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各県の問い合わせ先

9/25(日)です。

※ 参加申込締切は

←こちらの二次元コード または
【 https://chojinkyo.net/kyuudoukyo/】
上記

URL↑からお申し込みください。

宮崎県同教
熊本県人教
佐賀県同教
大分県人教
福岡県同教
鹿児島県同教

48 回
第

0985-65-6003
096-384-5454
0952-62-6434
097-556-1012
092-651-8600
099-218-9310

九州地区人権・同和教育夏期講座
「 どがんね？ 気づいとんね？ 」
～ つながろう 大切なわたし 大切なあなた ～

※専用フォームでのお申し込みが困難な方は
各県にお問い合わせください

◇申し込みの流れ（個人）
長崎県人権教育研究協議会HPトップ内 「第48回九州地区人権・同和教育夏期講座」 をクリック
⇒ 申込ページに移動
⇒ 申込フォーム をクリック（所属等によってフォームを選ぶ）
⇒ フォーム内の項目に回答後、 確認 をクリック
⇒ 確認ページで間違いがなければ 送信 をクリック ※自動返信にて支払方法等のお知らせが届きます。

◇申し込みの流れ（団体） ⇒
よくある

質問
・

FAQ

下記（事務局）にお問い合わせください。

「申し込み（FAXで…、複数人で…）」「見積書」「請求書」等
よくある質問（FAQ）についてはこちらのURLまたは二次元コードでご案内しています。
※問題が解決しない、インターネット等での申し込みが難しい方は下記（事務局）にお電話ください。

FAQ【 https://chojinkyo.net/faq/ 】
申込完了後に自動返信が届かない場合

注
意
事
項

支
払
方
法

「メールアドレスの記入間違い」 「迷惑メールに振り分けられている」
「メールの受信設定」等の原因が考えられますので確認のうえ、再度お申込みください。
◆長崎県外の学生の方で参加希望の方は、各県または下記（事務局）にご連絡ください。
◆申し込みいただいた個人情報は本講座以外には使用いたしません。
◆視聴に必要なURL等の情報はお申し込みの際に記載いただいたメールアドレスあてに９月下旬に送ります。

支払方法は申込フォーム内で２つの方法が選べます。

クレジット決済（クレジットカードが必要です）
銀行振込（振込手数料はご負担ください）

実施方法
日

時

参加・資料代

YouTubeによる録画配信 （事前申し込みが必要です）
２０２２（令和４）年

10月1日(土) 13時～ 11月3日（木）まで視聴できます

2,000円（資料は受講ページ内に掲載しますので、各自でダウンロードしてください）

◆請求書・見積書が必要な方は、上記各県にお問い合わせください。

ご理解
・
ご協力

◇お申し込みいただいたアドレスに視聴用URLをお送りするため、事前申込(締切厳守)が必要となります。
◇ネット環境によっては、映像や音声が乱れたり、回線が不安定になったりする可能性がありますのでご了承ください。
◇通信にかかる費用につきましては、参加者の負担となります。Wi-Fi環境での視聴をおすすめします。特に携帯電話回線からの視聴
（パケット使用）はご注意ください。
◇著作権・肖像権の侵害行為（録音・録画等・URLの複製、およびそれらの二次利用や拡散など）は禁止しております。
◇ご視聴後は、今後の参考のためアンケートにご協力いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先（事務局）

長崎県人権教育研究協議会

HPアドレス https://chojinkyo.net/
〒856-0835 長崎県大村市久原1-1-11 県教育センター分室

TEL/FAX： ０９５７-５０-１２６８ e-mail： ngsjinkyo@iaa.itkeeper.ne.jp
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情報保障
主催
後援

