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特 集

表紙写真

学ぶ人権 育むこころ

人権の授業を受ける児童の皆さん。
人権
問題を知り、学びながら、問題解決につな
がるこころを育んでいます。

世の中に残るいじめや虐待、部落問題、障がい 者・外国人・女性・性的マイノリティの人権に
係 わる問 題 。今 回 の 特 集 では 、これらの 問 題を少しでも解 決させるた め に 大 切 な「 学 び 」に
スポットを当てます。

�

生小 学 校の 4 年生の 教 室 。人権につい
ての授 業です。この日のテーマは「誰も

過 去 の人権 問 題に関 する市民 意 識 調 査 でも 、
研 修 会など で 学習経 験 がある人のほうが 、人権

が 安 心して自分らしく暮らす ために 」。 課題を正しく理解し、問題意識を持っていることが

人それぞれの違いを認め合うことが大 切である
ことなどを学び合いました。

明らかになっています。
人権問題を自らにも関わるものとして捉え、
「差

「 差別を許さない」という意識を高
このような人権教育が市内小・中学校で行われ、 別はいけない」
子どもたちの心を育んでいます。
「差別はいけない」とわかっていても、自分では
気付かないうちに誰かの人権を侵害してしまって

めるためには、学びの機 会への参加が大 切です。
それは大人にとっても同じ。学ぶことが、人権問題
解決の糸口になります。

いることがあります。また、
「 自分は差別していな

近年、SNSを使った人権侵害や、新型コロナウ

いから」と差 別に無関心でいることは、差 別を放

イルス感染 症に関連した偏見や差別など、新たな

置してしまうことにつながります 。差 別をなくし 、 人権問題も発生してきています。その問題解決の
誰もが安心して自分らしく暮らせる社会にするた

ために必要なことは、一人一人が人権問題を知る

めに、私たちは人権について学ぶ必要があります。 こと。まずは、その第一歩を踏み出しましょう。

にししげる

人権を学ぶことがいかに大切なのか。長年、人権教育に携わってきていている西繁さんに、
お話を伺いました。

新たな人権問題
近年、新たな人権問題が発生しています。
新型コロナウイルス感染者やその家族、医
療従事者やその家族などへの偏見や差別、
また、SNSを使った暴言やいじめなどです。
いずれもこれまでになかった新たな人権
問題ですが、その特徴はこれまでの差別と
同じように 、
誤った知
識 や偏 見に 基づき 、
き
ひ
一部の人を忌避したり、排除したりする差
別になっています。
つまり、差別の形は新しくても、その中身
は社会に根強く存在する偏見や差別意識と
同じもので、その解消のためには社会意識を
変えていくことが必要なのかもしれません。

人権問題の解決に向けて

家庭で学ぶ機会を
さらに、人権を学ぶ機会は、意外にも身近
なところにあります。それは、家族や職場で
一緒に話し合うことです。例えば、家族で言
えば、子どもが学校で人権の授業があった日、
その話題で会話する。テレビで人権問題が取
り上げられていたら、それについて会話する。
そんな家族同士で話すことも、実は人権を学
ぶことになるのです。
市 内の 子どもたちは 、自分 の 経 験や人
権 教 育で 学んだことを 、毎 年人権 作 文を
書くことで、人権意識を高め合っています。
私たち大人も一歩を踏み出して、人権問題を
一人一人 が自分 にとって身 近な問 題とし
て 考 えること が 何より 大 切 なことで す 。
ぜ ひ 、家 族 で 、会 社で 、サークルで 、この
広 報に掲載されている子どもたちの人権
作 文 を取り上げ て 、一 度 話し 合ってみて
ください 。

人権 問 題を解 決するためには 、二つの
方 法が大 切だと考えています 。一つ目は
「知ること」、二つ目は「学ぶこと」です。
「知ること」は、
事実に基づいた正しい知識
を得ることです。さまざまな情報があふれて
いる現代社会の中で、
誤った情報や、うわさ
ふう ぶ ん
う
の
や風聞を鵜 呑 みにすることが偏見につな
がっていきます。
「 世間で常識とされている
ことは、本当は非常識なことなのかもしれ
ない 」と 、正しい情 報を得るために 、また 、
自分の意識は間違っていないのか、一度立ち
止まって考えることが大切だと思います。
また、
「 学ぶこと」は人権について考える
ことです。大人が学ぶ機会が日常的に少な
西繁 さん（鈴鹿市人権教育アドバイザー）
いということもあるでしょうが、機会はいく
らでも作ることができます。まさに、この広
報が学びの提 供ですし、毎年人権 週間前
市内の各所で人権講座なども行っています。
後に行われる市のイベントなども貴重な学 希望される方は、人権教育センターへご連絡
びの場となっています。少し踏み出してみ ください。
ると 、身近なところに 、たくさん学ぶ 機 会 人権教育センター
（ 384-7411 384-7412）
があります。

