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卒業の歌 
１．希望に胸ふくらませ 校門入ったあの日 

あれから 3 年 旅立ちのとき 
今問い返す この月日の意味 
今呼びかける みんながんばろう 
前向き歩き出そう 明日に向かって 

２．ゴールめざし走った 歓声の中を 
                       みんなの拍手 合唱コンクール 
                       あの時不安だった クラス発表 
                       今は言い切れる みんないい仲間 
                       思い出は巡ってゆく 旅立ちのとき 

３．それぞれの道へ出発 不安を断ち切って 
    見ていてほしい 後輩たち 
    いつも思い出す あなたの笑顔 
    つらいときにも 教え忘れない 
    再び会いたい 胸張って 
    さよなら学び舎 中野中学校 
   同窓会には、厳しい現実の中にいる人は出ずらいもの。しかし、同窓会に出て来

れるかどうかは、世間的価値観によって自分の状況に負い目を感じるのか、それと

も自分の生き方に自分自身が納得しているかということにもよるのではないか、自

分の価値観を確立し、胸張って会えるようにしようという気持ちを込めた歌である。 
（2）友渕中学校での野宿者問題学習 

2010 年度の都島区にんげん実践交流会報告のために友渕中学校の人権教育実践を 
まとめた。その中に私の学年で取り組んだ野宿者問題学習を入れた。 

   お金があり、点数をとれる能力があることが評価されることであり、そうでない

のは価値のないことという「常識」・圧力の中で、そうできない多くの生徒たちが自

分を卑下し、辛い思いをしていると感じていた。そうであるのに、その価値観をさ

らに強め強制する「道徳」教育が求められる、そんな中で、野宿者の声を聞くこと

で、生徒一人ひとりにとってほんとうに大事にすべき価値に目が開けるのではない

かと感じ、それを学校としての報告にまとめたものである。 
（3） 原発事故後の原発・放射線教育 

2012.3.10「どうする教育条例・原発 ひとことトーク」への報告としてまとめた

個人実践の記録がある。 
   福島原発事故が起こり、原発安全神話に加担させられていたことを自覚。生徒た

ちに被ばくを受忍させようとする放射能安全神話に再度加担させられことを拒否し

て、原発事故、放射能汚染、被ばく、健康被害について事実を伝え、真実を見る目

を育てたいと取り組んだ実践の報告である。 

 
第３．本件に至る前「日の丸」「君が代」についてとり組んだ内容 

  
１．1989 年天皇代替わりまで 
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   住之江養護学校、天下茶屋中学校では、卒業式・入学式には式場に「日の丸」があ

り、「君が代」は斉唱でなく演奏の形で演奏時の不起立はしていなかった。卒業式の内

容・あり方は学校で決めることができ、天下茶屋中学校では、卒業生が自分たちで「卒

業の歌」をつくって歌おうという取り組みがあった。その時、もし生徒の歌が完成し

なかった場合のことを考えて、自分が生徒になったつもりでつくったのものである。 

 
２．1989 年、昭和天皇死去後の「大喪の礼」学校休校と弔意押し付けに対して 

1989 年、昭和天皇死去の際の社会の雰囲気は異様だった。しかし、学校休日と弔意

の強要に対して、それを拒否して自主登校をする生徒・保護者がいた。それを受け止

められる教員でありたい、弔意を強要する側に回りたくないと思い、この時、「日の丸・

君が代」強制に従うことは、「ともに生きよう」という私の人間としてのことばを奪う

ものだと改めて自覚した。これからは、「君が代」演奏時に立たないと決めた。以下は、

そのとき作った歌である。 
今度は立たない 
今度は立たない もう流されない 
まっすぐ見つめれば 明らかなこと 

  人としてのことば 奪う「日の丸」「君が代」 
  頭を垂れて 譲るもんか 
  ともに生きようと 呼びかけることば 

 
３．1994 年大領中学校転勤後のこと 

  大領中学校は、同和教育推進校であった住吉中学校からの分離校として、1978 年開

校した中学校だった。1989 年学習指導要領改訂で、「入学式や卒業式などにおいては、

その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとす

る」という規定が入れられて、「日の丸」「君が代」を卒業式、入学式に導入しようと

する圧力は強くなっていたが、1994 年転勤時の大領中学校入学式、卒業式では、まだ、

「日の丸」も「君が代」もなかった。 
（1） 1996 年 3 月 14 日の卒業式に向けて、1 月職員会議で校長が、「卒業式に舞台正面

と校門に国旗を掲げたい」と意思表示。以降、「卒業式における『君が代』掲揚押し

付けに反対する申し入れ書」を管理職を除く 24 名の職員中 23 名の賛同で提出し、

職員会議を節として反対の意見を述べてきた。申し入れ書に対する管理職回答 3 点

（①学習指導要領は法的に合理的基準である。②『日の丸』は国旗として定着して

おり、国民の信託に応える意味でも、開かれた学校をめざし、21 世紀に生きる子ど

もを育てるという意味でも国旗掲揚は必要である。③国旗掲揚は本校の卒業式と相

いれないものではない。）に対して、私たちの主張内容は以下であった。「①侵略戦

争に加担した反省から始まった戦後教育において、文部省が決めた学習指導要領に

書かれてあるから必ずやれと内容抜きに主張することは認められず、何事もそれが

必要であり、教育的に意味があると内容的に了解された上で実施されるべき。②今

問題となっているのは『日の丸』を国旗と認める人が多いかどうかではなく、式に

『日の丸』を掲げることであり、教職員や保護者、生徒の中に多くの反対意見があ

っても、式に『日の丸』を掲げるべきだという声は決して多いとは思わない。③『日

の丸』掲揚が本校の卒業式と相いれないものではないとの指摘は『わざわざ掲げな
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くてもよい』ことにつながるものもので、教職員の合意に基づいて運営されてきた

大領中学校のいい伝統こそ大切にすべき。」職員会議での採決も 3 月 6 日、3 月 13
日の二度行い、「校長提案反対 13、賛成３、白票１」と「校長提案反対 16、賛成２、

白票３」だったが、校長は提案を断念せず、卒業式前日の 3 月 13 日の臨時職員会議

で、壇上正面への「日の丸」掲揚を管理職が強行した場合は、職員 20 人賛同の「管

理職の独断で卒業式の壇上に持ち込まれた『日の丸』に礼はできません」のビラを

まくと通告。最終的に、校長は、壇上掲揚を断念し、校門と体育館入口への掲揚と

した。 

 
（2） 1996 年度は、卒業式、入学式で、校門と体育館入口に「日の丸」が掲揚されたこ

とについて、生徒に説明する必要性を主張し、道徳にんげん推進部会として学習案

を職員会議に提示した。『第 1 時:侵略戦争にはたした「日の丸」「君が代」の役割、

第 2 時:現在の国旗・国歌尊重論と異論の紹介』という学習の枠組みに対しては、管

理職は、「運動の持ち込みであり、認められない」とした。やむなく、『第 1 時：「日

の丸」「君が代」の由来と太平洋戦争当時の意味づけ、第 2 時：戦時中の「日の丸」

「君が代」の使われ方とそのことから今でも「日の丸」「君が代」に反感を持つ人が

いること』という国旗・国歌を考える前提としての戦前の史実にしぼった学習の枠

組みを提示したが、それに対しても、管理職は、「史実かもしれないが、その一断面

を切り取った偏向的・運動的なもので、学習指導要領の趣旨に反するため認められ

ない」と拒否。結局、「日の丸」「君が代」について生徒が自分で考えるための基礎

的事実を伝える学習は実施できなかった。 

 
 ４．1999 年国旗国歌法制定で感じたこと 

 （1） 1999 年 8 月国旗国歌法制定後、9 月 17 日付で文部省初等中等教育局長名の「学

校における国旗及び国歌に関する指導について（通知）」が出された。内容は、「昭

和 20 年 8 月 15 日以前に生起した出来事に対する認識と評価につきましては、歴史

認識や歴史観の問題として考えるべきものであり、日の丸や君が代はこれと区別し

て考えていくべきものであると考えております」として、「君が代」の戦前戦中の扱

われ方を児童・生徒の目にふれさせないようにふたをした上で、国旗国歌法制定過

程で明らかにした日本国憲法下における「君が代」の政府解釈を示し、学習指導要

領の規定を示して、「卒業式、入学式という場におきまして国旗を前にしきちっとし

た態度でそれを斉唱する…これら総体といたしまして国旗・国歌に対する正しい理

解と態度を育てていく、こういうことを小中高等学校の段階を通じて指導を行う仕

組みになっているということでございます」と児童・生徒に対する指導目標を確認

し、その指導における教職員の責務を示したものであった。通知中の「国旗・国歌

の指導に係る教職員の職務と内心の自由との関係について」の項では、「学校におい

て、校長の判断で学習指導要領に基づき式典を厳粛に実施するとともに、児童生徒

に国旗・国歌を尊重する態度を指導する一環として児童生徒にみずから範を示すこ

とによる教育上の効果を期待して、教員に対しても国旗に敬意を払い国歌を斉唱す

るよう命ずることは、学校という機関や教員の職務の特性にかんがみれば、社会通

念上合理的な範囲内のものと考えられます。」「教員は、関係の法令や上司の職務上

の命令に従いまして教育指導を行わなければならないものでございまして、各学校
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においては、法規としての性質を有する学習指導要領を基準といたしまして、校長

