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創立30周年を見通して
梅原利夫（代表運営委員）

民研は、１９９２年２月１９日の第１回評議会

で、正式に発足した。それまで私は、設立準備

委員の一人として、「設立趣旨」の原案起草など

にたずさわってきた。設立以後は、一貫して教育

課程研究委員会に所属して研究してきた。また

１９９６年度からは運営委員として携わり、『人間

と教育』編集長や、副代表を経て、２０１６年度か

ら代表を務めてきた。民研は１期２年のあゆみを

重ね、現在は１４期の前半を終えようとしている。

これからの民研活動の大きな流れは、１５期

（２０２０～２１年度）へむけて、創立３０周年を迎

える事業の準備に着手しつつ、これからの「民研

のあり方」を検討しながら、人事を含む次の体制

にスムーズに移行していくことである。

そのために、慎重かつ大胆に取り組んでいく

必要のあるいくつかの課題に触れてみたい。

第一には、「民研のあり方」を考えることで、こ

の作業にはすでに着手している。民研は、設立

以降様々な研究活動を蓄積させてきたが、当時

と状況や環境も異なり、大きな困難も抱えてき

た。その最大のものは、財政規模の縮小傾向に

伴う研究活動や組織の整理・再編の課題であ

る。

これは、そもそも「民研とは何をすべきところ

か」という存在意義の再確認に直結する問題で

ある。民研が果たすべき課題の重点化を行い、

それに伴う組織改編を断行することである。

現在は例えば、常設の研究委員会（現在は
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８）と時期を限定した研究プロジェクト（現在は１）

