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１. わたしの経歴と京都府の高校教育 

初めに私の経歴とともに京都府の高校教育が

どう変わってきたのかについてお話しします。 

(１） １９８６年、京都府立朱雀高校通信制課程

に配属 

私は大学卒業するとすぐ１９８６年、京都府立

高校に採用され、府立朱雀高校の通信制課程に配

属されました。私の最初の授業（英語のリーディ

ング）に行ってみると生徒は全員私より年上でし

た。当時の通信制課程は定時制高校にも行けない

人達のための高校でした。 

しかし、私が就職した頃から通信制課程にも若

者が急増し、様相が大きく変わってきていました。

中学に不登校で行けなくてどこの高校にも進学

できなかった子、全日制高校を中退、でも高卒資

格は欲しい子、そういう子がどんどん転入、編入

し始めた頃です。その頃、京都の高校は類型制度

（Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類）が始まっていて、学校に適

応できない子をどんどん通信制に転学させる状

況が生まれていたのです。中卒者のための本来の

通信制課程の生徒定数は１６０人でしたが、全日

制をやめて通信制に転学してくる子の数がそれ

を上回って増えてきていました。通信制がマンモ

ス化し、私の担当したクラスも生徒数６０人以上

となりました。通信制課程にいながらにして類型

制度の矛盾を実感していました。 

１９８６年は府立高校の管理強化が始まった

年でもありました。この年から新規採用教員の研

修会が宿泊を伴うものになり、朝は国旗掲揚、ラ

ジオ体操からのスタイルで行なわれました。あら

ゆる研究会の会長を校長が担うことになりまし

た。それまでは一般の教員が担当していた役割で

す。「管理運営規則」が定められ、職員会議は議

決機関ではないとされました。 

この年すべての府立高校に三本のポールが設

置され、常時国旗、府旗、国体旗が掲揚されるよ

うになりました。この年が京都国体の年で、国体

終了後は国体旗が校旗に変わりました。採用され

て半年後、ある中学校の音楽の先生が試用期間を

過ぎたところで不適格だという理由で解雇され

るということがありました。その先生は君が代の

伴奏を拒否されていて、それが本当の理由ではな

かったかと思います。 

（２） １９９６年、京都府立鴨沂高校へ異動 

朱雀高校通信課程を１０年間勤めた後、１９９

６年、府立鴨沂高校全日制課程に異動しました。

鴨沂高校はとても異質な高校で、類型制度はかな

り定着していたが、それでもⅠ類、Ⅱ類を完全に

分けてしまうのではなく、ホームルームはⅠ類も
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Ⅱ類も当時は商業科も含めて生徒を混成させる

