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2015.02.13平成２６年度［Ｂ］人権講義

「人権教育」

福田 弘筑波大学名誉教授

はじめに

１．現代社会の人権状況

・大震災、原発事故による諸問題

（ 、 、 、 ）・グローバル化の問題 社会的不平等 経済的格差 貧困 教育権・学習権の危機等

（主権者＝自律的市民としての資質と能力の問題）・市民性をめぐる問題

（ 人権教育･啓発に関する基本計画」 年・未解決のままの個別人権諸課題 「 2002.03 2013

一部改正）

（1）女性（2）子ども（3）高齢者（4）障害者（5）同和問題（6）アイヌの人々

（7）外国人（8）HIV感染者・ハンセン病患者等（9）刑を終えて出所した人

（10）犯罪被害者等（11）インターネットによる人権侵害（12）拉致問題(13)その他

２．人権教育の国際的動向

・1995年～2004年「人権教育のための国連10年」

・2005年～2009年「人権教育のための世界計画」第1段階

・2010年～2014年「人権教育のための世界計画] 第２段階

人権教育のための世界計画」第３段階・2015年～2019年「

３．人権教育の法的根拠

・ 三原則：主権在民、基本的人権の保障、恒久平和の追求）日本国憲法（

、「 。」（ ）、「 。」国民は すべての基本的人権の享有を妨げられない 条 個人として尊重される11

（ ）、「 、 、 、 、 、 、13 条 法の下に平等であって 人種 信条 性別 社会的身分又は門地により 政治的

経済的 又は社会的関係において、差別されない （ 条）。」 14

・ この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持し「

なければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉

のためにこれを利用する責任を負ふ （ 条）。」 12

・ この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成「

果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵

すことのできない永久の権利として信託されたものである （第97条）。」

（平成 年 月 日）・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 12 12 6

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、

人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に

関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もっ

て人権の擁護に資することを目的とする。
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４．人権教育の目的・目標

１）人権教育の本質と目的

知識の共有、技術の伝達、及び態度の形成 人権という普遍「人権教育とは、 を通じ、

、 。的文化を構築 教育 研修及び情報するために行う であると定義され 以下を目指す、

人権及び基本的自由の尊重の強化 人格及び人格の尊厳に対する感覚の十（ａ） （ｂ）。

。 ｃ）すべての国民、先住民並びに人種的、民族的、種族的、宗教的並分な発達 （

びに言語的集団の間の、 （ｄ）すべて理解、寛容、ジェンダー平等及び友好の促進。

の個人の、 。法の支配に統治された、自由で民主的な社会への効率的な参加の実現

（ｅ） （ｆ）人間中心の 」平和の構築及び維持 持続可能な開発と社会正義の促進。 。

（出典： 人権教育のための世界計画行動計画」 年）「 2004

２）人権教育の目標

( ) －人権及び人権保護の仕組みを知り、日常生活で用いる技術の獲得。a 知識及び技術

、 。( ) ( )－価値を発展させ 人権擁護の姿勢及び行動の強化b behavior価値 姿勢及び行動、

( ) （ )－人権を保護し促進する行動の実行。c Action行動

（出典： 人権教育のための世界計画行動計画」 年）「 2004

内容５．人権教育の

知識的側面

尊厳等の人権関連諸概念自由、責任、平等、

人権の発展・侵害等の歴史、現状関連の知識

主要な条約や法令などに関する知識 等々

価値的側面

人間の尊厳や価値などに対する敬意

自他に対する肯定的態度

多様性に対する開かれた心と肯定的評価 等々

技能的側面

他者の痛み・感情への想像力や感受性

能動的な傾聴やコミュニケーションの技能

他者と対等で豊かな人間関係を築く技能 等々

６．人権教育の指導方法原理

＜指導方法に関わる基本事項＞

人権実現のために必要な知識、価値・態度及び諸技能は、単に言葉で教えることができ

るものではない。 はじめて身に学習者が主体的に関与し、参加し、経験することを通して

付く。民主的な価値、尊敬及び寛容の精神などは、それらの価値自体を尊重し、その促進

、 、 。を図ろうとする学習環境の中で またその学習過程を通じて はじめて有効に学習される

このような能力や資質を育成するためには、自分で という主体「考え、感じ、行動する」

的・実践的な学習が必要である。
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学習者が協力し、参加し、体験することを奨励そのような学習を促進する指導方法は、

