








歩いた歩いたコリアタウン

環状線の事故のためにスタートはどうなることかと心配しました

が、あつーいなか、歩くわ歩くわ。そう言えば大会の現地見学は歩

く！地域に根ざす歴教協大会の幕開けだなあとしみじみ感じます。

韓国と日本の関係は古代からなんだと感じるコースでした。コリア

ンタウンは、これからの日韓関係を暗示している感じです。これか

らの日韓関係がうまく行きますように願っています。これからの大

会の成功を祈ります。（兵庫）

▼ コリアタウンというエキゾチックな雰囲気に興味を引かれて参加しました。集合場

所の桃谷駅を、環状線のトラブルにもめげず、三〇分ほどの遅れで出発しました。最初の

堂ケ芝廃寺(豊川閣観音寺)は、百済滅亡後にこの地に移住してきた王族の住んでいた地だ

という。七世紀にすでに朝鮮半島との交流があったとわかった。そこから桃谷駅を通って

生野コリアタウン方面に向かうと、道路が下っている。かつては河内潟だったというが、

この潟湖が海上航路となっていたことが実感としてわかった。こうしたことは、歩いてみ

なければわからないことで、大坂の由来も実感できる。 平野川に架かっていた「鶴の橋」

は五世紀、「仁徳天皇」の時代に渡来人が架けたという。御幸森神社の「難波津の歌」も

兵庫歴教協の交流会

集合時間：2 013年 8月 2日（金）17：15
集合場所：全体会会場（千里ホール）出

口

交流会の場所は、相談の上決定します。

連絡先：（岩本賢治）

大阪歴教協会員の方へ

大阪歴史教育者協議会会員の

方は、書籍売場で、お名前を書

いて大阪の歴史教育第４６号を

受け取ってください。
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渡来人の王仁（わに）が詠んだといわれる。この

歌碑は今では日韓交流の観光スポットのようで、

他の観光団体も見学していた。 最後はいよいよコ

リアタウンである。なぜ猪飼野にコリアタウンが

出来たかはわからないが、大正時代に大阪―済州

島との航路が開かれて、済州島からの移住が多く

なったという。済州島のシンボルのトルハルバン

も置かれていた。 暑さで倒れそうだったが、コリ

アタウンの店に入って休憩したら、気持ちはコリアンになった。店の雰囲気だけでなく匂

いや人の話、出されるものはコリアを満喫させてくれた。在日コリアンとの関わりは近代

の遺産だと思っていたが、実は古代からの関わりがあることがわかり有意義な FWでした。

案内して下さった小野さんはじめ、大阪の皆さんに感謝します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

たっぷり大阪城プレコース Aに参加して～

近代初めの大阪城には天守閣はなく、天守には市

民のための貯水池があり、その周りの場内には師団司

令部や各部隊の施設、陸軍病院、砲兵工廠がびっしり

並んでいた…。そんな近代の大阪城のイメージをしっ

かり作ることができた見学会でした。

教えてもらわなければ気づかないものがたくさんありました。第四師団司令部庁舎の

脇には、西南戦争の時に造られた大阪臨時軍事病院の石碑。ここで約９３０名が亡くなっ

ています。大阪城ホールの横には大阪砲兵工廠の荷揚げ用水門がありました。城の内堀に

顔を出している地下壕の入り口も印象的でした。大阪城の下には地下壕が掘られ、その崩

落によって天守近くでは今も陥没が起こるそうです。

空襲の傷跡も十カ所近く見ました。1960 年代の修復方法も詳しく教わったので、天守

閣の石垣はとりあえずモルタルで固め、その後で石の板を張ったり、隙間に石材を詰めた

りしてあるのがよくわかりました。また、空襲の廃材を集めて建てた青屋門には、あちこ

ちに焼け焦げた部材があるのが衝撃的でした。

今の天守閣は、昭和天皇の即位を利用して市長を中心に市民の寄付金で建て、その時

に軍用地の一部を公園として市民に開放させた話はすばらしいです。その一方で、軍との

交換条件で、市民の寄付金の 53 ％を使って師団司令部を新築したこと、開放された公園

に一部市民によって「教育勅語 40 年」を祝う記念碑が建てられたことは、今につながる

反動的な動きも感じます。 同僚や子どもたちにも教えたいことがたくさんできました。

小松さん、大阪歴教協の皆さん、どうもありがとうございました。（三重）
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猛暑のプレ 救民の志、現代を照らす
Ｂコース

