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全国大学人権教育交流会の歩み 

（2001.3〜2016.3） 
	

	 全国大学人権教育交流会の端緒は 2001 年 3 月 5日に開催された大阪地区大学人権教育実践交
流会準備会にあります。開催地は大阪教育大学天王寺学舎食堂で午後 1時より 5時まで開催しま
した。 
	 この会は、「大阪地区では大学の同和教育・人権教育は全国に比して､比較的進んだ状況にあり

ますが、その教育に携わっている直接の関係者が一堂に会し、その交流をする機会は、非常に乏

しい」ので、「大阪地区にも人権教育実践の交流を推進する会合」を持とう、ということで開催し

ました。この会の世話人は、当時の全国大学同和教育研究協議会の会計の寺木伸明さん（桃山学

院大学）、事務連絡は加藤昌彦さん（関西外国語大学）でした。連絡は、加藤さん個人の住所・電

話・携帯となっています。 
	 この会合では、22大学(大阪府外３校)29名（うち府外 3人）が集いました。司会は大阪教育大
学の森実さんが行い、寺木伸明さんが主催者挨拶をしました。参加者全員が自身の教育実践や課

題・問題提起をしています。中尾健次さん（大阪教育大学）が「大阪教育大学における人権教育

の歩み」を話され、最後に加藤昌彦さんから世話人の志願者をお願いして閉会しました。懇親会

は桃山学院大学の柳父章さんが、乾杯の音頭を取って閉会しています。 
	 この交流会準備会の直後に、葉書にて「『世話人』のお願いの呼び掛け」がなされ、それに呼応

した有志が 8 月、10 月、12 月、2 月に世話人会をもっています。世話人会の討議で、2002 年 3
月の交流会の開催が決められています。そして、名称を、「大阪地区」を外して「大学人権教育実

践交流会」に決まりました。「それは京阪神･近畿の教育実践者は非常勤勤務が多く各府県に跨っ

ていること、こうした実践について意見交換の出来る会合、非常勤講師が参加できる組織がない

ので参加希望があること、そのため近畿を中心に、全国に案内を出す」ことになりました。そし

て、趣旨に賛同された方々による「会員が呼びかけ人となり、全員が参加する方向」をとりまし

た。 
	 この呼びかけは、2001年 10月 10日に「人権教育実践交流会世話人会」の名前で出しました。
世話人は 50 音順（敬称略）で、石元清英、植田都、加藤昌彦、神戸修、田間泰子、中島智枝子、
藤井幸之助、湯浅孝子、でした。 
	 2002年 3月 25日に第 1回大学人権教育実践交流会が大阪市内の大阪産業大学梅田サテライト
教室で開催しました。参加者は（関東・中部・四国・九州を含む 60 大学）76 名でした。人権教
育の大学関係者がこれほどに一堂に集まった会合はほとんどありません。司会は田間泰子さん（大

阪産業大学）、開会の挨拶は寺木伸明さん（桃山学院大学）でした。テーマは、「ジェンダーとユ

ニークフェイス～～ビデオを使った人権教育」です。伊藤公雄さん（大阪大学）が「男性学教育

の現場から」を、松本学さん（京都大学院生）が「ユニークフェイス」について話しました。午

後には、森実さん（大阪教育大学）の司会で、グループに別れて自己紹介と人権教育の課題など

について話し合いました。この会では非常勤講師の厳しい現状が噴出しました。なお実践してい

る人権教育の内容ついて、｢参加者シラバス集｣（25名分）を作成しています。 
	 第2回大学人権教育交流会は同年9月5日大阪女学院短期大学で開催し40名が参加しました。
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島津威雄さん（三重大学）が「医学部教員としての人権問題との出会い」、梁醸一さん（大阪市住

吉人権協会）が「人権はこれからがおもしろい」というテーマで話をし、その後グループで討議

をしました。（この頃は、初夏･晩秋は全国大学同和教育研究協議会、初春･初秋は大学人権教育交

流会、の会の実施を考えていました。） 
	 第 3 回全国大学人権教育交流会は、2003年 3 月 24 日に関西大学で 46 名が参加して開催しま
した。この会から名称に「全国」を冠した組織名に変更しています。テーマは、「人権教育と女性

学」でした。まず深江誠子さん（平安女学院大学）に「女性学教育を通して学生に何を伝え、何

を気づかせるのか」について講演をしていただきました。その後、シンポジウム「女性学教育の

現状と課題」を行いました。パネラーは神原文子さん（神戸学院大学）、坂上優子さん（大阪成蹊

女子短期大学）、山下明子さん（同志社女子大学）、深江誠子さん、司会は石元清英さん（関西大

学）でした。この時も「参加者シラバス集」（47名）が作られました。 
	 第 4回全国大学人権教育交流会は 2003年 9月 2日、京都市の龍谷大学大宮学舎に 44名が参加
して開催しました。テーマは「大学と人権教育の課題」です。上杉孝實さん（龍谷大学）の司会

で、「龍谷大学における人権教育の歩みと課題」（横山勝英、村上弘光）、「人権教育と非常勤講師

問題、そして語学教育について」（藤井幸之助）、「大阪市立大学における人権教育の歩みと課題」

（鍋島祥郎）、という題で報告がありました。午後は、非常勤講師問題、多人数授業問題、参加型

教育の創造、教材創造（視聴覚など）の 4分科会に分かれて話し合いました。 
この年の 10月の世話人会で、事務局は創設以来の関西外国語大学の加藤昌彦さんから、関西大
学の石元清英さんに移行しました。 
第 5回は 2004年 4月 29日に関西大学社会学部で開催しました。テーマは「学生の人権侵害と
大学の責任･教員と大学は被害学生をどのように救済できるのか」でした。「社会的弱者の入学と

大学の受け入れについて」を上田健さん（相愛大学）、）、「学生相談を中心に」を熊本理抄さん、

「非常勤の立場から」を源淳子さんが報告をしました。コメンテーターは植田都さん、司会は石

元清英さんでした。 
第 6 回は同年 11 月 27 日、関西学院大学大阪梅田キャンパスで開催しました。テーマは、「人
権教育をとおして、学生に何を伝え、何を気づかせるのか、大学における人権教育をめぐる現状

