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76 李敏明君公務員受験闘争

79 奈良・在日朝鮮人教育を考える会結成

第１回在日朝鮮人教育研究全国集会（大

阪）

80 考える会、ソダン（高校生交流会）開催

奈同教活動方針「同化に抗う教育を」

高同教・在日朝鮮人教育研究委員会設置

高同教「在日朝鮮人生徒の実態・進路調

査」

奈良・民族教育共闘会議結成

81 李秀姿さん・教壇に立つ

高同教「在日朝鮮人教育に関する意識調

査」

奈良高教組、民族差別・民族教育問題検

討委

82 高同教に在日朝鮮人高校生交流会の提起

83 奈良市教委「在日外国人児童生徒に関す

る指導について」

全国在日朝鮮人教育研究協議会、正式発

足

第４回全国在日朝鮮人教育研究集会奈良

大会

高同教『日朝関係史』作成

84 県教委、学校教育指針「国際理解・国際

協調」新設

『なかま』改訂で、「本名で生きることの

意味」（中学校用）「朝鮮人として生きる」

（高校用）を掲載

奈同数「在日朝鮮人教育に関わる基本方

針（試案）」作成

県教育長「基本方針を出す」と明言

85 県教委、第１回基本方針検討委員会

高同数、第１回在日朝鮮人高校生交流会

開催

奈良・考える会『奈良・在日朝鮮人史』

刊行

高同数「在日朝鮮人高校生の意識調査」

奈同数「在日朝鮮人教育の広まりと深ま

りを」全校配付

86 県教委「在日外国人（主として韓国・朝

鮮人）児童生徒に関する指導指針」策定

奈同数「在日朝鮮人教育の前進にむけて」

・「在日朝鮮人教育の更なる深化と拡がり

を！」

87 奈良・考える会・在日朝鮮人教育セミナ

ーで、橿原自主夜間中学提起

兵庫・考える会と合宿

『オッケトンム』 『オッケトンム・ノ

リ』刊行

県教委・指導の手引き『在日外国人（主

として韓国・朝鮮人）児童生徒に関する

指導について』全校配付

88 奈同教『オッケトンム』『オッケトンム・

ノリ』指導書刊行

高同教『在日をともに生きる』刊行

県教委・指導の手引き・研修資料全校配

付

奈良・高教組「在日朝鮮人教育基本方針」

89 県教委・在日外国人教育推進検討委員会

設置

奈良県外国人教育研究会結成準備会設立

全朝教広島と合宿

ＶＴＲ『奈良の中の朝鮮文化』（高同教）

Ｋ君の指紋押捺拒否

90 『オッケトンム・アイ』実践事例集刊行

奈良県外国人教育研究会結成総会

高校在日朝鮮人教育担当者会議発足

県外教第一回学習会

河合町・室生村での指紋転写拒否閑争

「奈良県での朝鮮人強制連行等に関わる

資料を発掘する会」結成

県外教第１回研究集会

県教委・在外推検委研修（川崎ふれあい

館他）

91 Ａ市における指紋押捺拒否の闘い

畝傍夜間中学公立化

県外教『トゥンデ』授業実践集刊行

天理市・市教委『在日外国人（主として

韓国・朝鮮人）幼児・児童・生徒に関す

る指導指針』

県外教『差別と排外を撃つ』刊行

第12回全朝教奈良大会（2013名）

「入居差別を許さない会」結成

いま問う朝鮮人強制連行の真実を！集会

「従軍慰安婦」問題を考える集い

92 奈良・在日外国人保護者の会結成準備会

[略年表・奈良の在日外国人教育運動40年]
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奈良市における押捺拒否の闘い

