
人権住民集会
平成31年1月31日

平成30年12月1日（土） 住民自治協議会教育文化部会人権教育促進委員会、社会を明るくする運動
推進員会、更生保護女性会及び 長野市立信更公民館主催による、『信更地区人権住民集会』を開催し
ました。
第1部では、信更小学校校長先生と児童2名の発表、信更中学校生徒2名の発表、人権啓発標語最優
秀賞の表彰式、第2部では、NPO法人 ピースウィンズ・ジャパン川越 東弥 （かわごえ はるみ） さんによ
る、『中東での人道支援活動を通して伝えたいこと』 と題した講演会を行い、当日は80名もの方々にお越
しいただきました。また、本年度人権啓発標語選出校である、信更小学校の優秀作品8点を浄書いただき、
会場に掲出しました。最優秀賞の標語につきましては、今年度も全戸配布いたしますので、各ご家庭での
人権啓発のお役に立てていただけましたら、幸いです。今回も多くの方のご協力を得まして、無事に信更
地区人権住民集会を開催することが出来ました。ありがとうございました。

信更地区人権住民集会
ー人権を尊重し合う信更地区市民の集いー

人権教育啓発標語
信更小学校4, 5, 6年生より提出いただきました標語の中から、人権教育促進委員の投票において選出されました

👑👑最優秀作品

👑優秀作品

だれとでも 手と手をつなぎ 仲良しに 六年 小林 一樹

いじめはね みんな悲しむ やめようね
ひとことの 言葉は命 大切に
いじめないで わたしの心 くるしいよ
優しさは 心の傷の ばんそうこう
あいさつで 相手の心 いやされる
笑おうよ 笑顔はみんなの 架け橋だ
悲しいと 笑顔がないよ 相談しよう

五年 大矢 一輝
五年 大矢 悠衣
四年 近藤 優那
六年 大久保 帆乃郁
五年 大矢 莉亜
六年 小林 琉聖
五年 畠山 瑛太



「信更小学校の人権教育」
信更小学校 千葉節子校長

信更小学校「人権教育全体計画」（下記参照）に基づき、人権教育目標を掲げ、本年度のなかよし旬間について、動画や
スライドと共にご紹介いただきました。

【平成30年度 11月12日 – 22日 なかよし旬間】
●友だちともっと仲良くなろう ●さん、くんをつけて呼ぼう ●友だちの気持ちを考えながら話そう

平成30年 人権教育全体計画 長野市立 信更小学校

他の教育活動との関連
・キャンプ・臨海体験学習など集団
体験活動
・教育相談等による問題傾向の早期発見
・生徒指導

教職員の研修 ・子どもの実態の把握と共有 ・研修会への積極的な参加 ・指導方法の研修

具体的な取組の方向（実態をもとに）
〇基本的な人権感覚の育成

①学力を付けることによってやればできるという自己肯定感と積極性を育てる。②少人数の生活の中で、日常的な差別感情
を許さず、常に自らを振り返る態度を育てる。③学校職員同士の連携を密にし、実態を早く的確に把握し適切な指導の方法
を共有。
○コミュニケーション能力の育成

少人数なので、できるだけ地域の方や高齢者、障害を持った人、外国の方と交流を通して多様な文化や生活に触れ、理解や
共感、敬愛の念を感じ取らせたり、自分の感じたことを積極的に伝えたりしていくことの大切さに気づかせる。

１・２学年目標
＊誰とでもなかよくすることが
でき、困っている友だちに力を
かすことができる。

３・４学年目標
＊友だちと自分との違いを認
めお互いに支え合うことがで
きる。

５・６学年目標
＊自分の気持ちをしっかり表現
し一人ひとりの違いを認め合い、
お互いを尊重することができる。

指 導 の 重 点
①各教科・道徳・特別活動等のあらゆる場面において、計画的、具体的でかつ継続的に実施していく。
②児童の実情を丁寧に把握し、自他の人権を尊重する気持ちを育て、解決しようとする意欲を持たせる。

人権教育の目標
① 相手の立場になって考え、身の回りの差別問題に気づき解決しようという気持ちを育てる。

② 自己肯定が持て、自己の思いを相手に伝える態度を育てる。

○児童の実態
①友だちと仲良く生活できる
②自分の思いを表現することになれていない。
③身の回りの差別事象に気づきにくく
気づいても進んで解決しようとする姿勢が弱い。

保育園・中学校との連携
・各児童の実態の把握と共有
・保育園との交流活動
・中学校との情報交換

家庭・地域との連携
・PTAや子どもプラザへの情報
提供と合同の研修会・行事

・個別懇談会 ・個別相談
・信更応援団との連携

各教科における目標
国語：考えや気持ちを伝え合う力を身につける。 家庭：家庭生活に関心を持ち家族の一員として協力しあう。
社会：基本的人権や平和などへの共感的理解ができる。 体育：健康に気をつけルールを守って楽しく活動できる。
算数：論理的に考える力を身につける。 道徳：生き方を考える中で、自他の人権を尊重する気持ちを