で、日常的な研究活動が行われているが、その

再検討が話題になろう。

機関誌紙、『人間と教育』（現在１０１号）、『年

報』（１９号編集中）、「民研だより」（現在１３９号）

の発行自体の検討とその発信形態（紙媒体か電

子媒体か）にも判断が求められている。

これらの中心には、常に財政問題が絡んでい

る。収入が減少傾向にある中で、賛助会員を増

やすなどの努力をしつつ、いかに支出をおさえ

重点配分するかが焦眉の課題である。

第二には、創立３０周年に向けた事業計画に

着手することだ。

これまで１０年ごとに民研のあゆみの記録をま

とめてきたが、今回はそれを冊子『民研３０年の

あゆみ』として作成する。そのためのチームを立

ち上げたい。

また現在のところ検討中であるが、「民主教育

の実践と理論」を発信して行けるような本の出版

ができないか、模索している。

第三には、これまで２７回にわたって開催して

きた全国教育研究交流集会の計画である。

第２８回は、２０１９年１２月２１・２２日に、エデュ

カス東京で行うことが決まっている。運営委員会

が主催し、実行委員長には馬場久志副代表が

就任した。

第２９回は、沖縄の那覇市で開催する方向で

検討が進められてきている。子どもや青年、大人

世代が生命と生存の危機にさらされている地

域、沖縄は、これまでの長い歴史のなかで「命ど

ぅ宝」の思想を育んできた。日本の教育はそうし

た人権と平和の教育を、次世代とともにつくり継

承していく課題に直面している。幸いここ数年

来、沖縄民間教育研究所との交流も進んでお

り、沖縄での開催を何とか実現したい。沖縄をテ

ーマに現地で集会を開くことは、民研としては初

めての試みである。

そして、２０２１年の１２月下旬に開催される第

３０回集会を、民研設立３０周年記念集会として

行ってはどうか、という方向で検討がされている。

実現すれば、第１日目の夜には、記念のレセプ

ションがふさわしい。

第四には、運営委員の若返りをはかりつつ、

次世代のリーダー層に運営を移行していく課題

がある。かつては複数配置できていた所員の位

置づけや専任の事務局員構成も検討課題であ

る。

研究活動の広がりのなかで、民研の研究者の

活躍が期待されている分野も増えている。例え

ば、全国各地を会場に実行委員会方式で開催

されている「教育のつどい」（８月中旬）には、民

研は実行委員会団体の重要な構成を担ってい

るとともに、つどいの共同代表を引き受けてき

た。この一つだけでも、大変なエネルギーを費や

している。

現在、教育の分野の公的な機関に浸透してい

る数値目標達成化・スタンダード化のなかで、子

どもも教育に携わる大人も息苦しさを感じながら

生活させられている。このようななかで、民間の

自主的で民主的な研究所の活動は重要なのだ

が、いずれも活動にかかわる困難や課題を背負

っている。

最高の議決・協議機関である研究所評議会

（毎年６月に開催）の構成員である全国１４か所

の民間の教育研究所リーダーの報告をうかがっ

ていても、共通した悩みや課題から学び合える

ことは多い。

課題はいつも抱えているが、「課題意識を自

覚したということは、その課題に応えられる力量

がついてきているからだ」という言葉を励みに、こ

れからの民研を発展させていきたい。
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住民自治が支える

地域と学校の協働を考える
教育行財政研究委員会報告

石山雄貴（教育行財政研究委員会幹事）

２０４０年に総務省の「自治体戦略２０４０構想

研究会」が発表した第 1 次・第 2 次報告書が、

地方行政関連の法整備を進める議論の土台に

なっている。この報告書からは、これまでの、地

方に「選択と集中」を迫り、中央集権化する流れ

をより一層進めていく方向性を読み取ることがで

きる。教育行政においても、従来から、平成の大

合併や「増田レポート」などを背景に、「義務教

育学校」の設置や学校統廃合の「手引き」を通し

て、学校統廃合が進められてきた。

こうした地方自治と地方教育行政の危機的状

況に対応するべく、民研教育行財政研究委員

会では、２０１５年５月の民研フォーラム以降、研

究を重ねてきた。２０１８年度は「教育委員会制

度『改正』後の自治体教育行政と『学校参加』制

度について」をテーマに、これまで７回の定例研

究会（ 5/12 、 6/25 、 7/30 、 9/13 、 10/22 、

11/26 、 12/25 ）と１回の実地調査（長野県飯田

市・阿智村）を通して、研究を重ねている。

定例研究会では、まず、足立区の方をゲスト

スピーカーに迎え、教育改革に対する現場の声

を伺った。足立区は、特に全国初の実質的な学

校選択制の導入や学力テストを重視した教育改

革等を実施してきており、議論を通して、新自由

主義的教育改革がもたらした諸矛盾を明確にし

ていった。さらに議論を深めていくために、後半

の定例研究会では、学校運営協議会規則を全

国から収集し、そこに記載されている事項（「教

育委員会及び校長の責任と権限の下」という規

定の有無や教員任用に関する権限、子どもの意

見収集など）を分析する他、コミュニティスクール

推進の状況やコミュニティスクール導入によるメリ

ット、それがもたらす弊害について議論を深め

た。

実地調査としては、住民自治が支える学校の

在り方に着目し、長野県飯田市・阿智村の教育

委員会等へインタビュー調査を行った。飯田市

は、各地区に設置された自治振興センターに公

民館が併設され、住民による学習と自治とが直

接結びついているまちである。特に座光寺地区

では、地域住民、保護者、学校職員が集結し、

子どもの教育について考える「座光寺の子どもを

語る会」を開いている。そこでは、それぞれの立

場で学校教育のあり方や子どもへの思いを語り

合い、地域住民、保護者、学校職員が一体とな

った学校づくりが進められている。

学校は、教育の中心的役割を持つだけでは

なく、地域の拠点としての役割を持つ。さらに学

校があることそのものが、地域への人々の定住

につながる。そのため、学校を存続させ、地域に

根ざした学校づくりは、地方を切り捨てていく政

策への対抗軸となりうる。一方で、地方での学校

の存続のためには、住民自治による下支えが不

可欠となる。ゆえに、地方の教育行政の危機と

地方自治の危機への対応は、両輪で考えていく

必要がある。そうした視点に基づき、教育行財政

委員会において、地域と学校の連携・協働の議

論を深めていきたい。
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第27回民研・全国教育研究交流集会in京都

