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概要
推進・反対いずれの派からも、感情的に取り扱われ、きちんと事実を踏まえた議論がなされてこな
かった「君が代・日の丸」の歴史に

まゆずみ ただし 19900325 「隔離からの復帰――リハビリの幻想を越えて」（リレー連載・私たちの生
と生活――病院化社会を越えられるか） 『季刊福祉 . 新指導要領の白紙撤回を求める市民の
会 19900625 「今年も「日の丸・君が代」のない卒業式・入学式ができました！」 『季刊福祉 .. 障
害者問題一問一答』『知っていますか？精神障害者.
2010年7月2日 . （Powered by BIGLOBEウェブリブログ） ちょっと前に某界隈で流行っていた話題が
「君が代」。オイラもいろいろ . って、これは「君が代」そのものが嫌いな理由になってないではない
か？ 君が代を強要させる . その本意が、、人々の平和が千代に八千代につづきますように・・・だっ

たら、好きになるかもしれない。ちゅうかそういう.
2014年9月11日 . オリンピックなどのスポーツイベントをはじめとして、様々な国際大会の表彰式で
は、優勝者の母国の国旗を掲揚し、国歌も流すことが頻繁にあります。だから日本代表選手はよく
インタビューで「日の丸を背負う重みを感じます」とか「表彰式で君が代を聞きたいです」などと答えま
すよね。 In the awards ceremonies at the Olympics.
でも沖縄って、反日、反米、反自衛隊、反「日の丸・君が代」思想が際立ってますよね。 沖縄の現
状を見てくださいよ！ 少年犯罪は全国ワースト１！ 学力ワースト１！ 青少年に .. あと、体育館の
校歌が張られている壁の、その下か上の方には君が代も添えられていたし、学校行事の時は君が
代斉唱の時間があったのでメロディは知っています。
33 橋のない川 第一部. 住井 すゑ. 34 橋のない川 第二部. 住井 すゑ. 35 クイズウルトラ人権１０
０問. 辛 淑玉. 36 知っていますか？ 部落問題一問一答. 解放出版社. 37 知ってい .. 86 知ってい
ますか？ 沖縄一問一答 第２版. 解放出版社. 87 知っていますか？ 君が代・日の丸一問一答.
解放出版社. 88 知っていますか？ 有事法と人権一問一答.
2014年3月14日 . 正しく日の丸を. 理解すれば、. 右翼とか左翼とか. 無関係だってことが. わかるは
ず。 参考：【そこを詳しく！】左翼・右翼とはいったい何？簡単に教えて！！ 自分の国の事を. 正し
く知っていこう！ 僕のヤル気スイッチ！！お願いします。押してください！ にほんブログ村 政治ブログ
へ. 目次 [隠す]. 1 いっぱいある日本の大切な旗.
声が出なければ歌うふりをしておけばよいのです。１分６０拍なら４４秒辛抱すれば済むことです。わ
ずか１分 .. また、公務員は、憲法、法律、条令に従う義務があるとも言っていたが、そもそも歴史、
思想的に問題がある君が代を強制すること自体が、思想信条の自由を保障した憲法に違反して
いるのじゃないの。職務命令なら何して.
2016年2月22日 . 岐阜大（岐阜市）は2月17日、国歌「君が代」を入学式・卒業式で斉唱しない
方針を表明した。これに対して、馳浩文部科学相が「運営交付金が投入されているのに恥ずかし
い」と批判する事態になっている。 きっかけは、下村博文文部科学相（当時）が2015年6月、国立
大の学長に対して式での国歌斉唱と国旗掲揚を要請したこと.
回答. では、あなたはなぜ日の丸への敬礼や、君が代の斉唱をあそこまで強制するのだと思います
か？ なぜ、それをしなかったというだけで停職にまで持っていくのだと思いますか？ おっしゃっているよう
な教員の人たちは国を愛していないからではなく、そうした強制への抵抗なのは明らかだと思います。
歴史を知っていれば何の.
25 Mar 2012 - 18 min - Uploaded by videonewscom君が代の口元チェックは何が問題なのか 大
阪府立高校の卒業式で、校長が教職員の 国歌斉唱 .
nto. 2001年４月25日（年４回発行）. Memento. ＮＯ.４. ISSN 1345-9775. 発 行 人 灘 本 昌 久.