大塩の乱と近代大阪の夜明けの地を訪ねる

集合場所は大阪市役所前。入口にはどー

んと「大阪グランドデザイン」なる模型。「世

界一の都市をめざす」なんてうたっている

が、伝統や文化へのリスペクトは感じられ

ない。そういえばヒトラーもベルリンの都

市改造計画を練ってたとか。結果は廃墟だ

ったけど。

重厚な建築物
そんなことを考えながら出発するといき

なり奴めの標的の中之島図書館。重厚な立

派な建造物である。あくまで図書館だ。形だけ残して美術館にしたってしょせんハリボテ。

その隣が中央公会堂。これもまた立派な建物でよく空襲を逃れたなあ、という感じ。戦災

の被災者が避難していたという。こちらも本来の目的で使いたいもの。

土佐堀川を渡って緒方洪庵の適塾へ。教科書で写真を見たことしかないのでやはり現場

に行くのはうれしい。中には学生たちがズーフハルマ(辞書)を奪い合って学びあったとい

うズーフ部屋。そして学生たちの大部屋。畳一条の「マイスペース」の場所は成績で決ま

ったという。う～ん、競争主義も考えものだ。部屋の真ん中の柱には無数の刀傷。結構ケ

ンカも絶えなかったというが席次が落ちてキレていた学生もいたのかな、なんて。

緒形洪庵、五代友厚が立つ
適塾の周りもすっかりビルばかり。緒方洪庵先生の像も居心地が悪そうだ。近くには愛

珠幼稚園。木造の渋い園舎でなんとこれが市立！なんでも壊す市長に狙われないか心配だ。

北浜には大阪証券取引所。創設に貢献したという五代友厚の像が立つ。五代は大阪造幣局

の設立にも関わったそうだがそうやって政府とコネをつけていたのか。近くには大阪会議

の会場になった料亭の後があるそうだが工事中だった。授業ではさらっと済ませてしまっ

たが都市の中にも歴史は残っているのだ。

「反逆者」大塩親子の墓
いよいよ猛暑の中を大阪造幣局へ。その官舎の一画に洗心洞跡。大塩平八郎の私塾がこ

こにあったという。大塩はここで決起したのだ。近くには銃弾の痕が残っていた槐の木が

あったそうだが残念ながら枯死してしまい、今は道路の脇に碑が残るのみ。

最後に成正寺へ。ここに大塩平八郎親子の墓がある。「反逆者」大塩は長いこと墓の建



立も許されず明治になってようやくこの寺に墓がつくられ、近年には乱の参加者を顕彰す

る碑も立てられた。碑文にも書かれた彼らの「救民」の旗の複製も見せていただいた。本

当の意味で「救民」の志を持った政治家が大阪から出てこないものか、と怒るのは大阪の

皆さんに失礼ではと思いつつ熱くなった心とカラダをビールで冷やしにいくことにした。

（埼玉県・Ｏさん）

ビルの谷間に歴史が点在

暑い大阪、たくさんたくさん歩きました。久しぶり、また会いましたね、お元気でし

たか、がんばってますね…と、声をかけあう心地よさ。疑問に答えてくださる方、熱心

に写真撮られる方、みなさんの中にいると、それだけでエネルギーをもらいます。今

職場の若い方と一緒に参加しました。初めて参加したその方も、みなさんの歴史の造詣

の深さと熱気にビックリ。ビルの谷間に数々の歴史が点在する大阪、すてきだなあ…

見直しました。暑さの中、声を張り上げ説明してくださった現地大阪のみなさをん、あ

りがとうございました。（三重県・Ｋさん）

適塾で学んだ若者の息吹感じた適塾で学んだ若者の息吹感じた

速報係の皆様、お世話様です。炎天下のプレコースから宿に戻り、一息ついたところで

す。炎天下、２万歩近い見学は、正直なところ大変でした。でも内容は期待通り、素晴ら

しいものでした。適塾で学んだ若者たちの息吹きを感じ、大塩平八郎を顕彰するべく活動

されている方のお話を伺い、国会期成同盟の議論百出の様子をお聞きして、それぞれの時

代の人々のことが私の中に位置付きました。大塩平八郎の檄文の復刻版を大学の授業のため

に参加出来なかった歴教協のホープである若者へのお土産にしようという大人たちの楽しい

計画も決まりました。そして、この大阪の豊かな文化を守りたいと強く思いました。

  世話人の皆さんに深く感謝いたします。（東京 Ｋさん）

社員総会開かれる

２日、社員総会(会員集会）が

始まりました。とりあえず、写

真だけを取り速報に掲載しまし

た。



地域実践報告 “地域に根ざす” に共感
大会１日目の全体会では大阪から地域実践報告を行いました。報告は「地域に根ざした

小学校の歴史学習－岸和田だんじりから始める」というもの。

報告者は私の教え子

定年の年に 堂々の発表に巡り合わせ

感謝、感激
◇ これまでの大阪歴教協の積み重ねを踏まえながら、岸和田という地域に根ざした子供

たちの学ぶ姿勢とか、意欲をしっかりと引き出したすばらしい実践報告でした。

南部先生の喜ぶ姿が見えたような気がしました。報告者は、私の前の前の学校の教え子

でした。生徒会長で、バスケが好きで、みんなからイジられ（いや信頼されてというべき

ですね）ていた彼が、歴教協の全国大会で、堂々と発表している…。私の定年退職の年に

こんなすばらしい巡り合わせがおこったことに感謝、感激しています。

彼の活躍をあのときの同僚の先生方に伝えておきます。これからも、体に気をつけて新

しい歴教協の歴史を作っていって下さい。（京都、男性、60代）
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私も地域の実践をやってみようという思いが強く

