て行動していくこととなり
ました。
十月八日には教育問題に
ついての懇談会を開催し、
現在、そこで出た意見も参
考に、教育基本法について
のチラシを作成中です。
さらに国会終盤の十二月

三日には、「日の丸・君が
代予防訴訟」の原告である
宮村博さんをお呼びして集
会を開催いたします。
チラシの配布や集会など、
どうぞ皆様のお力をお寄せ
下さるよう、よろしくお願
い申し上げます。

に特別委員会での審議入り
もありそうな情勢です。
むさしの憲法市民フォー
ラムも、このような状況を
受け、九月十一日の第一回
総会で、教育基本法「改正」
問題が当面の緊急課題であ
ることを確認、焦点を絞っ

倍内閣は、発足と同
時に教育基本法「改
正」を最重要課題と位置づ
け、今国会での法案成立を
目指す方針を打ち出しまし
た。党首討論後には、直ち

これらの狙いを総合する
と、ことはこの国のありよ
うを根本から変えてしまう
ものであることがはっきり
してきました。
民主党案についても、政
府案同様、教育基本法の基
本理念を否定するものであ
ることが指摘されました。

講演においては、この二
つの流れが合流したところ
に教育基本法「改正」と国
民投票法があること、さら
に、その延長線上には憲法
改悪があることが語られ、
注意が喚起されました。
今後の、私たちの運動の
ポイントとしても、この二
つの流れを結びつけた反対
運 動 に 取 り 組 んで いく こ と 、
即ち、「格差社会」を是正
し、「最低限度の生活」を
保障する社会を求めていく
と同時に、有事法制の発動
や在日米軍の再編強化に反
対していくことが重要であ
ることが語られました。
(

(

(

)

)

)

(

)

茂

現在の政治情勢を眺める
と、行政改革推進法案や医
療制度改革法案などの小泉
構造改革（新自由主義）路
線、そして共謀罪や在日米
軍再編強化にみられる軍事
大国化（国家主義）路線が
並行して進められています。

高橋

大内氏は、現行基本法と
の対照を行いながら、政府
の「改正」案の狙いとして、
九月十一日、むさしの憲 次の五点を指摘しました。
法市民フォーラムの第一回 一 「個人の価値」の尊重
総会が開かれました。
から、国家にとって有
総会では、「憲法フォー
用な人材の育成へ。
ラム」として、当面教育基 二 主権者にとっての教育
本法「改正」問題を中心に
から、教育行政・政府
行動していくことが提起さ
にとっての教育へ。
れ、確認されました。
三 格差社会化を推進する
また、総会基調講演とし
理念・制度の実現へ。
て「教育基本法『改正』を 四 新自由主義・国家主義
問うー愛国心・格差社会・
の全域化―幼児教育か
憲法」と題した大内裕和氏
ら生涯学習まで、家庭
（松山大学助教授）の講演
から地域まで。
が行われました。その内容 五 平和憲法との切断、そ
を、簡単に報告いたします。
して改憲へ。
(

)

九月二十三日、むさしの
憲法市民フォーラムでは、
衆議院議員菅直人氏の事務
所を訪れ、教育基本法改正
の問題について、以下の様
な申し入れを行いました。
「安倍新首相は、現在継
続審議中となっている教育
基本法改正案について、今
臨時国会での成立を目指す
考えと言われています。実
際、安倍氏は、公約の第一
に教育改革を掲げ、まず教
育基本法改正を行う旨を繰
り返し公言しています。
安倍氏の教育改革は、教
育バウチャーに象徴される
ように学校と教師を競争の
中に追いやり、学校と子ど
もの序列化を進め、弱者を
切り捨てるものです。また、
そのために進行する格差社
会＝国民の一体感の崩壊に
対し、愛国心の強制を梃子
とする国民の管理統制を実
保雄

施すると思われます。この
教育改革は、今の学校と子
どもたちの困難さをさらに
深め、歪んだものにする危
険性があります。
教育は、かけがえのない
子どもたちの未来に関わる
問題です。今、国論が分裂
する中、限られた人々の政
治的思惑で基本法の改正と
いう大改革を強行すること
は、未来に取り返しのつか
ない過ちを犯すことになり
ます。どんな教育の状況の
下で、どんな改革が示され
ているのか、国民が正確に
理解し、その判断が示され
るまで、拙速な改正を行う
べきでないと考えます。
民主党は、与党が今国会
で教育基本法改正を行わな
いと約束しない限り、会期
について合意しない方針と
お聞きしました。私たちは、
民主党がこのような姿勢を
堅持され、安倍新内閣が軽
々に教育基本法改正を強行
できぬよう、力を尽くされ
ることを心からお願いしま
す」
勝又

