
 

 
 

   幸せに生きる…大切なこと 
        

老上同和教育推進協議会 会長 久米田豊子 

SDGｓ（エスディジーズ）って？ 

2015 年９月に国連で採択された 2030 年までに達成すべ

き“持続可能な開発目標”です。 

『誰一人取り残さない未来』『全ての人が尊重される世界』 

人権尊重の理念が基礎にあります。 

 １００年前、全国水平社宣言は（水平社とは、「人間どのよ

うな境遇に生まれようと、みな平等である」という理念） 

被差別部落の人々だけでなく、差別に苦しむすべての人々の

解放への思いと、お互いを尊敬し合える社会の実現を目指す

ものでした。残念ながら今もなお差別は存在しています。 

さまざまな差別・偏見・いじめ等を『許さない心』『なくして

いく行動』ができるよう、研修会や懇談会などで人権感覚を

磨いていきたいです。 

                  老上学区まちづくり協議会  草津市野路町 520  ℡.fax 564-1430 

老上西学区まちづくり協議会  草津市矢橋町 526-1 ℡.565-1995 fax565-2000 
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市人権センターが市内の園児・児童・生徒・

一般に募集し、応募総数 4,584 点の中か

ら選ばれた両学区の作品を紹介します。 

 

ポスターの部 
      最優秀作品 

 グループ作品の部  

編集発行：老上同和教育推進協議会 

【令和３年度 草津市人権作品】 

 

■優秀作品 

第３保育所 ５歳児らいおん組 老上小学校 ２年１組 

老上小学校 １年１組 山本
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ゆういち

朗
ろう

  

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんなの心はわたしと同じ？」 

老上小学校 5 年１組  間部
ま な べ

 莉子
り こ

   

私は、人はちがっていいと思うけど、言葉の受けとめ方は人そ

れぞれだと思います。どれだけ考えて発した言葉でも、とらえ方

できずつく人もいるし、うれしい人もいます。それを理解してこ

そ、相手を信用できます。 

  校長先生のお話や、ケロちゃん劇場などをふり返ると、人は

感じ方がちがうし、かげで悪くしている人もいるし、きずついて

いないように見えるけど、心はきずついている人もたくさんいま

す。一人がいじめ、差別をはじめると、それが広がり、だれかの

命が消えてしまう場合もあります。だれかがとめないと、いじめ

はおわりません。でも、もしだれかがとめたら、一つの命がすく

われます。 

  でも、なぜいじめがおきるのでしょうか。理由もないのに仲

間をいじめたり、始めは友だちをいじって遊んでいたつもりでも

それが悪い方向へ行くといじめになります。でも、自分と相手は

ちがうと思って行動すると、変わると思います。もし、きずつい

ていないか気になったら相手に聞いてみたらいいと思います。た

とえば、相手に質問してみたり、好きな物の話しをしたりなどで

す。でも、世の中には話すのがにがてな人もいます。その時は、

相手に合わせたり、ぐいぐい話しすぎずに関係をたもてるように

したら仲良くなれます。 

  このように、人はちがうから、それを理解することが大切で

す。ずっと自分のペースで関わるのではなく、時には、相手に合

わせるのも大切です。「みんなちがうからみんな良い」これをみ

んなが思えるようになればいいですね！ 

第 25号（通巻 70号） 

2021年 3月 15日 

 

【令和３年度 草津市人権作品】 

 

令和４年３月１日（２） 

老上同和教育推進
協議会では、両学区
内の小・中学校の児
童と生徒に人権をテ
ーマに作文を募集し
ました。そのうち 3
名の作文を紹介しま
す。 

 

老上･老上西学区人権作文 
 

■優秀作品 詩の部 

明日をまつ 

老上小学校 ６年１組 原田
は ら だ

 美
み

海
なみ

 

友だちがいじめられていた 

わたしは見て見ぬふりをしてしまった 

友だちがいなくなった 

こうなってしまうことはわかっていたのに 

わたしが勇気をだして話かけたら 

こうならなかったのに 

今日もわたしは 

明日友だちが来ることをまつ 
 

「緒方こうあんさんのすごいところに学ぶ」 

            老上西小学校 ５年４組 冨永
とみなが

 七海
な な み

 