発 行 所 京都部落問題研究資料センター. 京都市北区小山下総町５−１. 京都府部落解放セ
ンター３階. TEL・FAX 075-415-1032. 郵便振替 ００９３０−４−１６４０４ http://www.asahinet.or.jp/~qm8m-ndmt/. ５月12日(土)２時より資料説明会を開催します。
2016年1月5日 . 私は「君が代」を心から愛している。どんな場所であろうとも、国家斉唱時は誇りを
持って大声で唄う。あなたは「君が代」を唱えますか？もしかして知っていても人前では唄わないので
はないですか？「君が代」の歌詞は、【今から１１００年以上前に編纂された『古今和歌集』の短歌
のひとつで、祝いの席やめでたいときに唄われる「賀.
死刑と人権一問一答, アムネスティインターナショナル日本支部, 解放出版社, 12/1/1999. 11, 6,
326, 「懲役」を知っていますか?―有罪判決がもたらすもの, 本間 龍, 学習研究社 .. 62, 4, 373, ル
ポ 良心と義務――「日の丸・君が代」に抗う人びと (岩波新書), 田中 伸尚, 岩波書店,
4/21/2012. 63, 5, 372, 日の丸・君が代問題とは何か, 山住正巳.
その理由を簡潔にいえば、「君が代」という歌は、千年以上前の作者の意に反して（注１）、明治以
後、天皇の統治をたたえる歌という意味づけをあたえられてきたことです。 .. しかも、一方で、日本の
人口の構成、世代的な構成もどんどんかわって、戦後生まれの方たちが多数になってきていますか
ら、「日の丸・君が代」の賛成派も反対派もふくめて、.
TSUTAYA/ツタヤで取り扱っている「日の丸」の作品一覧。「TSUTAYA/ツタヤ」は、音楽、映画、

ゲーム、本、などの作品/著者/アーティスト情報が満載。最新リリースやランキング情報も充実。お好
みの作品をTSUTAYA運営の各サービスで、レンタル/購入できます。
2014年2月18日 . 発問1：. 日本の国歌『君が代』。どんなときに歌いますか？ ・コンテンツを見せて
問う。２，３人に指名する。 ・卒業式や入学式，サッカーなどスポーツの開会前，オリンピック . これか
ら国際社会で活躍する子どもたちには，最低限自分の国の成り立ち，国旗と国歌，世界的に有名
な日本人や技術などについて知っておく必要がある。
その他（社会問題・時事） - 卒業シーズンもあり、学校で君が代斉唱の際、起立しない先生が
ニュースになっていますが、 なぜこんなに君が代を歌う事で起立する、 . 結局のところ A No.1
Heavypunch さんや A No6 mrst48 さんが仰るように (A No.7 taka_2011_2012 さんも示唆してい
らっしゃいますね) 主義主張する手法を誤っ.
知っていますか？君が代・日の丸一問一答. 上杉聡／著 （本・コミック）. 販売価格： 1,200円 （税
込1,296円）. 12 ポイント. 5つ星のうち 0 （0件）. セブンネットショッピング. お気に入りリストに追加. ナ
イチンゲール心に効く言葉. Ｆ．ナイチンゲール／著 ハーパー保子／訳 サンマーク出版編集部／編
（本・コミック）. 販売価格： 1,200円 （税込1,296円）.
2000年1月10日 . この資料は，「千葉県高等学校教職員組合『日の丸・君が代』対策委員会」に
よる，ほとんどギャグとも読める，一問一答集にならって作成したものです．相互矛盾があれば，ご指
摘 . ＫＯさんのご指摘により追加 そもそも，日教組先生は，「天皇制国家」という言葉を，天皇独
裁国家という意味で用いています． 我々自身の考え方の.
インターネットで「太政官布告 明治３年 国旗」のキーワードで検索→船員規則でなく、「商船規.
則（明治３年太政官布告第 57 号）」と分かる。 『日本法令索引（明治前期編）』国会図書館検
索へ→商船規則→「郵船及び商船規則」⇨『法令全書』. 第３巻明治３年商船規則の画像あり。
⇨『知っていますか？君が代・日の丸一問一答』（解放出版社.
中古 【中古】 知っていますか？ドメスティック・バイオレンス一問一答 第3版 / 日本DV防止情報セ
ンター / 解放出版社 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】. 279円. ポイント10倍. 中古
品-良い. 最安ショップを見る · 知っていますか？ユニークフェイス一問一答 [ 松本学 ] · 楽天ブック
ス.