◇ 地域実践報告を聴いて、私も福島で地域の実践をやってみようという思いが強くなり

ました。（福島県、20代）

◇ 地域実践報告は多忙化した中で、生徒の関心に基づいて組み立て、生徒の歴史への興

味を高めていった実践でよかった。職場に根ざした実践という点でもよかった。（岡山・50

代）

◇ 地域実践報告は、これまでの大阪歴史教育者協議会が大切にしてきた授業実践の視点

や到達点を踏まえたもので、身近な地域の歴史をもとにして歴史学習の導入をおこない、

子どもがいきいきと活動しているようすが伝わってきました。（滋賀県、50代）

双方向の全体会を

◇米山委員によって「学び合い」の重要性が指摘された直後に、演壇の上からの「一方通

行」の発表が行われることに違和感を覚えた。多人数であっても双方向の全体会を模索し

て欲しい。あるいは、せめて「発問」をしてはどうか？（滋賀・30代）

すばらしい報告 音量大きすぎ残念 戦時中のだんじり興味深い

◇ 発表はすばらしい内容。ただ映像を流す時の音量が大きすぎ。雑音が大きかったのは

残念でした。戦時中のだんじりは興味深い発表でした！！（愛知・50代））

◇ 地域実践報告では、「地域に根ざす」という視点が、とても伝わってきました。中学

でも、身近な地域を学習させなければいけませんが、時数などの関係で、サボりがちです。

もっと子供たちに興味をもって取り組めるように、地域ことを勉強したいと思いました。

（埼玉県、女性、20代）

←炎天下の案内

お疲れ様

歴教協大会を報

道→

しんぶん赤旗

８月３日付→
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全体会記念講演 

グローバル企業と国民国家を 

広い視野から問うた内田講演 
●斬新な問題提起で国民国家の解体

について興味深く聞いた。しかし、

世界がそのように動いていく中で私

達はどう生きていくべきなのだろう

か。歴史の守旧派になってはいけな

いが、国民国家の良い所は受け継い

で生きていくことは可能なのではな

いか。（岡山・50 代） 

●全体会は総じて興味深く聞けまし

た。内田先生のお話はあっという間

に過ぎてしまいました。おもしろかったです。（神奈川・２０代） 

●内田講演も真の「国民国家」と「グローバル企業」との対立を教えてくれて整理がつい

てよかった。（愛知・５０代） 

●今日のプログラムで良かったのは講談と内田講演です。もう一つは韓・中の方からの言

葉です。講談は話し手としての魅力があった。内田講演は、あれくらいのアカデミックな

内容は必要だと思うからです。ただ違った立場の人とのディスカッションも面白いと思い

ます。（愛知・２０代） 

●記念講演、「題名」にひかれて（―日本社会はこれからどうなるか―に）参加してみよ

うかなと思いましたが、私の勉強不足か、日本の将来に対して、少しは見通しが持てる話

が聞けるかと思いましたが。講談はおもしろかった。（大阪・６０代） 

●文化行事は全体会の時間割からして無理が感じられた。この時間、「地域実践報告」に

あてたらと思った。「記念講演」は時宜にかなっていいテーマで内田氏の話は良かった。

「朝日」のオピニョンの内容に感銘を受けたので生の声が聞け、参加して良かった。新し

い歴史の見方「一国歴史主義」の提起はいい。（神奈川・７０代） 



●記念講演－現在おこっている企業のグローバル化によって国民国家（政治）の解体過程

については良くわかりましたが、では、その為の多くの人々の生活が困難に陥っている現

実をどうすればいいと言うのだろうか？解釈論としては、その通りかも知れないが、将来

にとってあまりにも展望のない話で、青年が生きるための糧にならない話と思いました。

歴教協大会の記念講演としては、ふさわしくなかったと思いました。（神奈川・６０代） 