私は、緒方こうあんさんのことを学習しました。こうあんさんは、 

天然痘の病気を予防して人々を守りたいと考えていました。そこで 

除痘館を開きましたが、上手くはいかなくて、悪口を言われたり石 

を投げられたりしました。しかし、１年くらいすると、受けてみた 

いという人がふえて、多くの人を守りました。この学習で、私がす 

ごいと思ったことは、悪口を言われたり石を投げられたりしても、 

こうあんさんは、あきらめずに正しいことを言い続けられたことで 

す。私だったらそんなひどいことをされたら、もう正しいと思うこ 

とを言えなくなると思うからです。それなのに、こうあんさんは、 

あきらめずに必死に人を助けようとしていました。そのおかげで今 

も私たちは元気にすごしているのだと思います。この学習で、正し 

いことを言うことは、必ず誰かのためになると思いました。私は、 

これからも正しいことは迷わずに言っていきたいです。 



「秋祭り×SDGｓ～SDGｓってなんだろう？～」 

今年度の秋祭りの中で SDGｓ（持続可能な開発目標）について考えました。 

子どもたちにもわかりやすい「もったいない」という言葉をキーワードにし 

ながら、世界にはご飯を食べたくても食べられない人がいること、その反面、 

食品ロスが大量に出ていること、２０５０年には海のゴミが魚より多くなっ 

てしまう可能性が高いことなどを子どもたちに伝えました。そして未来を守 

るために、自分たちができることをいっしょに考えました。その後は、絵本 

「もったないばあさん」のペープサート、「もったいない音頭」を踊って楽し 

みました。 

また、秋祭りの遊びの中でも、廃材を利用したゲーム、ゴミの分別玉入れ、 

野菜釣りゲームなど保護者と先生の会の役員さんと職員が考えたゲームを楽 

しみました。子どもたちはスタンプやお絵描きをした世界に一つの素敵なエ 

コバッグにお土産を入れて大満足の様子でした。これからも SDGｓの目標 

の一つ「質の高い教育」を提供できるよう、一人ひとりの人権を大切にした 

保育をしていきたいと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

第 25号（通巻 70号） 令和４年３月１日（３） 

「命の大切さ」 

老上中学校 ３年１組  村井
む ら い

 彩
あや

香
か

 
みなさんは、命についてどのように考えていますか。私は、もちろんとても大切なものだと思います。 

しかし、近年自殺する若い人が増えています。 それはなぜなのでしょう。  

 小さい頃に誰もが教わるであろう命の大切さが大人になるにつれて、薄れていくというのでしょうか。

私には､そうとは思えませんでした。 

 若い世代の自殺の原因の多くは、将来への不安、親子関係の不和、学業不振などでした。ほとんどが自

分の生活に関わることがらで、誰もが悩んでいるようなものばかりだったので驚きました。私は、このこ

とから自殺の発端は誰にでもあり、また自殺志願者を周りの協力で誰でも救えるということを考えまた。 

 実は、私も一時期とても心が病んでいました。原因は友人関係で 

もめごとがあったからです。そのとき私は、とても生きるのが苦しく、 

学校に行くだけでも精一杯だったため、毎日寝る前には “生きたくない” 

と思い泣いていました。そんなときに小学生からの親友から電話がかかっ 

てきました。私は、その親友に「最近、辛くて苦しくて生きられない。」  

とたえきれずに言ってしまいました。しかし親友は私の話を最後まで聞いてくれました。そして 

「今まで、何も気づけなくてごめんね。そんなに辛い思いをしていたのに私は何もしてあげられなかっ

た。」と泣きながら言ってくれました。その言葉に私は親友はほんとうに私のことを思ってくれているのに

なんてくだらない理由で死のうとしていたのだろうと自分にあきれ、情けないと思いました。 

そして、初めて友だちっていいなと思えました。自分のことを分かってくれるのは友だちしかいないと気

づき、自分もそんな存在になりたいなと思いました。  

私は、あのまま友だちにも相談せずにいたら今ここにいないかもしれないと思うと、やはり身近な人の

思いに気づくことが一番大切だと思いました。 

もし、今も “生きるのが辛い” とか “自分は必要とされているのかな”と思い悩んでいる人がいるの

なら、すぐに一番信頼できる人に相談してみるのがいちばん良いし、自分が思っている以上に相手が自分

のことを気にしてくれているということに気づけると思います。                                   

命の大切さとは、言葉で聞くとあまり重要さが伝わらないけれど、実際に自分が経験するとほんとに大 

事なものということが分かりました。自分一人で悩み続けると、独断で全て決めつけてしまい、周りの 

大切な人たちを悲しませてしまうかもしれない。だから、自分だけでなく、周りの人たちにしっかりと 

自分の思いを積極的に伝えるべきです。“死にたい”と思っている人たちに“生きて”というのはとても 

苦しいことだと分かっているけれど、一度立ち止まって考えることも大事なので、辛いことものりこえ 

ようとする気持ちをもってほしいです。 

矢橋ふたばこども園  

＜モデル園＞ 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第 25号（通巻 70号） 

 

