
 

 

 

 

                     大阪市人事委員会の 

                   公開審理が始まります！ 

大阪市人事委員会「君が代」不起立処分取消請求者  

大阪市立中学校教員  松田 幹雄 

１．来る 7 月 12 日に第 2 回準備手続き 

 今年、再任用 3 年目も、引き続き大阪市の中学校で初任者研修担当として働いています。2015

年 7 月 10 日に、「君が代」不起立を理由とした戒告処分の取り消しを求めて大阪市人事委員会に審

査請求してから 3 年になります。書面のやり取りがほぼ終わり、争点を整理して証人と今後の審理

日程を決める 1 回目の準備手続きが、4 月 24 日にありました。2 回目が 7 月 12 日、そこで証人

と公開審理の日程が決まるものと思います。秋には、証人尋問が始まります。ぜひ、公開審理の傍聴

をお願いします。 
 

２．市教委主張「生徒が教職員の不起立を見ることは、あるべき教育を阻害する」 

 卒業式前の校長の「説得」の主な内容は、不起立なら混乱が起こって大変なことになり、生徒に

迷惑がかかるというものでした。しかし、実際は、卒業式は淡々と進み、卒業式後の学級での別れ

のホームルームも和気あいあいとでき、何の苦情もありませんでした。 

市教委は弁明書で、全国紙での報道・掲載(発生時 2015 年 3 月 21 日、処分時 5 月 14 日、不

服申し立て時 7 月 11 日)を取り上げて、「卒業式という節目となる式典において騒動を起こしたこ

とで、生徒としてもその記憶は生涯にわたり残りうるのであり、その影響は極めて大きい」として

います。しかし、処分者の学校名も名前も書いていない新聞記事は、私の処分について知らないほ

とんどの保護者・卒業生等の関心を呼ぶはずはなく、「騒動」という言葉は現実からかけ離れ、ま

ったく説得力がありません。そこで、市教委は、2012 年 1 月 16 日最高裁判決の「（不起立は）

式典の秩序や雰囲気を一定損なう作用をもたらし、式典に参加する生徒への影響を伴うものであっ

た」を私の場合にあてはめるため、弁明書(2)では、私の不起立が参列者から見えないように席の

位置を工夫したにも関わらず、「教頭及び生徒指導主事は、少なくとも何人かの生徒が、請求者が

起立・斉唱していない状況を見ていたのを目撃している」と書いています。生徒が教員の不起立を

目にすることが、許されない反教育的行為なのかどうか、これが私の人事委員会審理の中で最大の

ポイントになってきていると思います。 
 

３．生徒が教員の不起立を目にする つまり現実を知る  

これは逆に教育にとって大切なこと 
 それに対して、私は、以下のように主張したいと思っています。 

「君が代」は、戦前、教育勅語とともに、天皇のために命を捨てることを美徳と教える教育におい
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て、重要な柱だった。それ故に現在も、「『君が代』が嫌だ」「起立・斉唱に苦痛を感じる」という