が教育課程を編成し、これに基づいて教員は国旗・国歌に関する指導を含め教育指

導を実施するという職務上の責務を負うものでございます。」とされていた。 
 （2） この通知に沿った学校運営がなされるとどんなことになるか考えざるを得なかっ

た。歴史経過からして、「日の丸」や「君が代」が嫌だと感じる人がいなくなること

はあり得ない。そんな人たちに納得できる説明もできないまま「君が代」斉唱を強

制する立場に立たされる我々は教職員はどうなるのか、どうするのか。この指示通

りに生徒を「指導」しようと思えば、従わない生徒には、いじめて影響力をそぐ対

応しかできないのではないか、それは絶対にできない、拒否したいと考えて、それ

を表現した寸劇「『指導』っていじめ？」（乙第７号証）をつくった。自分に突きつ

けられる理不尽を生徒に転嫁するような理不尽・過ちを自分が犯さないためにはど

うしなければならないか、それは、「日の丸」「君が代」についてどう考え、どんな

態度をとるかは生徒自身が決めること、教員の役割は、考える基礎になる事実をき

ちんと伝えることだと整理し、その立場を譲らないことだと考えた。そして、「日の

丸・君が代」強制は嫌だと感じている保護者・市民の思いを知り、つながることで

ふんばる力としたいと思った。 

 
 ５．国旗国歌法制定後の卒業式をめぐる動き 

（1） 1996 年の「日の丸」導入をめぐる攻防の後、卒業式への「君が代」導入の動きも

あったが、卒業式前日の職員会議で、導入を譲らない校長に対して、「明日は休むか

ら、担任の仕事は教頭がやってくれ」と言い放つ先輩教員などもいて、1999 年国旗

国歌法制化まで、大領中学校では、卒業式・入学式に「君が代」はなかった。法制

化後、卒業式・入学式への「君が代」導入の圧力は強まった。 
（2） 2000 年 3 月卒業式に向けては、1 月中は、「今のところ昨年通り（「日の丸」：校門

と体育館入口、「君が代」：なし）の卒業式にしたいと思っている」と言っていた校

長が 2 月職員会議で、「卒業生入場前に（在校生・保護者・来賓のいる場で）『国歌』

のメロディーを流したい」と言い始めた。理由は「指導主事来校もふくめ、口頭で

職務命令に近い厳しい指導を受け、教育課程の管理者としてやらざるを得ない」と

いうことであった。この時、卒業式に参列する、担任していた 2 年生のクラスで卒

業式への「君が代」導入の現状について話した。卒業式の大切な構成員・参加者で

ある在校生にまったく事態が知らされることなく、「君が代」が強制されることは許

されないと思ったからである。私たちは、「日の丸・君が代」強制に反対する保護者

からの申し入れ、生徒本人の訴えにどう答えるのかということも論点にして校長方

針に反対した。結果、この年の卒業式では、在校生入場前に、体育館には保護者が

まだ数名しかいない段階で校長・教頭がテープデッキで「君が代」を流した形で終

わったようである。 
（3） 2002 年 3 月卒業式では、事態はさらに進んだ。卒業式を前にして、校長は、「状

況が厳しく、『国歌斉唱』がカウントされる形でやりたい」と、「在校生入場段階で、

テープで『国歌』のメロディーを流す」ことを提案。保護者から連名申し入れ、卒

業生本人が保護者とともに校長に「『日の丸・君が代』のある卒業式には出たくない」

と訴える等の状況の中で、全校生徒に校長から「国歌演奏」について説明すること、

「聞きたくない」という生徒には、「国歌」のテープ演奏後に入場することを認めさ
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せることはできたが、在校生、保護者、来賓入場後、卒業生入場前に「君が代」が

テープで流された。「君が代」後の入場在校生は 6 人、「日の丸・君が代」持ち込み

に抗議した卒業生は、卒業式不参加、卒業式終了後、校長室で卒業証書を渡す形と

なった。私は、生徒への校長説明の不十分性と「カウントされる形でやる」ことの

問題を指摘する「意見」を校長に提出し、職員に配布した。 

 
６．2003 年 3 月大領中学校卒業式をめぐって 

   校門と体育館入口に「日の丸」は掲げられ、卒業式に先立つ形ではあれ、在校生が

いる場で「君が代」が流れる状況になり、「日の丸」「君が代」にかかわる歴史の事実

を生徒たちに伝える学習実施はこれ以上先送りできないと思った。2003 年 3 月卒業式

に向けては、卒業式・入学式における国旗・国歌、「日の丸」「君が代」について各ク

ラスで学習することを目標に、人権教育委員会において学習資料づくりを行った。「日

の丸・君が代」強制に反対している保護者・生徒はもちろん、どんな生徒・保護者に

とっても求められている必要な学習として、事実をきちんと伝え、考える基礎となる

教材をめざした。国旗国歌法制定時の中央公聴会で証言された方（上杉總さん）を招

いた研修会を開くとともに、大阪市教育委員会の立場を説明してもらう場をつくりた

いと学校長に依頼していたが、受けてもらえなかった。しかたなく、こちらで、学習

指導要領等に記載されている、卒業式・入学式に国旗・国歌を位置づけている理由等

の説明を具体化し、学習資料を完成させて、2 月に各学年・クラスで実践した。生徒の

感想は、総じて、やってよかったと思えるものだった。また、この実践を行いつつ、「日

の丸・君が代」強制に反対している保護者と交流し、思いを知ることで、この厳しい

状況の中で、我々教職員が譲らず進めるべき道であることが確信できた。 

 
 ７．2004 年 4 月友渕中学校に転勤してから 

   友渕中学校では、転勤時の 2004 年 4 月以前から、卒業式・入学式では、「日の丸」

は壇上正面に貼りつけてあり、「君が代」は、式次第に「斉唱」の文字はないものの「国

歌」として位置づけられていた。卒業式・入学式に「日の丸」「君が代」を位置づけて

いる以上、生徒へのきちんとした説明が必要であることを校長・職員に訴え続け、2 年

目から、校長が卒業式前の全校集会で時間をとって説明する形で一定の説明が行われ

るようになった。 

 
 ８．2012 年 3 月国旗国歌条例下の卒業式と不起立者への教育委員会の対応 

   2011 年 4 月の大阪府議会選挙・大阪市議会選挙で、橋下徹府知事率いる大阪維新の

会が、大阪府議会では単独過半数、大阪市議会でも第一党となった。そして、6 月には、

大阪府議会で、「日の丸」を府施設に常時掲揚し、教職員に「君が代」起立・斉唱を義

務づける国旗国歌条例を制定。引き続いて、「同一職務命令違反 3 回で免職」などを盛

り込んだ教育基本条例、職員基本条例を府議会、大阪市議会に上程して、11 月に府知

事、大阪市長のダブル選挙を実施。大阪府知事には松井氏が就任し、橋下氏は大阪市

長に転身した。2 月末には大阪市でも国旗国歌条例が制定され、2012 年 3 月卒業式は、

橋下市長の下、不起立は許されないという異様な圧力の中で行われた。私は、3 年生所

属で、「君が代」斉唱時は、舞台の幕の裏にいる卒業証書を演壇に届ける係だった。い

わゆる「配慮」としての係だった。その日 3 月 13 日の大阪市内の中学校卒業式で 2 人
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の教員が不起立だったことが明らかになると、翌日には大阪市教委はマスコミに学校

名を公表。校長は、当該教員に「ルールを守るべき教員がルールを破って申し訳ない」

と謝れと迫り、一人には卒業生やその保護者を集めて謝らせることまでやったとのこ

と。それを聞いて、私は、「これは人格破壊。橋下市長とその指示を受けた教育委員会

のしわざにちがいない。許せない。これからは『配慮』に甘んじるわけにはいかない。」

と強く思った。以降の卒・入学式では、私は不起立だったが、管理職は「知らない」

ということで、教育委員会には報告はあがっていない。 

 
第４．本件に至る具体的状況 

 
 １．2014 年 4 月中野中学校への転勤から 2015 年 1 月 23 日付大阪市教育長通知を知るま

で 

 （1） 定年まであと 2 年、58 歳で、2014 年 4 月 1 日から中野中学校で勤務することに

なり、3 年生の担任となった。「配慮」により「君が代」斉唱時に舞台裏にいた 2012
年 3 月卒業式以来、3 年生所属は初めてで、しかも担任は久しぶりだった。転勤した

ての知らない人間が急に 3 年生の担任になったということで、生徒の方も戸惑うこ

とが多かったと思うが、不登校だった一人の生徒も含めて、次の進路を定め、無事

送り出すことができた。卒業生を送り出した時の気持ちは、前に紹介した、卒業式

後、学級で卒業生に手渡したメッセージの通りである。 
    3 年生担任と決まった時から、卒業式での「君が代」斉唱について生徒への説明責

任をどう果たすかということと、自らは「君が代」指導の内容を何も示さないまま

生徒に「君が代」をしっかり歌わせろと迫り、率先垂範行為として我々に起立・斉

唱を命ずる教育長通知に対してどう異議申し立てをするかということが頭にあった。 
 （2） 卒業式が近づいてきた 2015 年 2 月 2 日、学校長に対して、「君が代」についての