みんなが暮らしやすい世の中へ

なければならないと思います。
今は、コロナのえいきょうもあって、
私の妹は 、産まれつき耳が 聞こえにくくて いったようです。母は、周囲のお母さんと話して
マスクやフェイスシールドをつけてい
中度の難 聴障がいがあります。母は、先生に 救われたんだと思います。
るので、声がこもってより聞こえにくく
そう言われて不安で 泣いてしまったと言って
今は、母も妹も自分から聴覚障がいがある なって何と言っているのか分からない
いました。私も、もし母と同じように自分の子 ということをいろんな人に話しています。そう と言っていました。大きな声でゆっくり
どもが 難 聴 障が いだと言われたら 、不安で やって 、いろんな人に話 せるのは 、周りの人
はっきり話したり、身ぶり手ぶりを使っ
泣いてしまうと思います 。でも 、今 の 母を見 が 理 解 してくれてい る からだ と思 います 。 たり、紙に書いてあげたりして伝え方
ていると、母が 不安で 泣いていたなんてこと このように 、妹のことを知ってもらって理 解
を工夫してあげてほしいと思います。
が信じられません。それは、毎日笑 顔で元気 をしてもらえると 、何か困ったことがあった
最近、私は、母と妹が使っている手
に過ごしているからです 。私なら 、笑 顔で 過 時手助けしてもらえたりするので 、自分から
話を覚えようとも思いました。それが、
ご すことなんてできないと思います 。母 は 、話すことはいいことだと思います。
私ができる第一歩だと思ったからです。
強くてすごいと私は思いました。
みんなにも、障がいを理解
難聴というのは外見ではわかりづらい障が
今は、そんな強い母でも、妹の耳が聞こえにく いなので、どのように伝えたらいいのだろうと しようとするような、みんな
いこと、補聴器をつけて生活していくことを受け 母はよく言っています。補聴器を付けるとすべ
が暮らしやすい世の中に
入れられずに、周りの人にはずっと言えずにかく ての音声が 聞こえるわけではないようです 。 するための第一歩を踏み
してきた時もあったと言っていました。でも、ろう 聞こえ方はその人にしか分からないので、その 出してほしいです。
学校に親子で通い出して、先生や他の難聴の子 人に合った手助けを考えて、そして実行していか
どもがいるお母さんたちと出会ってから、かくし

おにごっこにさそってくれた友だち
玉垣小学校3年 竹口 くるみさん

稲生小学校6年 松橋 由依さん たいと思っていた気持ちが少しずつなくなって

学校で人権について学んだ児 童・生徒の皆さん。自らの経 験をもとに記した
「人権に関する作 文」について、代 表作品をご紹介します。

みんながみんならしく生きるためには

まつはし

ゆ

い

松橋 由依さん

ま ゆみ

たく と

わたしは 、一人でいるときが一番すきで 、毎日
昼休みに一人で本を読んでいました。
六月の昼休みに本を読もうとすると同じクラスのA
ちゃんが「いっしょにおにごっこをしよう。」とさそって
くれました。
私はさそってくれてうれしい気持ちになり、
「いいよ。
」
と答えました。
ほかの友だちもいっしょにお
にごっこをしました。外はとてもあつかったので、たく
さんあせをかきました。いっしょに走っていたＡちゃん
も、
あせをたくさんかいていました。
いっぱいおににつ
かまってしまいました。おにごっこが終わり、わたしは、
「おにごっこにさそってもらえてうれしかったな。
友だち
を遊びにさそえるAちゃんはすごいな。
」
と思いました。
わたしは一人でいる時間がすきだったのが、この
日をきっかけに友だちと遊んでいる時間もすきに
なりました 。また友だちと走りたいと思いました 。
そしてこれからは、Aちゃんのまねをしてたくさん
の友だちをさそって、たくさん外で 遊びたいです。
そして三年生が終わるまでに、
Aちゃんを遊 び にさそい
たいです。