人が存在する必然性がある。「君が代」起立・斉唱は「思想・良心の自由」にかかわる問題なので

あり、そのことを現時点で、大阪市教育委員会も認めている。 

このような問題に対する教育のあり方としては、事実を隠すことなく伝え、判断するのは生徒一

人ひとりであるという立場で、生徒それぞれの考えを深めていく機会を設けることであるといえ

る。不起立の人を目にしたり、そういう人がいることを知ることも、現実を認識する機会であり、

一人ひとりが考えを深め、自分の考え方を確立していく過程において、決してマイナスと評価され

ることではない。 

逆に、教育目的に「愛国心の涵養」を掲げ（学習指導要領・市条例）、強制によって教職員すべ

てが（会場の全員が）起立・斉唱する状況をつくりだすことで、生徒に国歌（「君が代」）への敬意

を感得させるという大阪市教委の方針は、教育のあり方に反する「調教」であり、必然性を持って

存在する「『君が代』が嫌だ」「起立・斉唱に苦痛を感じる」という児童・生徒、保護者の権利を侵

害し苦痛を与えるもので、不当である。権限を越えて教育委員会の教育目的を優先させ、（2015 年

度、N 中学校において、前年度配付した君が代学習資料の使用を禁じた。）事実を伝えることを許さなかった

大阪市教委の異常な行為は、維新支配の下での政治的介入を示しており、決して許されない。 
 

４．「国歌斉唱不起立：教員処分 議事録なし 大阪市教委」（4 月 25 日付新聞報道） 

 2018 年４月 25 日朝刊の朝日と読売、夕刊の毎日の各

新聞に、「国歌斉唱不起立：教員処分 議事録なし 大阪市

教委」（毎日 4/.25 夕刊見出し）の記事が載りました。私

に対する戒告処分が妥当と認めたとされる 2015 年 4 月

17 日の大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録

がなかったことを報じる記事です。 

この会議の議事録がないことを知った D-TaC 世話人の

笠松さんが「メモも含めてすべての記録」を公開請求し、

それも不存在だったことに対して、「ないはずはない。探し

出して公開すること。」を求めて大阪市教育委員会に対して

1 年半前に審査請求した成果です。市教委は、定められた

手続きにそって大阪市情報公開審査会に諮問。諮問に対す

る答申書が 2018 年 3 月 5 日付で出され、それを受けた

大阪市教育委員会会議での裁決が 4 月 24 日に行われ、そ

れが新聞記事になったものです。 

私は、国旗国歌条例と教育長通知、それに基づく職務命

令による教職員への強制がいかに不当であるか、私がなぜ

「君が代」斉唱時に起立・斉唱しなかったのか、上申書・

上申書（2）に記載して提出していました。それについて判

断を示すはずの場が大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒

部会であり、私は、ぜひ意見陳述をさせてほしいと事前に

市教委事務局と教職員分限懲戒部会長・小山さんに訴えて

もおりました（小山さんには、手紙とメールで）。結局、私

に連絡することもなく、教職員分限懲戒部会は秘密裏に開

かれ、結果の連絡もないまま 2015 年 5 月 12 日の教育委員会会議で、私の戒告処分は決められ
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たのです。今回の新聞報道は、私たちが処分撤回のポイントであると考えている 2015 年 4 月

17 日の教職員分限懲戒部会の現実に光を当てることになりました。 

 

2015 年 5 月 12 日の教育委員会会議で、忍服務・監察担当課長は「4 月 17 日開催の人事監

察委員会教職員分限懲戒部会では、事務局が準備した資料等により当該教諭の主義主張については

認知・理解されましたが、それについては懲戒処分の判断には影響しないので、直接会って話を聞

く必要はないと判断されております。」と述べました。（大阪市教育委員会ホームページの教育委員

会会議議事録より）なぜ、私の主張が懲戒処分の判断に影響しないと判断したのか、議事録もメモ

もないとしたら、直接関係者に聞くしかないと、忍服務・監察担当課長、小山教職員分限懲戒部会

長、大森教育委員長（肩書は処分当時）を大阪市人事委員会に証人申請しました。職員基本条例の

規定にも違反する手続きの瑕疵を主張し、処分取り消しを主張します。 

 