生徒たちへの説明責任を果たすべきと進言しに行き、生徒に伝えるべき内容の例と

して、「資料：卒業式・入学式の国旗・国歌について」（乙第７号証）を渡した。こ

れは、十分時間を取っての学習実施が難しい中で、その内容を少しでも伝えたいと

の思いから、大領中学校で作成した学習資料をもとにまとめたものである。生徒に

対する学校の説明責任の観点から、事実を記載することに徹し、国旗・国歌が卒業

式・入学式に位置づけられている理由について学習指導要領解説などをもとに記載

したり、大阪府・大阪市国旗国歌条例についても紹介している。資料の最後の部分

で、現在の憲法・子どもの権利条約を紹介して、「日の丸」「君が代」の扱いが戦前

とは違うことを示し、「国旗・国歌、『日の丸』『君が代』についても、自分の考えを

深めていってください。また、友達の意見に耳を傾け、それぞれの意見・立場を尊

重し合いましょう。」と呼びかけるものにしている。校長には、現在の生徒への「君

が代」斉唱強制がどんな事態をもたらすかということも知ってもらいたいと思い、

「寸劇」：『指導』っていじめ？」台本（乙第７号証）も渡した。校長はこの年度に

採用された民間出身の校長であり、自分で「資料：卒業式・入学式の国旗・国歌に

ついて」の内容を生徒に伝える決断をするのは難しいかもしれないと考え、教育委

員会とも相談して、学校として生徒への説明責任を果たすことを考えてほしいと要

請した。この時のやり取りの中で、1 月に、今年度の卒業式に向けた教育長通知が出

ていることを知った。校長は、生徒への説明責任ということより、松田が、「君が代」
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起立・斉唱に対してどうするのかに関心があるようだった。私は、不起立を理由に

卒業式から排除するようなことは絶対に許せないとの自分の思いについて話した。 
 （3） 2 月 5 日、「君が代」起立・斉唱を私に要請するという趣旨で校長から呼ばれ、校

長と話す機会があった。校長からは、「混乱しないようにやりたいので協力してほし

い」という形で、起立・斉唱を要請されたが、私は、「不起立そのものが混乱ではな

い。『君が代』についていろんな思いを持つ人が参加し、祝える式であるべき。」「自

分の職務を全うし、不起立を理由に処分されたら、教育破壊の国旗国歌条例や処分

行政を憲法違反として異議申し立てをしたい。」と自分の気持ちを話した。この場で

も、それ以降の話の中でも、学校長の「説得」の内容は、私が卒業式の国歌斉唱時

に不起立であると「混乱する」「たいへんなことが起こる」ということだけであり、

教育公務員の職務として起立・斉唱が必要であるという説明・説得は一度もなかっ

た。私は、この時の話の中で、2 月 2 日に校長に渡した生徒説明用の「資料：卒業式・

入学式の国旗・国歌について」が大阪市教委に届いていることを確認し、その資料

を生徒配布してもいいかどうか、市教委の見解を聞いてほしいと校長に要望した。 
 （4） 2 月 10 日、私の方から、校長に、「卒業式・入学式の国旗・国歌について」の生徒

配布についての市教委見解を聞きに行った。校長によると、対応した市教委担当者

は、その資料についてのコメントはせず、「国旗国歌の指導については、中野中学校

の教育課程上の問題」と答えたとのことだった。私は、だめだと言われていないの

なら、この資料も活用して、生徒への説明を実施すべきことを要望した。校長作成

の「事故報告書」には、「H27/2/10 校長と松田Ｔ話す。『2/2 に渡した資料を生徒に

渡していいか教育委員会の指示を聞きに来ている』それには校長答えていない」と

ある。 

 
 ２．2015 年 1 月 23 日付大阪市教育長通知について感じたこと 

 （1） 2 月 2 日の校長との話の中で知った卒業式に向けた教育長通知については、情報提

供として所属組合（教職員なかまユニオン）に提供されていた。2015 年 1 月 23 日

付教育長通知は、卒業式・入学式の国旗掲揚・国歌斉唱について、学習指導要領と

大阪市国旗国条例に基づいて実施すべきものとした上で、①「君が代」がどんな歌

であるのか、それをどう伝えるのかについての「指導」内容を全く示さないまま、「し

っかり国歌斉唱できるよう指導する」責任を学校に押しつけ、②「君が代」起立斉

唱を、率先垂範行為としての教職員の教育活動と位置づけ、③学校長に対して、「君

が代」起立斉唱職務命令を教員に発することを求めたものであった。 
 （2） 私は、この通知が、生徒と生徒に向き合う教職員の現実を全く見ようとせず、教

育委員会が自分の責任を回避して、学校と教職員に全ての責任を押し付けようとす

るものであり、この通知によって、私たちが、「お国のためだ」と生徒を戦場に送り

だした戦前・戦中の教職員と同じ立場に立たされようとしていると感じた。そして、

この教育長通知にぜひ異議申し立てをしたいと思った。 
    その理由は、第 1 に、私が決して従うことのできない「君が代」起立・斉唱を、

職務命令によって強制し、私の人格を破壊しようとするものだからである。「君が代」

は、政府がどんな解釈を示そうと、かつて、天皇統治の永遠を願う歌として「臣民」

に強制された歌である。その「君が代」を躊躇なく歌うことができるということは、

私にとって、戦前戦中の非人間的な日本社会と数えきれない悲劇をもたらした侵略
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戦争についての認識、その侵略戦争に子どもたちを送り出した学校教育についての

批判的認識を捨て去ることと同義である。しかも、その起立・斉唱という行為を生

徒に対する教育活動と位置づけ、自分の身を守りたかったら、自分自身が納得でき

ない「君が代」起立・斉唱という行為を生徒に押し付ける立場に立てと脅している

のである。 
    第 2 に、自らの責任を果たさず、学校現場に矛盾を転嫁する教育委員会の姿勢が

教育の荒廃を招いていると強く感じたからである。卒業式・入学式での「君が代」

斉唱を生徒にどう説明するかということが現場ではもっとも問題になるのに、大阪

市教育委員会は、学習指導要領に書かれた国歌斉唱一般の意義を述べるだけで、「君

が代」についての生徒に伝えるべき内容を一切示さず、生徒にしっかり斉唱させる

「指導」を学校現場に押し付けている。この市教委の姿勢が、何ごとについても「上

で決まっているから」としか説明しない「教育の荒廃」ともいえる状況を学校につ

くり出しているといえる。生徒自身にかかわるこの問題で、意見表明の保障どころ

か、きちんとした情報提供すら行わないことを正当化するような通知は許されない

と思ったのである。 
        第３に、「君が代」強制によって人権が侵害され、つらい立場に置かれている生徒

の状況を放置できないと思ったからである。教育長通知の「ピアノまたは吹奏楽に

よる伴奏で、しっかりと国歌が斉唱できるよう指導」との指示の下、「君が代」の歴

史から必ず存在している「君が代」にいい感情を持たない生徒は、とてもつらい立

場に置かれる。以下は、そんな証言の一つである。 
   （ある中学校でのある人の経験）「行事のたびにグループごとに国歌を歌い競わせる

という学習があり、声の大きいグループから座っていき、声の小さいグループは延々

立ったまま歌わされるという『強制学習』がありました。当然、歌わない私を含む

グループが一番最後まで歌わされるというデキレースでしたが… 内申書も『学習意

欲に欠ける』『協調性がない』という評価でした。『歌わない自由』を教えてくれる

学校・学級であってほしいです。」 
   このような強制をやめさせるために、この教育長通知に異議申し立てをしたいと思

ったのである。 

 
 ３．大阪市教育長通知に対する質問と学校長の対応の経過 

（1） 2 月 17 日職員会議に向けて、2017 年 1 月 23 日付大阪市教育長通知に関する学校

長への質問書を準備した。質問書の内容は以下である。 

 

2015.1.23 大阪市教育長通知についての学校長への質問 
                         2015 年 2 月 16 日 松田幹雄 
大阪市教育長から各校園長あてに、「卒業式及び入学式における国旗掲揚・国歌斉唱に

ついて（通知）」が出されています。この通知は、「君が代」の歴史や扱われ方について

の経過や歌詞の意味も伝えないまま、「国歌である」ことのみを理由として、生徒たちに

大きな声で歌わせるという「調教」教育を私たち教職員に迫るものとなっているように

感じます。（市教委指示通りやれば、別紙「寸劇」のようになるのではないかと危惧して

います）このような通知が出された下での中野中学校卒業式実施の責任者としての学校

長に、以下質問します。2 月 17 日の職員会議の中でお答えいただくよう要請いたします。 
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（1）通知には、「しっかりと国歌が斉唱できるよう指導する」とありますが、どう指導 