●私自身、帰国子女の生徒が通う学校に勤めています。そんな中、内田さんの「グローバ

ルな知性」についての提案、とても考えさせられるものがありました。今回の講演の内容

を使って、生徒たちが自身の思想をどう自覚して、乗り越えることができるのか。「グロ

ーバルな知性」について私自身もしっかりと考え、生徒とともに学んでいきたいと感じま

した。（愛知・２０代） 

●現在の日本の教育（文科省）が結局のところは、財界の要求にこたえるために、教育機

会をせばめるといった前代未聞のことをやっていることを改めて知ることができ、本当に

おかしな國だなあと強く感じました。また、一国史の限界を語られていたところは共感し

ました。各国史、隣の國どおしの見方を受け入れその思いを住まわせながら、歴史を語り

合い、現在、未来を語り合う社会を作っていきたいと思いました。（東京・２０代） 

大阪にぴったりの講談 
●初めて講談を拝見しました。商人の街である大阪にぴったりの演目でたのしませていた

だきました。内田樹さんの講演では、歴史認識の話が印象強く残っています。自分勝手に

歴史をねじ曲げて解釈する勢力は対話することなど考えていない。事実や歴史認識の溝な

ど意に介さず、自分の文脈に合わせようとする姿勢がどれだけ国内外に影響を与えている

かと思いました。当日を迎えるまでに大変な準備をしてこられたと思います。良い大会に

なるよう、願っております。明日からの分科会楽しみです。（愛知県・２０代） 

●内田さんの記念講演については、賛同できない点があります。多国籍企業の目先の利

益追求の暴走をするどく分析していることはすごいと思います。しかし、大企業の目先

の利益追求の暴走では、日本の国民

国家の経済も、社会も、文化も崩壊

しますが、日本だけでなく、すべて

の国家、そして世界全体の経済も社

会も崩壊させてしまうと思います。

それに反して、大企業の横暴を規制

し、人々の生存権、労働者の権利を

守るために、世界中で人々が立ち上

がる歴史があると思うのです。（埼

玉・６０代） 
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地域に学ぶ集い地域に学ぶ集い
その１

① 近世大坂の町と摂河泉
大塩を通して大坂の町をレクチャーし

ていただいたが、単純な構造ではなく、町

そのものが重層的な構造であることがよく

わかった。学問があること、図書があるこ

と、これらは人間の生き方をより豊かにし

てくれる、そんなことを考えさせてくれる貴重な時間となった。（Ｙさん、４０代男性）

② 軍都大阪と大阪城
・内容自体が希少性の高いもので、その未 のエキスパートの説明ということで有意義であった。

欲を言えば、映像資料などを活用した方が、聴覚だけではなく、視覚も十分に刺激できるので良

いと思う。また、レジュメの図が分かり辛いものが多かった。「三つの山問題」ではないが、出

来ればカラーで見たかった。（京都・２０代男性）

・明治～大正期の帝国陸軍の強化にともなって、大坂城周辺がびっしりと施設が建てられていて、

しかも戦争によって強化されていた軍産複合の巨大施設であることがわかつた。大阪の工業の発

達が、軍事産業を補完するためのものだったことが納得できた。「カーネーション」でコシノ姉

妹の母が軍服の製造下請けをしていたようだったが、

なるほどと思った次第。（福島・５０代男性）

③ 大阪大空襲と大阪空襲訴訟
後半に太平洋戦争の概説があったが、短い時間のつどいでもあるので、もっと大阪大空襲とそ

の訴訟に関するお話をされた方がよかったと思いました。質問で、内容がさらによくわかりまし

た。訴訟することで、広く知られていくことがよくわかり、運動の大切さを感じました。ありが

とうございました。（茨城・４０代女性）

⑤ 百舌鳥古墳群と世界遺産問題
古墳群が世界遺産にという話はちらっと聞いたことがあったが、世界遺産になると