と私たちの課題」でした。話題提供者として下橋邦彦さん、八木晃介さん、そして現役大学生が

出席しました。司会は石元清英さんです。 
第 7回は 2005年 5月 14日に、関西大学社会学部で開催しました。テーマは「小中高における
人権教育の現状と私たちの課題」でした。話題提供は、「いま、同和教育に問われているもの」を

外川正明さん（京都教育大学）、「高校における人権教育の現状と課題」を井上浩義さん（兵庫県

三木高校）、司会は石元清英さんでした。 
2006年 2月に石元さんが同年 3月からアメリカ留学するため、日野謙一さん（関西学院大学講
師）に事務局を移行しました。庶務は加藤昌彦さん（関西外国語大学）です。 
第 8回は 2006年 5月 28日に、大阪人権センターでセミナーを開催しました。「在日外国人の
子どもをとりまく教育環境～～教育現場から見えてきた課題」を辻本久夫さん（関西学院大学講

師）が話しました。司会は日野謙一さんです。 
第 9回は同年 9月 5日に、研究集会「グローバリズムと人権」を関西学院大学大阪梅田キャン
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パスで開催しました。岡村達雄さん（関西大学）に「進行する『教育の構造改革』とナショナリ

ズム」という題で講演していただきました。その後、「地方自治体に何が期待できるか～～滋賀県

米原市『自治基本条例』を手がかりに」を田中欣和さん（関西大学）、｢ネパールにおけるダリッ

ト差別｣を桐村彰郎さん（奈良産業大学）が報告しました。発題は	 尹敏栄さん、紀伊早苗さん、

日野玲子さんです。司会は日野謙一さんです。 
第 10 回は同年 12 月 3 日に、大阪人権センターでセミナーを開催しました。「マイノリティの
民族教育権について」を元百合子さん（大阪女学院大学）が話し討論しました。司会は日野謙一

さんです。 
2007年度の事務局は石元清英さん（関西大学）に再び移行しました。 
第 11回は 2007年 9月 2日に、関西学院大学大阪梅田キャンパスで、シンポジウム「部落解放
運動にかかわる不祥事を考える～～人権教育において不祥事をどう学生に伝えるか」を開催しま

した。パネラーは、吉田智弥さん（奈良県立大学講師）、池田知隆さん（毎日新聞論説委員）、小

島伸豊さん（部落解放同盟大阪府蓮飛鳥支部書記長）で、報告の後討論しました。司会は石元清

英さんでした。 
第 12回は 2008年 5月 11日に、全国大学同和教育研究協議会と共催で、研究会を千里金蘭大
学梅田キャンパスにおいて開催しました。テーマは「今日の環境問題と差別を考える」でした。

「環境問題と差別」を村田恭雄さん（桃山学院大学名誉教授）、「フィジーに見る土地問題と民族

問題」を國井哲義さん（千里金蘭大学）が報告しました。司会は石元清英さんです。 
2008年 6月に事務局が再び日野謙一さん（関西学院大学講師）に移行しました。庶務は加藤昌
彦さん（関西外国語大学）です。 
第 13 回は同年 8 月 29･30 日に、「現地調査学習会・ホームレスと人権」を企画しました。29
日に釜ケ崎で宿泊し、30 日早朝から山田實さん（NPO 法人釜ケ崎支援機構理事長）の案内で現
地研修をしました。午後の学習会には 22名が参加しました。「ホームレスと釜ケ崎の歴史と現況」
を山田實さん、「ボランティアから見たホームレスの人権状況」を本田哲郎さん（フランシスコ会

カトリック司祭・ふるさとの家・釜ケ崎長崎反失業連絡会共同代表）が話をしました。少人数な

がら熱気ある学習会となりました。 
第 14回は 2009年 2月 14日に、関西学院大学大阪梅田キャンパスで研究会が開かれ、「『部落
を認知すること』をめぐる根本的受動性」を三浦耕吉郎さん（関西学院大学）が報告しました。

司会は日野謙一さんです。 
この会以降、研究会と研究集会（シンポジウム・講演を含む）に開催の名称を統一しました。

開催地の記載がない場合は、関西学院大学大阪梅田キャンパスです。 
第 15 回は同年 3 月 14 日に研究会を開き、「南米の外国人労働者の概況～～日本における多文
化共生は可能か」という題で、梶田純子さん（関西外国語大学）が報告しました。司会は加藤昌

彦さん（関西外国語大学）です。 
第 16回は 2009年 5月 16日に、「識字が問いかけること	 Part１」というテーマで、研究会を
開きました。「日本における識字教育の特徴とその意義～～定住『外国人』に対する日本語教育を

考える問題点」を岩槻知也さん（京都女子大学）、「識字と人権」を下橋邦彦さん（関西大学講師）

が報告しました。司会は日野謙一さんです。この研究会は、第 17回の研究集会のための学習会の
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位置づけとして実施されたものです。 
第 17 回は同年 8 月 27 日に、「識字が問いかけるものとは？」を考える研究集会を開催しまし
た。下橋邦彦さん（関西大学講師）の司会で、大阪･奈良･京都の識字教室４教室、夜間中学３教

室の学習者と教員が報告しました。識字教室と夜間中学校の実践と意義について学ぶ集まりにな

りました。東京から高野雅夫さん（立教大学）が参加し話をしていただきました。82名が参加し
ました。「交流会」としては過去最大の参加者です。「識字」に関する関心の高さが窺えます。 
第 18 回は同年 12 月 6 日に、「識字が問いかけること	 Part	 ３」というテーマで、下橋邦彦
さん（関西大学講師）、岩槻知也さん（京都女子大学）の司会で研究会を開きました。「識字運動

の原点」を堀内忠さん（福岡県田川地区人権センター事務局長）、「識字運動の現状と課題」を角

知行さん（天理大学）、「識字学級を受講生はどう受け止めたか」を次田哲治さん（奈良春日夜間

中学）が報告しました。堀内さんの福岡での識字運動の始まりの話は興味深いものでした。 
第 19回は 2010年 3月 27日に、「震災 15年～～問うてきたこと、問わなかったこと、『被災者』
とは、今は」というテーマでシンポジウムを開催しました。進行を日野謙一さん（関西学院大学