するのですか。内容を教えてください。大阪市教委は、指導内容を示しているので 

すか。 
（2）卒業式に国歌斉唱が位置づけられ、起立・斉唱を求められている生徒には、当然、 

「君が代」どんな意味の歌で、なぜ、卒業式に位置づけられているかということに 

ついて説明を受ける権利があります。その説明はいつ、どんな場で、どんな内容で

行うのですか。その際、私は、別紙、「資料：卒業式・入学式の国旗・国歌について」

を生徒の配布して説明すればいいと思っていますが、それについての見解を聞かせ

て下さい。 
（3）道徳教科化を巡って、結論を押しつけるのではなく、一人ひとりが考える過程が大

切だという意見もあります。この通知は、文部科学省（国家権力）が出した学習指

導要領（指示）と維新の会多数派の議会の中で決まった条例だけを根拠に、違反す

れば処分だと脅して、教職員に起立・斉唱と大きな声で歌う指導を強制するもので

す。教職員に考えることをやめることを求める通知であり、子どもたちにも考える

ことをやめ、言われたとおりにすることを求める教育を推奨しています。このよう

な教育行政のあり方は、教育の本質的な営み、最も大事な点を壊すことになると考

えるのですが、学校長の見解をお聞きしたいと思います。 

 
 （2） この質問書を 2 月 16 日に学校長に提出。2 月 17 日の職員会議の最後に、質問書

を読み上げて質問した。校長は時間を理由に「場を改めて回答する」と答えた。次

の日、2 月 18 日朝の職員朝礼の場で、学校長は、教育委員会からの通知を公務支援

パソコンに送っていると伝えた上で、「卒業式・入学式の国歌斉唱時に教職員が起

立・斉唱すること」との職務命令を教職員全員に口頭で発した。その後、私の質問

に回答するとして、要旨「前提部分に調教教育とのことばもあり同意できないので、

項目ごとの質問には答えず、全般的に思っていることを伝える。生徒の学習内容に

ついては学習指導要領にも位置付けられており、中野中学校の教育過程の問題とし

て教育課程検討委員会等で検討し、具体化していきたい。」と述べた。それに対して

私は、「具体的な質問に答えない理由が理解できない」と批判し、「具体的質問に答

えないというのは教育委員会の判断か」と聞いた。学長は「私の判断」と答えた。

質問者の立場に異論があるから質問に答えないというのは、無理ないなおりであり、

質問の具体的なやりとりに入らせたくないという市教委の意向だと感じた。「指導」

内容などの中身に踏み込めば、答えるべきものを持っていないということから、こ

んな強引な回答になったのではないか、市教委は、「しっかりと国歌が斉唱できるよ

う指導する」と言う通知を出しながら、中身は中野中学校の教育課程上の問題と責

任逃れをしていると感じ、この回答で終わらせるわけにはいかないと思った。 

 
 （3） 2 月 23 日の職員朝礼で学校長に以下の質問を行い、回答を求めた。 

 

大阪市教委国旗・国歌通知に関わる質問への学校長回答（2.18）に対する再質問 

2015 年 2 月 23 日 松田幹雄 

私が 2 月 17 日の職員会議で質問した大阪市教育長の 1 月 23 日付通知に対する学校長 

からの回答が、2 月 18 日の職員朝礼でありました。 
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2 月 18 日の職員朝礼で、学校長は、まず、教育委員会からの通知を公務支援パソコン

に送っていると伝えた上で、卒業式・入学式の国歌斉唱時に教職員が起立・斉唱するこ

とを指示すると、職務命令を出しました。 

その後で、私の質問への回答がありましたが、その内容は、要旨以下です。 

（回答内容略） 

 この学校長回答にかかわって、納得できない部分があるので、再質問します。 

 まず、大阪市教委通知に対して、職員の一人である私が「調教」教育を強要するもの

と感じていることに対して、通知を受けてその趣旨に基いて学校運営をしようと思って

いる学校長は、「調教」教育ではないことを説明する責任があると思います。それをする

のではなく、私の立場を問題にして、具体的な質問項目に答えない理由とすることは承

服できません。 

 「全般的に思っていることを伝える」としてなされた回答は、3 つの質問のうちの１つ

「生徒に対する説明」に関するものだけでした。後の 2つの質問に対しては回答があり

ませんでした。残り 2つの質問に対しても回答して頂くよう要請します。 

 まず、1 つめの質問ですが、少なくとも大阪市教委が指導内容を示しているのかどうか

については答えられると思いますし、答えてもらわなければ困ります。市教委との窓口

は学校長であり、私たち職員は直接知ることができないからです。 

 3 つめの質問は、「教職員に考えることをやめることを求める通知であり、子どもたち

にも考えることをやめ、言われたとおりにすることを求める教育を推奨している」とい

う私の認識を示したうえで、学校長の見解を問うものです。この質問に回答せず無視す

るということは、私の認識を放置するということであり、学校長としての責任を問われ

かねないのではありませんか。大阪市教委の見解でもいいので示すべきだと思います。 

 私は 1 職員として質問していますが、すべての職員にかかわる問題であり、きちんと

答えてほしいと思っている職員は他にもいると思います。ぜひ、1 点目、3 点目の質問に

も答えていただき、2月 18 日の職員朝礼で回答された内容に対しては、具体的な検討を

進めていただきたいと思います。（以上） 

 

    この再質問書に対して、結局、校長は、卒業式が終わるまで何も答えなかった。

この間のことは、校長事故報告書には、以下のように記載されている。 

 

H27/2/18 職員朝礼で校長より「①校務支援ＰＣで掲示した 1/23 付教委校にもとづき起

立斉唱の職務命令を発する。②松田Ｔの質問に対しては、学習指導要領に基づいて適切

に行っている。さらにこれは中野中学校の教育課程の問題なので、松田Ｔの話を聞き入

れて教育課程検討委員会でまず検討すると答える」 
H27/2/23 松田Ｔ『2015.1.23 大阪市教委国旗・国歌通知に関わる質問への学校長回答

（2.18）に対する再質問』（別添 5）が、朝 8:00 に校長に渡され、且つ全職員にも配布の

上、職員朝礼で質問される。時間もなく答えていない。 

 

 ４．生徒への卒業式での国旗・国歌、「日の丸」「君が代」についての説明経過 

 （1） 2 月 16 日付の質問への回答で、校長が、生徒への説明について「教育課程検討委

員会等で検討し、具体化していきたい」と答えたことから、「2 月 18 日の職員朝礼で

回答された内容に対しては、具体的な検討を進めていただきたい」と再質問書に書
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き、教育課程検討委員会の早期開催を要請していた。その要請に対して、校長は、

もともとの月中行事予定表では、３月１０日予定だった教育課程検討委員会を３月

５日に早めた。 
 （2） 3 月 5 日に教育課程検討委員会が開催された。メンバーは、管理職、教務主任、学

年主任 3 人、教科主任 9 人（兼任有）で、私はメンバーではないが、要請してきた

立場から参加を求め、オブザーバーとして参加した。管理職から何か具体的提案が

あるのかもしれないと思っていたが、学校長は出張で不参加、教頭からも「国旗国

歌に関わる歴史的経過については伝えていく方向で考えたいが、意見を」という冒

頭提起があっただけだった。管理職としては、私の要請を受けて教育課程検討委員

会を開いたという形さえ作ればいいと考えていたのだと感じた。私は、こちらで準

備した「資料：卒業式・入学式の国旗・国歌について」と「前前任校の学習資料」

を配布し、校区小学校 4 校では「君が代」の意味などについて教えられておらず、

生徒はほとんど歌詞の意味を知らないこと、式に位置づけられ斉唱が求められる立

場の生徒にとって、そのことの説明を受けることは当然のことであることを話した。

この問題は扱いが難しいと躊躇する意見もあったが、「自分が小学生だったとき『君

が代』に否定的な親から『君が代』の意味を聞き、自分は歌ったが、歴史的な経過

などを知ったうえで判断することは大切だと思うので、賛成」と若い教員から意見

表明があった。続いて何人から意見があり、教育課程検討委員会の立場として、「事

実を伝える」「具体化は、3 年生の学年で」ということになった。論議の中で、資料

の最後の部分、憲法や子どもの権利条約にふれた部分について、クレームがつくか

もしれないと不安を表明する意見があったため、まず、資料配布をすることを優先

して、その部分は憲法や子どもの権利条約の記載を削除して「一人ひとりが考えを

深めよう」という呼びかけだけに修正することにした。 
    一部修正した「資料：卒業式・入学式の国旗・国歌について」（乙第７号証）の生

徒配布については、卒業式予行前日 3 月 10 日の 5・6 時間目の体育館での練習の最

後に学年主任（社会科教員）から「君が代」の歌詞の意味と扱いの変遷もふくめた

卒業式の国歌斉唱について話をした上で、クラスに帰ってから各学級で配布するこ

とで学年の了承を得た。3 月 10 日の始業前、校長に、一部修正した生徒配布予定の

「資料：卒業式・入学式での国旗・国歌について」 を渡して学年方針を報告し、了

解を得た。この日の 5・6 時間目の卒業式練習は、証書の受け取りの練習・歌の練習

でほぼ時間いっぱいになったが、最後の６～７分で、学年主任から、卒業式の国旗・

国歌について、「君が代」の扱いの変遷もふくめた話をしてもらい、その後、予定通

り、各学級（3 年生 6 学級）で、「資料：卒業式・入学式の国旗・国歌について」を

配ることができた。しかしながら、その経緯についての校長事故報告書の記載は以

下であった。 

 

H27/3/5 教育課程検討委員会（校長は不在・教頭、教務主任、各教科主任、松田Ｔはメ

ンバーではなかったが志願して会議に入る）会議場で松田Ｔの資料は、①内容が偏って

いるので、そのままの形では採用しないことに ②3 年の卒業予行演習の際に、学年で話

すことになる（●●主任、場合によっては校長補足） 
H27/3/10 卒業式予行で3年主任●●Ｔが実に上手に学習指導要領に則った形で3年生徒

に国旗国歌の歴史を説明（校長も同席） 
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 （3） この校長事故報告書の内容を知ったのは、私の戒告処分（2015 年 5 月 13 日）後

