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の通り、３月29日大阪地裁は

岸和田支援学校で起きたパワ

ハラの訴えを全面的に却下・

棄却する判決を下しました。

組合と原告たちはこのような

判例を残すわけにはいかない

と４月９日大阪高裁に控訴し

ました。

原告たちの想いを掲載しま

す。 酒井さとえ（書記長）

いつもご支援いただき、あ

りがとうございます。私たち

は、校長の権力乱用により解

雇されました。解雇の理由に

正当性がないことを認めさせ、

任用の継続と管理職からの一

連のパワハラ行為に対する謝

罪を求めて、この３年間闘っ

てきました。しかし結果は、

任用に関しては却下、他パワ

ハラ等の部分は棄却、という

最悪の判決でした。判決の内

容は、相手側の言い分が全面

的に正しいとされ、こちら側

の証拠は何も採用されず、私

たちの陳述書や証人尋問はな

かったかのような酷いもので

した。まるで結果ありきだっ

たのかと思うほどでした。私

たちは、看護師として、命を

最優先に考えて意見を述べた

にもかかわらず、このような

結果になったことはやはり納

得できません。このような判

決が認められてはいけないと

改めて思っています。公平で

正当な判断がされなければ、

これから先の教育現場はどう

なっていくのでしょうか。子

どもたちが安心して過ごせる

場でなくなってしまいます。

控訴するにあたり、いろいろ

な想いや迷いもありましたが、

皆様のご支援があり、決意す

ることができました。ありが

とうございます。今後もご支

援宜しくお願いいたします。

コロナ禍で様々な集会が中

止・延期される中、アルコー

ル消毒・検温など感染予防対

策を徹底し、さらに動員を要

請せずに参加者の自由意思で、

今年の５月１日も中之島公園

剣先ひろばで中之島メーデー

が開催されました。

コロナ禍で存在意義を高める労

働組合

全日建関西生コン支部の武

洋一書記長の、「労働運動に

対する権力弾圧をはねかえそ

う」という力強い開会宣言で

メーデーが始まりました。教

育合同の高田副執行委員長と

NHKスタッフユニオンの森田

書記長の司会進行の下、参加

組合からの闘争・争議アピー

ルが続きました。正規労働者

との格差是正につながる最高

裁判決をかちとった郵政ユニ

オン、労働組合を認めない経

営者とたたかうケアワーカー

ズユニオン、など困難な状況

のなかでこそ組合のたたかい

方が問われていることを実感

しました。教育合同からも、

大阪府教育庁によるコロナ対

策の不十分性と「会食調査」

の不当性、さらには、京都西

山短大支部のストライキ闘争

への連帯のお礼とその後の状

況報告をしました。

川口真由美さん、圧巻の歌声

音楽ライブでは、辺野古や

台湾・香港の民衆運動と連帯

し、たたかいの現場で歌い続

ける川口真由美さんの歌声が、

参加者を強く優しく包みまし

た。なかでも、国鉄分割・民

営化に対してたたかった国鉄

職員が自殺に追い込まれたこ

とを告発する「人間の歌」に

感動。「生きて生きて生き抜

いて 生きて生きて生き通し

て わたしは歌う自由の歌

共に歌おう人間の歌」で、会

場が一体になったように思い

ました。

勇気ある撤退

集会後、「コロナ解雇許さ

ない！」「スガ・吉村今すぐ

ヤメロ」のボードを掲げなが

ら、コロナ対応のサイレント

デモを実施予定でしたが、時

折雷を伴う暴風雨となり、実

行委員会の判断で急遽デモは

中止になりました。雨の中で

もデモまで貫徹したいという

雰囲気もありましたが、参

加者のことを考えた「勇気

ある撤退」でした。東京オ

リンピックも大阪万博も、

見習ってほしいものです。

増田俊道（執行委員長）

● 5月22日（土）14時～
第33回定期大会

● ６月５日（土）13時30分～

エルおおさか 南館５階ホール

新教科「公共」「歴史総合」「地

理総合」の教科書って

※オンライン参加も有り

予想以上の荒天にデモは中止 できない時には勇気ある撤退を 五輪ももちろん中止でしょ
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既視感あるニュー

スが出された▼大

阪府・市の職員が

コロナ禍でルール

違反の会食と▼組合員調査、入

れ墨調査、口パク調査・・▼一

方とある調査では75％の国民が

ワクチン接種を終えるのはアメ

リカ合衆国３ヶ月▼ヨーロッパ

８ヶ月▼中国15ヶ月▼日本は10

年必要だとのこと▼いま行政が

すべき事は他にあるだろうに

文科省検定結果公表
３月30日、2022年度から高

校で実施される新学習指導要
領に対応した教科書検定の結
果が一斉に公表されました。
今回注目すべき教科再編の一
つが「歴史総合」「地理総合」
と並んで「公共」という新教
科が必修になったことです。
現行の「現代社会」が廃止さ
れ、社会に参画する知識や態
度を身に着けさせる新たな教
科という触れ込みで、「倫理」
や主権者教育、消費者教育な
ど各教科にまたがる内容を持
たせたのが「公共」という教
科です。

曖昧な「公共的な空間」
という概念

その「公共」が出てきた背
景にはどのようなものがある
のかについて、４月23日に

「戦争教科書」はいらない！
大阪連絡会主催で学習会が開
かれました。発表者として増
田委員長が高校現場の報告を
兼ねて行いました。1969年に
文部省から高校での政治活動
禁止の通達が出されたが、
2014年には国民投票法制定に
よって選挙権も18歳からとな
るため「政治的教養を育む教
育」が導入され、そうした流
れの中で今回の「公共」とい
う新たな教科が出てきたとい
うのです。しかし、その中に
出てくる「公共的な空間」と
いう言葉には「社会全体の幸
福」や「従うべき義務的な制
約」「正義」「公正」といっ
た概念が出されて、そこには
憲法の基本的な原理である国