全コンテンツ手話・字幕付きで視聴可能

第48回九州地区人権・同和教育夏期講座実行委員会 第48回九州地区人権・同和教育夏期講座長崎県実行委員会
宮崎県・熊本県・佐賀県・大分県・福岡県・鹿児島県・沖縄県教育委員会 公益社団法人全国人権教育研究協議会
全国隣保館連絡協議会九州ブロック協議会 部落解放共闘九州ブロック協議会 九州社会福祉協議会連合会児童養
護施設協議会 九州ブロックPTA協議会 長崎県 長崎県教育委員会 長崎市 長崎市教育委員会 長崎県都市教
育長協議会 長崎県町村教育長会 長崎県高等学校長協会 長崎県校長会 長崎県私立中学高等学校協会 長崎県
PTA連合会 長崎県公立高等学校PTA連合会 長崎県私立中学高等学校PTA連合会 長崎県社会教育委員連絡協議
会 長崎県社会福祉協議会 長崎市PTA連合会 長崎市校長会 長崎県国公立幼稚園・こども園協会 長崎県私立
幼稚園・認定こども園連合会 長崎県保育協会 長崎県地域婦人団体連絡協議会 長崎県青少年育成県民会議 長
崎県公民館連絡協議会 長崎県民生委員児童委員協議会 長崎県保護司会連合会 長崎県更生保護女性連盟 部落
解放にとりくむ長崎県宗教教団連帯会議 部落解放共闘長崎県民会議 長崎人権研究所 部落解放同盟長崎県連合
会 長崎県教職員組合 公益財団法人日本教育公務員弘済会長崎支部 長崎大学 長崎県立大学 長崎総合科学大
学 活水女子大学 長崎純心大学 長崎外国語大学 長崎国際大学 鎮西学院大学 長崎女子短期大学 長崎短期
大学 佐世保工業高等専門学校 NHK長崎放送局 NBC長崎放送 KTNテレビ長崎 NIB長崎国際テレビ NCC
長崎文化放送 エフエム長崎 長崎ケーブルメディア 長崎新聞社 朝日新聞社 毎日新聞社 読売新聞西部本社
共同通信社長崎支局 西日本新聞社 日本経済新聞社長崎支局（含む申請中）
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ごあいさつ
長期にわたって感染症が拡大するなか、九州各地において差別の解消と人権の確立に向けた取り組みを重ね
ていただいておられるみなさまに、深く敬意を表しますとともに感謝申し上げます。
さて、本年6月15日に「こども基本法」が成立しました。これは、日本が1994年に批准した「子どもの権利条
約」に包括的に対応するための法律で、その第3条（基本理念）には、「全てのこどもについて、個人として尊重さ
れ、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること」「全てのこどもにつ
いて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」など
と示されています。子どもの権利条約は、1989年の国連総会で採択されました。採択30年にあたり2019年に
国内で実施された3万人アンケートでは、「子どもの権利条約を知っていますか」の問いに、おとなの42.9％、子
どもの31.5％が「聞いたことがない」と回答しています。子どもを権利の主体ととらえた「こども基本法」の具現
化を図るには、子どもの権利条約についての学びから始める必要があります。
また、今年は、「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されて20年目の節目の年です。基本計画の第1章
には「すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するためには、国民一人一
人の人権尊重の精神の涵養を図ることが不可欠であり、そのために行われる人権教育・啓発の重要性について
は、これをどんなに強調してもし過ぎることはない。」と記されています。
今日、社会の変化に伴って、児童虐待、貧困、ヤングケアラー、インターネット上の人権侵害、コロナ禍における
排除・差別など次々と新たな課題が表出しています。人権が確立された社会の実現にむけては、次々と生じるあら
たな課題やそれらに対応する法や制度などについて、私たちは学び続けることが不可欠であると考えます。
この間、感染症の拡大により学びの場の設定が困難な状況が続いていますが、こういう状況であるからこそ、人
権の学びを止めてはならないと考えます。
開催地長崎では、幅広い構成で長崎県実行委員会を組織し、コロナ禍のなか様々な状況に対応できるよう万
全の準備を重ねていただきました。現在、新規感染者数は流動的で、今後どのように変化していくのかまったく見
通すことができません。
このような状況をふまえ、第48回夏期講座は記念講演及び特別講座、長崎からのメッセージの録画映像を
Web上で視聴していただく形で開催することといたしました。昨年に引き続き、分科会での実践交流が実施でき
ないことは大変残念ではありますが、本夏期講座が、一人でも多くの方の学びの場となりますことを祈念いたしま
してごあいさつといたします。
第48回九州地区人権・同和教育夏期講座実行委員長
九州地区県同教連絡協議会
会長 有光 洋
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「助けてと言えるまち
おくだ