の個人情報開示請求によってであった。2015 年 6 月 3 日に開示された校長事故報告

中の「会議場で松田Ｔの資料は①内容が偏っているので、そのままの形では採用し

ないことに」とあるのは、明らかに間違っているので、訂正を求めたいと思った。

2015 年 3 月 5 日の教育課程検討委員会に出席していた人全員に確認を求めた上で、

2015 年 6 月 4 日付で、学校長あてに、「2015 年 3 月 13 日付 教職員事故報告書記

載訂正のお願い」を提出し、以下のことを主張した。 
    『教育課程検討委員会の中で、「内容が偏っているので、そのままの形では採用し

ないことに」なったというのは明らかに事実誤認です。「トラブルを避けるために、

今回は、少し表現を変える」ことになったということです。「内容が偏っている」

とするなら、どの内容がどう偏っているのか明らかにする必要があり、この表現

はたいへん大きな問題です。ぜひ、訂正し、教育委員会に申し出ていただきたい

と思います。』 
    その結果、校長は、自分が提出した教職員事故報告書の訂正を申し出て、その部

分の表現は、「会議場で松田Ｔの資料は、①内容がそぐわないので、そのままの形で

は採用しないことに」に訂正された。 
 （4） 2015 年 3 月の卒業式に至る過程で、私が作成して、生徒への配布を求めた「資料：

卒業式・入学式の国旗・国歌について」に対して、大阪市教委と校長は、何も見解

を示さなかった。2015 年 3 月 16 日「国歌斉唱時不起立事案にかかる事情聴取記録

（中野中）」においても、学校長と打合せしながら 2015 年 3 月の中野中学校卒業式

に対応してきた奥野主任指導主事は、私の「君が代」指導にかかわる質問に、「質問

は、教育委員会はこのペーパー（『資料：卒業式・入学式での国旗・国歌について』）

をどう考えるかということですか。それは子どもに対しての指導に関しては教育課

程ですから校長が、主体性をもって、学校の指導としてやるということで、今回教

育課程検討委員会をされましたね。そこで話しあわれて校長が最終判断して実施し、

子どもにも指導されたんですよね。」と資料自体についての市教委の見解を示さなか

った。しかし、その資料に対する事故報告書の記載内容から、市教委と校長が「偏

っている」と思っていたことが明らかになった。私の戒告処分の後、市教委は、校

長に、『「全体のトーン」が問題』として、2015 年 3 月中野中学校卒業式「指導」過

程で卒業生に配布した「資料：卒業式・入学式での国旗・国歌について」を今後活

用しないようにと伝えた。2016 年 3 月卒業式に向けてのその資料の活用を校長が禁

じたため、中野中学校の 2016 年 3 月卒業式「指導」の過程においては、「君が代」

について何も説明できないまま、卒業式が行われた。2016 年 3 月 3 日に行われた市

民団体【Democracy for Teachers and Children～「君が代処分撤回！松田さんとと

もに～略称：D-TaC】と大阪市教委の「協議」議事録要旨に活用を禁じた市教委の考

え方が示されている。 

 
 ５．「混乱」を理由とした学校長の「説得」・職務命令と 2012 年 3 月 12 日卒業式 

 （1） 校長作成の教職員事故報告書に書かれた起立・斉唱を求める校長の「説得」と職

務命令に関わる記載、その後の対応に関わる記載は、以下である。 
 H27/2/2 校長は起立斉唱を依頼することになると伝える 
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 H27/2/5 校長教頭で松田Ｔと話す 今までの経緯を松田Ｔに聞く 「今までは配

慮で場を外していたが、田辺・住吉の教育委員会のやり方に憤慨し、そ

れ以降は式場内で不起立している。目立たない位置だったので気づかれ

なかったのではないか」と話す。 
 H27/2/16 校長教頭と松田Ｔ話す「『2015.1.23 大阪市教育長通知（別紙）につい

ての学校長への質問』（別添 4）職員会議で 2/2 のちらしをまくことに対

する質問をするが、教育委員会は何と言っているか」と聞かれる。不起

立は子どもが混乱するので、子どもを巻き込むを避けたい」との話には

「混乱させる方が悪い」と話を聞かない。 
 H27//2/18 職員朝礼で校長より「①校務支援ＰＣで掲示した 1/23 付教委校にもと

づき起立斉唱の職務命令を発する。（以下略）」 
 H27/2/18 校長教頭と松田Ｔ話す（この日から原則会話は録音される） 職務命令

の確認、返答の確認、但し起立斉唱は拒否される。 
 H27/3/2 校長より松田Ｔに「起立斉唱」を依頼するが断られる 
 H27/3/6 校長教頭が松田Ｔに「起立斉唱を依頼するが断られる」 
 H27/3/9 職員朝礼で、教委校を直接全員に配布し、改めて職務命令を全員に発令 
 H27/3/10 校長 松田Ｔに「個人あて職務命令を文書で発令」（別添 6）法と条例

に従って最後まで説得させていただきます」と伝える。「断られる」並

行して「この職務命令は入学式も入っているが、入学式も同じか」と質

問「もう定年の年だし、担任はないでしょうが…」「いや 式場にいた

場合です」「その場合も立たない」と返答される。 
 H27/3/11 卒業式前の打ち合わせで 校長より全職員に「混乱のない卒業式をお願

いします」「万が一 混乱のある事態があった時はマスコミ対応などは

管理職に一元っでお願いします」と伝える。●●Ｔ（田辺中にいた教諭）

より「不起立があると、子どもが大変になるので、その予定があるなら

やめてほしい」と声が出る。松田Ｔ挙手の上「それはその時の教育委員

会が悪いので、問題はそっちだ。及び」軍国主義に導くような今の日本

の危険性を長々と話す」 
     3/12  朝の職員朝礼でも校長より「混乱のない卒業式を依頼」 
    3/12  卒業式 
      「一同起立」で全員 立つ（松田Ｔも）国歌斉唱で 松田Ｔ座る 校

歌斉唱 で再び松田立つ 教頭及び校長目視する 
     3/12  校長より 
       PTA 会長 OB 組織親和会会長に不起立の謝罪 
       松田Ｔ聞き取り 事実を認めたので 教育委員会に事実報告に向か

う 
    3/13 校長より 
       市会議員、連合町会長に説明と謝罪 
    3/13  教育員会の松田への事情聴取の指示に対し、「弁護士同伴でないと行

けるかどうかわからない」という答えであったため 校長より文書に

よる 事情聴取の参加への職務命令をだす（別添 7） 
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 （2） 私が 3 月 16 日の事情聴取の場で提出した上申書に記載した起立・斉唱を求める校

長の「説得」と職務命令に関わる記載は以下である。 
 2015 年 2 月 2 日(月) 校長に「生徒への説明をすべき」と進言。２限と５限 校長

室（校長・教頭）私から「資料：卒業式・入学式の国旗・国

歌について」【資料 1】「寸劇：『指導』っていじめ？」【資料

2】を渡す。本年 1 月 23 日付で教育長通知が出ていることを

知る。 
            校長「個人の立場はおいてルールに従うべき」「混乱が起こ

らないように」 
      2 月 5 日(木) 16:35～17:05 校長室（校長・教頭）2 月 2 日に校長に渡し

た資料が市教委に届いていることを確認後、「資料：卒業式・

入学式の国旗・国歌について」を生徒配布してもいいかどう

か、見解を聞いてほしいと校長に要望。校長からは、「混乱

しないようにやりたいので協力を」 
            私「不起立そのものが混乱ではない。『君が代』についてい

ろんな思いをもつ人が参加し、祝える式であるべき。」「自分

の職務を全うし、不起立を理由に処分されたら、教育破壊の

国旗国歌条例や処分行政を憲法違反として異議申し立てを

したい。」 
            その後。「混乱」をめぐってやりとり。 

       2 月 16 日(月) 20:45～21:15 校長室（校長・教頭） 
              校長「生徒への説明等は中野中学校の教育課程の問題。歴

史をつたえ、その上で国旗国歌を尊重する気持ちを育てた

い。」この後、「混乱」の理解をめぐってやりとり。 
              教頭「何がおこるかわからない状況になることも混乱」 
              校長「不起立によって嫌な思いをする人を出したくない」 

            私「いろんなことを思う人がいること自身が混乱ではない。

式の枠を前提にし、その式に合わせることが子どものた

めとする論理は、思想・良心の自由を押さえつけるため

に使われており、認められない」 
    2 月 18 日(水) 8:30～8:40 職員朝礼 
           校長「教育長から『卒業式及び入学式における国旗掲揚・国

歌斉唱について』という通知が出ている。校務支援パソコン

に送っている。『国歌斉唱にあったては式場内のすべての教

職員は起立して斉唱すること』という職務命令を出す。」（以

下略） 
    3 月 6 日(金) 18:30～19:00 校長室（校長・教頭） 
           校長「職務命令も出したが、混乱させたくないので、起立し

てほしい」（1・23 教育長通知を私に手渡し） 
           私「職務命令で『君が代』起立・斉唱を強制するこの教育行

政のあり方が、教育破壊であるという指摘に対する見解表明

がない。不当な職務命令には従えない。処分されれば、異議
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申し立てをしたい。」 
    3 月 9 日(月) 職員朝礼 
          （事前に教頭より 1・23 教育長通知を全職員に配布） 
           校長「校務支援パソコンの回覧ではわかりにくいとの指摘が