今、教育基本法の改正が
行われようとしている中で、
「実際に子どもの教育に悩
んでいる大勢の人たちの心
に届くような改正反対運動」
を実現するためには、どん
な問題意識を共有し、何を
訴えていくべきなのか？
その糸口を探る試みとし
て、十月八日、教育問題の
懇談会を実施しました。
武蔵野で教育に関わって
いる中学校や高校の先生、
塾講師、子どもの電話相談
員、教育学の専門家、コミ
ュニティースクールに関わ
る人、その他、若いお父さ
んお母さんたちが、悩みや
問題点を出し合いました。
話し合いの中では、子供
を学校に通わせる親の実感
として、「学校が学力競争
の場となっている。親とし
てわが子を負け組にしたく
ないが、わが子さえよけれ

ばとも思えない。公立の学
校が大切だと思うのだが…」
との声があげられました。
また、「個性を重んじる
教育の名の下に、都立高校
が細分化し子どもの将来が
中学生で決定してしまう現
状がある」「親の年収と、
子供の成績が比例するとの
記事を目にし、驚いている。
格差社会の広がりで、教育
の機会が不均衡になって来
ているのでは」「今の教師
は煩雑な仕事が多すぎて、
子どもと向き合う時間的な
余裕がない」など、学校が、
先生や子どもたちにとって
息苦しい場となっている現
実が確認されました。

また、「地方分権で、地
域が子どもたちとの係わり
を取り戻すことが大切。子
どもには、親でも、先生で
もない第三の大人の存在が
必要。地域の大人たちが学
校の運営に関わり、発言し
ていくことが大事」との意
見が出されました。

登志子

教育基本法が国の方針で
変えられようとしている今
だからこそ、「平等に教育
を受ける」という子供たち
の権利を、私たち大人が頑
張って守っていかなければ
ならないと感じました。