講師）、司会を勝村弘也さん（神戸松蔭女子学院大学）のもとで進めました。パネラーは、鄭炳薫

さん（コリアボランティアセンター）、野々村耀さん（神戸 YMCA夜回り準備会）、柴田信也さん
（日本基督教団兵庫地区被災者支援長田センター）、五百井正浩さん（真宗大谷派ネットワーク朋）

です。阪神・淡路大震災の発生 15年後の、震災「被害者」の現状について話を聞き討論しました。 
第 20回は 2010年 3月 29日に、全国大学同和教育研究協議会と共催で、東日本人権教育研究
懇談会を専修大学神田学舎で開催しました。川向秀武さん（元福岡教育大学）が「大学における

人権教育の課題～～同和教育に関わった私の歩みを振り返りながら」を、田中かず子さん（国際

基督教大学）が「人権教育・研究：ジェンダー・セクシャリティーの視点から」を報告しました。

司会は、鐘ヶ江晴彦さん（専修大学）と黒川みどりさん（静岡大学）が行い、「懇談会」開催につ

いての経過報告を加藤昌彦さん（関西外国語大学）が行いました。 
第 21回は 2010年 5月 29日に、「識字と貧困の課題から」というテーマで研究会を開きました。
下橋邦彦さん（京都精華大学講師）の司会で、「識字から情報保障へ」をかどやひでのりさん（津

山工業高等専門学校）、「反貧困学習－格差の連鎖を断つために－」を肥下彰男さん（大阪府立西

成高等学校）が、報告しました。 
第 22回は、同年 8月 29日・30日のフィールドワークの実施とシンポジウムの開催です。8月

29 日に、コリアボランティア協会の代表代行校鄭炳熏さんと関係者の案内による、「生野コリア
タウンのフィールドワーク」を実施しました。翌日の 8月 30日に、シンポジウム「日本の貧困、
大学の貧困」を開催しました。司会は下橋邦彦さん（京都精華大学講師）です。「日本の貧困」を

生田武志さん（野宿者ネットワーク）、「仕事割の現場から」を富田一幸さん（西成地区街づくり

委員会委員長、㈱ナイス代表取締役）、「釜ヶ崎から見た若者の貧困」を沖野充彦さん（釜ヶ崎支

援機構事務局長）、そして「ホームレス支援の雑誌〈ビッグイシュー〉の販売員の立場から」、「大

学非常勤講師の立場から」、「大学中退生の立場から」の題で問題提起を受け討論しました。 
第 23回は、2011年 3月 12日に研究会を行いました。「いま学校は？教員は？－教師駆け込み
寺の 6年半から－」のテーマで、下橋邦彦さん（京都精華大学講師）が話しました。 
第 24 回は、同年 6 月 5 日に研究会を行いました。「〈虐待〉の加害者に向き合うために～～授
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業〈追い込まれる母親〉を通じて」を鍛冶彰さん（園田女子学園大学講師）、「阪神・淡路大震災

と〈被災者〉」を日野謙一さん（関西学院大学講師）が報告しました。司会は三浦耕吉郎さん（関

西学院大学）です。 
第 25 回は同年 8 月 27 日に、講演とシンポジウムを、全国大学人権教育交流会の「主催」、関
西学院大学人権教育研究室、兵庫県在日外国人教育研究協議会、ひょうご部落解放・人権研究所

の「協力」で開催しました。午前中に、三浦耕吉郎さん（関西学院大学）の司会で、「原子力発電

所問題と差別」を西村秀樹さん（近畿大学、元毎日放送）、「若狭原発地帯の被差別部落に生きる」

を山下敬太郎さん、が講演をしました。その後のシンポジウムは、「大学における人権教育の、こ

れまでとこれから－受け継いでいくこと、共有しあうこと－」をテーマに、日野謙一さん（関西

学院大学講師）の司会で行いました。「人権教育が見落としてきたこと」を稲垣有一さん（大阪教

育大学講師）、「後退する同和教育」を舟木讓さん（関西学院大学）、「在日外国人教育が抱える課

題」を辻本久夫さん（兵庫県在日外国人教育研究協議会）、が問題提起をしました。 
同年 9月 18日・19日には、有志で「若狭スタディ・ツアー」と題して、若狭の原子力発電所
問題のフィールドワークを実施しました。参加者は 11 名。18 日には、高浜原子力発電所を見学
し、山下敬太郎さんの「被差別部落と原発問題」について話を聞きました。19日には、小浜市の
中島哲演さん（明通寺住職）から小浜市の反原発運動の経緯などについて話を聞きました。 
	 第 26回は、同年 11月 30日に、國井哲義さん（千里金蘭大学）の司会で、プララッド・シン・
シェカワットさん（インドの、NGO代表・ジャーナリスト・哲学者）の講演とワークショップを
開催しました。シェカワットさんは、インドのスラムの子ども達のために、４校の学校を立ち上

げ、基礎教育、栄養、衛生の支援をして来られました。 
第 27回は 2012年 3月 25日に、加藤昌彦さん（関西外国語大学）の司会で研究会を開きまし
た。「私の教育実践－鳥取における被差別部落の歴史にふれて－」を坂田収さん（元鳥取県学校教

員・日本交通人権指導員）が報告しました。60年に渡る同和教育実践の熱い思いを語っていただ
きました。 
	 事務局が、関西学院大学人権教育研究室になりました。 
第 28 回は、同年 5 月 20 日に、全国大学人権教育交流会が 11 年目に入って組織として活動す
るための第 1 回の総会と講演会として行いました。交流会は、これまで未組織の団体として、自
由な意思で集まった世話人会が運営をしてきました。しかし、この方法では、各種の関係者との