そして確かに、国歌国旗法は、君が代が国歌、日の丸が国旗という規定の他以外何も書かれてお
らず、強制力は持っていません。 . しかし、もしあなたが悪を行なうなら、恐れなければなりません。彼
は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行なう人には怒りをもって
報います。（ローマ13:1-4）. これを書いた使徒.
2016年8月18日 . リオデジャネイロ五輪の女子レスリング４８キロ級決勝で金メダルを獲得した登坂
絵莉（東新住建）は、表彰式でメダルを授与された。君が代を熱唱していた登坂は、掲げられた日
の丸を見て、感極まり、号泣。「人生で今のところ一番の親孝行です」と両親への感謝を語った。表
彰式の後の一問一答は次の通り。 －－金メダル実際に.
2007年2月16日 . １ はじめに. ・・・・・・・・・２. ２ 「日の丸 ・ 君が代」の強制問題をめぐる背景事
情. 」「. （１ 「日の丸 ・ 君が代」の歴史的意義について・・・・・・・・・・・・２. ） 」「. （２）日本国憲法
下 .. 起立し，国歌を斉唱する義務を負わせているとの教育委員会による解釈の下，. 公立の ...
員に対し，１回目は戒告，２回目は１か月間の給料の１０分の１を減.
そこで幕府も旗をたてることになったが、葵の御紋だったりしていたが、ペリー来航から１年後の嘉永７
年（１８５４）幕府建造の大型洋式帆船「鳳凰丸」が完成、その船尾に御城米 . 誰でも知ってま
す」 「……君が代か。わしの地元薩摩の、薩摩琵琶歌の中にもたしか君が代があったなあ」 「昔か
ら有名な歌です。庶民から上級階級まで、日本人なら誰.
2008年2月9日 . そして、ちょうど１年前の２００７年２月９日、日の丸掲揚や君が代斉唱の強制に
従わずに懲戒処分を受けた都立高校の教員１７３人が、「起立や斉唱の強制は憲法違反」だとし
て、東京都に処分取り消しを求めて提訴した。その時、原告団長の尾山宏弁護士は「教員や生
徒だけの問題ではなく、すべての人の心の自由を守るための.
2016年12月15日 . １０回クイズって知っていますか？またの名を１０回ゲームとも言うそうです。有名
なのがこれ。 「ピザって１０回言って」 「ここは？」（肘をさす） 「ひざ・・・」 っ . ４ 青丸（あおまる）って１

０回いって. 日本の国歌は？ 正解. 君が代（日の丸ではない） . ２６ 1学期2学期3学期って１０回
いって. 1学期の次は？ 正解 夏休み（2学期ではない）.
2012年5月16日 . みなさんは、国歌「君が代」にどのような思いを持っていますか？いけないもの、 .
な国だといえる． 『「国旗・国歌」反対強制一問一答集１』（九九九のホームページ）より . でも覚
醒して君が代の意味を調べ、そして知ったときには、謝罪の気持ちと、なんて美しい詩なんだろう、と
ブルブルと感動したのを覚えています。 ここで、昭和.
2015年4月17日 . 日の丸・君が代が広く定着しているかどうかは大いに疑問ですが（君が代がださ
いっていう言い方をされるのはよく聞きますよね）、それはさておくとしても、促すのは ... 何か問題で
も・・・？ またタクシー会社でも何社かは祝日に国旗を車につけてるところもありますね。 家庭もタク
シーも大多数が祝日に日の丸掲揚していない、付け.
沖縄から日本を問う」（『真宗ブックレット NO₅ 戦後₅₀年の光と闇』東本願寺出版部. ₁₉₉₅年）、
『知っていますか？ 沖縄一問一答』（解放出版社 ₂₀₀₃年）、『我肝沖縄』. （知花昌一との共著、解
放出版社 ₁₉₉₆年）、『民衆を彫る』（解放出版社 ₂₀₀₁年）、. 『沖縄から靖国を問う』（宇多出版企
画 ₂₀₀₆年）。 写真・作品集：『写真と文で綴る・.
