（５） 事前学習会
１．文化祭事前学習会
２．松山盲学校訪問事前学習会

愛媛県立北条高等学校

人権委員会だより

10 月 28 日（火）
11 月 25 日（火）

2015.3.16(月)発行

2014 年度の活動報告
私たち人権委員は、この１年間で様々な活動をしてきました。今号では、１年間の活
動を振り返って、活動内容と活動に参加した人権委員の感想を紹介したいと思います。

１．今年度の目標
◎ 年間目標
「人権について一人一人が意識を高め、思いやりあふれ
る北条高校にしよう」
○ 前期目標
「お互いの個性を認め合い、助け合えるクラスにしよう」
○ 後期目標
「みんなの笑顔を大切にし、絆を深めていこう」

２．今年度の活動
（１） 全校朝礼での活動紹介

（７） 交流学習
１．松山盲学校訪問 12 月 12 日（金）
人権委員 10 名、生徒会役員５名、計 15 名が参加
２．松山聾学校訪問 12 月 15 日（月）
人権委員 13 名、生徒会役員４名、計 17 名が参加
※

以上のように、１年間多くの充実した活動をしてきました。詳しい活動内容や、
それぞれの活動の感想は、以前発行した人権委員会だよりを参考にしてください。

３．活動を通しての感想
１年生感想

５月１日（木）

（２） 「ハートフルデー」の放送
第１回 人権映画鑑賞会について
５月 21 日（水）
≪ 人権映画鑑賞会「西の魔女が死んだ」５月 22 日（木）≫
第２回 ハンセン病について
６月 25 日（水）
第３回 マララ・デーを知っていますか
７月 16 日（水）
第４回 高齢者の人権問題
９月 17 日（水）
第５回 アサーション・トレーニング
10 月 15 日（水）
第６回 性別役割分業意識について
11 月 12 日（水）
第７回 １２月１日は世界エイズデーです
12 月 10 日（水）
第８回 ＤＶ（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ）
１月 14 日（水）
第９回 インターネットと人権
２月 ４日（水）
第 10 回 水平社宣言について
３月 ４日（水）
（３） 「人権委員会だより」の発行
１．文化祭「ひだま里カフェ」報告
２．手話講座・松山聾学校との交流体験学習会報告
３．点字講座・松山盲学校との交流体験学習会報告
４．2014 年度の活動報告

（６） 手話講座（４回）・点字講座（３回）
11 月 10 日（月） 手話講座・点字講座
11 月 17 日（月） 手話講座・点字講座
11 月 25 日（火） 手話講座
（盲学校訪問事前学習会）
12 月 8 日（月） 手話講座・点字講座

11 月 14 日
１月 16 日
１月 16 日
３月 16 日

（４） 文化祭
10 月 29 日（水）
障害のある方の就労事業所「ひだま里」から、スタッフとメ
ンバーの方をお迎えして、人権委員会で「ひだま里カフェ」を
実施しました。

○

今年度の人権委員を振り返って、とても充実した活動を送ることができました。
「ハートフルデー」では全校に人権に関することを放送することで、自分も知ら
なかったことについてたくさん学ぶことができました。
（１年女子）
○ 私が今年の人権委員会の活動を振り返って１番心に残った活動は、文化祭のカ
フェです。初めてそういう作業をしたので緊張しましたが、「ひだま里」の方た
ちと協力して頑張れたのでよかったです。人権委員会の仕事で自分の考えも変わ
っていったのでよかったと思います。
（１年女子）
○ 私は、文化祭のカフェと、聾学校の交流が心に残りました。聾学校では、ゲー
ムやソフトバレーボールをしました。フリートークでは、二人の同じ学年の女子
と仲良くなれて、色々なお話ができて楽しかったです。
（１年女子）
○ おもな活動は盲学校の訪問でした。同じ学年でも目の不自由な人が多く驚きま
した。前に向かって進んでいる姿をすごいなと思いました。
（１年女子）
○ 私は、この一年間を通して「ひだま里カフェ」と盲学校交流体験が心に残って
います。「ひだま里カフェ」では、初めての接客だったのですごく緊張しました。
それにとても忙しく、私は人見知りなので余計に大変でした。
でも「ひだま里」で働いている方々とお店を経営できてすごく
充実した楽しい日になりました。
（１年女子）
○ 自分が体験したことのないことをたくさん体験できたし、知
らない人とも話すことができました。盲学校に行ったときは目
隠しをして歩き、点字を打って生徒さんに渡しました。
貴重な体験ができたのでよかったです。 (１年男子)