民主権や基本的人権といった
概念はなく「公共の秩序」と
いう政権の秩序を公共の秩序
として、それに従い、貢献す
る「公の民（＝公民）」とし
て国民を位置づけ、国家や社
会の一員として公のために行
動できる人を育成しようとい
う狙いがあるというのです。

「公共」とは
すべての人に開かれた空間
例えば、公共図書館の公共

とは本来publicという意味で、
国家のための公共ではなく、
国家と対立する普通の人のた
めの物と理解すべきです。こ
のことからも今回の「公民科」
再編の狙いがどうも愛国心や
自己責任といった道徳的な価

値観を刷り込ませようとして
いるのではないか、「公民」
が「皇民」に置き換えられな
いよう警戒しなければいけな
いと締めくくられました。
「北方領土」「竹島」「尖閣
諸島」の領土記述にも「固有
の領土」と政府見解を押し付
けてきています。さらに突っ
込んだ議論を来る６月５日午
後１時30分からエルおおさか
南館５階ホールでこの「公共」
と「地理総合」「歴史総合」
教科書の検討と高校現場、全
国各地からの報告集会が開か
れますのでそちらの方も是非
ご参加ください。オンライン
（Zoom）配信もあります。
詳しくは６月２日までに

https://bit.ly/2POPfBcまで
申し込みを。

山口昌孝（執行委員）

定期大会を未来志向で

新型コロナウィルス感染症

の影響を受け、今年度も昨

年度同様、オープンソース

の会議室を使ったオンライ

ンを併用した開催となりま

す。コロナ禍の「禍」でマイ

ナス思考に陥りがちですが「･

･だれでも入れるみんなでつく

る･･」の実現にオンラインは

大きく寄与したと思います。

委任状の前もっての提出によっ

て、更に「みんなで」の意識

が高まり、委任状を出しても

オンライン参加はできて議決

権の行使は保障される、など、

定期大会の運営にも「みんな

で」の空気が流れ込みます。

今後も組合の中からも外か

らも新しい風が吹き込んでく

れることを期待するとともに、

吹き込みやすい体制作りを目

指します。

組合員の皆さんへ

オンラインで使用する会

議室は、大会前日、申込時

に使われたメールアドレス

に送信します。

すでに議案書が届いてい

ると思います。今回、第２

号議案、第４号議案、大会

宣言（案）、特別決議（案）

も発送しました。修正案に

対する本部見解は組合ＨＰ

にアップしています。

５月７日は１回目の委任

状提出〆切でした。全組合

員がいったん提出ですので、

まだ未提出の方は、早急に

メールまたは郵送で事務所

まで。髙田晴美（副執行委員長）

【（４）変異株とワクチン 】

緊急事態宣言の中で５月大型

連休を迎えた大阪では、1,000

人を超える新規感染者が１週間

続き、中等症用、重症用を問わ

ずコロナ病床は実質上、満床を

超えています。このため大阪で

は自宅療養者が１万人を超え、

３月以降自宅療養中に亡くなる

方が４月29日までで12名に達し、

救急外来やその他の診療科での

入院治療も圧迫されて、まさに

医療崩壊の真只中といえます。

こうした危機的状況は、感染

する細胞に吸着する際に重要な

スパイク（S）タンパク質に起

こったN501Y変異によるもので、

昨年12月中旬に英国で出現した

「英国型」変異株にも同じ変異

が見つかり、感染性が1.75倍、

致死率が1.64倍上昇します。

“N501Y”とは、Sタンパク質の

501 番目のアミノ酸がアスパラ

ギンからチロシンに置換された

もので、これにより感染性およ

び致死率が増加しました。大阪

府と兵庫県ではすでに完全に、

東京を含めたその他の道府県で

もまもなく完全に、N501Y変異

株に置換されるとのことです。

幸いにもN501Y変異株を含めて

現在の変異株にも現行のRNAワ

クチンは有効ですが、今のRNA

ワクチンの効果が低いか、全く

効かない変異株の出現が想定さ

れます。これらの変異株にもRN

Aワクチンは短期間で対応可能

ですが、問題はこのRNAワクチ

ンを如何に迅速に、公平に接種

するかという点です。

筆者の住む豊中市でも、65歳

以上の高齢者向けワクチン接種

の「かかりつけ医」への電話予

約が始まるが、開業医と豊中市

の情報共有が不足し、予約時の

混乱や「ワクチン難民」の出現

も予測されます。コロナ禍では

「科学と政治の対立」が言われ

てきましたが、その意味は科学

的に最も効果の高い感染拡大防

止策が、政治課題によって歪曲

されるということです。国政レ

ベルの政治課題は、昨年は東京

五輪開催で今年はこれに衆議院

選挙が加わります。維新の圧政

が続く大阪では、昨年は「大阪

市廃絶」を問う２回目の住民投

票であり、今年は府知事でもあ

る維新党首の下での衆議院選挙

です。とすれば、このコロナ禍

を乗り切る最も効果的な方策は、

来るべき衆議院選挙で政権交代

を起こすことかも知れません。

（新撰組21）

(２３５）

日時 5月22日(土) 14:00～

場所 教育合同事務所

＋オンライン

＊オンライン参加申込み

フォームを使い下記メールへ

info@ewaosaka.org

5月20日(木)〆切

新教科「公共」についての学習会