第49回京都教育センター研究集会

相乗効果があった温かな京都集会
梅原利夫（代表運営委員）・鈴木敏則（事務局長）

京都で合同の研究集会が開催できないか。そ

のような打診を１年前に行い、昨年３月に京都で

両研究所の代表が協議し

て、ようやく実現に向かっ

て双方で力を合わせてつ

くりあげた集会でした。

オープニングの、歌う会

“ポッポ”の皆さんの歓迎のハ

ーモニーが、心を一つにさせ

て下さいました。主催者の挨

拶のあと、基調報告を民研代

表が行いました。その後、問

題提起講演として、中嶋哲彦さん（名古屋大学、

民研運営委員）が「憲法を知

り、考え、実践する－究極の

憲法実践としての憲法改悪

批判への道－」が語られまし

た。整った構成と自身の中学

・高校時代の体験を織り交ぜたお話は、「良くわ

かった」と好評でした。

その後、京都から、道徳の教科化に抗した実

践を、生活綴方の精神を生かした「子どもの声や

思い」を発表し合う実践が報告され、定型化しが

ちな道徳教育を突き破る示唆を与えて下さいま

した。また、東京の中学校での性教育の実践

は、学校内で教師集団の周到な検討と父母へ

の丁寧な説明を行い、その支持のもとに継続的

に積み重ねられてきたものであり、子どもにとっ

て必要な指導を行うことの重要さを気付かせてく

れるものでした。

恒例の夜の交流懇親会は、８０名の参加のも

と、楽しくかつ親交を深めるものになりました。

翌日の１１の分科会では、民研と京都から世

話人を出し合い、半年かけて準備してきた内容

が盛り込まれ、充実した研究交流が行われまし

た。

「１２月下旬の京都は底冷えのする季節です

よ」と防寒対策をアドバイスされていましたが、幸

い気候もおだやかで、心のこもった温かい研究

交流ができて喜んでいます。

民研･代表運営委員
梅原利夫さん

京都教育センター代表
高垣忠一郎さん

中嶋哲彦さん

講演者･報告者と質疑･交流

オープニング
歌う会“ポッポ”のみなさん
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第１分科会 「学校における働き方改革」と教育条件整備第１分科会 「学校における働き方改革」と教育条件整備第１分科会 「学校における働き方改革」と教育条件整備第１分科会 「学校における働き方改革」と教育条件整備
テ－マテ－マテ－マテ－マ：：：：業務改善や役割分担の問題に矮小化せず、根本的に検討する業務改善や役割分担の問題に矮小化せず、根本的に検討する業務改善や役割分担の問題に矮小化せず、根本的に検討する業務改善や役割分担の問題に矮小化せず、根本的に検討する
司会 大西真樹男（京都教育センター） 我妻秀範（京都教育センター）

（１）基調報告 勝野正章（民主教育研究所・東京大学） （２）担任外教員を

増やしてゆとりある教育を実現するために 山﨑洋介（全国の教育条件を調べる

会） （３）教職員の願いに寄り添って進めている労安活動 木下和久（京都府

亀岡市立小学校）

［世話人］［世話人］［世話人］［世話人］勝野正章、我妻秀範（京都教育センター・地方教育行政研究会）、高橋 哲（埼玉大学） 24人参加

《感想》 勝野さんの問題提起は分かりやすくてよかった。山崎さんの報告はいつもながら「目か
らウロコ」の思い。今回の文科省の素案を評して公教育に民営化のきっかけをもたらす「トロイ
の木馬」という表現は今回の「改革」の本性をついた言葉だと思う。