５．国旗国歌条例・職員基本条例は違憲！ 

処分撤回！大阪維新の教育支配に終止符を！ 
 

大阪市人事監察委員会議事運営要綱に議事録をつくることが明記されているにもかかわらず、市

教委はなぜ人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録をつくっていなかったのか？！それは、重

罰主義の大阪市職員基本条例に公正性客観性を確保する重要な位置づけをもって規定されているは

ずの人事監察委員会の教職員分限懲戒部会がほとんど実体のない組織だったからです。2015 年度

の教職員分限懲戒部会は、18 回とされていますが、実際集まって会議を開いたのはたった 2 回だ

け、後の 16 回は「持ち回り」（事務局が書類を持って各委員を回る）だったのです。ここに、同一職務

命令 3 回で免職を規定した職員基本条例の本質が表れています。「君が代」斉唱をすべての人に強

要し、すべての人の「思想良心の自由」を否定する意味を持つ大阪市国旗国歌条例と同一職務命令

3 回で免職を規定し、国旗国歌条例と一体で教職員を縛る職員基本条例は違憲・違法です。 

 大阪維新の教育支配は、2006 年第 1 次安倍政権の教育基本法改悪を全国最先端で具体化する

ものと言えます。改悪教基法は、教育目的に、道徳心・公共の精神・愛国心を位置付け、教育振興

基本計画の策定を義務付けることで、政治の教育介入に道を開きました。大阪維新は、職員基本条

例といっしょに教育行政基本条例、学校活性化条例を制定し、競争・自己責任と愛国心のための教

育を制度化しました。市長と教育委員で構成する（特別顧問大森元教育委員長も入れた）教育総合

会議を最高決定機関として、維新の政治的な意図による教育政策の持ち込みを図っています。数値

目標で学校と教職員を縛り、「お友達」の公募区長を教育次長にして、自分たちの物差しで「成

果」を点検する体制を整えています。歴史を偽造し、改憲をあおる育鵬社の中学校歴史、公民教科

書を採択し、使用させています。大阪市の教育はまったく国や大企業に乗っ取られた状況になって

います。「君が代」不起立処分を撤回させ、「日の丸・君が代」についての事実を子どもたちの前に

提示し、どう考え、どういう態度をとるのか、決めるのは子どもたち一人ひとりだというまっとう

な立場の教育を実現したいと思います。そのことで、

国と大企業のための教育から子どもたち自身のための

教育へ、大阪市の教育を市民の手に取り戻す闘いの一

端を担いたいと思います。 

ご支援よろしくお願いします。 
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集会  決意を述べる松田さん 
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Ｄ-ＴaＣは結成以来毎年、卒業式に向けた要請書を提出し、２時間枠の市教委との市民団体

協議を重ねてきました。今年は、①子どもへの学習指導と、②教職員への職務命令の２点に分け

て、特にこれまで市教委と確認してきたことを、学校現場で具体的に子どもに保障させること

を目標にして、２月１６日に市民団体協議に取り組みました。               

①「子どもへの学習指導」については、以下のやり取りをしました。 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

そして最後に、次のことを確認しました。 

 
  

 

 

 

一方、②「教職員への職務命令」については、市教委は居直り姿勢を続けています。 

 

 

 
そして松田さんが、こうした市教委の姿勢それこそが教育の荒廃だ、 

ということを強く訴えました。 

＊「君が代」斉唱は思想・良心の自由にかかわる問題であること。 

＊戦前も含め、歴史的事実を正しく伝え教えること。 

＊歌うことは強制ではないことを伝えること。 

上記の内容を指導することを、各学校で判断することは、

問題ない。 

（D-TaC） 「君が代」は歴史もあって、歌詞の意味もある。今の意味づけも国会でされている。 

それらを正しくきちんと教えようということが学習指導要領に反していると（市教委 

も）言っているわけでないことを確認してほしい。 

市教委   もちろん、歴史においては、社会科の授業の指導要領の中にもふくまれているか 

ら、学習指導要領に反しているわけではないと認識している。 

（D-TaC） 問題は、次の「どう考えるのかは、児童・生徒一人ひとりである」ことを認めるかどうか

だ。学校が学習指導要領に沿って「君が代」起立・斉唱を呼びかけたとき、最終的にどう

するかを決めるのは誰なのか。 

市教委   児童・生徒が考えていくべき。 

（D-TaC） 児童・生徒に「君が代」起立・斉唱が強制でないことを伝えることはどうなのか。 

市教委  国歌を斉唱するよう指導した上で、子どもたちが最終的に歌わないと判断するのであれば、

それは受けとめることも大切だと思っている。 

（D-TaC） まとめると、学習指導要領に直接書いてない我々が指摘した３つのポイント（①「君が代」

斉唱は思想・良心の自由にかかわる問題だということ、②戦前のことも含めて歴史的事実

を正しく伝え教えていくこと、③斉唱すること歌うことは子どもたちにとって強制でない

ということをいろんな形で伝えていくこと）を、学習指導要領をふまえて、校長が学校で

指導、指示していくことは、教育委員会としても賛成であるということで確認していいか。 

市教委   はい。 

市教委     指導する側の先生方がしっかり立って歌う姿を見せることが、子どもたちにとっての一つ

の効果になるということ。 

（D-TaC） 私たちは、いろんな考え方があることを提示し、子どもに考える力を、判断する力を育て

る、それが教育だと思っている。 

市教委見解 
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最後に、「参加できない子どもの思いを尊重し、気持ちに寄り添った対応が大切だ」という私

たちと確認してきた市教委の公式見解を、４月の全市校長会の指導部長「訓示」等に加えること

を要請し、「できる、できないも含めて検討し、回答する。」という市教委との確認で終えまし

た。 （4 月の指導部長「訓示」についてはｐ６～７参照）              【 笠松 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年 12 月 23 日、京都精華大学から住友 剛先生を講師にお招きして私たちＤ-ＴａＣは『「こ

