です。提案

ですが、回数が減った分だけ、ブロック研はすべてが自主的ということにして、みんなで行くにし

ても、別々に行くにしても、ブロック研については報償費に入れないというのではどうか。 

 

 



委員： 

  ・報償費のことまで念頭においていなかったけど、話し合いの回数がブロック研に参加することで 1

回減るというのはもったいないと思います。 

委員： 

  ・報償費はとっても大事なことです。最終的にはこの冊子をより良いものにしていくということだか

ら、提案として、ブロック研は提案の中には入れないでください。最後の活動のまとめのところで

話し合いをしたらいいと思います。 

委員長： 

 ・11月11日には回数に入れないという方法がありますね。ブロック研はどこに行かれてもいいから、

どこかに行きましょうという話になります。もう一つは、それもみんなで行くことに意義があるし、

自由にするとなんか行きにくいこともある。１つぐらいはこの会議として成り立たそうということ

もあります。どちらかを選択すればいい。ただ、ブロック研に行った時に、分散会が終わった後、

推進委員は集まったらいいと思います。 

・ただ、この 11月 11日に行ったからといってすべてが集約できるわけではありません。もっと、後

の方がいい。11 日より後の方がブロック研が多い。まだ行っていないのに集約はできなないので、

3月しかしかないと思います。 

・今、決めるは、11月 11日について、参加をなしにするか、やっぱりその日は今迄とおりみんなが

集まるのに意義があるからやるかどっちかです。どっちかですよ。よろしいですか。 

委員： 

  ・３つあると思います。だから、11月 11日を会議としてやるといことで報償費が出る。但し、会議

は別に持ちますよ。それは報償費が出ないけど、行きましょう。みんながあんまり分散するより、

どっかには集中してあとは自由に分散するとかの方がいいのではないかと思います。 

委員： 

  ・例年でしたら、施設見学というのも入っていました。それは去年も今年もない状況。事務局とした

らこのブロック研はみんなで行くということが、その結果をその場でやるのか、後でやるのかは別

として、ブロック研というのは重要な行動計画の中に入っているのだから、それをなくすというの

はいかがなものかと思います。 

委員長： 

  ・多数決で決めます。３つあるというのもわかりますが、委員長として、それは無理なんです。強制

的なものと考えてはいけないと思います。この日を会議の１つにするのならみんな終わったら集ま

りましょう。意見交換して終わる方がいいと思います。 

委員： 

・委員長が助言者としていくことないのですか。委員長が助言者となっていっておられたら、後で集

まって話し合いをするというのは難しいのでは。 

委員長： 

  ・5回目は11月11日行きましょう。そして、4時以降、1時間ぐらいとりましょうか。その後、推進

委員会を開きましょう。 

委員： 

  ・12月2日ぐらいまでにほとんどのブロック研が終わっているのだから、他のブロック研を見た上で

のブロック研のまとめの方がいいのではないかなと思うのですが。全部前倒しにして、パンフレッ

トのことをして、12月に研修のことをしたら、そんなに時間が空かなくて意見が出せると思います。

11日は自由参加にしてなるだけ行きましょうがいいのではないかと思っていたのです。 

委員： 

  ・確かにその通りだと思います。それなら 12月2日の分をみんなで見て討議したらいい。それまでに

いろんなところを見てね。 

委員長： 

 ・新しい案です。別に山手台中でなくてもいい。宝塚中ブロックの美座小学校でもいいのではないかと

いう意見です。仮にこれをみんなで行きましょうということで行って、その後、会をすればほとんど

いけると思います。 

 