第２分科会 「支配」に対抗する生徒指導と子ども支援第２分科会 「支配」に対抗する生徒指導と子ども支援第２分科会 「支配」に対抗する生徒指導と子ども支援第２分科会 「支配」に対抗する生徒指導と子ども支援
テ－マ：テ－マ：テ－マ：テ－マ：こころとからだが支配されつつある子どもたちから個人の尊厳と民主こころとからだが支配されつつある子どもたちから個人の尊厳と民主こころとからだが支配されつつある子どもたちから個人の尊厳と民主こころとからだが支配されつつある子どもたちから個人の尊厳と民主

主義を回復する生活指導とは主義を回復する生活指導とは主義を回復する生活指導とは主義を回復する生活指導とは
司会［午前］横内廣夫（京都教育センタ－） ［午後］谷田健治（京都教育

センタ－）浅井定雄（京都教育センタ－）
（１）基調提案 馬場久志(民主教育研究所） （２）実践報告「タカシに仲間

をつくりたい」秦 和範（京都・小学校）（３）報告「貧困・孤立と棲み分けの世界を生きる子ども・若者～その

生活世界の諸相と支援の広がりの意味を考えてみる」富田光保（相模女子大学） （４）実践報告「神奈の自立

にむかって」兼田 幸（京都・中学校） ［世話人］ 馬場久志 横内廣夫（京都教育センタ－・生活指導研究

会） ２４人参加

《感想》 現在の日本の政治・経済情勢の下で不可避の課題であると思った。馬場先生の疑問の投

げかけ、泰先生の子どもに添った教育支援報告、富田先生の焦点化した問題提起、兼田先生のグ

ループ指導のなかの個別指導報告、これらが噛みあってテーマへの考察を深めさせたと思います。

第４分科会 高校教育問題第４分科会 高校教育問題第４分科会 高校教育問題第４分科会 高校教育問題
テ－マ：テ－マ：テ－マ：テ－マ：現在現在現在現在のののの高校教育「改革」動向高校教育「改革」動向高校教育「改革」動向高校教育「改革」動向をををを批判的批判的批判的批判的にににに検討検討検討検討しししし、、、、

運動運動運動運動とととと実践実践実践実践のののの課題課題課題課題をををを探探探探るるるる
司会 児美川孝一郎（民主教育研究所・法政大学）原田 久（京都教育センター）

（１）問題提起 児美川孝一郎 （２）京都の公立高校改革30年の検証（試案）

佐古田博（京都教育センター高校問題研究会） （３）新高校学習指導要領と若者の人格・学力発達 太田政男

（大東文化大学名誉教授） （４）京都の高校制度改変の中での朱雀高校の取り組み 竹脇隆（京都府立盲学校

分会・非常勤講師）（５）なぜ通信制高校は増えたのか －私立通信制高校の設置認可行政と教育活動の今― 神

崎真実（立命館グローバルイノベーション研究機構） ［世話人］児美川孝一郎 原田 久 ３０人参加

《感想》《感想》《感想》《感想》 “学力”とは何か改めて考えたということです。私たちの目指す“学力”をしっかり
もっていたいです。子どもたちと先生たちと“何のために学ぶのか”を正面から学ばないといけ
ないということです。

第３分科会 学力保障と新学習指導要領第３分科会 学力保障と新学習指導要領第３分科会 学力保障と新学習指導要領第３分科会 学力保障と新学習指導要領
テ－マ：テ－マ：テ－マ：テ－マ：教育現場の実態・課題に向き合い、学力と人格を育てる教育課程教育現場の実態・課題に向き合い、学力と人格を育てる教育課程教育現場の実態・課題に向き合い、学力と人格を育てる教育課程教育現場の実態・課題に向き合い、学力と人格を育てる教育課程
司会 梅原利夫（民主教育研究所）平野健三（京都教育センター）