ネットワーク化や資金面での限界が見えてきたので、組織的な活動に取り組むことになりました。

総会では、会則の決定、世話人の承認、会計等、が決定・承認されました。 
その後、講演会を行いました。三浦耕吉郎さん（関西学院大学）の司会で、「〈禁断の木の実〉

としての核エネルギー」を木村公一さん（福岡国際協会牧師、西南学院大学講師、核・ウラン兵

器廃絶キャンペーン福岡共同代表、〈原発労働裁判・梅田さんを支える会〉共同代表）、「原発被曝

人生：私が労災申請をした理由と提訴への決意」を梅田隆亮さん（元原発労働者〈敦賀と島根〉、

〈原発労災給付不支給処分取り消し〉裁判原告）、が報告されました。 
第 29回は、同年 9月 2日に、「原発と差別」というテーマでシンポジウムを開きました。全国大
学人権教育交流会、全国大学同和教育研究協議会の共催で、司会は日野謙一さん（関西学院大学

講師）です。中川健一さん（龍谷大学講師・元共同通信記者）の「原発問題とマスメディア」、
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西谷文和さん（イラクの子どもを救う会代表・フリージャーナリスト）の「戦争と原発～その利

権と差別構造」というテーマでの問題提起の後、皆で「原発問題」が持つ様々な世界について討

論しました。また、加藤昌彦さん（関西外国語大学）の「原発問題に係わる関連資料と映像紹介」

がありました。 
会場はいつもの関西学院大学梅田キャンパスではなく、大阪人権博物館（リバティおおさか）

の研修室２で行いました。それは、橋本徹・大阪市長が来年度以降の補助金廃止をうちだしてい

るため、少しでも支援しようという世話人会の意向によるものです。	

第 30 回は、同年 12 月 16 日に、金洪仙さん（大阪国際大学）の司会で、「映像の表現の力と
は」というテーマで研究会を開催しました。張領太さんが「映像の周辺で考えていること」、岡

崎まゆみさんが「体験的凡人がドキュメンタリー映画を作る方法」というテーマで、若い映像作

家のそれぞれの作品の放映と、映像に向かう考え方などについて報告をし、その後「映像と人権」

との関係などについて討論しました。会場は、関西学院大学梅田キャンパスに戻りました。	

第 31 回は、2013 年 3 月 31 日に、午前中に会員研究発表会、午後に研究報告会を開催しまし
た。第一部の「会員による研究発表会」（10:45-12:00）は、廣岡浄進さん（大阪観光大学）の司

会で、田野登さん（大阪民俗学研究会、大阪城南女子短期大学講師）が「三昧聖の墓をめぐる行

基の伝承」のテーマで発表しました。	

第二部の「研究報告会」（13:00-16:30）は、「人権教育の課題」をメインテーマにして、森実さ

ん（大阪教育大学教職教育研究センター）が「学生たちの関心と思いを生かす人権教育の在り

方～大阪教育大学の経験を通して～」、八木晃介さん（花園大学）が「雑談・花園大での人権

教育の試み」というテーマで報告をしました。司会は岩槻知也さん（京都女子大学）でした。	

第 32 回	 2013 年 5 月 19 日	 関西学院大学大阪梅田キャンパス 1004 号教室で、総会と記

念講演会を開催しました。総会は、11:00～12:00 まで。2012 年度の活動報告と決算、2013

年度の活動方針と予算、そして世話人の選出と役割分担について等の議案を討議し、会員の

了承を得ました。	

	 13:00～17:00 まで、記念講演会を実施しました。テーマは「『いじめと体罰』について考

える」です。温井史郎さん（桃山学院中学校高等学校校長、学校法人桃山学院常務理事、元

関西いのちの電話相談員）から、「中学・高校の現場では」という題で、「教育現場で抱える

問題を提起し、解決の糸口を提示する」という内容について話をしていただきました。その

後、園田雅春さん（大阪教育大学）から、「『いじめ問題』と教育実践の基本課題」という題

で、「『いじめ』という人権侵害事象の背景にあるものは何かを探りながら、それらの克服の

ために学校教育の実践課題としていま何が求められているのかということについて、『現場の

事実』と『子どもの事実』に即して報告・提案」していただきました。	

	 第 33 回の講演会・シンポジウムは、2013 年 9 月 1 日、関西学院大学大阪梅田キャンパス

1405 号教室で開催しました。11:00～12:30 まで、上杉聡さん（大阪市立大学）に、「歴史認

識について～『従軍慰安婦』問題の現在」という題で講演をしていただきました。内容は、

1985 年よりアジア太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻む会を主催してきた。日本

の加害の抹消に抗して、その責任を一貫して追求してきた。「従軍慰安婦」問題の過去と現在

を見つめ、これまでの研究の検討を通して問題点を提示する、というものでした。	 	 	 	 	 	 	 	 	
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12:30～17:00 まで、「演劇の力とは」というテーマでシンポジウムを行いました。まず、龍

