
区分 あなたの意見 ワーク後

1

同和地区の教育をやめるほうが良いのでは？教育すると知ってしまうので
は？との意見に、何故やめたほうが良いのか、何故知ってしまうかなど、どこ
まで理解を示して発しているのか、知ってしまうことで何が変わるのか、やめる
ほうが良い（知らないままのほうが良い）と言っている段階で同和地区に対し
て差別を促してしまっているのではないかと思う。

“知る”ということは大事なことであり、知らないままにしておくことで偏見・差別はなくな
らないのではと思う。正しい知識をもって共有・共感する場面をふやしていくことで伝え
ていきたい勇気も芽生えるのではと感じた。

コメント

一つの問題は、なぜそうしたふうに考えるのかということだと思います。考え
る時点で、思考停止している場合もあるでしょう。あるいは、予断をもってし
まっている場合もあるでしょう。そして、こうした考えが差別を温存してしまう、
といったことには想像力が及ばないのではないかと思います。

その通りだと思います。まずは現実をきちんと「知る」ことが不可欠です。その上で、
自分はどう考えるのかということが出てきます。いろんな人との対話を通じて、より深く
知ることもできるし、自分なりの考えを磨くこともできます。そういう場面をたくさんつ
くっていきたいものです。

2

差別につながる事が多いので、日常の生活の中でも、それって差別？差別し
たり、されたりする事で相手の事を考えるという教育が必要だと思う。自分一
人では立ちむかえないことを、共に考えていける仲間作りが必要だと思うの
で、現状を知っていく事が大切だと思う。歴史の背景を知っていく。

皆様同じ様な意見が多かった。歴史や背景を正しく知っていく事の大切さや、まわりの
環境（この周辺でも）がかわってきているが、相手の気持ちを考えていける教育が大事
だし、自分の事も大切だと思う。力がつく教育につながって欲しいと思いました。

コメント

差別はあちこちにありますよね。その差別を前にしたときに、どうするのか？
そして、それには生身の人が関わっていることを知るべきだと思います。差別
は、される人とする人の関係性、社会のあり方を映し出していますから、そこ
で問われるのは、自分の向き合い方ということになるでしょう。知ることから、
一人から始める、それがスタートだと思います。

やはり、教育が大事な意味をもちますね。それが成長過程で、きちんと保障され、物
事を見る確かな力を身に付けることが必要だと思います。同時に、思いやりや優しさ
など、人間として大切な資質もです。

3

同和地区の教育をすると知ってしまうということですが、私たちが今、部落差別
の歴史を知ることでいろんな成り立ちがあり、差別が引きつがれてきたというこ
とを知ったように、知ることで考えていけることは多々あると思います。知ったこ
とで次にどうこれから動いていくかということを考える為にも、同和教育は必要
だと思います。今は、この地区に新しく移り住んでこられる方も多く、土地に対
しての偏見がなくなっていくことが、差別をなくしていく手立てのひとつになって
いって欲しいです。

部落差別の成り立ちや歴史を学ぶことで差別はどうしておこるのか!!その事に対して私
たちはどう向かっていかなければいけないかということを自分自身に問いかけていまし
た。これからもこの問題を考えながら、子どもたちの保育にも返していけるようにしてい
きたいと思います。
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コメント

現実に差別がある、これが問題の出発点です。それをふまえた上で、どうす
るのかということになります。知ることで差別をしてしまうということも実際問題
としてはあります。しかし、教えない方がいいというのは、論理の飛躍があり
ます。それで問題が解決すればいいですが、そうはなりません。差別の現実
をしっかり見据えて、克服するための方策を探る、その営みがとても大事で、
尊いと思います。

常に自分に問いかけるという姿勢が大事だと思います。私が知っていることは、事柄
のほんの一部分に過ぎません。全てを知ることもできません。できることは、学びの姿
勢をなくさないことだと思います。アンテナを張っていれば、きっと素敵なものがひっか
かるはずです。

4
「同和について」や差別があったということを伝えて、正しいことを知ることは大
切だと思いますが、場所について詳しく伝える必要はないのではと思います。

どうわについてしっかりと知識を持つことの大切さを感じました。同和のことだけではな
く、様々な事に対して知識を持ったうえで、どうするのかは自分の心次第だということも
思いました。