２年生感想
私は、目の不自由な方と交流してみて、とてもいい経験になったと思います。
前が見えない状態で階段を一人で上り下りするのは怖くて大変だなと思いました。
また、目の不自由な人を誘導するのも大変でした。
(二年男子)
○ 私たちは普段目が見えていることを当たり前だと思っていますが、盲学校の方
々は私たちより大変な生活を送っている事がわかりました。
(二年男子)
○ 聾学校との交流ではスポーツをしたり、手話で会話をしたりしました。事前の
手話講座で、色々な手話を覚えるのは大変でしたが、習ったことをしっかりと活
かす事ができたのでよかったです。
(二年男子)
○ 文化祭の「ひだま里カフェ」は、接客とかをほと
んどした事がなかった私にとって、すごく良い経験
となりました。聾学校を訪問して自己紹介をしたり、
レクリエーションをしたりして、交流を深める事が
できたのでとてもよかったです。
(二年男子)
○ 盲学校訪問の事前学習では点字を勉強しました。
それまでは点字はどのように読むのか全くわからな
かったけど少し読めるようになって嬉しかったです。(二年女子)
○ 「ひだま里カフェ」は、とても良い経験になりました。手話講座では、自分の
名前が手話でいえるようになってよかったです。
(二年男子)
○ 私は人権委員会で「ひだま里カフェ」で、たくさんの人と接することができて
とても楽しかったです。学んだことを学校生活でも生か
していきたいです。
(二年女子)
○ 「ひだま里カフェ」では、障害のある方と一緒にシフ
ォンケーキを売りました。たくさんの人の笑顔を見るこ
とができてとてもよかったです。
（二年女子）
○ 松山盲学校に行きました。自分がもし目が見えなか
ったらと考えると、とても怖いし、不安な気持ちでいっ
ぱいになります。街で見かけたら手助けしてあげたいです。（二年女子）
○ 聾学校の生徒さんは、明るい人たちばかりで、バレーをしたことが楽
しかったです。手話講座では、自分の名前も言えなかったけど言える
ようになって嬉しかったです。
（二年女子）

Ｗｅ

Ｌｏｖｅ

北条宣言

○

４．まとめ
人権委員会では、「ハートフルデー」「ひだま里カフェ」「松山盲学校、松山聾学校
との交流体験学習」など、たくさん活動してきました。このような体験から、命の大切
さや様々な人権問題について深く考えることができました。まだ人権問題が無くならな
い今、一人一人が感謝の気持ちを持ち、人権を大切にしてほしいと思います。そうすれ
ば、少しずつ人権問題が無くなっていくでしょう。
この一年間の人権委員会の活動を見て、やってみたいと感じた方は、ぜ
ひ来年度人権委員会に入って活動して下さい。最後に、『ＷＥ ＬＯＶＥ
北条宣言』『命輝くために～北条高生の誓い～』の精神をもとに、北条高
校の一員として、これからもみんなで協力し合い、楽しい学校生活を送り
ましょう。
（二年女子）

私たちには ｢安心して楽しく学校生活を送ることができる｣ という権利があり
ます。その権利を侵害することは、決して許されないことです。一人一人の権利
を守るために、北条高校の一員として次のことを宣言します。
○
○
○

私たちは、からかいや悪口ではなく、励ましや感謝の気持ちを言葉にします。
私たちは、人を見下したりせず、思いやりのある態度で接します。
私たちは、人を無視したり、仲間はずれにしたりせず、みんなで協力し助け
合います｡
○ 私たちは、誰に対しても明るく元気にあいさつします。
○ 私たちは、互いの違いを個性として認め合います。

これらのことは、私たちが楽しい学校生活を送るためであり、みんなにとって
居心地のいい学校にするためです。私たちは、これからもいじめ問題をはじめと
する人権侵害をなくすためにみんなで協力し、努力していきます。
平成 22 年 5 月 24 日

愛媛県立北条高等学校生徒一同

命輝くために
～北条高生の誓い～
私たちの命は、たった一つの限りあるものです。その一人一人の命を輝かせる
ために、北条高生の一員として次のことを誓います。
○
○

一人一人が、命の重みを実感し、全ての命に感謝して生きていきます。
一人一人が、熱意あふれる姿勢で学習に取り組み、自らの道を切り拓いてい
きます。
○ 一人一人が、向上心を持ち、様々な活動に全力で取り組み、心身を鍛えてい
きます。
○ 一人一人が、個性を魅力としてとらえ、互いに尊重し合う関係を築いていき
ます。
○ 一人一人が、地域の方々との交流を通して、社会の中に生きる人間としての
自覚を高めていきます。

これらの誓いは、私たちの高校生活をより充実したものにし、命を大切にする
心を共に育むためのものです。私たちは、希望に満ちた未来に向かって、皆で協
力し合い突き進んでいきます。
平成 26 年 5 月 19 日

愛媛県立北条高等学校生徒一同

発行担当：１年人権委員（広報）、２年人権委員（広報）、人権委員長、人権副委員長