すれば、「前方後円墳」という言葉や墳丘の長さの測り方、また古墳の発掘調査の在



り方などが大きく見直されるというのことが興味深かった。世界遺産化が進むことで、

日本の古墳研究、考古学研究が進歩しそうな気がした。（Ｈさん、３０代男性）

⑥ 大阪の教育を守るたたかい
大阪の闘いはすごい！と思いました。ＰＴＡとも校長とも連合下の組合とも要求の一致で闘っ

ている内容はとても励まされました。日教組系の今の名古屋の組合の中でできることをもう一度

見つめ直したい運動していきたい。（愛知・５０代女性）

・父母との共同ネットワークづくりが参考になった。大阪のみなさんのたたかいを支援し、長野

県でも父母との共同のとりくみをしていきたい。（長野・６０代男性）

⑦ コリアを正しく教えよう
橋下発言について授業をしようと思っているので、彼の発言のルーツを確認できたことはよか

った。北朝鮮国家と在日コリアンとの関係についてももう少し具体的な話が聞きたかった。日本

政府が推進している日本人アイデンティティの中身の貧弱さは恥ずかしい。内田樹氏の言うよう

に他国をひき合いに出さないと自身を語れないということなのだろう。

（千葉・５０代男性）

・今日、教えていただいたお話をどのようにして授業に生かしていけるかなーと考え中です。朝

鮮通信使をもっと豊かなイメージで教えられるように努力します。（神奈川・３０代女性）

⑧ 人権教育を考える
・自分自身、兵庫県出身で同和教育をうけてきました。そ

の背景に解放同盟があるのは何となく知っていましたが、

どないなってんのやとずっと思っていました。大阪、兵庫、

京都といろいろ場合は違う見たいですが、同和の問題構造

がよくわかってスッキリしました。ナルホド、ナルホド…

と重いながら聞きました。(京都、女性 30代)
・特設する人権教育の時間が実は子どもの人権意識を育て

るどころか歪めていたのだと、まさに目からウロコでした。

差別の解消にはすべての人の人権獲得しかないのだと思い

ます。「権利」について正しく学ばねばと思いました。(三

重、女性 50代)

⑨ 襲撃事件に関する子どもと野宿者の問題
・わかりそうでわかりづらい野宿者問題。具体例をもとに細かいところまで説明していただき、

かなり理解が深まりました。学校教育によって野宿者への偏見が抜本的に改善されるとのこと。

例えば、ビッグイシューを教室に持ち込んでみるなどできることから野宿者問題を伝えていきた

いと、決意を新たにした。（東京・４０代男性）

・何故、自分が辛い状態でホームレスの方が受験校に受かった子を「おめでとう」と笑顔で言え

るのか、自分の中では本当に考えられない。襲撃事件や子どもの偏見を打破できるのが「教育」

にあるのであれば、学びを子ども達につくってあげたい。そうなれるように学習したい。そう思

った。（沖縄・２０代男性）



閉会集会にご参加ください
閉会集会は 午後 3時 30分～５時です。（15:30～ 17:00）

会場は １学者 B201教室です。千里ホールの奥の学舎２階です。

（社員総会をした場所）

情勢について、基地問題、教科書、被災地の状況、支部活動や 65 回大会参加の感想、

大阪から東京（来年度大会）への引き継ぎなどを行います。

分科会の感想から（その１）

日本近現代史

高校日本史の近現代史をどのように教え

れば、生徒に興味を持ってもらい、学習意

欲を高めることができるかの糸口を探しに

参加させていただきました。授業プランと

しては、大阪歴教協で考案されたのが参考

になりました。大正から戦後に至る歴史は

「戦争」に向かう歴史で、私自身も教えな

がら息苦しいのですが、本庄先生の報告を

聞かせていただき、その時代に生きた人の「生の姿」を、できるかぎり伝える形で授業内
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宅急便の受付