壬辰倭乱 400年講演会

奈良・在日外国人保護者の会結成総会

第13回全朝教東京大会・県内在日高校生

13名参加

93 天理大学民族差別集団暴行事件

シンポジウム「生駒トンネルと朝鮮人労

働者」

桜井市教委『在日外国人（主として韓国

・朝鮮人）幼児・児童・生徒に関する指

導指針』

『オッケトンム』遊び篇・音楽編・強制

労働編『在日をともに生きる』改訂版刊

第４回朝鮮人強制連行を考える全国交流

集会

94 国籍条項撤廃奈良県実行委員会結成集会

ならサンウリム（多文化共生の集い）

考える会15周年記念連続セミナー

発掘する会シンポジウム

民闘連 20周年記念集会

95 阪神大震災に関する差別記事に関して、

奈良弁護士会に抗議

県外教高校生交流会はじめての宿泊交流

第１回奈良県夜中研究集会

県外教「在日朝鮮人生徒交流会」へ名称

変更

県外教第１回就職セミナー

「考える会」15周年記念パーティ

考える会『遠くまで』刊行

96 発掘する会 野迫川村銅山強制労働者を

調査するため韓国に聞き取り調査

高田市教委『在日外国人教育にかかわる

指導指針』を策定

李護さんの県上級職員採用試験出願を支

援（李護君を支える会結成）

奥野発言緊急抗議集会

県外教第１回なら国際こどもフォーラム

県に国籍条項撤廃実行委員会とともに、

２万人を超える署名を提出

羅さんの証言を聞く・全国Ｃ奈良集会

奈良市国籍条項を撤廃（管理職への昇進

もＯＫ）

97 奈良市教委『在日外国人幼児児童生徒に

関する指導指針』

李護さん、県上級職員採用試験、２度目

の出願を支援

第18回全朝教（全外教）研究集会奈良大

会

第１回かんさいネットフォーラム

橿原夜中 10周年集会

98 県外教、第１回「在日外国人中学生のた

めの高校進学ガイダンス」

橿原市・橿原市教委『在日外国人（主と

して在日韓国・朝鮮人）教育に関する指

導指針』

99 大和郡山市・大和郡山市教委『大和郡山

市在日外国人教育指導指針』

県外教、韓国研修旅行

住民票「帰化」記載事実確認会（大阪府

内５市）

県外教結成10周年記念集会

00 生駒市教委『生駒市外国人教育指導指針』

考える会「多文化共生フォーラム奈良」

へ名称変更

石原都知事の差別・排外煽動発言に抗議

する緊急奈良県集会

県外教「将来構想検討委員会」

相次ぐ政治家の差別発言をうけて「多文

化共生を考える奈良県集会」を開催

第 100回記念在日外国人生徒交流会

フォーラム奈良出会いウィークで映画『息

づかい』上映

01 奈良県職員採用試験での国籍条項撤廃

フォーラム奈良「異文化理解連続講座」

「フィリピン女性リサさんを支える会」

発掘する会、教科書問題を考える連続講

座

リサさんを支援する『神の子たち』チャ

リティー映画会

02 福岡「愛国心」評価削除要求集会を支援

熊本事件（中国人家族退去強制裁判）を

支援

県外教、「将来構想検討委員会」

奈良・高教組、「子どもフォーラム」

03 文部科学省に「すべての外国人学校の卒

業生に受験の機会を与えよ」要請文提出

鄭さん尚さん家族（強制送還裁判）を支

援

奈良市で第 14回全外教セミナー奈良集

会

第49回全国夜間中学校研究大会

04 尼崎入居差別裁判を支援
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斑鳩町議会に住民投票条例で外国人を排