持つことができる。
理科：事実に基づき科学的に考える力を身につける。 外国語：異文化への理解とコミュニケーション能力の育成。
生活：体験活動を通して身近な人々や自然とかかわる 総合：自然や人々との触れあいを通して、家族や地域を大事

にしようとする思いを持てる。
音楽：自分の思いや感情を音で表現できる。 特活：望ましい集団活動を通して互いに協力し合って生活
図工：自分の思いや感情を絵や造形で表現できる。 していくことの大切さに気づく。

○長野市教育振興基本計画

「明日を拓く深く豊かな人
間性の実現」

○｢人権を尊び差別のない明
るい長野市を築く条例｣

○学校教育目標

未来を創る信更の子
◇夢を描く
◇夢に向かう
◇夢をつなぐ



「友だちっていいな！」
信更小学校六年 小林琉聖

ぼくは、「友だちっていいな！」って思う時があります。友だちは、一緒に遊んで
くれたり、話を聞いてくれたり、やさしくしてくれたりと、いろんなことを一緒にやっ
てくれるから、「友だちっていいな！」と思います。

自分が困っていると助けてくれたり、友だちが困っているところを助けたりする
と、もっと友だちを好きになれるし、友だちがもっと自分を好きになってくれるから、
友だちとのきずなや仲良しの輪が広がります。そうすることによって、誰とでも仲
良くなれます。だから仲良しの輪がどんどん広がっていきます。いつかは、外国
の友だちが出来るかもしれません。友だちをたくさん作ればいつかその友だちは、
自分を助けてくれるし、助けてもらったお礼に今度は、自分が世界の友だちを助
けたり出来るから、「友だちっていいな！」と思えます。

逆に今度は、友だちが全然いないと、一緒に遊んでくれる人がいないのでとて
もさみしいです。一人では、だれも助けてくれません。大人になっても友だちがい
ないと、近くで話を聞いてくれる人がいません。とても孤独です。だから、子ども
のときに友だちをたくさん増やしておけば、大人になったとき、だれか友だちが自
分を助けてくれます。社会で勉強した御恩と奉公のように、自分がSOSを出して
いる時、友だちは、助けにきてくれる。逆に友だちがSOSを出している時は、今度
は、自分が友だちを助けに行く。だからぼくは、「友だちっていいな！」と思います。



「ぼくの友達」
信更小学校六年 小林一樹

友達は、そばにいると「ホッ。」とするし、うれしい。それだけではなく、楽しいし、
明るいし・・・もっともっといっぱいある。

友達は、そばにいなくても、顔を思い出せば、それだけで、はげまされる、がん
ばれる、勇気が出る。

「友達っていいな！」と思う時は、苦しい時、いやな時、大変な時、あきらめそう
な時、そばにいても、いなくても、勇気をもらう時。楽しい時、うれしい時、「ホッ。」
とする時、「ああ、友達がいて、良かったな。」と思う。

どんな時でも、はげまして応えんしてくれると、とてもうれしい。友達は、いるだ
けで、とても勇気をくれる。いつでも仲良く、勉強したり、遊んだりしてくれる。
友達が笑ったり、喜んだりしてくれると、自分のことのようにうれしい。

友達というのは、自分の心の支えであって、時には、ライバル。学ぶことも、教
えることもある。はげましたり、はげまされたりする。助けたり、助け合ったりもす
る。たぶん、まだ、たくさんある。
手と手をつなぎ、助け合う、そんな時が、一番、「友達っていいな。」と思う。

これからも、そんな友達を増やして、もっと友達のいいところ、すごいところ、友
達らしいところなど、たくさんのことを見つけていきたい。そして、たくさんの友達と、
助け合って、仲良くしたい。



人権教育強調月間を通して
信更中学校三年 中澤翼

この人権教育強調月間で、２本のビデオを見て、人権について考えてきた。そ
こから感じたことをいくつか発表する。

まず、人権生徒集会で、「聲の形」というビデオを全校で見た。耳に障がいをも
つ硝子がある中学校に転校し、クラスのみんなの対応の変化について考えた。
最初は、優しく接してくれていたが、筆談ノートでの会話がだんだん面倒くさくなっ
てしまい、だれも相手にしなくなってしまった。合唱祭をきっかけに硝子へのいじ
めが始まり、だんだん硝子をいじめていた将也へと、クラスのいじめの矛先が変
わっていった。クラスのみんなが最初は、筆談というものを楽しんでいたが、あき
るとやらなくなってしまった。合唱祭も、みんなが手伝わなかったのに、硝子さん
のせいにしていて、そのクラスは、みんな自分のことしか考えていなかったからこ
のようないじめが起きてしまったのではないかと思った。また、このいじめは、耳
がきこえないという硝子さんの個性をどうとかいっていじめている。そのような個
性をもとにいじめることは絶対にしてはいけないと思った。足が速い、遅い、高い
声が出る、低い声が出る、男性、女性、それらもすべて個性である。自分もそうい
うところで、人を傷つけてしまっていないか、もう一度確認しようと思った。また、
相手の言えない、心の声をきこうとする態度、相手のことを理解しようとする態度
があればいじめを防ぐことができることが分かった。