料金着払いのみです。

12:00～ 15:30まで

（16:00に宅急便の車がきて搬出）

受付場所 本日の受付（Ｄ棟３階 入り口）

閉会総会の場所では受け付けません。

お問い合わせは 担当 現地実行委員 河内ま



容を膨らませることも必要だと思いました。また、私自身の、何かに対する研究が必要だ

と痛感しました。日・韓・台共通歴史教科書への取り組みは、これからどんどん広がって

いけるよう、何かお手伝いできたらと思いました。（大阪・３０代女性）

地域の中の子どもたち

自分が子どもを育てるという世代になって、ようやく色々なものを「振り返る」という

行為の大切さを考えました。「待つのが優しさ」だということを自分でもう一度かみしめ

ながら「次の世代」へ自分ができることを考えていければ、思いました。有難うございま

した。（大阪・３０代女性）

障がい児教育

児童・生徒の実態差と同じように学校・県ごと

に様々な違いはあるが、共通する問題や課題につ

いて、意見を交換できてよかった。優れたレポー

トや熱い議論があり、官製の研究大会とは異なる

自由で民主的な雰囲気の中で学ぶことができ、と

ても有意義であった。（鹿児島・２０代男性）

幼年・小学校低学年

若い先生方の実践に対し、社会のしくみにせまる学習材という視点で議論が広がったの

が大きな収穫でした。人や物を切り口に社会のしくみにせまり「見る目を育てる」という

視点をもって今後の実践を積みたいと思います。（静岡・５０代女性）

授業方法

授業が勝負 のはずの歴教協で「１時間の授業では勝負しません」と言う草分さんの発

言にショックを受ける。そうか、高校では授業以外で生徒と関われないから授業で勝負せ

ざるを得ないんだ。もっといろんな場面で子どもをよく見なさい！と怒られた気がした。

感謝です。（千葉・男性）
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⑩ 大企業とのたたかい 地域に学ぶ集い地域に学ぶ集い
その２