谷大学短期大学部の知的障碍者対象のオープンカレッジの報告をしていただきました。オー

プンカレッジは、通年の正課授業（「障がい者学習支援特講」、「音楽療法特講」、「演劇療法特

講」）として、11年間実践されてきました。報告は、「知的ハンディを持ったみなさんを学生

がサポートしたお芝居創り 11年間とは」というテーマで、加藤博史さん（龍谷短期大学部）、

森本景文さん（劇団「未来」）、村上弘光さん（龍谷大学短期大学部）の順に話をしていただ

きました。その後、山脇立嗣さん（劇団あしたの会）に、『聞こえない者と聞こえる者が共に

舞台に立ち、聞こえない観客と聞こえる観客が共に楽しめる芝居を創ろう』をモットーに、

今日まで劇団活動を続けてきた。「ろう者と聴者が混在し間もなく 20 年を迎える日本でも稀

有の劇団の日々」の活動について語っていただきました。	

	 第 34 回の研究会は、2013 年 12 月 1日、13:30～17:00 まで、関西学院大学大阪梅田キャン

パス 1406 号教室で実施しました。今回は 9月のシンポジウムに引き続き、演劇活動に活動に

焦点をあて、被差別部落と演劇、芸能活動、そしてそれらが生活や解放運動にどのような影

響をもってきたのかを考えてみることにしました。報告は、高橋正義さん（歴史学者）に「明

治・大正演劇と西光万吉～全国水平社と演劇水平社、水平社芸術連盟」という題で、そして

太田恭治さん（花園大学、元人権博物館学芸員）に「被差別部落と芸能」という題で報告し

ていただきました。	

	 高橋さんは、水平社運動は創立当初、今日では想像できないほどの衝撃を日本社会に与え

た。マスコミも応援し、大きな紙面を割いた。その高揚の中で、中心的指導者のひとり、西

光万吉は演劇に注目し、戯曲を執筆した。西光の書いた作品は、観客の鼓動と一体化した、

燃えるような演劇となって各地を経巡った。また大河内伝次郎などを生んだ第二新国劇でも、

西光は戯曲者として大きな位置にいたと話されました。また、太田さんは、日本の被差別者

のなりわいは、日本文化の伝統の根幹にかかわっている。能・狂言・歌舞伎・浄瑠璃・音曲

をはじめ、あらゆる分野に及んでいる。現在もなお、旅回りの劇団を含め民間芸能に大きな

基底を及ぼしていると述べ、多彩・多様な被差別部落の芸能の過去と現在について報告され

ました。	

	 第 35 回の研究発表会・研究会は、2014 年 3月 30 日に、関西学院大学大阪梅田キャンパス

1406 号教室で開催しました。11:00～12:30 までは、会員による研究発表会で、下橋邦彦さん

（教師駆け込み寺主宰）が「旅する民俗学者・宮本常一のなにが私達をとらえるのか－宮本

常一の故郷諏訪大島・旅をとおしての『生活誌』・人権のまなざし－」という題で報告しまし

た。下橋さんは、宮本常一が「旅する巨人」と称するだけあって、その業績は多岐に及ぶが、

日本文化の形成とは？を追い求め、「いくつもの日本」を常民の語りを通して立証していった

と述べ、宮本の生き方と業績について力強く語っていただきました。	

	 13:00～15:00 までは、林力さん（同和教育・人権教育運動家）から、「同和教育・人権教

育－私の歩いてきた道」という題で話をしていただきました。	

	 15:10～16:40 までは、「高校での実践から学び、大学につなぐ人権教育の授業」というテ

ーマで、山下勉さん（大阪芥川高等学校）に「よりよき社会の形成に向けて行動する力の育

成」という題で、出水正一さん（関西大学）に「参加型学習を取り入れた大学での授業『人
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権教育論』の実践」という題で報告していただきました。	

	 山下さんは、「授業や部活動が現実社会と繋がり、様々な人々の生き方と出会った時に、生

徒たちは自分を見つめ直す。そして、今まで知り得なかった現実の様々な課題を知り、それ

を理解しようとする。それは主体的な学びである。主体的な学びは共感を伴った理解へと深

化し、行動の原動力になる」と述べ、参加型学習の意義と実践について報告されました。出

水さんは、学習者が自ら気付きを得る「課題提起型教育」を追求する高校での取り組みに学

び、大学での授業におけるグループワークやフィールドワークを通して、自分の中で当たり

前と考えていたことを問い直す参加型学習の実践について報告されました。	

	 第 36 回の企画は 2014 年 5月 25 日、総会後の午後より、講演会「本州以南のアイヌ語起源
の地名について」を実施しました。 
	 本州以南でこのテーマが正面に掲げられた会は稀有なものです。この問題は日本の歴史・

文化・言語の基礎と根源的に関わる問題です。長きにわたる厳しい差別と予断のために、こ

の領域の研究成果の流布が非常に遅れています。まず、「全国の『平』地名、および本州以南

のアイヌ語起源の地名の研究の歩みについて」を加藤昌彦さん（関西外国語大学）が話され

ました。「平」が付く地名が「平」という漢字から想像もできない崖地で、それが多数をしめ

る、その不思議に彷徨い、日本地名を探っていったことや、日本列島のアイヌ語地名を研究

した先人の研究の大きな蓄積について述べられました。 
	 ついで「日本列島にあるアイヌ語起源地名について」を永田良茂さん（アイヌ語地名研究

者）が話されました。縄文人・縄文語とは何か、日本の地名に出てくる、アイヌ語の人体語

地名など幅広く話されました。 
	 第 37回のシンポジウムは同年 8月 30 日、関西学院大学大阪梅田キャンパス 1405号教室
で行いました。 
	 下橋邦彦さん（大和大学専任教員）の司会のもとで、「シンポジウム	 現代人権教育の課題」

を 25名の参加を得て、縮小する人権教育、深刻化する子どもの貧困の中で、人権教育をどの
ように守り広げていくかについて考えました。 
	 報告 1として、午前 11時から 12時 30分まで、「変化する子どもの環境と人権教育の課題」
を園田雅春さん（大阪成蹊大学教授）に話していただきました。自尊感情の集団的形成、学

級づくりの重要性などを話されました。 
	 午後には報告 2として「大学における今日的な人権教育の役割と課題～好感・共感・親近
感を育てる」を明石一朗さん（関西外国語大学短大部教授）に話していただきました。明石

さんの少年時代の差別体験や、大阪の子どもの生活条件の悪さ、出会い・触れ合いが多い子

どもほど偏見が少ないことなど多面に話して下さいました。 
	 報告 3として「生きていくための短歌～定時制高校から見た日本」を南	 悟さん（関西大
学非常勤講師）に話していただきました。日本社会の底辺で、厳しい環境で生き学ぶ夜間高

校生の生活実態と、励まし続ける教員やまわりの姿を学ばせてもらいました。 
	 報告 4として「幅広く豊かな人権教育の創造を」を中村	 衛（まもる）さん（全国人権教
育研究協議会副理事長・奈良県上牧小学校長）に話していただきました。15歳の 3割が孤独
感を感じる日本の少年の異常な高さ。その中で人権教育・同和教育は低下してきており、地
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域から創造する教材作成も低下してきていること、文科省の 2013年「人権教育の推進に関す
る取組状況の調査結果」について詳細に解説してくださいました。シンポジウムでは終始、