コメント

どこまで伝えるべきか、知った方がいいか？議論が分かれるところです。部
落差別は、生まれた場所、住んでいる場所を理由に起こります。同和地区問
い合わせや、戸籍の不正入手、部落地名総鑑などは、部落がどこか、その場
所にこだわるから起こる事件です。その場所が差別のしるしになっているから
です。部落問題を理解する上で、その場所を知ることは必ずしも必要なことで
はありません。ただ、世間には部落にまつわるいろんな話が出回っているし、
その場所をネット上に公開するような人もいます。少なくとも、公務に関わる
人は、その地域について正確なことを知っておいてほしいと、私は思います。
場所を含む具体的な事実を知った上で、部落問題と向きあってほしいと思い
ます。

「知識は両刃の剣」とのことばを紹介しましたが、どちらに向かって使うのかということ
になります。それをきめるのはその人個人ですが、知り方も問題だと思います。マイ
ナスイメージで知るのと、その逆で知るのでは、全く様相が違ってきます。まっとうな
部落問題観が育まれるような出会いができればサイコーだと思います。それが心を
鍛えていくことになるはずです。

5
教育をやめるのではなく、どの様に向き合っていくかを考えていかないといけ
ないのではと思う反面、知らないのならあえて教えなくてもいいのではと思う。
まちがった考え、知識を正していかないと。

きちんと学習をしていかないといけない。歴史からわかってくる事、何故このような差別
がおこなわれたかがわかり、次は自分がどのようにかわれるか、と考えさせられまし
た。差別をしない、させないよう勉強して、人にきちんと話せるように全体になっていけ
たらいいなと思いました。

コメント

どのように向きあっていくかを考えるためにも、教育が必要なのではないで
しょうか？「知らない」からこそ、教えることが必要になります。どこかで、「知ら
される」こともあるでしょう。間違った考えや知識を教えられることもあるでしょ
う。なるがままに任せるのではなく、きちんと知らせる、教育を通じて知ること
が大事だと思います。

そうだと思います。なぜ？と問いを発し続け、答えさがしを続けることが大事でしょう。
それは、学びと自分磨きでもあると思います。人に語れるようになれればサイコーで
すね。

6

教育をするのであれば、細かい歴史や内容、事実まで教える必要があると思
う。“部落差別がある”“差別はダメ”という内容だけでは、本当の同和教育に
はならない。逆に子どもなら（大人でも）途中半ぱな情報だけでは、差別した
り、特別視してしまうきっかけになりそう。

知らないことで、人を傷つけてしまう時もある。正しい情報は知っておいた方がいい。
教えていく中で、その事実に対して“差別はおかしいと感じる力”も同時に育てないとい
けないと思った。（部落だけでなく、他の差別に関しても）



コメント

判で押したような形ばかりの教育はあまり効果がないですね。ヘタをすると差
別を広げてしまうことにもなります。感性を揺すぶるような教育をと言葉では
言いますが、これはなかなかに難しいです。教材や方法など、創意工夫をし
ているつもりですが、なかなかというのが偽らざるところです。

「無知は差別だ」と、かつて言われたことがありましたが、確かにそういうことも起こり
得るとは思います。しかし、無知であるのは、それを知る機会がなかった結果であっ
て、その人の責任に帰すべきことではないでしょう。知る機会や場をたくさんつくり、問
題に接することを容易にすることが大事だと思います。

7

時代の流れと共に「同和」という言葉もうすれてきているように思います。確か
に教わる事によって、知る事は多く、知らなくてもいいのでは？と思う事も多々
あります。ですが、実際に転勤や引っ越しで家を探している方が、不動産屋か
ら耳にすることもあるらしく、ほっとけない問題でもあります。（誤解をしている
部分もあるので）正しい情報を知る事はとても大切なので、教わる事も大切だ
と思います。

地域により片寄りがあるので、全国統一した教育をして欲しい。人の意見に流されない
ことが大切（考えはひとつではない）。いろいろの差別があるとおもますが、その背景を
理解した上で、その人、その人個人を認める事が大切。いろんな人がいて、あたりま
え。

コメント

「部落」が「同和」になり、「同和」が「人権」になり、言葉は変わり、部落差別の
ありようも変わってきていますが、部落差別が生きている現実は変わっていま
せん。変化のありようをとらえ、問題の根っこ（部落差別とは何か）を探り当て
る取り組みを重ねることが必要だと思います。そして、差別に出会ったとき
に、どうするのか？ここで、その人の人間的ありようが問われることになりま
す。「差別は間違っている」との立場で対応できるか、ということになります。

地域差を埋めるために、全国統一の教育をという意味は理解できますが、それは「教
科書」を通じて実行されています。それを元に、各地での創意工夫というのがベター
で、現実的だという気がします。人の意見はきちんと聞くけれども、流されないよう、自
分の考えを持つことが大事です。切磋琢磨し合う関係でありたいですね。