◆差別の根絶を目指す為に勇気ある一歩、その

精神を定着させていくとともに、もう一度日本国

憲法や男女共同参画社会基本法を学び直し、さ

らに前向きでありたい。貴重な体験（大きな大

きな一歩＝戦う意味）を聞かせていただき、本

当にありがとうございました。 （６０代男性）

◆当事者のお二人にお話を聴くことができて本

当に良かったです！！ぜひ、勤務校にゲストス

ピーカーに来ていただきたいと強く思いまし

た。正社員のお二人が裁判まで持っていくのも

本当に大変だと思うのですが、現在３人に１人

が、女性なら２人に１人が非正規雇用と言われ

ているので、企業としてはこれからもっとひどい差別をおこないやすい状況なのかもしれま

せん。今、女子校に勤めているため、現状をきちんと生徒に伝え強く生きていかせるように

したいです！！！（２０代女性）

⑪ 「アラブの春」とは何だったのか？
◆「どうしてそうなったのか」がよくわかる講演でした。「アラブの春」を一言で言っ

てしまうとアラブの国々全てに何か良いことが起こったように感じてしまうけれど、バ

ーレーンやシリアでは果たして本当に「春」だったのか？まだ春は来ていないのでは？

と思いました。山本美香さんが亡くなった時にも思いましたが、メディアは「山本美

香さんの死」に焦点を当てはしても、山本さんが伝えたかった「シリアで何が起こって

いるのか」はあまり伝えていなくて、今回の講演でメディアを全てそのまま信じるのは

ダメなのだと再認識しました。（２０代女性）

⑫ 教科書問題
◆俵さんのお話で教育全体が（＝日本の未来が）大変な危機的状況にあることがずしんときまし

た。経済や原発と違って日々の生活にひびかないことだけに、ふつうの市民には危機感が持てな

いテーマですが、それだけに大きな運動をつくることはますますむずかしいでしょう。憲法改悪

反対運動、反原発の運動や反ＴＰＰの運動などと結びあってがんばりましょう。（神奈川・５０



代男性）

⑬ 被災地東北は今
◆被災地に共通するのは、まさしく憲法の

課題である。生存権、幸福追求権、住民自

治…こうした課題が問われていると改めて

感じる。だからこそ、水俣に学ぶ必要があ

ると強く感じています。（福島・４０代男

性）

◆恥ずかしながら震災の事は自分の中で風

化していた事に今更ながら気づいた。しか

し、だからこそ、今日のお話を聞けて良か

ったと思うし、行政の考えや施策にあきれま 「④よみがえれ大和川」での報告

した。特に“学力向上”の名の下、無駄な負担を児童にかけている事について、福岡の糟屋郡の

小学校でも「学力テスト」の弊害を少なからず受けているので、腹が立ちました。とにかく、ま

だまだ知らない事が多すぎるので、これから情報を収集し、学んでいこうと思います。（福岡・

２０代男性）

大阪大会の参加者

６８２名
（８／４ １０：００現在）
大阪大会実行委員会の発表によれば、

本日の午前１０時現在の大会参加者は

６８２名になりました。初日の２日は、

５９３名に修正されました。

参加者のうち、会員・教員で年齢の

判別される人数は５５１名で、その

年齢別の内訳は以下のとおりです。

２０歳以上 １２．０％（実数６６人）

３０歳以上 ９．４％（実数５２人）

４０歳以上 １１．６％（実数６４人）

５０歳以上 ３２．７％

６０歳以上 ２６．７％

７０歳以上 ７．６％

速報用メール

アドレスに投稿

深く広い内容

学校・地域での活動を交流
長野・飯島さんのお話に驚きました。「国

体護持」の実態を伝える、松本の松代大本

営を生徒達と調べ、保存させてきた方でし

た。満州開拓団だった祖父母・曽祖父母に

聞き取りながら、一人一人のルーツやいき

さつを明らかにしていく篠ノ井での実践に

も感嘆しました。

琉球大学で平和ガイドをしていた松田浩

史さんが、愛知の高校の先生になり、沖縄

を学び、沖縄・愛知の高校生がつながって

いく実践もすばらしいものでした。「平和の

ための戦争展」を若い世代に広げ、充実さ

せようと、千葉・小林光代さんと大阪堺の

交流ができました。平和学習の成果を展示

し、戦争展の成果を教育に活用しよう、子

どもたちが活躍する戦争展へ努力しような

ど、話し合いました。被爆者の長崎・末永

浩さんの手作り紙芝居や、東京高校生平和

ゼミナールを支え続けている中出律さんの

粘り強い活動など、さすが歴教協の平和活

動と感じる、多彩な学ぶことの多い１日目

でした。



分科会の感想から（その２）

平和分科会 深く 広い内容 学校・地域での活動を交流

長野・飯島さんのお話に驚きました。、「国体護持」の実態

を伝える、松本の松代大本営を生徒達と調べ、保存させてきた

方でした。満州開拓団だった祖父母・曽祖父母に聞き取りなが

ら、一人一人のルーツやいきさつを明らかにしていく篠ノ井で

の実践にも感嘆しました。

琉球大学で平和ガイドをしていた松田浩史さんが、愛知の高

校の先生になり、沖縄を学び、沖縄・愛知の高校生がつながっ

ていく実践もすばらしいものでした。

「平和のための戦争展」を若い世代に広げ、充実させようと、千葉・小林光代さんと大

阪堺の交流ができました。平和学習の成果を展示し、戦争展の成果を教育に活用しよう、

子どもたちが活躍する戦争展へ努力しようなど、話し合いました。

被爆者の長崎・末永浩さんの手作り紙芝居や、東京高校生平和ゼミナールを支え続けて

いる中出律さんの粘り強い活動など、さすが歴教協の平和活動と感じる、多彩な学ぶこと

の多い１日目でした。（大阪・女性 60代）

中学地理分科会

初めての全国大会参加でしたが、とても授業に直結するような話が展開されていて、来

て良かったと感じました。特に春名先生の報告は、自分自身の実践を根本的に変えられる

ものでありがたかったです。（山梨、男性、４０代）

初めて参加させていただきました。原発のことや過疎地の取り組みなど、大変興味深か

ったです。現地へ足を運んで、教材化されている方が多く、自分も見習いたいと刺激を受

けました。自分の発表では、あまり重要と考えていなかったプライバシーの問題点や地図
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と電池地図の使い分け等、これ からの社会科学習に関わる提起があったのではないかと