たけぐち

眞弓 拓豊さん

竹口 くるみさん

ある方が「言いたいことがある」と言って、祖母
このことを通し、
ぼくはこれからの社会が目指す
といっしょにその方のもとに案内された。
豊かな社会とは
「やさしさのあふれる社会」
のこと
その方はおじいさんで、片手がなく寝たきり だと思った。
今年の夏はパラリンピックとオリンピックが
みんなが自分らしく、
みんなが力いっ
ぼくの祖母は介護施設で働く看護師さんだ。
開催された 。ぼくはパラリンピックで 障がい そんな祖母に連れられ、数年前に得意だった の状態だった。その方は僕のマジックをすごく ぱい生きることのできるようにするには相手を一人
喜んでくださり、
「久しぶりにここまで楽しくて、 一人尊重し、
のある人 たちがスポーツの第一線で 活 躍し マジックを披露しに行くこととなった。はじめて
気づかう優しさと行動が必要だと思う。
感動した。」と僕の祖母にも元気にしゃべり
ているところをみて、いつも感動を覚える。 祖母の職場を見た。その介護施設では様々な
同時に、目に見えない障がいのある人もこの
かけ、何度も「良かった。良かった。」と言ってく 世界にはたくさんいる。
ぼくは、小学校5年生のとき、半月板損傷を 障がいのある人がたくさんいた。右手のない
れていた。
そして最後にその方とあく手をした。
してしまい、松葉杖をついていた。使い慣れてい おじいさん 、認知 症のおばあさん 、車いすに
障がいの有無や見える見えないに関わらず、
その時、ぼくはすごくおどろいてしまった。理 好奇の目でみられるとすごくいやな気持になる
ない松 葉 杖をついてショッピングモール へ 乗っている方々・・・。
由は、すごく強く、エネルギー溢れるようなあ と思う。
行ったことがあった。人ごみの中、松葉杖で歩い
「何か困っていることはないか、何か助け
そんな方々に対し、祖母をはじめ看護師さん
く手をしてくれたからだ。おじいさんは、少しい てあげられることがないかな」と自然とそう思え
ていると、ちょうど同世代の人から、痛いほどの や介護士さんは分けへだてなく優しく、そして
好奇の目線を感じ、
すごくいやな気持ちになった。楽しそうに伊勢弁でしゃべりかけていた。だか たずらっぽい笑顔を浮かべながら握手をしてく るようになる心をもつことが大切だと自分自身の
れた。このときぼくは「みんなのやさしさで一人 二つの経験を通して思った。ぼくは、すべての人
でも、今までの僕は、
「障がいのある人を好奇 らなのか、介護施設の中にいるみんなの声が元
一人が自分らしく、そして力いっぱいに生きる たちと楽しく笑い合える豊かな社会の一員として
の目で見ていたりしなかった 気で輝かしい笑顔をしているように見えた。
か？」
「 自分にはそんな意識
そんな中、ぼくはマジックを披露した。ハプ ことができているのだな」と心からそう思った。 できる行動を考えていきたい。
がなかったとしても障がいの ニングもなく、無事に終わったとき、入所され
今回の特集に関するご意見・ご感想は
ある人を傷つけるようなこと ている方々からたくさんの拍手をもらった。
を本当にしていないだろうか？」ずっと自問自答

天栄中学校1年 眞弓 拓豊さん をくり返していた。
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国体さながらの熱気
三重とこわかソフトテニス大会
10 月23 日㈯・24 日㈰
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿で、新型コロナ
ウイルスの影響を受け中止になった三重とこわか
国体の代替大会「三重とこわかソフトテニス大会
2021」が開催されました。
大 会 には 、国 体 に 出 場 予 定 だった 都 道 府 県
チームのうち、参加を希望した73チーム約80 0人
が 参 加 。少 年 男子・女子 、成 年 男子・女子のそれ
ぞれのカテゴリーで、優 勝を目指した戦いが 繰り
広げられました 。開 催中の2日間 、会 場は国 体さ
ながらの熱気で包まれていました。