あったので、再度机上に配布させていただいた。今年の卒業

式では新しい試みもあり、ぜひ成功させたい。混乱しないよ

うにお願いしたい。」 
           私「起立斉唱の職務命令を学校長が出したことは認識してい

るが、異議がある。こういうやりかたが教育を壊していると

思う。卒業生を祝う立場で出席している者が『君が代』の時

起立しなかったからといってそれが混乱だとは思わない。」 
3 月 10 日(火) 17:10～18:00 

校長から私あての「起立・斉唱」職命令書を手渡し。 
3 月 12 日（木）校長室（校長・生徒指導主事） 

卒業式の「君が代」斉唱時の不起立の確認 

 
 （3） 「国旗国歌条例」を根拠に、「ルールを守るのが公務員の義務」とする学校長の不

起立批判に対して、私が主張したことは、以下であった。 
  ａ．「国歌斉唱」を卒業式に位置づけ、生徒に歌うことを求めているのに、生徒は歌詞

の意味の説明すら受けられないのはおかしいと考えていました。生徒たちに聞くと、

出身４小学校のどこでも、卒業式で斉唱することになっている「君が代」の歌詞の

意味について説明を受けていないということでした。今、ほとんどの学校で、卒業

式に国歌「君が代」斉唱が位置づけられている理由や「君が代」の歌詞の意味につ

いて、斉唱を求められている児童・生徒自身に説明しないという非教育的かつ子ど

もの権利条約違反の現実があります。その原因は、「君が代」の歌詞の意味を「我が

国の末永い繁栄と平和を祈念するもの」とする無理な意味づけであり、「君が代」の

起立・斉唱と児童・生徒への「指導」を、教職員の思想・良心の自由を踏みにじっ

て強制する 2015.1.23 教育長通知に象徴される権力的教育行政にあります。教職員に

考えることを禁止し、命令に従うことだけを求めるこの教育行政のあり方が、「君が

代」の歴史や歌詞の意味について子どもたちに事実すら伝えず、「国歌」はしっかり

歌うものという刷り込みだけを行う「調教教育」につながっています。そして、そ

の背景に、憲法違反の「国旗国歌条例」と「職員基本条例」があると考えます。「臣

民」を戦争に動員する大きな一翼を担った天皇制賛美の「君が代」を起立・斉唱で

きないという思いとともに、教員の生徒に対する率先垂範行為として位置づけられ

ている「君が代」起立・斉唱の職務命令に従うことは、「調教教育」の一端を担うこ

とになると思い、従うことができませんでした。「国旗国歌条例」「職員基本条例」

というパワハラ条例こそ違憲・違法であり、それに基づく職務命令に従う義務はな

いと考えます。 
以上 

  ｂ．１９９９年の国旗・国歌法で国歌とされた「君が代」は、明治以前は、目上の人

の長寿を願う、おめでたいときにうたう歌、明治以降、国歌としての扱いをされる

ようになってからは、天皇統治の永遠を願う天皇制賛美の歌でした。１９９９年国
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旗・国歌法制定時の政府解釈は、「我が国の末永い繁栄と平和を祈念したもの」とい

うことでした。このような経過のある「君が代」を国歌とするにあたっては当然反

対も多く、制定時、「強制するものではない」というのが、政府の約束でした。 
    私は戦争を体験したわけではありませんが、体験談を聞く中で、天皇を現人神と

して絶対視した戦前戦中の社会が、人前で本音を言うことができない非人間的な建

て前社会であり、再びこのような暗黒社会にしてはならないと強く思ってきました。

また、そのような戦前・戦中の日本社会への認識をもつものにとって、それと固く

結びついた「君が代」は決して歌えない歌であり、この歌を政府見解にそって歌う

ことのできるのは、戦前戦中の日本社会と侵略戦争に対する認識を転換したときだ

と思ってきました。すなわち、処分を背景に「君が代」起立斉唱を迫ることは、社

会・歴史総体の認識の転換を迫る「思想・良心の自由」への攻撃であり、パワハラ

行為だと感じています。 
    そして、更に憂慮するのは、職務命令による強制の教育への影響です。自分が処

分されないためには、生徒に対して率先垂範して「君が代」を起立斉唱し、「しっか

り歌おう」と呼びかけなければならないと教育長通知は脅しているわけです。これ

がもたらすものは、保身の蔓延であり、教育の荒廃です。子どもの権利条約のもっ

とも重要な規定が第１２条意見表明権「締約国は、自己の意見を形成する能力のあ

る児童がその児童に影響を及ぼすべての事項について自由に自己の意見を表明する

権利を確保する」だと言われています。 
    意見を表明する前提として、必要な情報を知ることができるというのは当然です。

しかし、卒・入学式の国歌斉唱にかかわっては、児童・生徒に意見を言う機会がな

いことはもちろん、「君が代」がどんな歌なのか説明すらしない状況が広がっていま

す。この目をおおうような教育荒廃こそ、処分を背景にした職務命令によって保身

を奨励する権力的教育行政が生み出したものです。 
    そして、その職務命令の背景に、教職員に起立・斉唱を義務づける大阪市国旗国

歌条例と同一職務命令違反３回で免職、悔いを改めない限り生徒の前に立たせず、

現場から隔離して思想転向をはかる大阪市職員基本条例があります。橋下・維新の

会が主導して成立させたこれら２条例は、明らかに憲法違反であり、パワハラ条例

であると思います。職務命令は、違憲・違法な２条例を背景に出されたもので効力

を有せず、従う義務はないと考えます。また、私は、子どもの権利条約違反の教育

荒廃、「調教教育」の現実をかえ、児童・生徒に、自ら判断するために必要な情報を

届けたいと考えています。そんな私が、児童・生徒に対して率先垂範行為と位置づ

けられ、まさに「調教」のための行為である「君が代」起立・斉唱職務命令に従う

ことはできませんでした。 
    教育には多様な側面があり、１人の教員にも多様な個性があります。「君が代」不

起立・不斉唱の一点のみをもって教員を排除しようとする教育行政やパワハラ条例

の異常さに危惧を感じています。教育委員会には教育の条理にたちもどった教育行

政を期待します。 
以上 

 ｃ．このような私の主張に対して、学校長は、教育のあり方というような論点への見

解は一切述べないまま、私の不起立が、「混乱」につながり、大変なことになるとい

うことを「説得」の主なポイントとした。例えば、校長の教職員事故報告書 H27/3/11 
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卒業式前の打ち合わせでの校長発言は、「（卒業式当日の）午前中からマスコミ等か

らの問い合わせがあるかもしれない。対応はすべて管理職へ。記者が来ても中に入

れない。不起立があった場合、保護者に対して謝罪の場を持たなければならないか

もしれない。」というものであった。卒業式が終わるか終わらないかの 3 月 12 日午

前中からなぜマスコミの問い合わせがある可能性があるのか。校長の想定は、卒業

式参加の保護者等の誰かが私の不起立の写真をツイッター等で拡散してマスコミに

情報が入り、問い合わせがあるかもしれないということのようだった。本当にそん

なことがあると考えていたかどうかはわからないが、とにかく、「不起立」は大変な

ことで、教職員にも子どもにも迷惑がかかるということを強調するためのものと感

じられた。校長の教職員事故報告書 H27/3/11 付に『●●Ｔ（田辺中にいた教諭）よ

り「不起立があると、子どもが大変になるので、その予定があるならやめてほしい」

と声が出る』とあるのは、2012 年 3 月卒業式時の不起立に対して、大阪市教委がマ

スコミに学校名を公表し、校長が、当該教員に「ルールを守るべき教員がルールを

破って申し訳ない」と謝れと迫るような状況の中で、不起立のあった学校で、生徒

にルールを守らせる指導がやりにくくなったとの発言だった。その場では、私は、

2012 年 3 月の卒業式とその後の経過について、市教委のリークに責任があることを

説明し、条例により不適格教員の烙印を押された者には、条例が憲法違反と訴える

権利があり、それを押さえつけようとする圧力は認められないと反論した。教職員

に「君が代」起立斉唱を条例で義務付け、不起立が犯罪であるかのような異様な雰

囲気を作ってきた当事者が、教育破壊という指摘には一切答えないまま、それによ

っておこることもすべて不起立者の責任にするという構図は許せないと感じたので

ある。私は、このような「混乱」を理由とする「不起立」批判に対しては、一貫し

て、上申書記載の経過 2 月 16 日付に記載の通り「いろんなことを思う人がいること

自身が混乱ではない。式の枠を前提にし、その式に合わせることが子どものためと

する論理は、思想・良心の自由を押さえつけるために使われており、認められない」

と反論してきた。逆に、「君が代」を起立・斉唱したくないという現実を知ること自

身が、生徒たちの現実認識を広げ、考える基盤をつくる上で大事なことだと考えて

いる。 
 ｄ．2015 年 3 月 12 日中野中学校卒業式は実際にはどうだったか。以下、上申書の「卒

業式当日の事実」より。 

 
私の席は、3 列の職員席の 2 列目、左から 2 番目の席で、教頭の後ろの席でした。開

式後、司会の「起立」「一同礼」「国歌斉唱」のことばの後に着席し、「君が代」斉唱は

しませんでした。「君が代」斉唱終了後起立し、校歌はいっしょに歌いました。その後、

卒業証書授与時の担任クラス生徒の呼名をしました。卒業式は変わったことは何もな

く無事終了し、その後の学級での卒業証書手渡し・最後の学級活動もいい雰囲気でで

きました。私の不起立を見た生徒や保護者がいるのかどうかわかりません。少なくと

も卒業式当日（12 日）中に、保護者・生徒からこの件で問い合わせ・抗議があった事

実はありません。 

 
  ｅ．大阪市教委は、弁明書（2）で、私の不起立が目立たぬよう、卒業式での 6 人の卒

業学年担任の座席を 2 列にして、私を後ろの列の 2 番目にしたことを記し、それに
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もかかわらず、私の不起立を何人かの生徒が見ていたと記している。それに続けて、