れでええんか！大阪の教育改革」～「君が代強制」「分断と排除」をこえて～』集会を開催しました。 

ご参加くださった皆様、誠にありがとうございました。 

 題目の通り、維新政治による市教育の破壊をテーマにすすめられました。 

パワハラ条例の制定により、市教委の方針・施策を執行させる上意下達の絶対指揮命令系統が

出来上がり、現場の裁量権は奪われた。「君が代処分者」や、それに従わない者は排除する。な

どが破壊の始まりでした。 

 教職現場に管理職のなり手が無い、また新規採用が集まらないのは、そのパワハラ条例を根拠

とした維新政治の介入による大混乱、それによる現場のブラック企業化、明るい未来を見い出せ

ない実情が全国の教職員界の知るところとなってしまったのが原因である。 

 一例を挙げるに、公立中学教育を司る市教委が「グローバル人材育成」の名のもと「学校選

択性」、「高校の学区全廃」（地域の分断）、「エリート学科（文理学科）創設」、「中学３年

生への大阪市統一テスト実施」などの導入によりエリートを選抜しようとする（学力格差の拡

大）。しかしこれらは税金を投入して行うべき公教育の役割でしょうか、それより学力底辺の生

徒たちを支えるのが、義務教育の務めではないのでしょうか、現場の先生には両方が求められ

疲弊原因の一つとなっています。 

 私は公教育の役割とは「子供たちが落ち着いて、しっかり義務教育を受けられる環境の提供」

これにすべてが集約されると考えています。そのためには先生と教育の独立性を教育委員会と

行政がしっかりと支えること、「全国からいい人材を集めます」「口は出せないがお金は出します」

それらが彼らの本来の仕事ではないのでしょうか。しかし現状はその逆である。 

 ある元高校教師は「日の丸・君が代」を人を殺めた包丁に例えられた。 

今、公教育は政治、司法とグルになってその歴史的事実を伝えず、「自虐史観」などと言ってそ

（D-TaC）「君が代」起立・斉唱が教育荒廃につながるという認識について補足する。自分が、だめだ 

と思っていること（「君が代」の起立・斉唱）を、それをやらないと首になるとか、生活が守れな 

いとかで、従うしかない状況に置かれたら、子どもたちにどう説明するのか。「上から言われ 

ているから」としか説明できない。こんな立場で子どもたちと接するのでは信頼関係はでき 

ないし、教育にとって一番大事な部分が失われ、教育は荒んでいくということだ。 

12/23 住友 剛さん講演 報告 

できることを       あきらめない 

できる人が          負けない 

できるかたちで 
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の包丁を平気で子供たちに使わせている。そして世界大戦・東アジア 

２,０００万人の犠牲者を、歴史を、教育を愚弄し続けている。 

 子供たちは「未来」です。 

私は「日の丸・君が代」の歴史的事実を伝えます。 

判断するのは彼らです。 

 維新の公教育介入の最大の問題点は「教育理念の欠如」の一言に尽きます。   

公教育とは決して一政党のこれ見よがしの成果誇示表明の具であったり、利権誘導の商売道具、

ましてや政治的思想展開の場であってはならない。それらとは「仕切り」がなければならない。

そんなもので右往左往させられては先生たちはおろか、大事な成長の場に身を置く子供たちが

たまったものではない。 

教育行政はもっと真剣に仕事に取り組んでいただきたい。 

 最後になりましたが、住友先生には大阪市の教育破壊の現状、維新政治と教育産業との関わり、

それらの打開策「できることを、できる人が、できるかたちで」「あきらめない、まけない」な

どを詳細にご教示いただき、本当にありがとうございました。       【 前田 】 
 

当日の講演レジュメはこちらにあります。 

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2017/12/rejume_sumitomo.pdf       
  

 

 

 
 