委員： 

 ・山手台中学校ブロックに行くことについては、中山桜台、五月台の統合にかかわっていくという事に

なっていたととらえていたのですが、違いますか。 

委員長： 

 ・なぜ 11月 11日にお願いされたのか、わたしにもわからない。わたしたちにブロックの編成をどうす

るのかということを委託されてかえせるのであればいいのですが、わかれたほうがいいとか言われる

わけでもないのに見に行きなさいというのは意図がわからない。わたしたちに何かを問われるのであ

ればいいですよ。合併のことで問われるのであればいいですよ。見に行きなさいというのは。授業が

普通にあって、分科会があって、人数が増えるだけですよ。 

事務局： 

 ・今回提案させていただいたのは、毎年、ブロック研については視察にいっていただいているので、統

廃合に形まで確認いただくというわけではないのですが、こういう形で動いていっている少しわかっ

ていただけるのではないかと思います。どのブロックもそれぞれがこの状況の中で工夫してやってい

ただいているので、見ていただいて意見を出していただけたらいいのでないかと思います。山手台中

ブロックについては、このような形で動き出すのを見ていただいたらいいのではないかと思います。 

委員： 

 ・わたしは見てもよくわからない。自分の住んでいる学校だったらわかるけど、そうでなかったら、こ

こが２ついっしょになるというのであっても「ああそうですか」というだけ。ぼくらが行くことで重

みを増すわけでもないのですから。 

委員長： 

 ・山手に行く意図がどうかということです。山手にいっても合併したらどうかという話し合いの場はな

いのです。授業公開と分科会。全然関係ないないのです。それを見たからどうこうというのはないで

す。 

委員： 

・やはり人権教育推進員会がブロック研を大切にどうしていったらいいのかを考えて来た。わたしも

色々見た中で話し合うことが大切かなと思います。12月2日も宝塚中ブロックだと、わたしも伊藤先

生もおられるからいいのでは。色々見た中で話し合うことがいい。委員会が今、意見集約をしている

のですね。ブロック研についての課題とか、そのことも出していただけるのではないかと思っていま

す。12月2日だったらほぼほぼ終わっているのでいいのではないか。そのころには意見集約したもの

が出せるのではないか。今後の在り方についても今年初めてアンケートをとったので、それも出して

もらえるのではないかと思います。この場で途中経過でもいいので出していただいて 12 月 2日にし

たらいいのではないかと思います。 

委員長： 

・意見集約をされているのかをわたしたちは知らない。今初めて私たちは知りました。本当はそのこと

についてわたしたちは論議しなくてはならない。意見集約をされていることさえ知らないわけだから。

教えていただいてありがたい。 

委員： 

 ・わたしの意見は11月に山手台中学校に行きましょう。その後、中学校でやりますから、おそらく授業

としては 2種類の人権学習の授業。3年生もするかもしれないけどしないかもしれない。11月は４つ

連続で毎日ある。12月1月にちょっとあって。まず、見た上で他のブロックと比較できるのではない

か。見たあと、ちょっと短い時間話し合いをすることで、視点、見る観点とかも話し合しあったうえ

で他のもやって、市教委の集約された途中経過も含めて 12月、あるいは3月にブロック研のことも含

めて話し合いができたらいいのではないかと思います。つまり 11月 11日だけで全部終わるというわ

けではなく、話し合いとしてはだいたいが終わったあとでしたらいいと思います。 

委員長： 

・まず、ブロック研を会議の１つに計画をするというのはよろしいですね。それも自由に行くのではな

く、ブロック研を１つの駒にするというのはいいですね。見た時に、その後でその会場で意見交換を

するのもいいです。できたらそれをしましょう。さらに他のところも見た方がいいので、次回、みな

さんがどこに見に行くのかを考えていただいておく。それをふまえて反省の 1回分をどこかで入れる

ということ。それはパンフレットのからみがあるから、1回それに全部使うかどうかはわかりません。



そこまでよろしいでしょうか。 

・どこのブロックにいくかです。今あがっているのは山手台中ブロック、宝塚中ブロックです。山手台

は合併の事、宝塚中はほとんど終わっているということです。もう決めましょう。 

委員： 

 ・11月 11日は全体で行くということで、今、委員長が言われたようにそこで会議をもって、そのほか

のところへは個々に行かれたらいいのではないか。最後、3月頃に意見交換をしたらどうか。 

委員長：12月2日の美座小学校の賛成の意見もあると思います。 

委員： 

・両方行きたいのですが、どちらがいいのかという中で、12月 2日の方がいい。2月 3月だと記憶が薄

れるのではないかと思うので、12月の方がより効果的ではないか。 

委員長： 

 ・1 つの利点として、このブロックの校長先生がおられるということ。山手の場合は校長先生迄お呼び

びすることはできないから。 

委員： 

 ・宝塚中とかの校長先生とかも事後の会に出るのではないのか。 

委員長： 

・それは、選択されればいいのではないか。手をあげて決めましょう。反省会は 3月にするかどうかは

後で考えましょう。まず、見学に行くのは 11月か 12月のどとらかにする。自分の予定も見ておいて

ください。 

 

採決： 

  

委員長： 

・11月3名。12月6名。12月2日にします。第何回になるかは別として会に入れます。3月については

今もう時間がないのでここまでにしておいて、それぞれそのとき、その時に考えていきます。事務局

の方で 議題にしておいてください。そして、部屋も確保しておいてください。 

 

委員長： 

 ・最後の問題です。パンフレットについてです。わたしの方から 1枚もので、文責和久と書いたものを

見ていただけますか。 

 

 委員長より文書のていねいな説明 

 