ＰＴＡ、ＯＢ会の役員、会員から、私の不起立に対する非難の声があったとしてい

るが、校長の教職員事故報告書にある通り、これらの人たちの声の前提となる、私

の不起立に対する情報は、校長から伝えられたものである。また、同じく弁明書（2）
に「平成 27 年夏ころ、同校のある卒業生らは、校長に会った際に請求者について言

及し、『卒業したクラスでは噂でもちきりです。せっかくいい友達のいるクラスだっ

たのに（残念です）』等と述べた」とある。その事実そのものの真偽も定かではない

が、『卒業したクラスでは噂でもちきり』かどうかは別として、卒業生の間に流れた

情報というのは、2015 年 5 月 13 日に私が戒告処分を受けた際、記者会見を行い、

それがユーチューブの映像としてアップされたことによって知った情報である。逆

にいうと、3 月の卒業式から 5 月まで、仮に私の不起立を見た生徒や保護者がいたと

してもまったく問題になっていなかったということである。「不起立」はたいへんな

混乱を引き起こすというのは、まったくの脅しであったことが明らかとなったとい

える。 

 
 ６．上申書・上申書（2）への判断を示さず処分した市教委～職員基本条例は欠陥条例～ 

 （1） 私は、処分対象者である私の権利・弁明の機会を主張し、上申書・上申書（2）を

提出するとともに、処分にあたって大阪市教委が意見を聞かなければならないと職

員基本条例に記載されている人事監察委員会教職員分限懲戒部会での口頭での弁明

の機会を求めた。しかし、人事監察委員会教職員分限懲戒部会は、私に連絡するこ

となく 4 月 17 日に開催したとのことであるが、口頭での弁明の機会を求めていた私

に対して結果の報告もなされなかった。私がこの事実を知ったのは、5 月 13 日の処

分発令後の処分に個人情報開示請求によってであった。その部会で私の上申書・上

申書（2）についてどう判断されたのかについては、議事録が存在しないとのことで、

知ることができていない。5 月 12 日に開かれた教育委員会会議事録では、井上教務

部長が、「当該教諭が提出しました上申書には当該教諭の主張が記載されているが、

処分にあたり斟酌する内容は含まれていない」と述べ、忍服務・監察担当課長が「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」と述べているが、私が、上申書・上

申書（2）に「君が代」起立・斉唱職務命令に従えない理由として記述していること

に対してどう判断したのか、なぜ、それが懲戒処分の判断に影響しないのか、判断

の根拠は不明のままである。 

 （2） 大阪府の人事監察委員会教職員分限懲戒部会では会議議事録が作成されていて、

公開 請求すれば見ることができる。大阪市の人事監察委員会職員分限懲戒部会で

は会議の議 事要旨が作成されているが、現在は非公開の扱いである。ところが、

大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会だけが、会議の議事要旨を作成していな

い。2015 年度、教職員分限懲戒部会 18 回のうち、実際に会議が行われたのは 2回だ

け、後の 16 回は「持ち回り」という個別に部会委員に同意を求める形であった。大

阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会は、市教委事務局の処分原案をきちんと審

議する機関としての実態がないといえる。 

 （3） 重罰主義の大阪市職員基本条例の公正性を担保するために設置されているはずの
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人事監察委員会の、特に教職員分限懲戒部会が機能していないことは、重大問題で

あり、その主な原因は、大阪市教委事務局の姿勢にあると考える。 
    私は、大阪市職員基本条例第 43 条第 2 項「職務上の命令を受けた職員は、当該職

務上の命令が違法又は不当であると思料するに足る相当の理由がある場合は、相当

の期間内に当該職務上の命令を発した職員又はその上司に対し、意見を申し出るこ

とができる」の規定を根拠に、2016 年 1 月 29 日付大阪市教育長通知に基づく中野

中学校長の「君が代」起立・斉唱職務命令の取り消しを求める申出を、2016 年 2 月

22 日付で大阪市立中野中学校校長山本哲哉様及び大阪市教育委員会教育委員長 大

森不二雄様宛で提出した。同年 2 月 26 日に中野中学校長から「取り消さない」「条

例並びに教育長通知に基づいた職務命令なので問題ないと考えています」という口

頭回答を受けた。その際、中野中学校長から「この回答は、大阪市教委事務局との

相談の上でのものだ」との説明を受けた。私は「申出」の中に、「『３回の同一職務

命令違反で免職を規定した大阪市職員基本条例と一体で運用される大阪市国旗国歌

条例と教育長通知、それに基づく職務命令』が不当だと考える理由について詳述し

ますので、それに対する判断を、理由も含めてきちんと示していただきますようお

願いします」と記していたにも関わらず、私の申出理由に一切ふれない「回答」は

まったく不当であると感じ、納得できなかった。誰の責任での、どんな検討を踏ま

えた「回答」なのか知りたく思い、2017 年 1 月 23 日付で、大阪市教育委員会に対

して「大阪市職員基本条例第 43 条第 2 項にもとづいて出された意見およびその扱い

にかかわるすべての文書」の公開請求を行った。2月6日付で決定通知書が届いたが、

それによると、「意見」については、2015 年 10 月 9 日付と 2016 年 2 月 22 日付で

提出された 2 通の「職務命令取り消しの申出」を保管しているが、「意見の扱いにか

かわるすべての文書」については、「当該公文書をそもそも作成または取得しておら

ず、実際に存在しないため」非開示であった。2 月 16 日に中学校教育担当主任指導

主事奥野さんからこの公文書公開請求結果について説明を受けた。「申出を受けてか

ら、申出内容を組織的に共有、検討して、中野中学校長から『取り消さない』と結

果を伝えたが、その対応を記録した文書はないという状態である」との説明であっ

た。 
 （4）3 月 3 日付で、大阪市教育委員会教育長山本晋次様及び指導部中学校教育担当課長

高橋哲也様宛で、「2016 年 2 月 22 日付『職務命令取り消し申出』にかかわる回答に

ついての説明のお願い」を提出し、以下 2 点について説明を求めた。 
  ａ．本年 2 月 16 日に中学校教育担当主任指導主事奥野さんから受けた説明では、私

が 2016 年 2 月 26 日に中野中学校長から受けた回答は、教育委員会事務局で組織

的に共有し、検討した結果だということですが、どこで組織的に検討し、誰の責

任で回答したものですか。 
  b．私は、「職務命令取り消し申出」の中で、この条例・教育長通知とそれに基づく

職務命令が、「保身を奨励し、私の人格を破壊するものである」「『命令（指示）さ

れているから』だけが横行する教育荒廃につながる」「必要な知識を与えない『調

教教育』と一体、生徒の権利侵害につながる」という 3 点の理由をあげて、取り

消しを求めました。しかし、取り消さない」とする口頭回答の理由は「条例並び

に教育長通知に基づいた職務命令なので問題ない」というもので、私の申出理由

への言及はありませんでした。この回答は、「この職務命令は『保身を奨励し、教
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職員の人格を破壊したり、教育の荒廃につながったり、生徒の権利侵害につなが