8

現実にどんな差別、歴史があったのかということは、知る事は大事なことだと
思います。知らないままだと、現実に目をふせているだけで、差別自体はなく
ならないと思います。どのように考えたらいいか、歴史を知り、教育をすること
は必要なことだと思います。差別、なかなかなくならない中、そのように向き合
うのか（いろいろな問題に対し）考えていくことは大切と思います。

差別に対してどのように向き合い、解決していこうとするのか（知識も差別を強めること
があるということも含め）その差別に対し、共に考え合えるよう教育等、学ぶことは大切
だと感じました。差別に対して、おかしいと感じたり、考えようとすること、日々の保育な
どでも大事なことだと思います。

コメント
おっしゃる通りだと思います。こうした考え方をする人が増えていけば、問題
はより解決に向かっていくはずだし、いろんな取り組みもより効果をあげると
思います。ですから、こうした人を増やしていくことが大事になります。

常に自分はどうなのか、自省的・内省的であることが大事だと思います。それが、学
びの姿勢、自分磨きにつながっていくのだと思います。教育や保育の取組みは一朝
一夕にいくものではありませんが、的を捉えれば、間違いのない結果を生みます。そ
うしたことを期待できるのが人権教育（保育）ではないかと思います。

9

・「知るということは、自分らの意識を新しくふやすことになるので、大切なこと
だと思う。・自分の内面と向きあう、そして、その気もちに今の自分を重ねるこ
とが新しい考えを心につくることになるから。・「知らない」ことが人を傷つけてし
まう。又、ちがう方向に物事を流すことになる。それはとても人間的に悲しい。

・ディスカッションとして、知るということが大切というのはみんな同じ意見だったが、“正
しい知識を知る”ことが大切、その為には“教育が大切”と話し合ったが、“知識は武器
になるか”ということも新しい意味で自分の頭に残る･･･。知識を自分の心がそう考えて
いくか、どう思っていくか、自分のやはり内面に問うことが必要だと思う。差別する力と
差別とたたかう力、考えていきたい。

コメント

新しいことを知るのはワクワク感があります。それは自分の血肉になり、成長
の糧になります。知らないことは、予期せぬ事態を引き起こすことにもなりま
す。それもまた、知る機会、学びの場になりますが、痛い思いはできるならし
ない方がお互いにいいと思います。謙虚に学ぶ・知ることが大事だと思いま
す。

正しいことを知ること、教育が大切、これが肝でしょう。問題はその後です。知識をどう
使うのか、自身との葛藤が始まります。それがあってこそ、自己内対話という時間を
過ごしてこそ、知識は生きたものになるのではと思います。そして、差別とたたかう力
が育まれていけばいいですね。



10

同和問題や差別について正しい知識を知らないままでいると、人のうわさや間
違った情報、誤解したままの事を信じてしまう事もあると思う。だから、この問
題の歴史や事実を知る事は大切だと思う。知っていると、色々な場面に出会っ
た時、自分で考えたり、違うよという事も伝えられると思う。

グループで話をして、親の気持ち（部落の親が子どもに伝える時）、とても悩む。（どうし
てうちだけがこんな苦悩をしなくてはいけないんだろう･･･）、その思いに寄りそって考え
てみること、自分の事として考えてみる事を自分もやってみないと、と思い直しました。
思いを共有すること、共感することは保育の中でも大切なことになるし、つながっていく
ことだと思います。深い事だとは思いますが、今一度考えたいです。

コメント

ある意味、知らないことはこわいことです。何が事実・真実かを見分け、判断
することができず、そのままに受け入れてしまうことにもなりかねません。それ
が人権に関わることであれば、取り返しがつかなくなることもあります。やは
り、しっかり知り、自分の考えを持ち、きちんとした判断ができることが大事だ
と思います。

問題を具体的に考えることは、とても大事だと思います。部落の親の立場になって･･･
というのもその一つで、自分ならと、あれこれイメージが浮かんできます。そうした問
題を共有・共感し合えると、とても元気になります。

11

同和の歴史を勉強することは良いことだと思う。屠畜場で働く人が住んでいた
ところが部落地区となり、そこの部分は〇〇〇た場所となったことが部落に
なったと知り。高学年で部落の歴史をしっかり勉強してから、自分の考えを話
せば良いと思うので、正しいことを知る！が一番だと思う。

豊中にある部落の歴史をしっかり知り、その上で自分はその場所に住んでいる人や、
部落出身だと言われても気にせず、人としてしっかりつき合って行きたいと思う。豊中
の部落の事を間違って覚えたりしていた。