熱心に意見が交わされました。 
第 38回の研究会は同年 11月 30日の午後 1時か 5時まで、関西学院大学大阪梅田キャン

パス 1003号教室で行いました。 
テーマは「日本のヘイトクライムと人権教育」で、21名の参加者のもと、鍛冶	 彰さん（元

園田学園大学教員）の司会で行いました。まず、ヘイトスピーチの模様を映像で見ることが

できました。昨年 8月に国連人権差別撤廃委員会は、日本政府にヘイトスピーチを行う個人
や団体について、「捜査を行い、必要な場合には起訴すべきである」と勧告しています。「『表

現の自由』はあっても、表現の暴力の自由はあってはなりません。民族のアイデンティティ

を育む教育について、考え合いました。 
報告 1は中村一成さん（ジャーナリスト）が「日本の『ヘイトクライム』―京都朝鮮学校

襲撃事件について」を話してくださいました。差別が野放図に放置される日本で、中村さん

の周辺の具体的な、それに抗する人々の真剣な運動、カウンターに参加する人々の心の傷な

ど渦中から報告していただきました。 
報告 2は李月順さん（関大講師）が「民族教育権について―戦後の『在日』の教育史の中

から」を話してくださいました。ご自身の歴史から、「在日」をめぐる状況との格闘を話され

ました。また戦前戦後の在日に対する差別が、ヘイトクライムを生んでいる基盤であること

を話されました。討議では差別禁止法について熱心な討議がされました。 
	 第 39回は 2015年 3月 8日、関西学院大学大阪梅田キャンパスで行われました。 
	 午前中、第Ⅰ部	 講演として、鍛冶	 彰さん（元園田学園大学教員）の司会のもとで、太

田恭治さん（“あとりえ西浜”主宰、花園大学非常勤講師）が「私が出会った部落の芸能	 パ

ート 2」をお話してくださいました。太田さんには 2013年 12月に同じ演題で、多様な被差
別部落の芸能の過去と現在についてお話しいただき、今回はその後半でした。 
	 午後には第Ⅱ部として、発題と討論「現代人権教育の課題」を、下橋邦彦さん（大和大学

専任教員）の司会で行いました。まず、森	 実さん（大阪教育大学教職研究センター教授）

に、「道徳教育と人権教育」を話していただきました。 
	 ついで、杉尾	 誠さん（堺市新浅香山小学校首席教諭）に「学校の荒れを人権教育の視点

から克服する」を話していただきました。堺市は戦後 60数年にわたる公立小学校の（児童に
よる詩・作文・書・絵画の）創作作品集、月刊誌「はとぶえ」の発刊という全国的に稀有な

教育活動をおこなっています。その中で、荒れていた学校をこの創作活動と並行して克服す

る取り組みをおこない、大きな実績をあげておられます。その実践報告をしていただきまし

た。 
5月 31日（日）、関西学院大学・大阪梅田キャンパス 1004号教室で 11時より 1時間、総

会を開催しました。 
前代表の日野謙一さん（関学講師）が開会挨拶をし、議長に出水正一さん（関西大学講師）

が選出されました。活動報告を三浦耕吉郎さん（関学教授）、決算報告を鍛冶彰さん（前園田

学園女子大学講師）が行い、承認されました。その後、活動方針を加藤昌彦（関西外国語大
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学特任）、「情報発信」について出水さん、会計監査報告を李月順さん（関大講師）が行いま

した。討議では、「若返りは難しいが若づくりならできる」「資料を販売するのはどうか」「若

い人が少ない。バトンタッチしなければ」「原発問題は若い人が参加しやすい」など意見が出

ました。その後、方針・予算案を可決しました。 
	 第 40回の企画は、総会後の午後 1時より 4時半まで、シンポジウム「教育の場とセクシュ
アル・マイノリティ」を 31名の参加のもと、三浦耕吉郎さんの司会で、開催しました。 
 まず、「“LGBTスタディツアーinNY”から学んだこと」を瀬尾太歩人さん（関西外国語大
学 2015年卒業生）が、活動の中心を走られた実体験を話されました。家族との葛藤、カミン
グアウト、大学でのサークル結成、就職、心の負担など多面にわたって、話されました。 
 ついで「教育は味方――学生の限界と教育の可能性―」を近藤あさのさん（立命館大学 2015
年卒業生）が、卒業後の仕事の都合で参加不能のため、自身の報告を映した映像を作成され、

それによる話をして下さいました。大学のなかで声を出せないセクシュアル・マイノリティ、

その状況のなかで第１回立命館大学レインボーウイークを少人数で開催した報告でした。 
 ついで「トランスジェンダーとしての生活、学校、就労、そして弁護士を目指して」を仲岡
しゅんさん（大阪市立大学 2008年卒・関大法科大学院 2010年卒）（当時、司法修習生、2016
年現在弁護士）が、初の性同一性障害者として初の弁護士になる寸前までの、さまざまな活

動を話されました。とりわけ学童保育で子どもにセクシュアル・マイノリティを伝えていく

かなど興味深い実践を話された。 
 最後に「関西学院大学の取り組み」を北山雅博さん（関西学院大学人権教育研究室）が話さ
れました。大学として、また自身が熱心な推進者として、おそらく日本初の大学自身の取り

組みとしてのレインボーウイークを実施するまでの、これまでの取り組みを話して下さいま

した。会場からもセクシュアル・マイノリティについての教育実践が話され、終始熱心な討

論となりました。 
 司会は「この問題は急発展する領域」と思う、「いろいろなレベルで考えていこう」とまと
められました。 
第 41回企画シンポジウム「子どもの貧困と教育の課題」は 8月 23日（日）1時より 5時

まで、関西学院大学大阪梅田キャンパス 1004教室で鍛冶彰さん（元園田学園女子大学特任講
師）の司会で 27名の参加のもとに開催しました。 
報告１は「学童保育の現場から」を前島麻美さん（エリザベス・ストローム記念山王こど