ったりする』かもしれないが、条例並びに教育長通知に基づいた職務命令なので

取り消さない」という回答だったと理解していいですか。 
   この 2 つの質問に対する文書による回答を 6 月 9 日に受けとった。ａについての

直接の回答はなく、ｂについては、「『この職務命令は、［保身を奨励し、教職員の

人格を破壊したり、教育の荒廃につながったり、生徒の人権侵害につながったり

する］かもしれない』に関しましては、松田様のご認識であり、教育委員会事務

局がお答えする立場にないと考えます」との回答であった。私は、「教育長通知と

それに基づく職務命令が及ぼす影響について指摘したことに対して、『教育委員会

事務局がお答えする立場にない』として、教育委員会事務局が見解表明しないこ

とを合理化することは決してい許されないと考えます」として、再回答を求めて

いる。 
   大阪市職員基本条例第 43 条第 3 項には、「前項の職務上の命令を発した職員又は

その上司は、同項の規定による申出に理由があると認める場合は、当該職務上の

命令を取り消さなければならない」との規定がある。職員基本条例に基づいて提

出した職務命令取り消しの申出に対して、その扱いについての記録が存在しない

ことは、教育委員会事務局の問題であるのか、扱いの仕方を具体的に示していな

い条例そのものの問題であるのか、どちらにしても、大阪市職員基本条例とその

運用については、大きな問題があるといえる。 

 
第５．「君が代」強制について感じること 

 
 １．森友学園疑獄から、教育勅語にもとづく神道小学校・瑞穂の國記念小學院の設立を

政府と大阪府が支援していた実態が明らかになってきた。小学校設立自体は頓挫した

が、政府は、教育勅語を道徳の教材とすることを可能とする見解をしめすまでになっ

ている。この政府見解に対しては、例えば、教育史学会理事会が批判の声明を出し、「教

育勅語を歴史的資料として用いることは、歴史の事実を批判的に認識する限りにおい

て必要であるが、児童生徒に教育勅語を暗唱させたり、道徳の教材として使用したり

することは、主権在民を理念とする日本国憲法や教育基本法に反する」との見解を明

らかにしている。教育史学会理事会は、その根拠として、教育勅語が、「戦前日本の教

育を天皇による国民（臣民）支配の主たる手段とした事実」「学校現場での教育勅語の

取り扱われ方に関する事実」「民族的優越感の『根拠』とされるとともに、異民族支配

の道具としても用いられた事実」をあげている。「学校現場での教育勅語の取り扱われ

方に関する事実」には、以下の記述がある。 

 
 ２．『教育勅語は、発布と同時に謄本が全国の学校に一律に下付され、天皇制国家の臣民

教育において大きな役割を果たした。とりわけ教育勅語の理念普及に果たした学校儀

式の役割を見逃すことはできない。１９００年小学校令施行規則により定型化された、

戦前の三大節（紀元節・天長節・一月一日、１９２７年より明治節が加えられて四大

節）学校儀式は、教育勅語「奉読」に、御真影（天皇・皇后の写真）への「拝礼」、「君

が代」斉唱、教育勅語の趣旨に関する校長訓話、式歌斉唱を加え、全国で一律に挙行

された。 この儀式内容は、入学式・卒業式など他の学校儀式の式目にも影響を与え、
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教育勅語「奉読」と「君が代」斉唱は、入学式・卒業式などでの必須の式目になった。』 
   上記の通り、「君が代」は、教育勅語とともに、「戦前日本の教育を天皇による国民

（臣民）支配の主たる手段とした」のであり、天皇のために命を捨る教育の重要な要

素であったことは明らかである。戦争中の修身教科書では、「君が代」は以下のように

説明されていた。 
  「君が代」（初等科修身 二） 
    君が代は ちよにやちよに さざれ石の いはほとなりて こけのむすまで 
  この歌は、「天皇陛下のお治めになる御代は、千年も萬年もつづいて、おさかえにな

りますやうに。」という意味で、國民が、心からおいはひ申しあげる歌であります。 
  「君が代」の歌は、昔から、私たちの先祖が、皇室のみさかえをおいのりして、歌

ひつづけて来たもので、世々の國民のまごころのとけこんだ歌であります。 
  祝日や、おめでたい儀式には、私たちは、この歌を聲高く歌ひます。しせいをきち

んと正しくして、おごそかに歌ふと、身も心も、ひきしまるやうな氣持ちになります。 
  戦地で、兵隊さんたちが、はるかに日本へ向かって、聲をそろへて、「君が代」を歌

ふ時には、思はず、涙が日にやけたほほをぬらすといふことです。 
  また、外國で、「君が代」の歌が奏されることがあります。その時ぐらゐ日本人が、

日本國民としてのほこりと、かぎりない喜びとを感じることはないといひます。 
以上 

 
 ３．私は、これまで、戦争体験者のお話を聞く反戦平和学習を企画する立場になること

が何度もあった。その中で、語られた戦争の時代事実とともに、自分の体験を語り続

ける語り部の人の生き方に学びたいと思ってきた。その中で、「君が代」を起立・斉唱

できないという認識が形づくられていったように思う。以下は私の不起立の思いを説

明するために作成した文書である。 

 

「君が代」不起立と結びついている私の戦前・戦中の社会に対する認識（松田幹雄） 

 
 私は、上申書（2）の中で、「私は戦争を体験したわけではありませんが、体験談を聞

く中で、天皇を現人神として絶対視した戦前戦中の社会が、人前で本音を言うことがで

きない非人間的な建て前社会であり、再びこのような暗黒社会にしてはならないと強く

思ってきました。」と書いています。その認識について、大きな影響を受けた「ボレロが

聴きたい―戦争出前噺―（本多立太郎著 耕文社）」を通して補足します。 
 アジア太平洋戦争を直接経験していない私が、戦争の真実にふれたと思ったのがこの

本です。本多さんには、勤務する中学校にも何度か来ていただき、生徒達にも戦争出前

噺をしてもらいました。そのお話の中で私が理解したことは、「戦争とは、別れと死だ」

ということです。そして、その頃の社会が本音を言えない、本音と建前が分離した社会

だったと言うことです。本には、召集令状（赤紙）が来て、好きだった喫茶店の娘さん

に別れを告げに行ったときのようすが以下のように記してあります。 

 
 「そのうちに、彼女がポツリと『おめでとう』といいました。私は素直に、「うん」と

肯きました。当時、男子が天皇の命により国家に一命を捧げる機会を得る、まさに男子

の本懐である、だからおめでとう。 
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 あの赤紙というのは郵便で来るのではないのです。役場の職員が一軒一軒回って、『お

めでとうございます。お宅の誰々さんにお召しが参りました』と言って家族に渡す。家

族は玄関に正座してニコニコと受け取る。『ありがたいことです』と押し戴く。やがて出

征の日には、胸に旗を十字に掛け、『征って参ります、留守中よろしくお願いします』と

見送りの人に挨拶をして胸を張って駅に向かう。 
 万歳万歳と叫び軍歌を歌う群れの中に家族も晴れがましく笑顔で交じっている。それ

が、全国いたるところで見られた出征風景でした。 
 しかし、それが本当にめでたいのでしょうか、嬉しいことなのでしょうか。 
 たとえ昨日結婚したばかりの娘さんでも、昨日初めて赤ん坊を抱いた若い父親でも、

だから一ヶ月待ってくれとか、二、三日抱かしてくれとか言っても通らないのです。何

月何日何時、何々部隊に入隊せよ。赤紙が指定した時と所に、一分の猶予もないのです。 
 誰も見ていないところでは夫婦、親子相擁して涙にくれる。どうか生きて帰って下さ

い、必ず元気で待っていてくれ、それが人間の本音です。これが最後の別れというのに、

誰が笑っておられますか。しかし、他人の目には絶対に見せられない。つまり建前と本

音が、画然と別れていた、それがあの時代でした。」 

 
 好きな人が兵隊に引っ張られていくのを『おめでとう』と送り出さなければならなか

った時代。本多さんの話を聞き、本を読んで、そんな非人間的な状況を再び作ってはい

けないと強く思いました。では、なぜ、本音が言えない建前社会がつくられてしまった

のか。それは絶対的な力によるものだと思います。天皇を神とし、力によって絶対服従

を徹底する天皇制の支配体制によってつくられたのです。「臣民」に「天皇陛下のお治め

になる世の中が永遠に続きますように」と歌わせることを通して、この秩序からはみ出

すことを許さない体制が作りだされたと思うのです。 
 引っ張られていった戦場では、残虐行為に手を染めざるを得ず、人間性を破壊される。

侵略された側は理不尽な殺戮と破壊にさらされる。アジア 2000 万人、日本 310 万人の

累々とした屍の上に、戦争の反省の上に立って、日本国憲法の下、日本人は新しい道を

歩み始めたはずです。 
 その歴史を知った上で、「君が代」を「我が国の繁栄と平和を祈念する歌」と理解せよ

と言われても無理があります。政府も本音では、「君が代」が「天皇制賛歌」であること

を否定していないと思います。憲法を変えるまでの方便として、そういう解釈にしてお

こうというだけのことです。だから、かつてとは違う意味で歌っているのだということ

をわざわざ教えなくてもいいと思っているのが本音なのではないでしょうか。私は、「君

が代」を大きな声で歌えるようになるということは、戦前の社会と侵略戦争を美化し、

こんな暗黒社会、人類への犯罪としての戦争を生み出した歴史の反省を葬り去ることと

一体であると思っています。 

 
 以上のような認識が、「君が代」を起立・斉唱できないことにつながっています。「君

が代」に対する認識はそれぞれだと思いますが、私のような人間は教師にはしておけな

い、生徒に立たせない、そのために重罰にし、見せしめにするというのが、橋下・維新

の会がつくった「君が代」起立斉唱強制条例と職員基本条例です。これはおかしい、教

育の条理に反していると今声を上げなければ、学校は戦争遂行体制をつくる最重要の戦

争賛美の場になっていくと思っています。私は、「君が代」不起立を理由とした私の懲戒
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処分を撤回させることを通じて、再び、若者を戦場に送り出すような教育にさせないた

めの役割を担いたいと思います。 

 
以上 

 
 
第６． 後に～職務命令に従わず、「君が代」起立・斉唱しなかった理由～ 

 
   以上、私が、2015 年 3 月 12 日の卒業式で「君が代」を起立・斉唱しなかった経過

と理由について述べてきた。私が起立・斉唱しなかった最も中心的な理由を簡単にま

とめると以下である。 
   「君が代」起立・斉唱職務命令に従うことは、厳しい生活条件の下に置かれた子ど

もたちとともに生きる側にいたいと考え、努力してきた教員生活の中で、私が行動原

理としたいと思ってきた「自分の保身のために、他の誰かに犠牲を強いることはしな

い」にまったく反することであった。「君が代」の起立・斉唱は、私にとっては、子ど

もたちを侵略戦争に動員した戦前の教育に対する反省を捨て去ることを意味すると同

時に、その行為を通して、生徒たちに起立・斉唱を押し付ける「調教」の一端を担う

ことである。数は少なくても必ず存在する、「君が代」の歴史から「君が代」斉唱が嫌

だと思っている生徒を更に厳しい状況に追い込む役割を担うことになる。それはでき

ないという思いからの不起立・不斉唱であった。この選択は、認められるべきである

と訴えたい。 
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