（１）問題提起：教育現場の実態・課題に向き合い、学力と人格を育てる教育課

程 鋒山泰弘（追手門学院大学） （２）新学習指導要領のもと、子どもたちに

つけたい力 大味祥恵（京都市小学校） （３）「英語教育をめぐる７つの課題」

にどう答えるか 瀧口 優（白梅学園短期大学） （４）低学力生徒のサポートから見えてくる学力や学習の実

態と課題－ネパール人サポート実践を含めて－ 中井秀樹（京都府立朱雀高校）（５）「主体的、対話的で深い学

び」を問い直す 小寺隆幸（明星学園中学校）・三石初雄（帝京大学）

[世話人] 市川章人（京都教育センター）、梅原利夫 ２８人参加

《感想》《感想》《感想》《感想》 今の学校現場をおおいつくすスタンダードについて、随分と自分の中で整理できまし
た。押しつけられているととらえましたが、最後に中村先生の言われた現場に受容する雰囲気が
あった（厳密にいうと受容する雰囲気をつくられていった）ということはまさにそう思います。
押しつけ反対のみ主張しても、のりこえられないと思います。やはり民間教育運動だと思うので。
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第５分科会 子どもの発達と地域・学校第５分科会 子どもの発達と地域・学校第５分科会 子どもの発達と地域・学校第５分科会 子どもの発達と地域・学校
テ－マ：テ－マ：テ－マ：テ－マ：子どもたちが本音を出せる〈場〉とは子どもたちが本音を出せる〈場〉とは子どもたちが本音を出せる〈場〉とは子どもたちが本音を出せる〈場〉とは

―地域・学校で輝く子どもたち―地域・学校で輝く子どもたち―地域・学校で輝く子どもたち―地域・学校で輝く子どもたち

司会 朝岡幸彦（民主教育研究所・東京農工大学）

（１）問題提起 姫野美佐子（京都教育センター・子どもの発達と地域研究会） （２）学

び（山村留学）をど真ん中においた地域再生 辻 英之（グリーンウッド） （３）地域に

子どもの遊びと仲間を育てる 子ども会・少年団を育てる左京センター （４）京都府立朱雀高校の演劇部の実践 中谷

眞紀（京都府立朱雀高校教員） ２９人参加

［世話人］姫野美佐子（京都教育センター・子どもの発達と地域研究会）、朝岡幸彦

《感想》《感想》《感想》《感想》地域の資源や文化、人材を力にしていくことが活動を発展継続させていくことでつなが

ることがわかりました。グリーンウッドのとりくみは村全体という壮大なもの。少年団の指導員

の大学生たちが、しっかりと報告されていて感心しました。朱雀高校の演劇部の実践は、生活の

中での子どもたちの思いを劇として実現させたとりくみで、まさしく、子ども（生徒）たちの本

音を出し合い、形にしたものだと思いました。しんどくもあきらめないで取り組みを積み重ねて

いくことの重要性、限りなく相手、子どもたちを信頼していく取り組みの中で産み出される子ど

もたち。それに関わることで発達していく大人達の姿がいきいきと報告された。

第６分科会 障害児教育第６分科会 障害児教育第６分科会 障害児教育第６分科会 障害児教育
テ－マ：テ－マ：テ－マ：テ－マ：子どもから出発する教育課程づくり子どもから出発する教育課程づくり子どもから出発する教育課程づくり子どもから出発する教育課程づくり