もセンター施設長）が大阪市西成区の釜崎に隣接する地域の子どもの現状と、補助金削減の

下での厳しい運営を話されました。また、そのなかでも特異な活動として、月に１度の野宿

者の夜回り活動の意味について話されました。 
報告 2は「保健室から見た子どもの貧困とその取り組み」を植西和子さん（長年にわたり

大阪市内の小学校養護教諭を歴任）が、被差別部落の子どもが通う校区の子どもの状況を話

されました。朝ごはんを食べていない子ども、被虐待児童など、子どもたちの抱える問題を

ケース会議で取り組んでこられた先進的な実践を話されました。 
報告 3は「子どもの貧困をめぐる諸問題――SSWの視点から」を郭理恵さん（SSWer	 大

阪人間科学大学助教＜社会福祉士＞）が、学校と福祉をつなぐスクールソーシャルワーカー
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の草分けとしての奮闘を話されました。2008年文部科学省で SSW活用事業が始まったこと、
アメリカでは 100年の歴史をもっていること。諸経費の滞納、繰り返す万引、虫歯などの現
象、貧困が子どもにもたらす問題、貧困の連鎖や貧困をどう断ち切るかを話されました。 
報告４「私の体験を通して『子どもの貧困』を考える」を村尾政樹さん（NPO法人子ども

の貧困センターあすのば事務局長）が、現状打破の活動を話されました。「あすのば」の 4人
の理事すべては人生の大きな重荷を背負ってきたこと、うち 3人は学生でNPO創設からの
悪戦苦闘を話されました。 
報告 5を「ブラックバイト・奨学金から見える大学生の生活状況」を柊まり（関西学生ア

ルバイトユニオン共同代表、大阪市立大学修士課程）と北村諒さん（同事務局次長、関西大

学政策創造学部 4回生）が、3人に１人がバイトのために授業・テストに支障が出ているこ
となど、拘束時間、不払い賃金などの現状を話されました。 
これらの報告者に対して活発な質疑と、それへの応答があり、会場からも実践報告がなさ

れました。 
	 12月 6日（日） 第 42回企画	 シンポジウム「沖縄の今日と人権教育の課題」を下橋邦彦
さん（大和大学教員）の司会もとで 24名の参加をえて、1時から 5時半まで関西学院大学大
阪梅田キャンパス 1004教室で、開催されました。 
	 報告１「無意識の植民地主義」を野村浩也さん（広島修道大学人文学部教授）が話されま

した。基地負担を沖縄に押し付け、負担から免れているのは日本人の責任である、何もしな

いのも“行為”である。基地を引き受けることが必要だ。そしてポジショナリティ（政治的

権力的位置）を考えることが大事と話されました。 
	 ついで報告 2「『沖縄戦集団自決訴訟』取材の経験から」を栗原佳子さん（フリージャーナ
リスト）が話されました。日本軍の誘導・指示・命令がなければ集団自決は起こっていない

こと、自民党の県議会議長が重い口を開いて発言し県議会決議となったことなど、裁判当初

からかかわってこられた体験を話されました。 
	 報告 3「一人の沖縄の若者が日本を見る」を平良美乃さん（関西外国語大学学生）は、沖
縄のこと考えなかった 21年だったが、大学進学をして、6月の慰霊の日になにもない大阪、
沖縄地上戦を知っている人は少ないことに違和感を感じ、留学先からもっとルーツを見つめ

るようになった。日本の安全のために沖縄に大きな負担を強いる不健康な関係をやめようと

訴えた。 
第 43回企画は 2016年 3月 27日（日）に関西学院大学大阪梅田キャンパスで 11時より

12時半まで、出水正一さん（関西大学講師）の司会のもと、会員研究報告として「地域にと
って小学校の存続は生命線である――中山間部・離島における廃校の進行をどう食い止めて

いくか」を下橋邦彦さん（大和大学教員）が話されました。 
	 報告者の年来の関心である、地域崩壊をどう食い止めるかについて、東北から奄美まで、

超多忙の中を縫って、現地取材をされた貴重な報告でした。現代日本の過疎問題に直面する

所に行かれ、生の声を聞こうと現地に出向き、真剣に格闘している若者を取材されました。

自治の精神に立たないかぎり地域は消滅する、自治自主のプランのあるところが生き残って

いる、との確信を得たと話されました。 
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	 ついで 1時半より 5時半まで、シンポジウム「大学の人権教育、私の実践」を鍛冶彰さん
（前園田学園女子大学教員）の司会で、21名の参加をえて、開催しました。 
	 まず「部落問題と人権問題について」石元清英さん（関西大学社会学部教授）が、これま

での同和教育が何をしてきたのか、とんでもないイメージを抱く学生がいる。自分がどんな

権利を持っているかを知らない学生などの存在など、たくさんの問題点を指摘されました。 
	 ついで、「私の授業の諸問題について」岩槻知也さん（京都女子大学教授）が話されました。

2人で分担し 15回の授業回数で行っていること、出席カードに書かれた質問から大きく学ん
だこと、現場との結びつきや人権教育の方法論について課題を持っていることを話されまし

た。 
	 「関学の人権教育について」を北山雅博さん（関西学院大学人権教育研究室）が関学の大

学システム全体で人権教育を追求している様を報告された。 
	 最後に「外国にルーツをもつ子どもの教育課題について学ぶこと」を野崎志帆さん（甲南

女子大学准教授）が話されました。多文化社会論とリンクさせた行動演習で、自身が理事を

している神戸市長田区の多文化子ども共育センターへ出て学生たちが子どもを教えているこ

と、そこで学生が大きな自己変革をしていることを話されました。 
2016 年 5月 29 日（日）、関西学院大学大阪梅田キャンパス 1004 号教室で借用時間の関係