主な著書に『知っていますか？君が代・日の丸 一問一答』（解放出版社）、『脱戦争論』『脱ゴー
マニズム宣言』（東方出版）、『よみがえる部落史』（社会思想社）. 君島 和彦 (キミジマ カズヒコ):
東京学芸大学教授。主な著書に『教科書の思想―日本と韓国の近現代史』（すずさわ書店）、
『朝鮮・韓国は日本の教科書にどう書かれているか』（共編著、.
2004年10月31日 . 東京都教委は昨秋、都立校の式典での「日の丸・君が代」の取り扱いを細か
に規定し、職務命令に従わない教職員を大量に処分。９９年に教育委員に就任した米長さんは、
. その園遊会の席上、棋士で東京都教育委員の米長邦雄さんが「日本中の学校で国旗を掲げ、
国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と話した。
1 cover 世界の国旗・国歌総覧 / 藤沢優編著; 2 cover 日の丸・君が代 : 新聞集成; 3 cover
「日本」の国号と「日の丸」「君が代」について : 国旗・国歌の法制化にむけて / 田中卓著; 4 cover
知っていますか?君が代・日の丸一問一答 / 上杉聡著; 5 cover 世界の国旗全図鑑 : 国旗から海
外領土・国際機構・先住民族の旗まで / 辻原康夫編著; 6 cover.
2013年3月5日 . 2013年1月26日（日）に、「頭ごなしに押し付け、型にはめようとする風潮がある
今、あなたはどうしますか」と題して、長野県中川村の村長、曽我逸郎さん（写真）の . はい、はいと
答えてしまったんですが、根津さんも河原井さんも教育の現場で、子供たちと一緒に問題を考えて
いくということをしていかねばならないと、真摯な思いでず.
ローチケHMV · 【単行本】 上杉聡 / 知っていますか?君が代・日の丸一問一答 送料無料. 1,296
円(税込) 送料無料. ローチケHMV · 南部鉄器 日の丸 鉄急須 600cc 茶漉し付き 銀・空色・
10285. 10,000 円(税込) 送料無料. ユニクラス オンラ. 【送料無料】本/日の丸女子バレー ニッポン
はなぜ強いのか/吉井妙子. 1,512 円(税込). P最大5倍☆モバイ.
解放出版社. 君が代・日の丸. 上杉聡. 解放出版社. セルフヘルプグループ. 伊藤伸二・中田智恵
海. 解放出版社. セルフヘルプグループ. 伊藤伸二・中田智恵海. 解放出版社. ユニークフェイス.
松本学・石井政之・藤井輝明. 解放出版社. アイヌ民族一問一答. 上村英明. 解放出版社. ハ
ンセン病と人権第２版. ハンセン病と人権を考える会. 解放出版社.
2015年4月23日 . . ほとんどの国立大学で国歌斉唱を実施せず、国旗を掲揚しない大学も12から
13ある」という指摘に対して答えたもの。安倍首相は、「学習指導要領がある中学、高校では実施
されている。（国立大でも）改正教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべきではないか」と
述べた。 改正教育基本法は、2006年12月に第1次安倍.
けれども、向こうはまったく無断で使って、しかも無断で使ったということを「あとがき」の中で書いている
んだ。っまり、自分たちがやつていることがマナ—違反だとちやんと認識しているわけで、そう任資料セ
ンタ—の設立に参加し、現在、事務局長を務める。主な著書に「知つていますか?君が代.日の丸
一問一答」『よみがえる部落史」など。 それを.
たことが記されている。「東京都教育委員会の. みなさんにひとつお願いがあります。これ以. 上もう、
先生たちをいじめないでほしい。／. 君が代斉唱で生徒が座っていないかを ... なぜなら、分限対象

者にな. るかもしれない相対評価があるからである. （第 19 条第 1 項）。こうして、全ての府立学
．．．．．． 校を知事の意のままに動かすことも出来るよ.
245 知っていますか？捜査と報道一問一答. 佐藤友之 著. 犯罪捜査. 246 知っていますか？イン
ターネットと人権一問一答. 高木寛 著. インターネット. 247 知っていますか？子どもの虐待一問一
答. 田上時子 編著. 児童虐待. 248 知っていますか？人権教育一問一答. 森実 著. 同和教育.
249 知っていますか？君が代・日の丸一問一答. 上杉聰 著.