という高校でした。そのような高校は少なくて朱

雀と鴨沂だけになってきていたと思います。「鴨

沂の自由」という言葉もあって、自由・自治・人

権平和を中心に据えた学校で、１６年間、本当に

いろんなことを勉強させてもらいました。 

１年生の３学期に研修旅行があって、私が最後

に広島に行った学年でした。翌年から沖縄に変わ

りました。研修旅行の準備には研修旅行委員の生

徒たちも連れて旅行先の下見に行っていました。

宿泊宿はどこがいいか、まとめの集会ホールはど

こがいいかまで生徒たちと相談しながら決めて

いました。広島県の大久野島と言うのは戦時中毒

ガスを作っていた島ですが、そこにも一泊して研

修旅行しました。 

そのうち、「総合的な学習の時間」というのが

導入されてきました。多くの高校ではこの「時間」

を受験勉強のために使うなど本来の趣旨とは違

う内容で実施していたようですが、鴨沂高校は本

来の趣旨に即して対応しようということで、研修

旅行の事前学習の時間に充てることにしました。

沖縄研修旅行の事前学習を毎週１時間、１年間か

けてみっちりやり、その学習成果をもって沖縄に

行くようにしていました。 

（３） ２０１２年から府立乙訓高校全日制へ異

動 

乙訓高校には体育系のスポーツ健康科学科と

いうのがあって、体育系クラブ中心の学校になっ

ています。朱雀、鴨沂には制服がなく、二足制で

もなく土足の学校でしたが、教師になって初めて

制服のある学校に赴任することになりました。靴

も三足制で、体育館用、上履き、下履きとありま

す。 

制服の着こなしの決まりもものすごく細かく

決められていて、ちょっと理不尽ではないかと思

われるような校則もありますが、これが当たり前

の府立高校（スタンダード）なのかなと思いまし

た。 

今３年生の担任をしています。 

（４） 今年から変わった京都府立高校の入試制

度 

みなさんご存知でしょうか。今年春の新入生か

ら京都の府立高校の入試制度が変わって、総合選

抜が完全に無くなりました。「前期選抜はいらん

な」と現場の教師も言っています。前期選抜をや

ることによって現場も物凄く大変ですし、入試を

何度もやることは大変疲れます。ミスのないよう

にということですごく神経も使いますし。乙訓高

校のスポーツ健康科学のようにその学校独自の

入試問題はその学校内で作らなければならない

んですけど、入試問題を作るのは大変な手間です。 

そういう手間もありながら、前期選抜で多くの

生徒が不合格になる。そこからまた中期選抜をや

って、そこからまた落ちる子がいて。本当に困っ

た制度だと思っています。でも何年かしたらこの

入試制度も落ち着いて、他府県並みの偏差値輪切

りの京都府の教育になるのかなあ、という感じで

す。 

 

２. 新英語教育研究会の会員として 

私は民間の研究団体、新英語教育研究会に所属

しています。私の子どもがまだ小さい間は名前だ

けの会員でほとんど行けていなかったのですが、

最近は子どもも成人したのでやりたい放題やっ

ていて、今日もこの後でその研究会の会合がある

ので駆け付ける予定なのです。 

(１） 新英研（新英語教育研究会）とは 

この研究会の中には平和教育という分科会が

あります。全部で１０の分科会があって、全国大

会の時にはいろんなテーマ別に分かれて研究会

をします。 

『民主的な人間形成の力となる外国語教育を

めざし、「外国語教育の目的論の確立」「豊かな教

材の開発」「国際理解・連帯をすすめる平和教育」

「自己表現の活動」などの研究・実践』を行なう

とともに、『時々の課題に、提言、要求、運動を

すすめる』研究団体です。ですから例えば、「小

学校に英語教育の導入」ということになったら、
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それについてのいろんな意見を文部科学省に提

言するといった活動に熱心にとりくまれている

大学の先生方もメンバーになっておられます。み

なさん、平和教育といったら社会科でやられるも

のと思っておられる方も多いと思いますが、意外

と英語は平和教育に近いところにある科目なん

です。 

(２） 教科書を使って、どのような平和教育を教

えることができるか 

英語の教科書で平和のことを教材にしている

実態を調べてみたかったんですが、なかなか網羅

はできません。そこで今までに私が教えたことの

ある教科書の中にどのような教材が載っていた

のかをあげてみました。 

 原爆に関して………「しんちゃんの三輪車」、

「佐々木貞子さんの物語」、「原爆ドームの模

型」 

広島の原爆記念資料館に展示されてい

る三輪車、折り鶴をモチーフにした物語

や、原爆ドームの模型作りにとりくむ高

校生の話なども教科書に載っています。 

 沖縄戦に関して………「白旗の少女」、沖縄

関連の副読本（夏休みの課題等） 

沖縄についてはいろんな副読本が出版

されています。中には沖縄文化のことも

ありますが、沖縄戦のこと、米軍兵によ

る暴行事件に抗議する県民集会の様子

なども英語の教材として冊子になって

います。私たちはそういうものを夏休み

の宿題にしながら生徒に教えています。 

 ホロコーストに関して………「アンネフラン

ク」、「杉原千畝」、「ハンナのカバン」 

 地雷の問題、公民権運動も取り扱われていま

す。 

英語の教科書には平和教育の本当に豊かな教

材がいっぱいあります。 

(３） 新カリの教科書は？ 

ところが、新カリ（新学習指導要領に基づくカ

リキュラム）の教科書はどうなっているのかなと

思って調べてみました。今の高校２年生から後の

学年が新学習指導要領による教科書になってい

るんです。インターネットでいろんな教科書会社

の教科書の目次をざーっと見てみただけなんで

すが、びっくりするぐらい今まで載っていた平和

教材が無くなっているなあ、という印象です。も

っときちっと厳密に調べないと分らないんです

が、平和教材がなくなって、道徳的な感じの教材

が増えているのではないかという印象を持ちま

した。 

このことは英語の研究会にも持ち帰って、そこ

には教科書会社の人も来ているので実態を聞い

てみたいなと思っています。 

 