司会 西城信幸（京都障害児教育研究センター）

（１）基調提案 塩田奈津（京都障害児教育研究センター） （２）支援学校中学部、

高等部の実践 （３）進路の取り組みを通して、現状と課題を報告します。

［世話人］中村尚子（立正大学）、西城信幸（京都障害児教育研究センター）19人参加

《感想》《感想》《感想》《感想》 作業学習に限らず現場の教員がどのような子ども観、障害観、教材観等を持って実践

をどう作っていくのかが最終的にはポイントになるとあらためて思います。だからこそ現場での

論議が大切であり、現場の主体者としての権限（責任。自由）を最大限生かすことが求められて

いると考えました。支援学校における、現状と、その中で、教材を大切にし、何をどのような課

題で、どう、教材化するかなど多く学びました。進路問題と、現在の社会の課題（働き方改革、

外国人の雇用）とリンクしていると思いました。足元の学校でも日常から、少しでもこういう社

会に合わせるだけでなく子どもの願いの立場に立った話がしていけるようでありたいなあ～と思

ったしだいでした。運営・報告に当たって下さった先生方、大変ごくろうさまです。

第７分科会 地域と学校を守るー統廃合・小中一貫教育―第７分科会 地域と学校を守るー統廃合・小中一貫教育―第７分科会 地域と学校を守るー統廃合・小中一貫教育―第７分科会 地域と学校を守るー統廃合・小中一貫教育―
テ－マ：テ－マ：テ－マ：テ－マ：子どもにとって地域にとって、学校が果たす役割を考える子どもにとって地域にとって、学校が果たす役割を考える子どもにとって地域にとって、学校が果たす役割を考える子どもにとって地域にとって、学校が果たす役割を考える

司会 深澤 司 （京都教育センター） 葉狩宅也 （京都教育センター）

（１）基調報告 山本由美（民主教育研究所・和光大学） （２）京都市の学校統廃合

と小中一貫教育の現状 中野宏之（京都市教職員組合） （３）奈良県における新た

な県立高校削減計画と県立高校を守る運動 深澤 司（京都教育センター） （４）複

式学級の子どもたちを守る地域の学校 粟田小学校保護者、地域住民（広島県庄原市）

［世話人］ 山本由美、深澤 司、葉狩宅也（京都教育センター・地方教育行政研究会） 19人参加

《感想》《感想》《感想》《感想》 地域の学校を守る統廃合と小中一貫教育に参加して、全国的に問題になっている統廃

合の問題について参加者の方々の意見をお聞きし、やはり、地域の保護者の意志統一が大切とい

うことに改めて響きました。

・「小学校はただの学校ではない!」「小さくてもきらりと輝き続ける」の広島の保護者の会の

方々のお話にはげまされました。

第27回民研・全国教育研究交流集会in京都

第 4 9 回京都教育センター研究集会
分科会報告
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第８分科会 環境・公害問題と教育第８分科会 環境・公害問題と教育第８分科会 環境・公害問題と教育第８分科会 環境・公害問題と教育
テ－マ：テ－マ：テ－マ：テ－マ：3.11から約8年、あらためて環境・公害問題と3.11から約8年、あらためて環境・公害問題と3.11から約8年、あらためて環境・公害問題と3.11から約8年、あらためて環境・公害問題と