大阪市教委は年度当初に全市校長会を持ち、教育長に続いて指

導部長が基本方針・各課題について原稿を読み上げて「訓示」し、その後「読み上げ原稿」文書を再度校長宛に

通知して、公文書公開にも応じています。私たちＤ-ＴaＣは、その「国旗・国歌の実施」の項の内容の変更を求め

て、３年間、要請と市教委との協議を続けてきました。 

今年度４月２０日の校長会で、それを受けて内容がかなり変わりました。 
 

○私たちの要請に対応して、「しっかり（歌えるように指導し）」を削除し、「児童生徒の気持ちに寄り添

いながら（・・・指導し、・・・）」を追加しました。 「とにかく要請の趣旨に対応はしようとしている」という意

味では、評価したいと思います。 

しかし、これまでのＤ-ＴaＣへの回答文書（市教委見解）の中の、「教育活動の一部または全部に参加でき

ない意思を示す児童・生徒がいた場合、その思いを尊重するとともに、」という重要部分を外して書いてい

ないため、「児童生徒の気持ちに寄り添いながら」の意味自体が不明な文になってしまっています。 

 先ず少なくとも「教育活動の一部または全部に参加できない意思を示す児童・生徒がいた場合、」

の部分だけは、今後の活動で追加を要求していきたいと思います。 
 

○他方で、「音楽の授業での指導」「ピアノ等（ブラスバンド）の伴奏[註・ＣＤ禁止]」「国旗は壇上正

面」を全て削除しました。これらは既に９９％（？）の小・中学校で実態として行われている（もう明記する

までもない・・・・）、という現状が背景にあります。 

 しかしそれでも、「生伴奏」や「（スタンドではなく）壇上正面」を校長等が強制してくる根拠が、市教委の

公文書としては存在しなくなったことは、ごく少数だが強制を拒否し続けている教員や学校にとっての、

支えになる意味はあります。学校現場での教職員・市民等の声が改めて問われます。 

市教委が、子どもへの「君が代」強制に 
 

つながる文言を削除！ 

 

－６－ 



○逆に、従来からあった「運動会等においても、」に、「開会式等で」という具体的な指示を追加したこ

とは、不当で危険です。府立校や他市と違い大阪市では既に、橋下・維新市政以前の自民党一部右派

議員の圧力で、運動会・体育祭にもかなり持ち込まれています。「日の丸」先頭の入場行進、開会式冒頭

での「君が代」での「日の丸」掲揚（ポールに注目・斉唱）等が、５割前後（？）の学校で行われています。

「これを全校へ」が市教委の意図だと思います。背景には、東京オリンピックや万博誘致にも連動させる狙

いも感じられます。 

運動会・体育祭は小・中で時期もバラつくので、取り組みが難しいのですが、先ず、週１校ペースで続けて

いる全市 130 中学校の校長要請訪問・生徒ビラ活動の内容に、「運動会・体育祭でも（強制しないこと）」を

追加して、各校の現状をつかんでいきたいと思います。 

引き続き、訪問ビラ活動へのみなさんの参加・協力をお願いします。 【 笠松 】 

 

   【大阪市教委・全市校長会 

      「指導部長訓示（口頭）」の「読み上げ原稿」（公文書の情報提供）】 

○「国旗掲揚・国歌斉唱の適切な実施について」の項 

            （註・    は、昨年度までの従来と、今年度の、変更点） 
 

 今年度 ２０１７年 4 月までの従来から下線部を削除  

「これまでも、式典における適切な国旗掲揚・国歌斉唱をお願いしてきており、各校園では、学習指導要領に

則り、児童生徒に国旗と国歌の意義を理解させるとともに、国歌を削除しっかり歌えるように指導し、それらを

尊重する態度の育成に努めていただいております。削除今後も引き続き、音楽の授業等で国歌の指導を進め、

式典においてはピアノ等の伴奏で児童生徒がしっかりと国歌を斉唱できるよう指導し、あわせて国旗を尊重す

る態度を育てる観点から、式典においては壇上正面に国旗を掲揚するなど、より一層適切な形式で式典が

実施できるよう計画的な取り組みをお願いいたします。あわせて、運動会等においても、児童生徒が国旗・国

歌に親しみを持てる機会となるよう一層の工夫をお願いいたします。 

また、郷土『大阪』を愛する心を育成するために、『大阪らしさ』をいかした教育を工夫し、卒業式や入学式

をはじめ、さまざまな学校行事においても大阪市旗の掲揚、市歌の斉唱を進めていただきますようお願いし

ます。」 
 

  今年度 ２０１８年４月２０日 新たに追加  

「これまでも、式典における適切な国旗掲揚・国歌斉唱をお願いしてきており、各校園では、学習指導要領に

則り、追加児童生徒の気持ちに寄り添いながら、国旗と国歌の意義を理解させるとともに、国歌を歌えるように

指導し、それらを尊重する態度の育成に努めていただいております。  

さらに、運動会等の行事においても、児童生徒が国旗・国歌に親しみを持てる機会となるよう、追加開会

式等でさらなる工夫をお願いいたします。 また、郷土「大阪」を愛する心を育成するために、「大阪らしさ」を

生かした教育を工夫し、卒業式や入学式をはじめ、さまざまな学校行事においても大阪市旗の掲揚、市歌

の斉唱を進めていただきますよう合わせてお願いいたします。」 

 

 

 
 
 