で、10時半より 30分間の短時間、総会を開催しました。開会挨拶は下橋邦彦さん（大和大

学）により行われました。総会前に亡くなられた北山さんの追悼の言葉と黙祷を舟木譲さん

が先導してくださいました。	

ついで議長選出が行われ、出水正一さん（関西大学）が議長に就きました。出水議長のも

とで、2015 年度の活動報告・2016 年度活動方針、世話人の選出と役割分担を一括して加藤昌

彦さん（元関西外大）、活動報告の中のホームページについて出水正一さんが補足報告を行い

ました。加藤・活動報告では、①組織の若返り、②広報宣伝力の弱さ、③事務局の移動、④

企画の自転車操業体質の改善、⑤大学における人権教育指針の作成の努力について、が提案

されました。会計決算報告の報告と予算案の提案を一括して鍛冶	彰さん、会計監査報告を金

洪仙さん（大阪国際大学）が行いました。諸報告のあとで、逼迫している会計問題の改善の

ための意見が出されました。その後、集合写真を撮り、総会を終えました。	

	 2016 年度は、4回にわたる講演会、研究会、シンポジウムを開催しました。以下、その活

動内容を報告します。	

	 第 44 回（5月 29 日）の企画は、総会後の午前11時半より午後 1時まで、加藤の司会で進

められ、はじめに、「『猪飼野セッパラム文庫』の開設について」を藤井幸之助さん（同志社

大学等）が行い、ついで研究報告「サハリンにおけるコリアンディアスポアラについて」を

李月順さん（関西大学）が行いました。日本の敗戦後、サハリンに置き去りにされた問題は

旧ソ連・韓国の国交回復後も、日本の植民地支配の未精算問題として、2009 年には、「郵便

貯金等補償請求」が法廷に出されていることが報告されました。ついで映像報告「在サハリ

ンコリアンを理解するために作成した教材『サハリンから来た崔アンナ』に関して」を梁
ヤン

千賀子
チョナジャ

さん（大阪市舎利寺小学校）が話して下さいました。	
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	 その後の企画として、日本で生活するイスラム教徒のﾌｨｰﾙﾄﾞワークを企画しはじめました

が、財政的な理由で取りやめました。また、前世話人代表の日野謙一さんの新しい職場の祝

賀会を企画しましたが、本人の辞退で、取りやめました。	

	 第 45 回企画の研究集会「東日本大地震・福島原発事故から５年、子どもたちの明日のため

に」は、8月 28 日（日）、午後 1時より関西学院大学大阪梅田キャンパス 1405 号教室で行い

ました。下橋邦彦さんの司会のもとで、35名の参加を得て、開催されました。	

第１報告は元女川中学教員で現在 NPO 法人キッズナウジャパン事務局長の佐藤敏郎さんが、

「子どもたちの命を真ん中にして～～『未災地』が被災地に学ぶこと」を、お話下さいまし

た（佐藤さんについて朝日新聞が 2016 年 10 月 19 日に大きな紙面で紹介されています）。報

告の第 2 は原発賠償関西訴訟団代表・東日本大震災避難者の会 Thanks＆Dream 代表の森松明

希子さんが、「震災から 5年、母子避難、福島から大阪へ～普通の暮らし	 避難の権利つかも

う安心の未来～」をお話し下さいまし。第 3の報告は関西大学総合情報学科 1回生・「たかつ

き保養キャンプ」子どもチームリーダーの高谷佳奈さんが、「被災地訪問から学んだ『人との

繋がりの大切さ』」をお話して下さいました。	

9月 19 日（月）には、北山雅博さんを偲ぶ会が、関西学院大学のランバス記念礼拝堂で開

催されました。関学の舟木先生が開催を主導され、当日は司会をされました。本会の加藤も

この偲ぶ会の呼びかけ人となり、また本会も関西学院大学人権教育研究室とともに「協力」

とさせていただきました。思い出を関学から 3 名、本会からは加藤が話しました。参会者は

本会からの出席者を含め 80人を超えました。	

10 月 17 日の世話人会での会計報告では、現在、本年度会費の未納が目立ち、お願いを続

けていくことを決めました。会計状況は昨年度会計決算時の残高から、カンパによって踏み

とどまっている状況です。	

	 第 46 回研究会は、12月 4日（日）午後 1時から 3時半まで、関西学院大学大阪梅田キャ

ンパス 1405 教室で、この年 7月に起きた相模原事件を考えるために、加藤の司会のもと、行

われました。「生命の差別について～～相模原事件は終ったか」を八木晃介（花園大学名誉教

授）が話して下さいました。	

	 第 47 回は 2017 年 3 月 26 日（日）、関西学院大学大阪梅田キャンパス 1405 教室で行われま

した。10時半から 12時までは加藤の司会で、特別報告「マイノリティー女性にたいする複

合差別について」を元百合子さん（元大阪女学大学院教授）が話して下さいました。	

	 午後 1時からの研究会では、テーマ「現代の人権教育の課題」の下、鍛冶彰さんの司会も

とで開催しました。報告１として「高等教育機関における人権教育についての基礎的研究」

を、板山勝樹さん（公立大学法人・名桜大学教員養成支援センター長・教授）松下一世さん

（佐賀大学教授）、報告２として「能動性を引き出す人権学習へのチャレンジ～高校生の変化

と新しい人権学習への模索」を、小川隆史さん（大阪府立福井高等学校教員）が話して下さ

いました。	

	 その後、6月に大和大学を退官された下橋邦彦さんを中心に企画を追求しましたが、本人

の辞退で成りませんでした。	

	 第 48 回の研究会は、2017 年 8月 27 日、関西学院大学大阪梅田キャンパス 1405 教室で、
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テーマ「どう考えどう取り組むか『特別の教科	道徳』と人権教育」のもと、出水正一さんの

司会で行いました。遠隔地からの参加者もかなりあり、久しぶりの活況となりました。	

第一部の報告１を「人権教育と道徳教育の関係性と課題」を森実さん（大阪教育大学教授）

報告２を「教科化される『道徳』と人権教育の現状について」を柏木康夫（全国人権教育研

究協議会事務局長）、報告３を「人権教育を基盤とした『特別の教科	道徳』授業の試み」園

田雅春（大阪成蹊大学教授）が話されました。第二部は園田雅春さんをコーディネーターと

してパネルディスカッションを行いました。フロアからも熱心な質問、意見が出され、報告

者との応答が 5時まで、続けられました。この問題に対する皆さんの関心の高さを伺うこと

ができました。	

	 第 49 回研究会は 2018 年 1月 28 日（日）午後１時から５時まで、関西学院大学大阪梅田キ

ャンパス 1005 教室で、住友剛（京都精華大学人文学部教授）さんが「人権教育の課題として

の『学校事故・事件』」について、話してくださいました。	