コメント

物事にはすべて経過や歴史がありますから、それを知ることは問題を考える
上での前提だと思います。部落がなぜ、その場所にあるのか？についても同
様のことが言えます。社会的な理由・必要性があったわけです。ということ
は、それはまさに私の問題ということになります。学びはそこからでしょう。

真理は常に具体的であると言いますが、抽象的に部落問題を学ぶだけでなく、自分
の足元にある部落問題を学ぶことは、現実感を伴うことであり、ある意味、生きた学
習ということができます。事実を知れば、違った景色が見えてくることもあります。

12

過去の事実として知った上で、それをなくす教育も同様にすればいいのではな
いかと思う。ただ、子供に教える場合は、何才の時点で教えるかは、よく考え
た方がいいように思う。正しく教育した方が、知らずに育つより、どこかの時点
で知った時に、うける印象がちがってくるのではないかと思う。

グループワークをして、みんなの意見は正しい知識を知った上での意見なので、差別
をなくすための教育を子供達にしていくというのでまとまったと思います。子供に伝える
年れいは小さい子にも、おには悪者ではないのでは？などと、その年れいに応じた教
育ができるのではとのことで、なるほどと思いました。

コメント

教育は不可欠の営みですが、しっかり準備してかからないと、所期の成果は
生まれません。いつから、どのように教えるのかも用意周到が必要です。今
までの取り組みの中で重ねられてきた知見と、目の前の子どもの実態をふま
えたものになるべきでしょう。もちろん、教える側の姿勢や向き合い方も問わ
れることになります。

人は十人十色で、グループワークをするといろんな意見を聞くことができます。貴重な
学びの機会だと思います。差別や偏見は、乳幼児段階から刷り込まれるものでもあ
り、意識的にそれと対抗する取り組みが不可欠です。それらが、差別とたたかう力の
土壌をつくっていくということになるのだと思います。

13

差別があった事は事実なので学ぶ必要はあると思う。ただ、学ぶ場で場所を
知らされなくても、身内の会話の中から知る事も。(実際、住む場所を探してい
る時、言われた）その時に、「自分は気にしない」「偏見の目で見るのは違うん
ちゃう！」と、はっきり言える強さが持てるよう事実を知っておくべきだと思う。

自分の意見と同グループの方々と同じ様な意見が多かったです。今までなんとなくし
か知らなかった部落問題。詳しく歴史や芸能の事など新しく知り、どの内容も興味深
かったです。「とじょう？」が聞き慣れなく、始めは「？」でした。もっと詳しく知る必要が
あるな･･･と思いました。



コメント

どこまで知るべきか？と問えば、すべてと答えるしかありません。隠すべきこ
とは何もないし、その必要もないからです。すべてを知った上で、どうするの
かは各自が決めればいい、これが基本・原則だと思います。問題は、それに
よって差別が起こる可能性があるということです。ですから、基本・原則にそっ
た柔軟な対応が必要になります。悩ましいです。

興味深く聞くこと、とても大事なことだと思います。好奇心を触発し、関心を呼び起す、
といったことが次につながります。研修内容も創意工夫をして、型にはまったものにな
らないように心がけているつもりですが、なかなかというところです。ぜひ、機会があ
れば、研修・学習を続けてください。

14

教育はする方がいい。ただし、中途半端な教育はやめた方がいい。過去の話
のように感じるが、現在でも“同和”はあるし、それについて思い悩んでいる人
がいるかもしれない。しかし、中途半端に教えることによって、同和地区の差
別につながってしまう。“古い歴史からどんな事をしていて、今がある”という事
の教育は必要。

転勤族の多い豊中で、いつ・どんな事をきっかけで“同和地区”“部落差別”を知る事に
なるか、わからないため、歴史から教育は受けるべきである。“差別とたたかう能力を
生まれつき持つ”“最大の差別者になれる”本当にその通りだと思った。

コメント
何事においても中途半端はダメですね。そして、部落問題では致命的になり
ます。だからといって、部落問題をタブー視するのではなく、大胆さと慎重さ、
ち密さを併せ持つことが必要でしょう。

いつ・どこで出会うのか、想定することはできません。問題は、その時にどうするのか
ということになります。部落差別は不当だという認識があれば、最低限の対応はでき
ると思いますが、それがなければ、ズルズルと差別する方に傾いていきかねないと思
います。知ること・学ぶことの意味がここにあると思います。

15

豊中は転勤の方も多く、実際、引越されてきた方は“知らなかった”という場合
も増えてきていることを感じる。色々な側面から見ると（色々な立場で物事を見
ると）勉強することによって差別意識をもってしまうケースもあるし、差別を受け
てきた方は、知ってもらうことによって、無知が差別・偏見を生んでしまう人間
の心理、構図を伝えたいのだろうとも思う。