３. 投げ込み教材の活用と「アレン・ネル

ソン」との出逢い 

私がここ数年、「投げ込み教材」を使ってやっ

てきた平和教育の実践の紹介と、それに対して生

徒達がどう受け止めているかを、生徒の現状も含

めてお話ししたいと思います。今年３月に行なわ

れた高校教育シンポジウムにおいてレポート発

表をしたのですが、その時のレポートの概要を抜

粋で以下に紹介し、それに沿ってお話しします。 

(１） 私が授業やホームルーム活動で念頭に置い

ていること 

私は、「平和な社会を実現する主体者となるこ

と」「批判的に物事を見て容易にだまされないよ

うにすること」「多様性を尊重し人も自分も大切

にできること」、そのような力を持った生徒を育
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てることを念頭に置きながら授業やホームルー

ムに取り組んでいます。 

(２） 乙訓高校の概要 

今のところまだ私の担任している学年はいろ

んな生徒が混在している状況です。４年生国公立

大学をめざしている子、就職希望の子、これから

どうなっていくのか不安ないろんな意味でしん

どい子たちも。 

スポーツ健康科学科ができてから非常に校則

の厳しい学校になって、見た目生徒はピシっとし

ていてお利口さんのように見えますが、蓋を開け

たら普通の高校生です。 

(３） 生徒の状況 

クラブの生徒達はピシピシ動くんですけど、不

本意入学の生徒もまだ私の学年にはいます。これ

からは不本意入学と言う言葉もなくなっていく

のかもしれませんが、でも偏差値で輪切りになっ

たらなったで、「この学校が自分には妥当か」と

いうふうに高校を選ぶ子も増えていくかもしれ

ません。 

アルバイト中心の生活の生徒とか、ゲームばっ

かりやってるんと違うかなというような子たち、

そして家庭が家庭として成り立っていないよう

な厳しい状況の子たちもいます。父子家庭で父親

がずーっと仕事に行っていて、ほぼ本人の一人暮

らしに近いような子とかもいます。京都市内の高

校勤務が長かったせいか長岡京市に行くとやっ

ぱりちょっと「文化力」は低いのかなと思います。 

それから、いろんなことを学校がああしなさい、

こうしなさいと指示することが中心の学校なの

で、生徒が自分たちで話し合って何か決めるとか、

求められた枠の外にはみ出るとかの馬力は全然

ないなあ、と思っています。 

(４） アレン・ネルソンとの出逢い 

そんな中で、私が生徒に是非紹介したいと思っ

た教材に出遭いました。それがこれかにお話しす

る元アメリカ海兵隊員アレン・ネルソンの講演記

録と、彼の死後作成されたＤＶＤ『９条を抱きし

めて』です。この教材に出遭ったのは新英研の京

都支部での例会です。 

アレン・ネルソンは元米軍海兵隊員で、沖縄で

訓練を受け、ベトナムで戦争体験をした人です。

訓練はどんなものか、実際の戦場はどんなものか、

生々しく語られています。彼はベトナムでの戦闘

中たまたま少女の出産シーンに出遭ってそこで

人間性を取り戻します。帰国後彼は長年に渡って

ＰＴＳＤに苦しみますが、それを克服し、日本で

毎年のように講演活動をしてきた人です。そんな

アレン・ネルソンの講演記録を是非教材にしたい

と思いました。 

(５） 「アレン・ネルソン」を教える～具体的な

進め方 

 講演記録の中から特に読ませたい部分を３

章選び、夏休みの宿題として読ませました。

夏休み明けにはテストを行ない、内容が理解

できているかを簡単にチェックしました。 

 夏休み中このＤＶＤ『９条を抱きしめて』が

完成しました。このＤＶＤを製作されたのは

「アレン・ネルソン平和プロジェクト２０１

３」という団体ですが、講演、インタビュー、

対談、漫画を使って構成されたドキュメンタ

リー作品です。授業で見られるようにという

ことで５０分の長さにまとめられています。

生徒たちにこのＤＶＤを見せようというこ

とで、夏休み明けの文化祭でガタガタしてい

る時期でしたが授業で見せました。 

 この作品を見ますと、戦争って、貧しい人た

ちが大学に行く学費を得るために軍隊に入

ったり、前線に立たされたりという構図がよ

くわかります。しかも白人よりも黒人の方が

過酷な戦場に送られるという状況も出てき

ます。戦争というのは本当に格差社会から生

まれる、底辺の人たちが前線に立たされる、

そこでも人種差別がある、いろんなことが分

ります。 

 戦争に行ったら英雄になれると信じて行っ

た彼がＰＴＳＤに苛まれて、生活が無茶苦茶

になってホームレスになってしまって、それ

を見かねた高校時代の同級生から「あなたの
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戦争体験を小学校の子どもたちに話してあ