君が代（きみがよ）は、日本の国歌。「天皇の治世」を奉祝する歌 であり、「祝福を受ける人の寿
命」 を歌う和歌を元にしている。 歌詞は10世紀初めに編纂された『古今和歌集』の短歌の一つ
で、曲は1880年（明治13年）に付けられた。以後、国歌として歌われ、1999年（平成11年）に「国旗
及び国歌に関する法律」で正式に日本の国歌として法制化され.
A:GHQが日本を占領し、日の丸掲揚禁止とともに、君が代の斉唱を全面的に禁止した…のは . ま
た、君が代の歌詞も国家として全世界で最も古いものであることも改めて知ってしまった。 . ②天皇
制、日の丸・君が代の禁止強要は、日本人の国民感情を刺激して占領政策がうまくいかない暴
動がおこるぐと言う危惧があったこと。
学籍番号：７９８０１２６２ Email：s98126yu@sfc.keio.ac.jp. 「日の丸・君が代の歴史と法制化」.
１．問題意識. １９９９年８月９日「国旗及び国歌に関する法案」が参議院本会議において成立し
た。政府提案から . よって、１９９９年に法制化が叫ばれ始めたとき、初めて日の丸・君が代が名文
化されていなかったということを知ったのである。 小学校の.
7 障害者問題 第２版. 全国障害者解放運動連絡会議. 1998 12 10. 8 君が代・日の丸. 上杉
聰. 2001 3 30. 9 アイヌ民族. 上村英明. 1996 11 20. 10 インターネットと人権 . 16 同和教育. しっ
ていますか？同和教育一問一答委員会. 1996 5 25. 17 女性差別. 新しい女と男を考える会.
1995 11 1. 18 女性とストレス. 友田尋子・安森由美・山崎裕美子.
65 知っていますか？在日外国人問題一問一答. 解放出版社. 06-6561-5273. 66 人権教育をひ
らく 同和教育への招待. 解放出版社. 06-6561-5273. 67 「人権教育のための国連１０年」と同和
教育. 解放出版社. 06-6561-5273. 68 人権ブックレット５２ いじめを越えて 生徒にラブレターを書こ
う. 解放出版社. 06-6561-5273. 69 新修 部落問題事典.
【大阪府の条例は、「（職務命令違反の）標準的な懲戒処分は戒告とする」となっています】大阪
市職員基本条例では、更に、職務命令違反を繰り返させない措置として、研修を規定し、「職務
命令違反を繰り返す職員に対する第1項の研修は、当該職員に職務上の命令に違反することに
対する意識の改善があると認められるまでの間、第14条2項の職場.
2009年7月21日 . やっぱ「日の丸」ときたら「君が代」☆ というわけで、今日は「君が代」について書い
てみたいと思います。 実は、７月１５日に書かせていただいた「大山巌元帥」と、この君が代、深い関
係がある^^v □ 大山巌・・・西郷の再来と言われた男 http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry560.html 明治維新の頃のことです。 横浜の英国大使.
やさしい言葉で日本国憲法」, Ｃ．ダグラス・ラミス監修・解説 池田香代子 訳. 「知っていますか？
君が代・日の丸一問一答」, 上杉聰 著. 経済学は温暖化を解決できるか, 山本隆三.
2011年5月19日 . 卒業式などの行事において、国歌「君が代」斉唱時に起立をしない教員への処
分などを定めた条例を、大阪府議会に堤出する方針の「大阪維新の会」。代表をつとめる橋下徹
大阪府知事は、19日、同条例の必要性と不起立教員の問題点を自身のTwitterにて次々と書き
込んでいる。 橋下知事は「君が代を起立して歌うのは当然の.
1, bookweb, 知っていますか?君が代・日の丸一問一答 / 上杉聡著. 2, bookweb, 日の丸・君が
代 : 国旗・国歌を考える / 石山久男著. 3, bookweb, 「日の丸」「ヒノマル」 : 国旗の正しい理解の
ために / 三浦朱門, 吹浦忠正著. 4, bookweb, 世界の国旗大百科 : 全672旗 / 辻原康夫編著.
5, bookweb, 世界の国旗と国章大図鑑 / 苅安望編著.