教育実践の繋ぎ方を考える教育実践の繋ぎ方を考える教育実践の繋ぎ方を考える教育実践の繋ぎ方を考える

司会 安藤聡彦（民主教育研究所・埼玉大学）

（１）問題提起 安藤聡彦 （２）原発事故と向き合う教育 齋藤 毅（福島県立福島北

高校） （３）公害の経験から学ぶ試み～西淀川大気汚染公害を取り上げて～ 栗本

知子（（公財）公害地域再生センター「あおぞら財団」） （４）下北半島の未来を紡ぐ：地域、教育、民主主義 寺田肇（青

森県国民教育研究所）西舘崇（共愛学園前橋国際大学／民主教育研究所「環境と地域」教育研究委員会）

［世話人］ 安藤聡彦、栗本知子（（公財）地域再生センター「あおぞら財団」） ９人参加

《感想》《感想》《感想》《感想》私自身が公害の実態に向き合わなければならないと認識しました。環境教育を行うとき

に地域で同じ目標を共有して実践していくことが重要であると思いました。環境教育で求められ

る重要な力は「批判力」であると共有しました。「批判力」は、ただ相手の考えにたいして正し

い情報を持って反論する力ではなく、社会の理不尽な在り方をもたらす社会構造にたいして疑問

を持ちそれを変えていこうとする力であることを共有しました。

第９分科会 ジェンダーと教育第９分科会 ジェンダーと教育第９分科会 ジェンダーと教育第９分科会 ジェンダーと教育
テ－マ：テ－マ：テ－マ：テ－マ：性教育をめぐる現状を分析し、創造的な実践から学ぶ性教育をめぐる現状を分析し、創造的な実践から学ぶ性教育をめぐる現状を分析し、創造的な実践から学ぶ性教育をめぐる現状を分析し、創造的な実践から学ぶ

司会 池谷壽夫（民主教育研究所・了徳寺大学） 関口久志（京都教育大学）

（１）問題提起 杉田真衣（民主教育研究所・首都大学東京） （２）大規模中学校にお

ける性教育の実態調査 茂木輝順（民主教育研究所・女子栄養大学）

（３）知的障害特別支援学校におけるセクシュアリティ教育 Ｃ・Ｔ（京都・特別支援学校） （４）男子高校生に伝える男子

の性 辻 奈由巳（京都教育大学大学院生） （５）卒業までに知っておきたい性のこと 辻 聖佳・山田真理（大阪私立

高校） ［世話人］ 関口久志 杉田真衣 18人参加

《感想》《感想》《感想》《感想》性教育の必要性、性教育は幸福追求権を保障するためにあるなど、今まで自分が見聞き

してきた性教育とは真反対の人間のすばらしさ、人間を肯定的にとらえる性教育の一端を知り、

大変勉強になった。

第10分科会 道徳性の教育と教科書第10分科会 道徳性の教育と教科書第10分科会 道徳性の教育と教科書第10分科会 道徳性の教育と教科書
テ－マ：テ－マ：テ－マ：テ－マ：教科・他領域を含む道徳性の教育の対抗道徳を考える教科・他領域を含む道徳性の教育の対抗道徳を考える教科・他領域を含む道徳性の教育の対抗道徳を考える教科・他領域を含む道徳性の教育の対抗道徳を考える

（１）基調報告 道徳性の教育と教科書 金馬国晴（民主教育研究所・横浜国立大学）

（２）「文学教材と道徳教材、その似て非なるもの」 阪上貴木（京都市・中学校）

（３）「徳目にとらわれない授業」 相模光弘（京都府・小学校）

（４）「大学生・若手教員の道徳観をめぐって～大学の現場から～」 荒木寿友（立命

館大学）

［世話人］金馬国晴（横浜国立大学）、西條昭男（京都教育センター） 20人参加

第11分科会 ワークショップ・暮らしに生きるカウンセリング第11分科会 ワークショップ・暮らしに生きるカウンセリング第11分科会 ワークショップ・暮らしに生きるカウンセリング第11分科会 ワークショップ・暮らしに生きるカウンセリング
テーマ：テーマ：テーマ：テーマ：自他尊重に基づく、誠実・率直・さわやかな人間関係の自他尊重に基づく、誠実・率直・さわやかな人間関係の自他尊重に基づく、誠実・率直・さわやかな人間関係の自他尊重に基づく、誠実・率直・さわやかな人間関係の

あり方を求めてあり方を求めてあり方を求めてあり方を求めて
―エンカウンター・グループ（出会い）体験学習を通して――エンカウンター・グループ（出会い）体験学習を通して――エンカウンター・グループ（出会い）体験学習を通して――エンカウンター・グループ（出会い）体験学習を通して―

司会 原木とし子（京都教育センター） 12人参加

（１）基調報告 ［世話人］原木とし子（京都教育センター・民主カウンセリング研究会）

《感想》《感想》《感想》《感想》一人一人が今の社会のストライクゾーンが狭められる息苦しい状況の中で、カウンセリ

ングとはどうあるべきかについて、深く学び直すことができました。
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《2018年》