大島

綱的な基準を逸脱していると

要かつ合理的と認められる大

の維持という目的のために必

とした。

時に、偽りの愛国主義である」

が忠誠の反対物であるのと同

ある種の不快感を与えること

主義、主張等を持つ者に対し、 と明快に断じたのである。

合に、これとは異なる世界観、 法と解するのが相当である」

配に該当するものとして、違

本法十条一項所定の不当な支

って、本件通達…は、教育基

の思想・良心の自由を過大評

新聞が社説に載せた「少数者

せば、難波判決の翌日に読売

生命なのだ」との基準に照ら

を守ることが民主主義社会の

は少数者のそれであり、それ

▼この「思想・良心の自由と

の謗りを免れない」「したが

として成長させるために、国

▼一九七二年十一月十四日、

▼ その昔、「文藝春秋」に掲 に、将来、国際社会において
載された「グループ一九八四」 尊敬され、信頼される日本人
なる右翼系文筆家たち（香山

があるとしても、憲法は相反

障された大切な理念であるが、

旗、国歌に対する正しい認識

教育現場においては、教師は

健一ら）の「日本の自殺」と

指導要領などに定められたル

価した」という見方の誤りは

旗に対する忠誠の誓いを拒否

ールを守らなければならない。

米国連邦裁判所は、ニューヨ

法十三条等）、このような不

して免職された事件に対し、

そうでなければ、公教育は成

する世界観、主義、主張等を

快感等により、原告ら教職員

①「国旗敬礼のプログラムは

り立たない」とした。ここで

を持たせ、それらを尊重する

の基本的人権を制約すること

正当である」、②「ラッソー

言う「公教育」とは、その時

いう論文の冒頭に、ヴォルテ

は相当とは思われない」

かったし、生徒が誓いを唱え

は彼女のクラスを混乱させな

点の相対的多数者にすぎない

明白だろう。産経新聞社説は、

また、式典における国旗の

ることも妨害していない」、

政府の考えを、真理として子

「思想良心の自由は憲法で保

掲揚場所、式典の議事次第、

③「我々（裁判官）はラッソ

供達に刷り込むことである。

ークの公立高校教師ラッソー

フロア方式の禁止など事細か

ーの考えを共有しない。しか

教育基本法改正に向かう思

が、毎朝教室で行われる星条

国旗を掲げ、国歌を斉唱する

く実施項目を定めて、校長に

し、憲法修正１条は我々の憲

想がアメリカの伝統的リベラ

持つ者に対しても相互の理解

ことは有意義なものというこ

職務命令をさせ、反した者は

法の権利のうち最も重要なも

リズムですらなく、全体主義

を求めているのであって（憲

とができる」

懲戒することを周知させるな

のと位置づけられているが故

態度を育てることは重要なこ

代・日の丸予防訴訟」判決を うな式典において、…国旗に
読んでそのことを思い出した。 向かって起立したくない教職

が意見を言う自由は命をかけ

員、国歌を斉唱したくない教

どした都教委の１０．２３通

に、自分にとって不快なもの

とである」「式典において、

おためごかしのレトリックに 職員…がいることもまた現実
過ぎなかったが、難波判決は、 である」「このような場合に

て守る」が掲げてあった。

おいて…、懲戒処分をしてま

達については、「教育の自主

のそれであることは明らかで

たの意見に反対だが、あなた

その後のマスコミ等による激

で起立させ、斉唱等させるこ

性を侵害するうえ、教職員に

であっても、保護を要求する

ールの有名な格言「私はあな

しい攻撃を見るにつけ、まさ

とは、いわば、少数者の思想

対し一方的な一定の理論や観

グループ一九八四のそれは、

裁・難波孝一裁判長の「君が

去る九月二十一日、東京地

に言葉どおりの決意を持って

良心の自由を侵害し、行き過

制することに等しく、教育の

そして、「原告ら教職員が、 念を生徒に教え込むことを強

愛国主義は、強制される忠誠

ならない」、④「強制される

ことを我々は認識しなければ

はないだろうか。

しかし、「他方で、このよ

なされたものと言える。

ぎた措置であると思料する」
国旗に向かって起立して国歌

機会均等の確保と一定の水準

▼難波判決は言う、「生徒に
日本人としての自覚を養い、

を斉唱することを拒否した場

高木 一彦

国を愛する心を育てるととも

私には介護を必要とする
夫を抱えて働く職場の友人
がいる。午前午後、それぞ
れのヘルパーさんから携帯
に連絡が入る。その日ヘル
パーさんから連絡を受けた
後、彼女は私に告げた。恥
ずかしいことだけどガスが
止められてしまった、お金
を貸してくれる？今払いに
行きたいから。
私は胸を衝かれる思いが
した。彼女は正社員に準じ
た待遇であるが私は不利な
働き方に甘んじる非正規労
働者（パート）。グルメ、
ブランド品に縁のないこと
は無論のこと、デパチカに
さえ足を踏み入れることも
ない都営の住民。職場には
富裕層の親しい友人もいる
彼女だが借金は私にしか頼
まない。生活の苦しさを共
有するものとして私はそっ
と渡す。
新聞報道によれば生活保

て経営努力する美術館が、
努力すればするほどノルマ
が課せられるという新聞記
事を読みひどく胸が痛む。
（これって私の愛国心？）
春の国立近代美術館のゴッ
ホ展、すご～い人ゴミ！な
ぜゆったり観られないの？
ほんとにゴミのように係員
に捌かれた…日本て文化を
軽視してるとしか思えない。
ゴッホは伝統文化じゃない
って？
その伝統文化といえば世
界に誇る歌舞伎・能が真っ
先に思い浮かぶのだが、私
は舞台芸術も好きなのにこ
れらのチケットの高さに手
が届かない。恥ずかしいこ
とに世界に誇る文化を身近
にすることができないのだ。
舞台をはるかに彼方に見る
天井桟敷では現代の名優と
いわれる勘三郎の醍醐味も、
市川家の「にらみ」も十分
に堪能できない。少なくと
も私の観劇経験からは生の
臨場感は小劇場にありなの
だ。
貧者が愛国心を持つのは
難しい国？
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護世帯は増え続け、医療費
の未払いも増えている、我
家で夫が倒れたら彼女の家
庭より悲惨な状況になるの
がはっきり見える、そのこ
とに私は胸を衝かれたので
ある。
自民党の偉い人は愛国心
の評価は子どもの内面に踏
み込むものではないが、伝
統文化を学ぶ態度がどうの
とノタマウ。
私は基本的にテレビを見
ないが「新日曜美術館」だ
けは良く観る。そんな私に
とって独立行政法人になっ
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