げて」と頼まれて、初めは自分が人を殺した

ことを話せなくて悩んでしまうところも出

てきます。戦争というものが命を奪われる側

だけでなく、命を奪う側にとってもすごく過

酷なことで、戦争の被害者なんだということ

がすごくよく分ります。 

 アレンさんはその中で日本の憲法９条が世

界にとっても宝であるとハッキリ言ってい

ます。自分は沖縄で訓練を受けたからという

こともあるけれど、自分のお墓は日本に作っ

て欲しいといって、石川県の光闡坊というお

寺に遺骨はあるんです。ずーっと日本が大好

きで、初めて憲法９条のことを知った時、す

ばらしいと言って思わず飛び上がり、すごい

ショックを受けたという場面も出てくるＤ

ＶＤです。 

 ＤＶＤを視た後で生徒たちの書いた感想の

まとめを全部プリントして配ってわたしか

らコメントするという形でこの授業は終わ

りました。 

 ここで、生徒たちだけでなく若手教職員の状

況についても知っておいて欲しいと思いま

す。 

若手の先生方としゃべっていて、ホロコース

トとかアウシュビッツとかを知らない２０

代の先生方がいるんです。特にうちの学校

（乙訓高校）はスポーツの専門家が来られる

ので、いわゆる教員養成課程出身ではない人

たちがうちの学校にはいるんです。若手の教

員の中にはホロコーストやアウシュビッツ

を知らない人がいるんだということが分り

ました。 

 私たち自身はそういうことをどこで習った

のかとふりかえってみると、必ずしも社会科

の授業で習ったわけではなく、例えば人権学

習で習ったとか、担任の先生が雑談のように

しゃべっていたとか、そういう中で私たちは

いろんなことを知ったな、と若い頃のことを

思い出すんですよね。憲法の平和主義とか、

戦争の歴史とか、社会科の責任ではあると思

うんですが、科目や教科書の範囲だけでなく、

いろんな機会に、意識的に、我々がそういう

ことを語りかけていかないといけないと痛

感しています。 

 私が採用された頃と比べて、京都の教育は大

きく変わってきたと思います。私が採用され

た頃、国語や社会の先生たちが、教材、テス

トでどういうことを問うかについて、上から

文句を言われていたという記憶があります。

政治的な内容はダメとかね。学校が管理的に

なればなるほど、先生方自らがタブーのよう

な空気を作り出していたこともあると思い

ます。こんなこと言ったら睨まれるんじゃな

いか、とか。 

 一方で、そういうことに対してためらわない

で、ちゃんと語り、教え、いろんなものを見

せれば、生徒はしっかりと聞きますし、感じ

る心を持っています。素直な反応を返してく

れると思います。 

(６） 被爆体験を教える～長崎の被爆者体験英訳

を使って 

新英研では『新英語教育』という雑誌を出して

いてその中に「新英研の宝・教材のチカラ」とい

う連載があって、そこに私の書いたものを今日は

紹介しています。内容は長崎の被爆証言を英訳さ

れた本『Voice of the A-BOMB survivors NAGASAKI』

(長崎の被爆体験集)を活用した教材についてで

す。この冊子を英訳された廣瀬方人さんの講演を

聞いたことがあって、以前から何とか教材にでき

ないものかと思っていました。 

教科書ではいろんな被爆体験が取り扱われて

いますけど、最近の高校生のどれぐらいが本当に

広島・長崎に行っているのかはよく分りません。

私が鴨沂高校にいた頃は研修旅行で広島に行っ

て、被爆者の方から直接被爆体験を聞くこともし

ていましたし、事前学習では京都在住の被爆者の

方を学校に招いて講演会をやるなどもしていま

した。そういうことを思うとこの頃は被爆者の経

験を聞くというのはなかなかないんじゃないか
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なと思って、そういうこともあってこの冊子の中