思います。（兵庫、男性、２０代）

６年分科会

2 学期以降の授業に役立てられそうなヒントをたくさんいただきました。江戸時代のく

らしと旅についてはからは、自分でも地元の研究機関にあたることを教えて頂きました。

「身近」「モノ」が授業づくりのキーワードとなることを改めて知らされました。（神奈川

男性）

農業・食糧・食育

ＴＰＰに関わることについて的確に問題提起して頂き大変ありがたかった。消費者意識

をどう育てるか、これは学校教育の担うところが大きいと感じる。３年生の買い物学習、

５年の日本の農業など。（神奈川 女性 40代）

中学校公民

初めて公民分科会に参加しました。地歴とどのようにリンクできるのか？と思い参加し

ましたが、「主権者を育てるために…」という公民最大のねらいに少しビクビクしながら

のスタートでした。しかし、先生方のたくさんのことを意図した実践を、意見・質問が止

まらない雰囲気、すごかったです。一番難しかったのは「公正」と「効率」です。どの場

面でどんな風に教えるのか、考えさせるのか…結論が出ませんでした。でも、たくさんの

先生方も悩みながら授業を考えていること、そして様々な取り組みに感銘を受けると同時

に勇気ももらいました。私も、がんばります。（埼玉、女性 20代）

高校（第19分科会） ↓中学校公民分科会

織原さんの「学ぶことは生きること」の報告

では、自らが高校生であった頃の成長経過を出

身高校の先生と交流できる学習ノートの取り組

みから考察があり、とても興味深かったです。

（中略）高校での学習が「自分を苦しませるも

の」から「自分を救ってくれるもの」へと変え

た織原さんご本人と、それを支えた教員に拍手

を送りたい!!! 私も卒業生が「ほんものの教育」

を得ることができたと感じられるような努力をしていきたいです。（京都 女性 20代）



2014年夏

東京が、関東ブロックが、皆さんをお待ちしています！
来年の「東京大会」は一味違います。それは、現地見学の候補地をみてもらえればわ

かっていただけるでしょう。

甲府市山梨平和ミュージアム・北杜市浅川巧資料館（山梨）、館山市の旧海軍東京湾要

塞（千葉）、将門信仰と我孫子の文人の足跡（千葉）、旧陸軍登戸研究所と日吉の地下壕（神

奈川）、筑波山と霞ヶ浦海軍航空基地（茨城）、秩父事件関係地（埼玉）、足尾銅山と田中

正造（栃木）。

関東ブロック各県歴教協がエース級の見学地を用意して、皆さんをお迎えするのです。

地域に学ぶつどいも、関東ブロック色豊かなものになります。東京歴教協は、全体会

企画と大会運営全般を担います。

歴教協大会を途絶えさせてはならない、未来に紡がなくてはならない、という浪花節

的な心意気で、昨年秋に急遽引き受けることになった 2014 年大会ですが、災い（？）転
じて福、関東ブロックの仲間たちと一緒に作り上げる、歴教協大会の New Standardが誕
生する予感です。

今後の実行委員会も、ただの事務的な会議に終わらせることなく、必ず学習会を同時

企画し、大会準備に参加してくれた新しい仲間にとってタメになる実行委員会にしようと、

張り切っています。

残念ながら、会場確保が難航しており、いま日時・会場をお約束することはできない

のですが、8/1 ～ 3 を軸に、前後に現地見学を盛り込んだ、粋な大会を実現させたいと思
っています。

来年夏は、東京に、いや関東にお越しください。お待ちしています。

2014東京大会実行委員会事務局長 富永信哉

若者交流会は、関大正門そばの喫茶店「サンモリッツ」にて、昨夕行われました。

大学(院)生、教員合わせて 17名が、楽しく歓談しました。「教員が子どもと一緒に夢中
になって取り組むことはよいことか」など参加者みんなで意見交換しあい、アドレス交換

をして、「来年また会いましょう」を合い言葉に、名残惜しいなかお開きになりました。

川口芳彦(常任委員)
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関西大学関係者と682名の参加者感謝！感謝！

歴史教育者協議会第 65 回全国大会を大阪で開催すると決定してから、3 年あまり、会
場問題はかんたんなことではなかったのですが、藪田貫さんの努力で、関西大学をお借り

して、移動距離の少ない快適な会場で、熱い討論を繰り広げることができました。また、

関西大学第一高等学校の松本信夫さんには、たいへんなご迷惑をおかけしましたが、ご無

理を聞いてくださり、大会を成功裏に終えることができました。心から、お礼を申し上げ

ます。

大阪歴教協創立 60年の年、第 65回大会を成功裏に終えることができるのを喜んでおり
ます。この大会で、大阪が重視したのは、地域実践報告と現地見学です。地域実践報告は、

６年生の歴史学習の最初の６時間ほどという異例の実践報告でしたが、報告者が、同僚と

のチームワークよろしく、大阪歴教協の伝統を受け継いだものとなったことを喜んでおり

ます。現地見学は、プレコースに 120 人もの参加者があり、明日からの 1 日、2 日コース
も 70 名余の参加で、大阪の歴史をじっくり見て、学んでもらうことができると思ってお
ります。暑い中ですが、有意義な見学をされるよう期待しております。

この大会にあわせて、現地見学ガイドだけでなく、『たのしくわかる大阪の歴史』と『大

阪の歴史教育』46号を発行しました。これもお買い求めの上、お持ち帰りください。
来年の東京での全国大会でお顔をあわせるのを楽しみに、お礼の言葉にします。

大阪歴史教育者協議会委員長 小牧 薫

現地見学の集合時刻・場所です。お間違いのないように

Ｄコース ＪＲ高井田駅 9:00
大和路線（関西本線）は普通（各駅停車）しか停まりません。

Ｅコース ＪＲ（阪和線）、南海高野線 三国ヶ丘駅 9:00
Ｆコース 地下鉄天神橋筋６丁目 ５番出口付近 9:00
Ｇコース ＪＲ天王寺駅中央口 8:20
Ｈコース ＪＲ（阪和線）日根野駅 10:00 （快速も停まります）

速報は大阪歴教協のホームページに現地からアップしています

大会のスナップ写真も掲載。

（「大阪歴史教育」「大阪歴教協」などで検索を）

http://osaka-rekkyo.main.jp

http://osaka-rekkyo.main.jp