12月 2日 子どもを守る文化会議

12月 5日 つどい実行委員会

12月 6日 入館団体会議

不登校問題研究会

12月 8日 運営委員会

憲法と子育て・教育を考えるつどい

12月 9日 学生1000人のリアル集会

12月14日 子ども全国センター幹事会

12月15日 教育課程研究委員会

12月16日 教育のつどい共同研究者会議

12月17日 中等教育研究委員会

12月19日 インタビュー・香山リカさん

12月22日 全国教育研究交流集会（京都） 全体会

12月23日 全国教育研究交流集会（京都） 分科会

12月25日 教育行財政研究委員会

《2019年》

1月15日 「環境と地域」教育研究委員会

1月21日 『人間と教育』編集委員会

1月23日 小中一貫教育研究会

1月24日 道徳教育プロジェクト

1月25日 子ども全国センター幹事会

1月26日 ～27日 四国教育研究交流集会

高校教育シンポジウム

1月27日 子ども研究委員会

1月28日 中等教育研究委員会

1月30日 三役・事務局会議

2月 1日 教育のつどい実行委員会

2月 8日 「ジェンダーと教育」研究委員会

2月10日 全教大会民研挨拶

2月11日 教育機会確保法改正をめぐる講演会と

シンポジウム

2月12日 『人間と教育』編集委員会

2月13日 『人間と教育』校正

2月15日 沖縄民研と懇談

2月16日 運営委員会

2月16日 教育課程研究委員会

2月19日 教育行財政研究委員会

「環境と地域」教育研究委員会

2月20日 『人間と教育』出張校正

2月22日 事務局会議

2月23日 ～24日 学校統廃合と小中一貫教育を考える

全国交流集会

2月25日 中等教育研究委員会

2月27日 三役・事務局会議

◆ 登校拒否・不登校問題のこれからを考えよう その２

全国登校拒否・不登校問題研究会 生活ジャーナル

◆ 「学びの公共空間」としての公民館

佐藤一子 岩波書店

◆ 冬の架け橋 佐田暢子 本の泉社

◆ くわしすぎる教育勅語

高橋陽一 太郎次郎社エディタス

u 12の問いから始める オリンピック・パラリンピック研究

坂上康博 かもがわ出版

賛助会員 加入のお願い
民主教育研究所は

全日本教職員組合の組合員と賛助会員によって、財

政が支えられ運営されています。真理と真実に基づき、研

究を通して広く教育に携わるものの実践を支え励ます拠

点として、1992年に設立されました。８つの研究委員会と

「道徳教育プロジェクト」によって、研究が進められ、研究

と実践をまとめた『年報』や季刊『人間と教育』を発行して

います。

賛助会員になると

季刊『人間と教育』、「民研だより」（年４回）が無料で自

宅に郵送されます。民研発行の書籍を各１冊、半額で購

入できます。

参加と共同の学校づくり・
教育課程づくり交流集会
2019年3月30日（土）・31日（日）

全国教育文化会館

基調報告・講演・シンポジウム基調報告・講演・シンポジウム基調報告・講演・シンポジウム基調報告・講演・シンポジウム1日目

２日目

講演 「子どもを守り育てる地域のとりくみと
学校づくり」石井拓児さん（名古屋大学）

シンポジウム 「地域で子どもを守り育てるとりく
み～参加と共同の学校づくりを展望して」

11:00～ 16:30

9:30～ 12:30

Ａ 子どもの成長・発達を保障する視点から
部活動のあり方を考える
Ｂ 改訂学習指導要領・スタンダードを乗り越え
るとりくみと教育課程づくり
Ｃ 『高校改革』のねらいと私たちのとりくみ

課題別課題別課題別課題別フォフォフォフォーーーーラムラムラムラム

語ろう、子どもと教育