講

師

ともし

奥田 知志

さん

特別講座Ⅱ

【 NPO法人抱樸理事長 】

特別講座Ⅲ

「いつか笑える日が来る」(いのちのことば社)
「伴走型支援」(有斐閣)
「助けてと言える国へ」茂木健一郎氏共著・集英社新書）
「ユダよ、帰れ」（新教出版社）等

100分

90～100分

講師 長田 明子さん
（熊本県人権教育研究協議会）

「なぜ世界中がアクティブ・ラーニングなのか
- これまでの教育との違い - 」

かつやま
ゆ む
90～100分
講師 勝山 結夢さん
（NPO法人国際臨床保育研究所）

乳幼児期は世界中がもっとも軽視してきた時期です。しかし、この時期は社会力、教育力、幸福感、個人の人生の
質（クオリティオブライフ）などに、様々な影響力があることがわかってきました。オランダをはじめとするヨーロッパ
諸国では、保育・教育そのものの価値感の見直し、学習とは何かという議論や研究を重ね、その中で明らかになっ
たのは、主体が子どもにならなければ学習効果は低いということでした。アクティブ・ラーニングは最近のものでは
ありません。世界中がアクティブ・ラーニングを導入し始めましたが、３０年以上前からこれらに気づき実践を継続
している国や施設があります。なぜ世界中がアクティブ・ラーニングなのか、どのような効果があるのかを考えたい
と思います。

長崎が一貫して取り組んできた核兵器廃絶・軍縮・平和な世界の実現への願い
が、学生を中心とした活動としてしっかりと受け継がれ、新たな形として発展し続
けていることは、長崎県にとって大きな誇りである。若者たちの言葉を届けます。
報告者・報告内容

20分

1998年から高校生平和大使を国連に送る活動が始
まりました。さらにその活動をきっかけに高校生1万人署
名活動が始まり、今年で22年めを迎えています。今や
19都道府県に仲間がいます。コロナ禍での活動は困難ではありますが、工夫を重ねながら
集めた署名は200万筆を越えました。「ビリョクだけどムリョクではない」と20年以上にわ
たって引き継がれてきたバトンを皆さんにも届けたいと思います。

20分

長崎県・長崎市・長崎大学の3者で構成されたプロジェ
クトとして、2013年から活動を開始しました。最新の国
（Nagasaki Youth Delegation）
際情勢について学んだり、核軍縮・不拡散問題に関す
る国際会議への出席を通じて活動したりしてきました。今期で10期めになります。被爆者の
思いを次の世代の平和活動として発展させ、被爆地から世界に発信していきます。

＜講師プロフィール＞

1963年生まれ。関西学院神学部修士課程、西南学院大学神学部専攻科をそれぞれ
卒業。九州大学大学院博士課程後期単位取得。1990年、東八幡キリスト教会牧師と
して赴任。同時に、学生時代から始めた「ホームレス支援」に北九州でも参加。事務局長等を経て北九州ホーム
レス支援機構（現 抱樸）の理事長に就任。これまでに3500人(2020年3月現在)以上のホームレスの人々の自
立を支援。その他、共生地域創造財団代表理事、全国居住支援法人協議会共同代表、国の審議会等の役職も
歴任。第19回糸賀一雄記念賞受賞など多数の表彰を受ける。NHKのドキュメンタリー番組「プロフェッショナル
仕事の流儀」にも2度取り上げられ、著作も多数と広範囲に活動を広げている。

な が た あ き こ

- 熊本の進路保障 - 」

所要時間

30年以上のホームレスや生活困窮状況にある方の支援活動から
見えてきた社会からの孤立状況。今、日本全国に「孤立」が広がっ
ているのではないかと心配しています。つながりが人を生かす。
「助けてと言える社会」についてお話しさせていただきます。

＜主な著書＞

「みちをひらく

１９７６年に発覚した就職差別事件で最も問われたのは、「教育」でした。子どもたちの生活やくらしがみえず、子
どもたちを就職差別から守ることができなかった痛烈な反省から、熊本県の進路保障の取り組みが始まりました。
「『言わない・書かない・提出しない』取り組みは、自分をみつめ、家族と向き合い、家族を語ること」と語る講師
が、子どもとの出会いを通して学んだことを伝え、進路保障で大切にしたいことを語ります。

メッセージ

ほうぼく

90～100分
講師 土田 光子さん
（大阪多様性教育ネットワーク共同代表）
つ ち だ み つ こ

水平社設立１00年の今なお、差別の現実は厳然と在ります。2016年には部落差別解消推進法も施行されまし
たが、現場の腰は重い。何が人権教育実践のブレーキになっているのか、どうすれば、もっと生き生きと取り組んで
いけるのか、今一度原点に立ち返り、みんなで明日を拓いて行こうと思える、そんな元気をお届けします。

長崎からの

－ ひとりにしないという支援 － 」

記念講演

特別講座Ⅰ

「人権文化の花咲く学校づくり」

高校生1万人署名活動

ナガサキ・ユース代表団