でも、いつの間にか(子どもの頃から）歌えるようになってましたし、歌詞の意味などもいつ習ったのか
記憶にはないけれど、知っています。 .. ます。 小学校～高校までは公立でしたが、学校で１度も
「君が代」を歌った事も聞いた事もないです。 .. 訊くと、教えてもらったことがなく、歌う機会もなかった
ので知らない、との答えでした。

2017年8月20日 . その頃、朝日には「日の丸」と「君が代」に反対する有名人の意見が来る日も来
る日も載り、川村さんは社外の知人から「紙面の作り方がどうかしていませんか」と言われ . 朝日にし
か載らないが、書いている記者も私は知っている。ゆうべ友人に電話しました。『娘さんがかわいそう
だ』と。彼は『やめる』と約束しました。会いますか？」.
いまさら､いまごろ､どーして？ タブーを恐れず正面から｢君が代・日の丸｣の歴史を検証。現場で直
面している問題にも答える。｢国の旗」・｢国の歌」についての見方や考える素材を、多くの人びとに
提供する書。 （担当編集者より） Ｑ＆Ａ方式で解説しています。歴史の変遷を史料で概説、又、
現場で直面している問題にも答えています。 〈主な内容〉 第一.
ある記者が国歌斉唱の時に1人だけ胸に手を当て歌うカズに 「韓国では日の丸や君が代には過去
の軍国主義の象徴という意味もあるのを御存じですか」 するとカズは 「自分の国の国旗や国歌に
敬意を表さない人が他国に対して敬意を表する事ができますか」. CCX7oXxUwAAlNqH. 10代で
単身ブラジルに飛び立ち世界を知り、世界を日本に伝えた.
2015年9月7日 . 意見書は（国を含む外への）意思表示・決議は、議会内の、市のこと（内側への）
意思表示と認識しています。 . 現在、行橋市議会は一問一答形式を選択できるようになっており、
その場合は質問回数に制限はない。 .. 残時間により、その場で扱う分野を決定、市議側・市長側
との資料ナシでの本格的な政策討論を行います。
中古 【中古】 知っていますか？君が代・日の丸一問一答 / 上杉 聡 / 解放出版社 [単行本]【メー
ル便送料無料】【あす楽対応】. 279円. 中古品-良い. 最安ショップを見る · 【中古】知っています
か?君が代・日の丸一問一答. KSC. 中古 【中古】知っていますか?君が代・日の丸一問一答.
8,618円. 中古品-良い. 【中古】 知っていますか？君が代・日の丸一.
データ種別, 図書. 出版者, 大阪 : 解放出版社. 出版年, 2001.3. 大きさ, 114p ; 21cm. 著者標
目, 上杉, 聡(1947-) <ウエスギ, サトシ>. 件 名, BSH:国旗. BSH:国歌. 分 類, NDC8:288.9.
NDC9:288.9. 書誌ID, 2000393979. ISBN, 4759282343. NCID, BA52631030. 本文言語, 日本
語.
2016年3月11日 . すなわち、入学式や卒業式で、教職員や児童生徒は起立して「君が代」を歌う
べきか否か、という問題である。 今でこそあまり聞か . 同じような結果が出ている。すなわち、「『日の
丸』が国旗としてふさわしい」と答えた人の割合は86％に上ったのに対し、｢『君が代』が国歌としてふ
さわしい｣と答えた人の割合は68％にすぎなかった。
ーハンセン病療養所における患者文化の生成と変容ー. A 5 EJ 320 £ 360OFI 新曜社. 上杉 聪
著. 《知っていますか?一問一答シリーズ》. 知っていますか?君が代・日の丸一問一答. 978-4-75928234-4. A5半明 丑4真 1200円 解放出版社. 今村嗣夫著. 象徴天皇制と人権を考える. 978-4884-0569-1. A5半明 64真 950円 日本キリスト教団出版局.
3.クイズその２：君が代は戦争・侵略の歌？ 4.クイズその３：君が代は暗い？ 5.クイズその４：君が代
は古臭い？ 6.クイズその５：君が代は天皇制賛美？ □ １．君が代は習った事はないけど、怖い？
国歌に関して、広島県の高校１年生４００人を対象にしたアンケート調査が行われた。 小学校から
高校１年まで「君が代」の歌詞を習ったことがありますか.