・2020年度のパンフレットの活用については、本来、個人がそれぞれが活用するものだから、37校中8

校は少ないと考えなくてもいい。ひとりひとりはもっと活用していると思います。 

  ただ、以前、指導主事だったかたにこのパンフレットをご存じですかと聞いたら、「全く知らない」と

答えられました。驚きましたが、その後、しっかりと学習されて、学校にもどられたら、人権教育を

推進され、また、教育委員会にもどってこられました。そういう方もおられます。こういう場で学ば

れました。 

 ・今後の課題について、すべての先生に配布すべきまのか。2年ごとに。やっぱり考えたいと思います。

2つ目は印刷です。あれだけの印刷を 2年ごと、3年ごとにするのは負担も大きい。3つめはページ数

です。 減らすことは簡単ですが、増やすことはもっと大事。増やすならば、今日的課題は入れてい

かないといけない。逆にこれはもういいのではないかというものは思い切って削除することがあって

もかまわない。この４つについてはわたしの思いです。ただ単につくればいいとおいものではない。

これについてはあと 15分しかないので、若干意見を出してもらって次につなげたいと思います。今日

は、今後の課題を考えるのと、そのように編集をしていくのかという相談をしていきましょう。先生

向けと市民向けとをわかれる方法がありますね。去年までの方法です。そうではなしにこの部分はこ

の人たちのグループやこの人にやってもらいたいという方法もあります。いろんな編集方法をみなさ

んで考えてもらいたい。それを今から 10分でやってもらいたい。もし、２つにわけるのなら今日やっ



てもらいたい。ここまでよろしいでしょうか。 

 ・こういうことを知ったうえで言ってもらいたい。ページ数を増やすとか簡単に言ってもらいたくない。

内容についてもコロナについて入れるか入れないのかはわたしたちで考えます。仕事なのです。お金

をもらってやっていますから。普遍的なものとしてこの中の詩を使わせてもらいますと前教育長は校

長時代おっしゃいました。 

委員： 

 ・配布先ですが、委員長からのお話を聞いていると、学校としてこう使っているというのは 37校中何校

という数字が出ています。個人活用されている方が多いのではないかということを考えるとたくさん

の量にはなるのですが、すべての先生方に配布するというのは決して無駄ではないと思います。 

委員 

 ・わたしがこれを知ったのはたしかソリオの市民センターに置いてあった。すごいものがあるなと思っ

て高校教員の時に手にした。別件で豊中の人権ボランティアとしてこれをお渡ししたら、すごくびっ

くりして、見たらすごいとびっくりされる。それはそれで意味がある。今はやりのダウンロードして

くださいとか、できないかなと思うのですが。もっともっと知ってもらいたい。日本史の授業に活用

した。ネットにうまくのせる方法も考えたらと思います。 

委員： 

 ・配布するのはいいですが、自分の経験からあまり学校では利用されていない。当然これで研修しても

らう。すべてできない。抜粋してそこを研修する。配布した後、学校にどこを活用したかを報告して

もらう。そういう作業が必要だと思う。4 月当初、こういうのがいっぱいあります。これを横におい

てしまいます。結局は多すぎてです。管理職、担当がね、チェックするようなところもいっぱいある

のでそれを利用してもらって報告してもらう作業が必要です。若い先生にまずは見てもらうという作

業が必要です。 

委員長： 

 ・学校園がどう使うかですね。係や管理職が「みなさいよ」と一言いうだけでだいぶ違います。作った

年に1枚プリントを入れました。「みなさんこれに役立つ記事や感想をください」と書きましたが、一

人も返事はありませんでした。そういうものなのかなと思いました。 

 ・市教委さんにお願いしないといけないこともあると思います。教育長がひとこと「必ずこれで研修を

やれよ」と言ってもらうとちがう。それぐらいはやってほしい。 

委員長： 

 ・全員配布でいきます。ページ数、内容の問題です。多くの費用がかかったらいけないのはわかってま

すが、今日的課題は追加しないといけないと思います。いじめのことはなにかつくりましょう。コロ

ナの差別の問題です。わたしたちにはなかなか目に見えないのです。子どもたちというのはやさしい

ですよ。いじめていないやさしさもあると思う。すばらしいこともやっているのです。コロナに対す

る差別はいけないという問題ではなく、宝塚版を考えていきましょう。それが今日的課題の追加だと

思います。 

・人権教材の活用。教材を整理していきましょう。これはできあがりつつあるのでこれも入れましょう。

道徳のこういう観点で指導した方がいいと思うので入れましょう。でもその分、増えていきます。ど

れか減らしましょう。どういう編集方法をしていくか考えましょう。 

委員： 

・教育に部分と啓発の部分でわけたらいいと思う。 

委員長： 

 ・啓発に部分も内容を充実させましょう。校区人権とかでも活用できるように。では２つにわけましょ

う。 

 

それぞれの委員が２つにわかれる 

委員長： 

・次回から２つにわかれて作業をしていきましょう。時間が来ましたので終わりましょう。 

 

２ 閉会 