令和４年３月１日（４） 

編集後記  

  コロナ禍ではありますが、皆さまのおかげで 

『りばてぃ老上』を発行することが出来ました。 

寄稿していただいた皆さんの気づきや勇気に「こう 

ありたい」と思う自分がいます。 

学び続けることの大切さを改めて感じます。 

紙面研修のアンケートにご協力いただいた皆さまに

も感謝申しあげます。      Y 

『Open the door（ｵｰﾌﾟﾝ ｻﾞ ﾄﾞｱ） 

～人を思いやる心～』 

              老上西まちづくりセンター長  

若山 康弘 

これまで携わってきた仕事の中で、顧客の満足度

を最大化することが一番大切なことだということを

学びました。相手が予期していないサービスを提供

することで、まずは驚き、そしてその驚きが感動に

変わります。顧客の事前期待を把握し、コントロー

ルするためには、様々な情報収集も重要ですが、瞬

時の関わりが大切です。表情や話し方などを観察

し、顧客の思いを捉える。こうした作業を毎日続

け、その「瞬間」を積み重ねることで「人を思いや

る心」につながりました。 

「人権」は道徳だけで守られるものではなく、「差別」

は経済的、社会的な「制度」によって撤廃されていく

ものです。「思いやり」だけでは、「人権」を守ること

もできなければ、「差別」をなくすこともできません。

しかしながら、人と人とがふれあい生きていく社会

において、「人を思いやる心」を大切にしていくこと

で、誰もが「生きやすい」世の中になると私は信じて

います。   

「経験から思う身近な人権」  

～学び続ける事の大切さ～  
           老上まちづくりセンター長 

日下部 純子 

今までの経験を人権の視点で考えると、誰もが日常

生活に人権との関わりがある事に気づく。今年度の第

１・第２講座の松村講師は「完全にお互いを理解する

ことは難しい。相手を受けいれていく事が大切。」と

話されたが、広島では近所の愛猫家の気持ちに寄り添

えず、社宅に棲みついた猫の対応を巡り、近所付き合

いが無くなってしまった。広島での耳鼻咽喉科の娘に

対する人前での診察治療、野洲で勤務した外資系企業

での暴言は、明らかに人権問題ではと振り返る。 

第 33 回いのち・愛・人権のつどいの鎌田講師は「全

ての人が、生命、自由を守られ、幸福を追求する権利

を人権」と言われた。幸福の追求という点では、自身

は宮崎での国際交流、守山の NPO での世界湖沼会議

ボランティア通訳をきっかけとした様々な経験で、ボ

ランティアの醍醐味を楽しむ事が出来た。 

人権問題は、社会の変化と共に新しい問題も生じる。

常に学び続け、人権感覚を磨いていく事が大切だと感

じました。                      

《R3 年 11 月 26 日 19：30～》 

《 R３年 8 月 4 日 19：30～》 

～第 3 講座～  
 

８月に予定していた 

第３講座がコロナ禍 

で中止となり 

令和３年１０月に 

老上同和教育推進協議会の推進委員さん

に「ずっと笑顔でいたいから」（NPO 法人

あおぞら 代表の今村 力さん）の体験談

を紙面研修として実施しました。 

今もなお、残る結婚差別の実態についての

思いや地域の子どもたちとの交流の中で

芽生えた「わたしたちがつけたい力・もち

たい力」について考える機会となりまし

た。 

 

 

 
 

～町内学習懇談会～ 

 

今年度の町内学習懇談会は、コロナ感染症拡大防止策として、

紙面研修とし、資料を全戸配布、アンケート方式による参加方法

とさせていただきました。アンケートにご協力いただいた皆さま

貴重なご意見ありがとうございました。 

 アンケートからは、「差別事象が自分のこととして考えること

が必要」「日頃から差別に対しての意識や感覚を磨くこと」といっ

た差別をなくすための具体的な意見や、「いつまで同和教育を行

うのか」「何も知らない子どもや転居して来た人に教育するから

差別が生まれる」といった同和教育の必要性を問う意見もありま

した。差別を自分事として考えることが解決に向けて必要である

とともに、同和教育について学ぶことがいかに大切か、今回の意

見をもとに考えていきたいと思います。アンケートの結果は各ま

ちづくりセンターに置いていますのでご希望の方は職員にお申

しつけください。 

紙面研修 