差別と言っても色々なものがある。差別はなぜなくならないのか･･･。「闘う」ということ
ばを使うことによって、妙な闘争心がでてくるのが人間なのだろうか･･･。いつの時代も
“自分が上に立ちたい”と思うが、本能なのか･･･。

コメント

それこそ地域差もありますから、「わざわざ･･･」といった意見を持つ人も少な
からずおられます。こういう人たちにどう伝えるのか、簡単ではありませんが、
その工夫をしなければならないと思います。部落と部落外と、立場によって問
題意識は違いますが、部落問題を軸にした意見交換ができればいいなと思
います。

差別は人間の本能？という考え方は根強くあります。それほど、差別が根強く執拗だ
ということを示しているのだと思います。仮に、本能であればなくすことは難しいでしょ
う。しかし、そうであったとしても、闘いをやめるわけにはいきません。

16

正しい知識と理解をもつ為に、同和地区の教育はあるべきと思います。間違っ
た情報や、偏見に基いた意見が簡単にネットなどで手に入ってしまう時代です
ので、しっかりとした正しい知識をもつことはとても大切だと思います。知らず
知らずのうちに、差別的な考えにならないようにしたいです。

小学生のお子さんがいる方は、人権の教科書の表紙が暗くて、重いイメージだったと
教えてくれました。重い、深いテーマではあるけれど、遠いところなるような話ではなく、
身近な当たり前の知識として話題（偏見をはね返す）に出来る世の中になってほしい。
「それ、おかしいよ」と言える社会でありたい。

コメント

まさしく、そうだと思いますが、今、直面している問題の一つは、そうした取り
組みが衰退し、部落問題を知らない若い世代が増えていることです。学校教
育でもしかり、生涯学習や啓発・研修でもしかりです。これを挽回することはな
かなか難しいです。その意味では、斬新な切り口からのアピールも必要だと
思います。新しい部落問題学習を創り出したいものです。

副読本「にんげん」のことですね。確かにそういうふうとらえられたところもあたっと思
います。「重い・暗い」というイメージとともに語られるのが部落問題の常で、クリアー
な雰囲気にはなることが難しかったように思います。時代と状況の制約があったこと
は間違いありませんが、そうしたイメージを払拭せねばと思います。
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現在の時代の中で同和地区の存在、歴史等知る人は少ないと思います。が、
自分達が生きていく中で、又、自分達の子ども世代にも、昔、どの様な苦労が
あり、同じ人間でありながら、どの様な差別を受けてきたのか伝え、今後どう
生き、生活していくのか伝えていかなければならないと思う。

事実を知り、間違った考えがいる人がいれば正してあげることが大切だと思います。
又、子どもたち世代にもしっかり伝えていかなければならないと思います。

コメント

部落問題のやっかいなところは、誤解や偏見が真実のごとく伝わり、人々の
記憶に刻まれるということです。この連鎖を断ち切ることが必要ですが、いか
んせん、公然とは現れず、裏通りで行き交っていますから、なかなかです。焦
らず、構えず、じっくり、ゆっくりアピールしていくしかないなあと思います。

誤解や偏見を持っている人を説得することは、簡単ではないと思います。間違いを指
摘し、事実はこうだと伝えることはもちろん必要ですが、なぜそのような誤解や偏見が
つきまとっているのか、部落問題の根っこを解き明かす作業が必要です。簡潔明瞭に
説明できればいいですが、これが至難の技です。あなたなら、どう説明しますか？

18

教育をやめると、同和地区の事がわからないまま確かな事が伝わりにくいと思
う。教育を受けて何が真実であるかをしっかり学び、間違った情報を訂正して、
確かな事を伝えていく事が差別意識をなくしていくのではないかと、私は考え
る。

グループワークでみなさまの意見を聞き、同じ意見の方が多く、もっとも大切なことは
何か、同和問題の歴史を知ることで、知らない人達に伝えていけること、真実を知るこ
との大切さを知ることができよかったです。

コメント

確かな事、真実を知り、学ぶことが大事ですね。それは教育に課せられた仕
事だと思いますが、それがなかなかに厳しい現状にあります。人権課題が多
様化する中、部落問題は埋もれてしまい、スポットも当たらなくなっているから
です。最低限、義務教育の時代に部落問題ときちんと出会う、これをめざした
いと思います。

忌憚なく話をすることによって、他の人の意見を聞くことによって、大切にすべきことを
確認できた、グループワークの成果が確認できてうれしいですね。こうした取り組みを
継続し、広げ、積み重ねていくことがとても大事だと思います。