D-TaC は、大阪市内１３０中学校に、校長（または教頭）への学校要請ならびに中学生に「君が代

ってどんな歌？」というミニチラシを配付する活動を継続して取り組んできました。2015.11.16 に N

中学校からスタートし、2018.5.11 現在で８７校が済み、４３校を残しています。今まで配付活動に参

中学校生徒への「君が代」 

チラシ配付活動 

 報告 
 

保護者と一緒に 

学校要請 実現！ 

資料 

 

 

2018.2.18 市教委との 

市民協議 

－７－ 



加した方はのべ 21 人。 

校長への学校要請は、市教委との団体協議の確認内容を伝え、各学校で以下、２点を指導してほしいと

要請するものです。【 ①「君が代」の歴史と歌詞の意味について、児童・生徒に、戦前の歴史について

もふれて正しく説明してください。②「君が代」斉唱が「思想・良心・信教の自由」にかかわる問題であ

るため、児童・生徒に「起立・斉唱」を強制するものではないという説明をしてください。】 

アポなしの訪問なので校長のかわりに教頭が正門で立ち話として聞くというパターンも多いですが、 

D-TaC として１２月集会の案内を全中学校の全職員あてに送っ

たり、メールで各学校へ要請を送っている実績から、「D-TaC と

いう市民団体です」と名のると、（D-TaC という名前は）すで

に知っているという管理職も増えています。 
 

その中で、特筆すべき学校要請の大きな前進は、今年の３月卒

業式前に西成区〇〇中学校への要請に、この中学校３年生在籍の

保護者と一緒に校長要請に取り組めたことです。こちらも事前に

アポも取り、校長室で１時間要請をきちんと受け止めて「（卒業

式に向けた指導について）考えます」と約束させることができました。同席された保護者の方は「小・中

通して子どもたちに歌の意味教えてもらっているのか、疑問だ。ただ、立って歌えで愛国心云々では困

る。入学式に夫婦で参列した時も、開式で一同起立とアナウンスあってそのまま君が代が始まり、皆立た

されている状態から歌わされるのは非常に違和感がある。そこで、座るのは私たち夫婦のみくらいだっ

たが。他にも保護者の、先生を評価するチェックシートもホンマいややねん。」との率直な意見に校長も

何度もうなずいて対応していました。また、仕事で要請に行けないがとメッセージを寄せてくださった

２人の保護者からの意見も、その保護者の方から伝えてもらい、複数の保護者の意見を D-TaC と共同

の要請行動で校長に伝えたことは大きな前進だと思います。保護者の方も学校に要請というと一人では、

とつい二の足を踏むことも多いでしょうが、やはり在籍生徒の保護者の声は大きな力になるので、今後

もそうした思いを持つ保護者や生徒たちとのつながりを大事にし、D-TaC が繋いでいく取り組みを作っ

ていきたいです。 
 

以下、ある中学生との会話から。旭区◇◇中学校 ＜2 人連れの女子生徒との会話＞・・・相手から

話しかけてきた。生徒：（チラシを見ながら）これなんですか？私：「君が代」の「君」って誰のことか

知ってる？生徒：わからない。私：「君」というのは天皇のこと。「君が代」という歌は「天皇が統治す

る国が千年万年も続きますように」という歌で、戦前の歌だよ。生徒：へぇ～。私：学校では、この歌

の意味は教えないで、ただ「歌いなさい」と生徒に言って、歌わせているよね。生徒：うん。私：それ

ってひどいよね。この歌の内容が正しいのかどうか考えてみてね。このビラに書いてあるから。生徒：

はい、ありがとうございます。 

こんな楽しい会話のできる中学校要請＆配付活動に、 

みなさんの参加をお待ちしています。   【 田中 】 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

【D-TaC からのご案内】 

＊定例ミーティング（３週に１度）や、中学校ビラ

まき活動に、積極的にご参加ください。 

＊D-TaC からの「活動報告＆案内メール」に 

  ご登録ください。 

案内メールを送らせていただきます。 

（お問合せは E メール：dtac@aol.jp） 

 

＊２０１８年７月１３日（金） 

D-TaC ステップ集会（４回目） 

 18:45～20:45  資料代：300 円 

     ＠エルおおさか 南館（７３４） 

 「えらいこっちゃで 大阪の教育」 

 対談 松田 幹雄さんと向井 美香さん 

      （地域情報誌制作スタッフ） 

★☆★ 皆さま、ご参加ください。★☆★ 

チラシ配付のひとこま 

－８－ 

 



 