の被爆体験をなんとか教材にできないかと思っ

たのが一つです。 

もう一つは、教科書では原爆ドームの模型を作

る高校生の物語があったので、この物語を補強す

るためにも長崎の被爆体験者の話を英語で読む

のは意味のあることだと思いました。 

実際の活用は、定期考査における「応用問題」

として教材を読ませる方法をとりました。とりあ

げたのは Yose MATSUOさんという被爆当時５５歳、

手記を書かれたのが８５歳の時の方の被爆体験

の英文です。考査が終わって生徒たちにテストを

返す時が被爆体験について授業するチャンスな

のです。英文の手記の横に日本語訳文をつけて、

それを説明しながら、被爆体験をその場で読ませ

ていきました。 

授業ではできない、教科書にも載っていない、

だけど読ませたい教材がある場合、このようにし

てテストの最後の応用問題として、生徒に教えた

いことを伝えていくことができる、ということで

す。こんな場合も選ぶ英文が難し過ぎると生徒た

ちは全然読めないので、どの程度のものを選ぶの

かということは、かなり練らないといけないんで

すけど。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 生徒たちはどう受け止めているか 

夏休みの課題であるアレン・ネルソンの『戦争

論』を読んで、そしてＤＶＤ『９条を抱きしめて』

をみて生徒たちには「感じたこと、考えたこと」

の感想文を書かせました。生徒の感想文をそのま

ま読んでもらうのが一番いいかなと思って、私の

教えた生徒８０人全員の感想文を今日は持って

きました。これを読んでもらえれば今の生徒の様

子がよく分ってもらえるかなと思います。 

その中から特徴的な感想文をいくつか紹介し

てみます。 

 「今まで戦争についての授業はあったけど、

英文ということもあり深く読むことができ、

とても良い経験になった。」と書いた子もい

ました。 

 「戦争はダメ」とか「戦争は二度と起こして

はいけない」っていうのは誰でもそれ位のこ

とは言うんですけど、それがどこまで心から

実感を伴った思いになっているかといえば、

全体的にはまだまだやなと思うんですね。で

もそんな中でもこんな感想を書いた子もい

ます。 

「今までこんなに詳しく戦争の話を聞いた

りみたりしたことがなかったので、ざっくり

したことしか知らなかったけど、この話を聞

いて、戦争に行くと精神的にもショックを受

けることがよくわかりました。」 

「一番印象に残ったのは、アレンさんが人の

命の大切さに気づいた場面です。人の命が生

まれてくるのを見て、人の命の大切さに気づ

く、これはすばらしいことだと思いました。」 

「戦争戦争って他人事のように言ってきた

けど、僕たちには第９条があったから他人事

のように言えるけど、このビデオを見て、本

物の戦争って言うのは僕らが想像してる以

上に残酷で悲惨なものだと感じた。なので、

これからの僕たちがやるべきことは今まで

僕たちを守ってきた第９条を守ることだと

思う。」 

「自分とあまり変わらない年で兵士になっ

たり、戦争を経験したり、国や時代が違えば

こんなにも世界は変わるんだと思いました。

また、同じ人間なのに差別をしたり、殺した

り、殺されたり・・・・戦場には正義なんて

ものがないということを強く感じました。日
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本国憲法の９条は、たくさんの人の死や悲し