次に「翼をください」というビデオをクラスで見た。このお話は、県立の高校のす
ぐ近くにある「花房学園」に通う生徒たちのお話である。町の人から落ちこぼれの
学校と呼ばれ、制服で町を歩くと白い目で見られる等、苦しい毎日を過ごしてき
て、生徒達は、その気持ちを文化祭で町の人、県立の高校の人たちに伝えること
を決意した。例えば、もともと、勉強のできた人が、前日に熱を出してしまい、県
立の高校に落ちてしまって、花房学園に行くとなったときに、普通にしてくれてい
た友達が、高校の名前だけで、普通にしてもらえなくなったり、先生からもほった
らかしにされてしまったりと、みんな学校の名前だけ苦しんできた。そのような中
で、みんなに「モグラ」と呼ばれている一人の子が、「お前らも同じだろ」と言った
シーンが印象に残っている。その人は、けんかも弱く、運動も苦手で、みんなにい
じめられてきていた。そういう自分達も弱いものを苦しめているんじゃないかと、
みんなに気がつかせていた。このビデオを通して、学校の名前などの肩書きがど
うとかではなく、その人がどうかという事が大切であること、周りに変わってほし
かったら、まずは自分から変わっていかないと、周りなんか変わるわけがないこ
とが分かった。

全校のみんなに、いじめについてのアンケートをとった。すると、いじめを見たこ
とがあると答えたのが一人、いじめをされたことがあると答えたのが一人いた。そ
れに対して、いじめをしてしまったことがあると答えた人は、一人もいなかった。い
じめをしてしまっている人には、いじめてしまっているという自覚がないことも分
かった。

いじめをなくすためには、全員が自分の行動を見つめなおす必要があると分
かった。そのためにも、まずは自分から、行動を変えていきたいと思う。また、相
手のことを、外側で決めつけるのではなく、内側のところまで理解できるようにし
たいと思った。
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人権教育月間を振り返り感じたこと
信更中学校三年 丸山愛梨

私は人権生徒集会や「翼をください」のビデオを見ていろいろなことを感じた。

まず、人権生徒集会では「聲の形」というビデオを見た。そこでは硝子さんという耳
に障がいをもった人が転校してきて、始めは硝子さんのノートにいろいろ書いてくれ
ていたけど、だんだんめんどうになって冷たい態度に変わっていきいじめを受けてし
まうという話だ。合唱祭のときも耳が聞こえないので音をうまくとれない硝子さんにク
ラスの人はサポートをするなど何かできたはずなのになにもせず、最下位になってし
まうと硝子さんのせいだとみんなが責めていてかわいそうだと思った。なりたくて障が
い者になったという人は一人もいないので、そのことで笑いものにしたり責めたりして
はいけないと思った。このいじめは一人一人相手の気持ちを考えて行動すれば起こ
らなかったと思うし、勇気をもって注意すれば早くこの差別は終わっていたと思う。だ
からいじめをやめる勇気、相談する勇気、とめる勇気の三つの勇気が大切だというこ
とを改めて感じた。そして最後にはロールプレイもやった。私はいじめる役だったが
言った後に罪悪感が残るし、とめられる前にいじめをしていると感じないといけないと
思った。

また、学校でいじめのアンケートも行ったが嫌がらせを受けている人はいるのにい
じめをしたという人はいなかったことにびっくりした。この結果からいじめをしていると
いう自覚をもたず、気づかないうちにいじめをしていることがあるので一人一人自分
の行動を見直さなければいけないと思った。

３年では「翼をください」というビデオを見た。このビデオでは、頭の悪い学校だとい
ろんな人からばかにされて、その学校に通っている人みんながいやな気持ちで毎日
過ごしているという話だ。このビデオでは生徒達が今、どんな気持ちなのか訴える
シーンがある。そこには「毎日地域の人達などに白い目で見られてやだ」や「この制
服を着ているだけでばかだと思われる」などという発表があった。私はそれを聞いて
学校によって差別されるのは納得いかないし、どの学校を選ぶかはその人の自由な
のに周りからそういうことを言われると通いづらいと思った。でもその学校に通ってい
る人の一人に注目してみると、その人がいじめを受けていることがわかった。そして
訴えるシーンではみんなが変わらないと他の人も変わらないと言っていた。確かにそ
うだと思った。クラスの中でいじめがあるのに他の人には「白い目で見ないでくださ
い」と訴えているのはおかしいことだと感じた。まずは自分達から変わっていかなけ
れば周りの人も変わってくれないと思った。

６月の人権教育月間から相手の気持ちを常に考えて生活する。一人一人の行動を
見直していく必要がある。自分自身を変えていかないと他の人は変わってくれないと
いうことがわかった。自分が思っていることを言って相手がどう思っているのか考え
ないと知らないうちに相手に嫌な思いをさせていることがあるかもしれないので相手
の気持ちを考えることは大切だと感じた。まだこの学校にも嫌がらせを受けている人
がいるので自分の行動を見直して自分自身を変えていき、嫌な思いをしている人が
一人もいないようにしていきたいと思った。

これからはこの３つのことを意識していき悲しい思いをする人が一人もいない思い
やりのある学校を目指していきたいと思う。
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