できた 渡った ほたる橋
11月 5 日㈮

庄内地区にある「鈴鹿ほたるの里」にホタル観
賞 用の木 製 橋が 完 成 。渡り初めやホタルのエサ
「カワニナ」の放流などで、その完成を祝いました。
例年 、たくさんの
ホタル が 舞 うほ た
るの里。来シーズン、
この橋を渡って多く
の人 が ホタル 観 賞
を楽しみます。
え

とう

たかし

夢をありがとう！ 衛藤 昂選手！
11月 6 日㈯
リオオリンピックと東京2020オリンピック、3度
の世界陸上に出場し、今年度で競技の第一線から
退くこととなった衛 藤選手に対するセレモニーが
開催され、恩師などから労いの言葉や花 束などが
贈られました。
会場に集まった皆さんからは、衛藤選手への惜
しみない拍手が送られていました。

次回の募集は
２月５日号掲載分です
●原稿規格／タイトル15文字程度・
本文80文字程度
●申込み／12月13日㈪から17日㈮ま
でに、郵送、
ファクスまたは電子メール
（〒513-8701 住所不要、 382-2219、
johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）
で
情報政策課へ。
なお、確認のため、郵送・
ファクス・電子メール送信後は、
タイトル・
氏名・電話番号を電話で情報政策課
（ 382-9036）
へご連絡ください。
●注意事項／営業、
政治、
宗教活動と
認められるものは、
お断りします
(企業・自営業者の活動を含む) 。
※当事者間のトラブルについて、市は
一切関与しません。

※ 同一主催者の掲載申し込みは1回
1記事に限ります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、当面の間、窓口での受け付けを
中止します。

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室
しげ

た

重田隆康

372-1951

内容／仕事関係や人間関係など、
悩みを持つ方の相談を受け付け
ています。企業勤務、
大学講師の
経験を生かし、精神的なバック
アップやアドバイスをします。
相談料／無料 ※詳しくは、
電話
でお問い合わせください。

認知症の人と
家族の会のつどい
「家族の会」
鈴鹿
下野
370-4620
対象／本人、家族、
関心のある方
どなたでも とき／12月8日㈬13時
～15時 ところ／牧田コミュニ
ティセンター 内容／悩み相談、
情報交換、
介護家族との交流 参
加料／100円

10周年記念演奏会
ワンステージメンバー募集
三重混声合唱団あんだぁれ70
神田
090-6379-3551
とき／5月15日㈰13時から
（予定）
ところ／四日市市文化会館(四日市市
安島2-5-3) 内容／作曲家の石若雅 弥
さんを客演指揮者として招く演奏会
で、
共に歌う参加者を募集します。
※詳しくはホームページ( https://
andare70.jp/)で
いし

わか

まさ

や

鈴鹿錬成会 柔道教室
生徒募集
川﨑洋平

090-7609-2450
384-3741
対象／どなたでも とき／火・木・土
曜日19時～21時 ところ／市武道
館、神戸高校ほか 内容／元気に楽
しく礼法と受身を身に付けて相手を
思いやる気持ちと強い体を作りま
しょう。 申込み／電話またはホーム
ページ(鈴鹿錬成会で検索)で

鈴鹿市民歩こう会
参加者募集
鈴鹿市民歩こう会
鈴木利昭
080-1611-9264
①とき／12月12日㈰ 集合／白子新
生公園9時 内容／岸岡山公園で
気楽なウオーク7km ②とき／1月3
日㈪ 集合／平田駅前(エイブル駐
車場)8時 内容／椿大神社に初詣
11kmまたは16km ※弁当自由、
マ
スク必須。
初参加者も歓迎します。

旭が丘Jゴスペルクラブ
ロバの子ゴスペルクラブ
090-9915-6972
とき／毎月第4木曜日10時30分～12
時 ところ／ほのぼのハウス(中旭が
丘4-7-2) 内容／Jゴスペルという日
本人のためのオリジナルゴスペルで
愛をテーマに歌っています。 参加
料／100円 申込み／電話で ※
キーボードが弾ける方を歓迎します。

屋根・外壁塗り替え
セミナー
(一社)市民講座運営委員会
0120-689-419
対象／どなたでも とき／12月
11日㈯・12日㈰9時45分～12時
ところ／文化会館 内容／塗装
工事の前に消費者が知っておく
べき知識を分かりやすく説明し
ます。 参加料／無料 申込み
／電話で