み、憎しみがあっての９条なんだと思いまし

た。」 

 「自分は戦争など経験したこともなく見た

こともない。戦争とは悲しみであり、あって

はならないことだと思う。今日本では９条の

改正の話が上がっている。確かに自衛隊の

人々を保障することにはなるかもしれない

が、ネルソンさんの講演でも言っていたよう

に、軍隊を保持し、戦争に参加できるように

なってしまうことになる。その改正について

の投票を自分たちがすることになるんだと

思うと、その一票が大事だと思うし、責任を

感じる。ネルソンさんの思いが無駄にならな

いように、自分もそう言った意見を持ち、一

人の国民として投票に参加しないといけな

いなと思うことがあった。」 

この子は、自分は絶対９条守らなあかんと

は思わへんけど、責任もって投票せなあかん

なと、非常に誠実で正直な感想を書いてくれ

たなと思います。 

 「実際の戦争は、映画みたいにかっこいいも

のでもなく、ただただ残酷で、卑劣でむごい

ことばかりで、驚かされることばかりでし

た。」 

想像してるだけの、頭で知っているだけの

戦争とは実際は違うんだということに少し

は気がついてくれたかなと思います。 

 「戦争は殺される側も殺す側も被害者なん

だとわかった。」 

「アメリカには兵士を募集するセンターが

あるのを初めて知った。アレンさんはとても

貧困でしかも黒人差別もあってひどいなと

思った。最初はお金をたくさんくれると言っ

ていたのにくれないのはひどいんじゃない

の、と思った。アレンさんの死に方も枯葉剤

で死んだなんてとてもかわいそうだと思っ

た。」 

「兵隊の募集をアルバイトの求人のような

ポスターを作って、兵隊はみんなのヒーロー

だと言い、だまされた若者が兵隊になったの

を見て、こんなこと間違っていると思いまし

た。」 

「最初軍に入るための理由が貧しいからな

どの理由だったことに驚いた。」 

このあたりのことに気づいてもらうこと

がすごく大事だと思っています。結局貧しい

人たちが兵隊になって入っていくという構

造をしっかりつかんで欲しいと思います。 

 「戦争に行った兵士たちはみんな、敵を殺す

ことはためらわないと思っていたけど、そう

いうわけではないのだと思った。実際の戦場

での出来事を映像で見るのは好まないけど、

兵士だった人から兵士の目線での体験談は、

貴重なものだと思う。」と書いた生徒もいま

した。 

 この他の生徒の感想もしっかり読んでほし

いと思います。 

 今の生徒たちの現状というのは、伝えればち

ゃんと聞く耳を持っているし、感じる心も持

っているけれど、意識的に伝えていかないと、

学校の教科だけではやっぱり限界があるん

ではないかと、私自身は思っています。本当

に騙されて戦争に行ってもらうわけにはい

きませんので。“教え子を再び戦場に送らな

い”というのは教職員組合のスローガンでも

あるんですけど、教員として、それは絶対に

守らなければならないことだと思ってます

し、そのための力をしっかりつけるようにし

ないといけないと思っています。 

 