であることが求められる。し、それを基本とするようなもの

学習者が自分自身と学習者集団の全員にとって有益となるような結果ア：協力的な学習

協力しつつ共同で進める学習 生産的・建設を求めて、 である。こうした協力的な学習は、

、的に活動する能力 学力の向上にも影響 配慮的を促進させ 結果として を与える さらに、 。 、

支持的で責任感に満ちた人間関係 精神面・心理面での成長 社会的技を発展させ、 を促し、

を促進する。能や自己尊重の精神

学習の必要性の発見や学習の内容の選択等も含む領域に、学習者が主イ：参加的な学習

体的に参加することを基本的要素とする。学習者は参加を通して、他者の意見を傾聴し、

、 、 、他者の痛みや苦しみを共感し 他者を尊重し 自分自身の決断と行為に対して責任を負う

などの諸能力を発展させることができる。

ウ：体験的な学習 体験を基礎とする一連の学習プ体験することは学習の出発点である。

を経て、はじめて学習効果が期待される。ロセス

「 体験的な学習』における学習サイクル」『

体験すること」①第１段階：「
（アクティビティ・やってみる

こと）

適用すること」 話し合うこと」⑤第５段階： ②第２段階：「 「
（学んだことを活用し、古い態度を （生じた事柄に対する反応や観察を

すること） 共有し、話し合うこと）改変

一般化すること」 反省すること」④第４段階： ③第３段階：「 「
（ 一般的行動傾向」や体験の中で （体験についての洞察を行うために「
学習した事柄 「現実の世界」 その過程で認められた「一般的な行とが
とどのような関係にあるかについて 動傾向」と「ダイナミックス」につ
討議すること） いて討議すること）

（出典： ： ）Council of Europe "Compass A Manual of Human Rights Education with Young People"2002

７．人権教育が秘める可能性

おわりに

参考文献：福田 弘『なぜ今、人権教育が必要なのか？』千葉県人権啓発センター

ヨーロッパ評議会企画・福田弘訳『人権教育のためのコンパス［羅針盤 』］

明石書店

ヨーロッパ評議会企画・福田弘訳『コンパシート［羅針盤］子どもを対象と

する人謙教育総合マニュアル』人権教育啓発推進センター

(アクティビティ事例等の参考資料をご希望の方は、 福田まh-fukuda@mvc.biglobe.ne.jp
でご連絡下さい。 添付ファイルでお送りすることが可能です ）。
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＜資料＞

「人権教育を通じて育てたい資質・能力」

自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動

自分の人権を守り、他の人の人権を

守ろうとする意識・意欲・態度

人権に関する知的理解 人 権 感 覚関連

知識的側面 価値的・態度的側面 技能的側面

・自由 責任 正義 平等 ・人間の尊厳、自己価値及び ・人間の尊厳の平等性をふま、 、 、 、

尊厳、権利、義務、相互依 他者の価値を感知する感覚 え、互いの相違を認め、受容

存性、連帯性等の概念 ・自己についての肯定的態度 する技能

・人権の発展・人権侵害等 ・自他の価値を尊重しようと ・他者の痛みや感情を共感的

に関する歴史や現状に関す する意志・態度 に受容できるための想像力や

る知識 ・多様性への開かれた心と肯 感受性

・憲法や関係する国内法、 定的評価 ・能動的な傾聴とコミュニケ関連 関連

又は「世界人権宣言」その ・正義、自由、平等などの実 ーションの技能

他の人権関連の主要な条約 現という理想に向かって活動 ・他の人と対等で豊かな関係

や法令等に関する知識 する意欲 を築ける技能

・自尊感情・自己開示・偏 ・人権侵害を受けている人々 ・人間関係のゆがみ、ステレ

見など、人権課題の解決に を支援しようとする意欲 オタイプ、偏見、差別を見き

必要な概念に関する知識 ・人権の観点からの自己自身 わめる技能

・人権を支援し、擁護する の行為への責任感 ・対立を非暴力的で、双方に

ために活動している国内外 ・社会の発達に主体的に関与 とってプラスとなるように解

の機関等についての知識 しようとする態度 等々 決する技能

等々 ・複数の情報源から情報を収

集・吟味・分析し、公平で均

衡のとれた結論に到達する関連

技能 等々

全ての関係者の人権が尊重されている教育の場としての学校・学級

（人権教育の成立基盤としての教育・学習環境）

（文部科学省 人権教育の指導方法等の在り方について〔第 次とりまとめ〕 ． 公表より）3 2008 3