除したことに抗議文提出

第25回全外教研究集会奈良大会

多文化共生フォーラム奈良25周年記念パ

ーティー

フォーラム奈良『遠くまでⅡ』刊行

週刊『ＡＥＲＡ』「鮮鉄」記載に抗議文

翌月に訂正文掲載

都庁管理職任用試験受験拒否を闘う鄭香

均さんを支援

熊本事件（中国人家族退去強制裁判）勝

訴

05「橿原市畝傍中学校夜間学級の運営方針」

（在籍制限）に抗議運動始まる

千葉県、「中国残留邦人」の呼び寄せ家族

在留資格裁判支援

滋賀県ホセ君一家の在留特別許可を支援

第１回「映像で振り返る戦後60年」開催

『力道山』を鑑賞

県外教中国スタディーツアー実施

第２回「映像で振り返る戦後60年」

ドキュメンタリー『にがい涙の大地から』

佐野工業高校（定）、ボリビア生徒の在留

資格問題支援

第３回「映像で振り返る戦後60年」

『映画日本国憲法』鑑賞

埼玉、クルド難民、カザンキランさん家

族を支援

天理柳本飛行場・強制連行60年目の証言

集会開催

（裁判で敗訴が確定した）ウトロ町内会

の皆さんが、ならサンウリムに出演

06 吉野に夜間中学をつくる会10周年記念集

会

大阪、左(ツァォ)朋(ポン)さん家族の在留

資格裁判を支援

大阪入居差別訴訟を支援

多文化共生フォーラム奈良ＨＰ開設

県外教『未来につなぐ近現代史～オッケ

トンム東アジア編～』発行

奈良県立高等学校入学者募集帰国生徒等

特例措置要項改定（小学校４年生以降に

編入学したすべての外国人児童・生徒が

対象に）

全外教研究所、第 1回「寄り合い」開催

サンウリム記念セミナー『蟻の兵隊』上

映

07 滋賀県カジャスさん一家の在留特別許可

取組支援

橿原自主夜間中学20周年記念集会

県内、中国人実習生が低賃金での酷使を

訴え、保証人バンクが事実確認

第 1回、日中戦争 70周年「証言を視る

・聴く・話す」会

東京、ミャンマー国籍ティン ナインさ

ん家族在留資格支援

県外教『アジアの友だちとつながろう』

08 横暴な大和郡山市外国人登録事務に抗議

第 60回全同教奈良大会→大会宣言中の

「国民」用語に抗議

生体認証制度に対して、学校の課題を明

らかにした冊子作成

兵庫県教員任用差別抗議運動を支援

県外教『中南米の友だちとつながろう』

09 リーマンショック後、2回にわたる外国

人離職者支援緊急説明会（郡山、橿原）

吉田智弥さんらが自由学校ポポロ開校

松谷操代表「ピースボートなかなかユニ

ークな船旅でした」連載開始

「海外修学旅行にむけて学校が取り組む

べき内容と支援」発行

当会ら「在留カードに異議あり！」ＮＧ

Ｏ実行委員会、新在留管理制度反対声明

当会「日本の学校に初めて入学・編入す

る在日外国人児童・生徒を受け入れる学

校への初期対応支援者派遣事業」開始

改定入管法成立

奈良市「はしか・風疹予防接種ポスター」

の「奈良市に住民票のある」記述に抗議

生駒市議会「慰安婦」問題に関する意見

書採択

「家族滞在」ビザの生駒市輝さん家族の

「定住」への変更支援

サンウリム会場で入管法改定周知パンフ

を配付

全外教 30周年記念「反差別・多文化共

生社会をめざす集い」

生駒フォーラム「池田正枝さんを偲び

その遺志を受け継ぐ集い」

県外教『世界の友だちとつながるために』

10 畝傍夜中つくり育てる会「御所市の夜間

中学就学期間制限反対リーフレット」全
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戸配布

2010「在日朝鮮人歴史・人権月間」関西

集会 in奈良

「高校授業料無償化の対象から朝鮮学校

を除外することに反対する市民の集い」

趣旨に背く特例枠入試要項改訂に抗議

ひとり芝居『メビウスの輪の外へ』連続

公演

２回目「外国人児童・生徒を受け入れる

学校への初期対応支援者派遣事業」

畝傍夜中「夜間中学の今を考える集会」

「小草」結成

奈夜中協周年集会「20年のつどい」

県外教『世界の友だちとつながるために』

11 在特会川東の水平社博物館前差別街宣

自由学校ミア・コーロ（吾が心）旗開き

特例枠入試要項改訂に対し、県に要望書

を提出

第 32 回全国在日外国人教育研究集会奈

良大会

「高校授業料の朝鮮学校無償化除外反対

アンソロジー朗読会 in なら」開催

外国人児童生徒支援事業開始

生駒駅で在特会差別街宣

畝傍夜中公立化20周年と新校舎を祝う会

水平社博物館前差別街宣裁判開始

辺野古の海に基地はいらない！高江の森

にヘリパットはいらない！11.5沖縄集会

1.22差別街宣を許さない奈良決起集会

朝鮮高級学校「無償化」即時適用を求め

る集い

金学順さん来県 20周年集会

12 県、当会編集『在日外国人児童生徒受け

入れガイドブック』発行

第１回「奈良からつながる 平和・人権

祭り」

沖縄密約返還 40周年弾劾 5.15奈良県行

動

在特会・川東大了に 150万円支払い命令

新在留管理制度についての市町村調査

前代表吉川弘さん逝去

新在留管理制度施行で県に要望

13 「朝鮮学校授業料無償化除外を絶対許さ

へん」緊急抗議集会

当会、人権文化選奨を受ける

県、本名を尊重するよう「指導要録氏名

記載通知」発送

ならサンウリム20周年

特定秘密保護法反対連続集会

全国夜間中学研究大会奈良大会開催

14 「大和からヤマトゥの差別性を問う連帯

集会」

戦争をさせない奈良 1000 人委員会発足

第 59 回部落解放全国女性集会

近鉄奈良駅前ヘイトスピーチに対する

カウンター行動

「集団的自衛権」閣議決定に抗議する緊

急集会

「天理・柳本飛行場跡の説明板撤去につ

いて考える会」結成、質問書を提出

生駒市常設型住民投票条例制定

二階堂高校の特例枠入試制度を廃止に抗

議、３校実施維持を要望

天理・柳本飛行場跡の説明板撤去問題市

民集会

生駒市で日本軍「慰安婦」問題否定・人

種差別煽動パネル展示に対し、会場使用

許可の取り消しを求める要望書

奈良県議会「ヘイトスピーチ等差別禁止

法を求める意見書」を全会一致で採択

多文化共生フォーラム奈良35周年記念パ

ーティー

フォーラム奈良、『遠くまでⅢ』刊行

多文化共生フォーラム奈良

【奈良・在日朝鮮人教育を考える会】

代 表：①小林健夫 1979 ～ 1984
②吉川 弘 1984 ～ 2011
③松谷 操 2011 ～

事務局長：①山下博巳 1979 ～ 1982
②米田哲夫 1982 ～ 1983
③金井英樹 1984 ～ 1990
④桝井 久 1990 ～ 2000
⑤谷 敏光 2000 ～