私の非常に個人的な経験を中心とした話です

ので、他所の府立高校はどうかとか、他所の教科

はどうかとか分らないことはたくさんあるんで

すけど、以上で終わりたいと思います。ありがと

うございました。 
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学習講演会参加者からの質問＆感想 
 

会場から 

「先生のような教師は少数派？」 

西田先生のような感じで教壇に立たれている

先生は少数派なんですか？少数派だとは思いま

すが、でも生徒は幸福ですね。 

西田先生 

「少数派。でもちょっとずつでも変えていきま

す」 

少数派だと思います。 

私は教職員組合に所属していまして、この４月

から職場で分会長になりました。昨年度から週に

１回程度分会ニュースも出しています。もちろん

分会のニュースなので権利のこと、賃金のことも

少しは書きますが、私はそのことよりも、京都の

高校の入試制度が変わるとはどういうことなの

かとか、高校教育シンポジウムに行ってきて『９

条を抱きしめて』やってきたよとか、そういうこ

とを結構書きます。若い人たちを教育するつもり

で。昨日も若手の教員に、今日のこの学習講演会

のレポート見せて渡したんです。そしたら「あ、

平和教育ですか、ありがとうございます」と言っ

て受け取ってくれる社会科の若い教員もいまし

た。だからチマチマとはしているんですが、一気

に世の中変えるというのはなかなかできないで

すしね。 

職場の歓送迎会でも、分掌部長の先生なんかが

隣に来て、「なんかいろいろとまずいなと思うん

ですけど、一発で世の中変えることってできませ

んかね」って言うんですよ。「それは危険ですよ、

ヒットラーが生まれた時と同じ発想ですよ。橋下

大阪府知事・市長が出てきて、世の中変わると信

じた人たちが裏切られているでしょう。そういう

発想じゃなくて、みんながチマチマちょっとずつ

やらないとしようがないんと違う」というような

ことを話したりしてるんです。 

会場から 

「乙訓高校も変わったんですね！」 

私は乙訓に住んでいて子どもが２人乙訓高校

の卒業生です。学校の様子をお話しいただいて随

分と変わったんやなあ、全然イメージが変わった

と思いました。校舎の建て替えや商業科がなくな

ってスポーツの科ができたことなどは聞いてい

ましたが、生徒の中身のことなど今日のお話で非

常によく分りました。 

お話しの最後の生徒の感想文のところは、これ

はこれできっちり受け止められているのではな

いかと思いました。そういう意味でとても大事な

内容だと思いました。以上感想です。 

会場から 

「国民投票１８歳から提案を前にして」 

今国会で審議されている国民投票法の改定案

では、国会が憲法改定を発議したら国民の意見を

聞くというのを１８歳からにすると提案されて

います。２０歳からではなく１８歳からにして、

それに合わせて選挙法の方も１８歳に下げると

いう話なんですよね。とても誠実に正直に「よく

考えて投票しなければならない」と感想書いてい

る生徒もいたわけですけど、高校教育、中学教育

も含めてとても重要だなと思いました。 

１８歳の子どもが判断するというと、なおかつ

投票には行かない子もいたとしたら、例えば３

０％の投票率でもその過半数で憲法変えるのが

通ってしまう、という事態の来ることに今直面し

ています。今日のお話しを聞いて、子どもたちの

学校教育のことについてもっと目を向けないと

いけないなと思いました。感想です。 

西田先生 

「教員自体が話し合うことができない～危惧

すべき実態」 

今の学校現場のことで私が危惧しているのは

教員自体が話し合うことがものすごく下手にな

っていることで、心配なんです。恥ずかしいんで

すけど、職員会議は、各部の部長とかがぶわーっ

と発言して、ほとんど質疑応答もないまま、早い
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時には１５分位で終わるんです。だから延々と２

時間も３時間も議論してたことがもう昔のこと

のようで、本当に議論しなくなったと思います。

そのことの弱さがあって、自分たちが話し合い出

来ないのに生徒たちに話し合いの方法なんて教

えられるわけないんですよ。そのことが一番、何

とかしなければならないと思っていることです。 

会場から 

「社会科の先生への圧力が強まっていて」 

私は先ほど話に出てきました口元チェックさ

れてる自治体の高校の社会科の教師をしていま

す。 

大阪の状況を言いますと、社会科は本当にもろ

に攻撃がかかってくるんですね。私の勤めている

学校では日本史の教科書でＡ出版社の教科書「日

本史Ａ」を採用したんです。それが９校だけだっ

たんですけど、その９校にその教科書の採用をや

めろと圧力がかかりました。私のいる学校では社

会科の教員が話し合ってそれをはねのけました。

そして９校とも全部この教科書採用でねばった

ので、これは教育委員会も守らざるを得ないとい

うことで、採用教科書は変えずに今年は来ていま

す。 

でも東京都は全部自主規制してその教科書は

採用しないことになってしまいました。直接的に

は社会科の教師に対する攻撃がすごく強くなっ

てきています。恐れるのは、先ほども言われたよ

うに、教師の方が先に自主規制してしまって、無

難な方にしておこうとか、これは教えないでおこ

うとか、この教材はやめておこうとかになってし

まうことではないかと思います。私も再任用なん

ですけどできる限り学校の教科に残って、コミュ

ニケーションを強めて、頑張れるところを頑張っ

ていこうと思っています。 

それからアレン・ネルソンさんのＤＶＤ丁寧に

使っていただいてすごく嬉しく思いました。私、

このＤＶＤの制作に関わりまして、私の教え子が

声の吹き込みもしているんです。出産の場面の、

妊娠したこともない女の子なんですけど、丁度出

産の苦しみのところやってまして、すごく嬉しく

思いました。みなさんも是非みていただきたいと

思います。 

最後に 

確かに西田先生のような存在は今少数派かも

しれませんが、今日紹介された感想文を書いた高

校生たち、この高校生たちはごく普通の、決して

少数派ではない人たちなんですよね、存在として

は。ですからきちんと伝わればこの高校生たちも、

聞く耳を持ち、感じる心を持ち、受け止めること

のできる人たちなんだということを、今日は確信

できたのではないかと思います。 

それから、私達「被爆２世・３世の会」で被爆

体験の聞き取りをやっていますけど、これは何の

ためにやっているか、聞いたことを伝える相手は

誰なのかをちゃんと意識しながらやっていく必

要があるのと思うのです。漫然と、一般的にやっ

ているわけでは決してない。そのためにも被爆体

験を伝えていくべき若い世代の人たちが今どん

な状況にあって、どんなことが求められているの

かを絶えず、しっかりと頭の中に置きながらとり

くんでいくことが必要になると思います。これか

らも今日のような学習会を重ねていきたいと思

います。本日はありがとうございました。 

 