健康体操・脂肪燃焼
エクササイズ
ばん

伴

080-5298-6403

とき／毎週金曜日14時30分から
ところ／市武道館 内容／若々
しい身体を保つために必要な簡
単なストレッチ、筋トレ、ボクササ
イズで、
姿勢、
肩こり、
腰痛を改善
しましょう。 参加料／600円

ラン・ウオークを
はじめましょう
鈴鹿ランニングクラブ
山鹿 昇 080-3683-6255
対象／一般 とき／毎週日曜日7
時から ところ／青少年の森
(キャンプ場内あずま屋に集合)
内容／コース内でランニングやウ
オーキングを楽しみます。 参加
料／月300円
やま

が

のぼる
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学 べる
憩 える
快適空間

図書館の魅力
『みんな大好き 魔法の世界！』

子どもから大人まで幅広くご利用いただける憩いの
場
「図書館」
。
その魅力についてお伝えしていきます。
12月のテーマコーナーは
『みんな大好き 魔法の
世界！』
です。
もしも魔法がつかえたら…。
この冬は、
おうちで魔法の世界をお楽しみください。
（12月8日
㈬から）

『魔法のレシピでスイーツ・フェアリー』
（堀直子／作 木村いこ／絵 あかね書房）

空想するのが大好きな
みわは、
「 調理同好会」の
危機に思わず
「スイーツで、
妖精の国を作ります！」
と
言ってしまいます。4人で力
をあわせ、
おいしいスイーツ
でみんなを幸せにできるの
でしょうか…。

『世界魔法道具の大図鑑』
（バッカラリオ／オリヴィエーリ／文 ソーマ／絵
やま ざき みず は

小谷真理／日本語版監修 山崎 瑞花／訳 西村書店）

白雪姫のリンゴ、
孫悟空
の如意棒、
ホグワーツ魔法
魔術学校の組分け帽子…。
古今東西の物語に出てくる、
美しく楽しい魔 法 道具を
オールカラーイラストで一
挙公開。
【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】

誰もが一度は夢見た魔法の
世界。空を飛んだり、怪物と
戦ったり、
自分の姿を変えたり・
・
・。
魔法の本を読んで、どきどき
わくわくの魔法の世界をのぞ
いてみましょう。

モータースポーツお宝探検隊 vol.8
くす もと くに はる

たか ひこ

今回ご紹介するのは、
楠本邦治さんと貴彦さん親子です。
車をうまく運転することへの興味があり、
30代の頃からサー
キット走行やレース観戦に親しんでいた邦治さん。
いつしか、
ドリフト走行
（車体を横滑りさせながらコントロールする走行
方法）
の名手として人気を博した土屋圭市選手の大ファンに。
鈴鹿サーキットのパドックで2時間待ってサインしてもらっ
たレプリカヘルメットは、
邦治さんの自慢の品です。
そんな父の影響を受けた貴彦さんも、
強制されることも
なく自然と車好きに。
サーキットで愛車を走行させながら、
車の基本的な動きの理解と安全に走るための技術を身に
付けました。
その走行で使用する貴彦さんのグローブにも、
土屋選手のサインが入っています。
「先週も鈴鹿ハイツの自宅から歩いてレース観戦に
行きました」
と笑顔で話す楠本さん親子。大切なサイン
入りグッズもさる
ことながら、車と
サー キットが 深
めた家族の絆こ
そが「お宝」なの
かもしれません。
つち

や

けい いち

▲貴彦さんの愛車を前に笑顔の楠本さん親子

■中野能成
（鈴鹿モータースポーツ友の会 事務局）

子どものころ、
最も苦手なものが作文でした。
夏休みの宿題で最後に残るのは、
いつも読書
感想文。
泣きながら、
8月31日を迎えていた記
憶があります。
わが子が小学生になり驚いたことは、ほぼ
毎週のように作文の宿題があることです。自
分自身が子どもだったら、地獄の週末になっ
ていたに違いありません。
ただ、
作文を書きや
すいように配慮されていて、
“先生あのね”か
ら書き出せばどんな内容でも大丈夫。週末にあった出来事
などを報告します。
私や妻がチェックをして提出するのです
が、
書くごとに少しずつ上手くなっていくのが分かりました。
今回の特集では、人権作文を紹介しました。一人一人が人
権について考え、
その思いを伝えようと、
自らの言葉で記し
ています。
これもきっと日々の積み重ねがあったからでしょ
う。4・5ページに掲載した三人の作文。ぜひご一読ください。
（一）