2012年3月15日 . 日本は本当に変わる気があるのなら国旗も国歌も変えて一からスタートするべき
だ。 欧米の . 確かに年に数回しか歌わない国歌だろうけど、そういう人達ってのは例え10年に１回
だったとしても人間の権利を侵害してるとかで自分の信念を貫き通すと思うよ。 . 皆さんはこの日本
の君が代起立斉唱問題についてどう思いますか？
2017年11月4日 . 日の丸と君が代の強制はおかしい←これ,ぶるっと来るような２ちゃんねるのスレを
紹介するまとめブログです。雑談から . か！？ オセロの女子世界チャンピオン(山形出身)がめっちゃ
可愛いって知ってた？ . れてます. 1 【都市伝説】『人を喰った話』彼女は「見てて」と言って、紙とボー
ルペンを取り出して「ぎょーざ」と字を書きました。
私たちの美しい日丸・君が代］（明成社）、明治天皇御製・教育勅語（明治神宮）から抜粋しまし
た。是非一度手 .. 例えば、『愚管抄』には、保元元年（一一五六）の保元の乱の時、源義朝が
「日の丸」の扁を使ったと記録されています。また、『源平盛衰記』 ... 皆さんは、「日の丸」を掲げる
ことができない時代があったのを知っていますか。 昭和二十年八.

7, 知っていますか？部落問題 一問一答, 解放出版社. 8, 知っていますか？同和教育 一問一答,
解放出版社. 9, 知っていますか？「同和」保育 一問一答, 大阪同和保育研究協議会, 解放出
版社. 10, 知っていますか？「エンゼルプラン」一問一答, 鈴木祥蔵, 解放出版社. 11, 知っています
か？君が代・日の丸 一問一答, 上杉 聰, 解放出版社. 12, 知っ.
Ｓさん自身の日の丸・君が代に対する認識は、「ただ式で歌う歌、という認識」と答えました。 . ０５
年度卒業式で都教委は、生徒を１人残らず国旗に向かって立たせ、国歌を斉唱させるための職務
命令にあたる「通達」を校長にだした。通達を受け . 日の丸君が代については論点がいくつかありま
すから、これからも随時書いて行きたいと思っています。
2012年4月7日 . 君が代とか日の丸でバカ騒ぎしてるだけで、肝心の教育の中身になると確信犯で
無視してるのか、それとも“ダンス必修”なんてものに異常性を感じないくらい鈍感な . 担任の先生は
一見、まともではあったけど、何と１年生全員の担任が女だったし、この学校の職員を見渡す限りで
は、今の小学校なんて全体で見ても女性の方が.
知っていますか?君が代・日の丸一問一答 / 上杉聡著. 3, cover, 学校と国旗・国歌 / 下村哲夫
著. 4, cover, 日の丸・君が代と新学習指導要領 / エイデル研究所編. 5, cover, 学校と日の丸・君
が代 / 山住正己[著]. 6, cover, 百姓一揆大行進 / [杉浦明平著] . 天明・長屋の反乱 / [竹内
誠著] . 実説・天保六花撰 / [多岐川恭著] . 日の丸誕生 / [草柳大蔵著] .
知っていますか？君が代・日の丸一問一答/上杉聰 の商品説明. 【内容紹介】 本書では、これま
で推進・反対いずれの派からも、いささか感情的に取り扱われ、きちんと事実を踏まえた議論がなさ
れてこなかった面のある「君が代・日の丸」の歴史について、タブーを恐れず正面から検討していま
す。国歌・国旗は、国際交流の場で使われるもの.
いらない！「神の国」歴史・公民教科書/上杉 聡（教育・学習参考書） - 「新しい歴史教科書をつ
くる会」「産経新聞社」「扶桑社」の三者が一体となって進めてきた「歴史」「公民」教科書の異常
な作成・採択運動の実態を紹介.紙の本の購入はhontoで。 . 資料センター事務局長、関西大学
講師。著書に「知っていますか？君が代・日の丸一問一答」など。
本書では、これまで推進・反対いずれの派からも、いささか感情的に取り扱われ、きちんと事実を踏
まえた議論がなされてこなかった面のある「君が代・日の丸」の歴史について、タブーを恐れず正面か
ら検討しています。国歌・国旗は、国際交流の場で使われるものですから、日本人以外の国際的
な評価も検討すべき大切な要素として扱いました。
3717, 知っていますか？ 君が代・日の丸 一問一答 詳細, 上杉聰 / 解放出版社, 2001, J / 280,
2、 114p. 3718, Micro-thesauri : a tool for documenting human rights violations 詳細, author，
Judith Dueck， Manuel Guzman， Bert Verstappen / Huridocs, 2001, G / 316.1, vi、 190 p.
3719, 日本の外国人政策の構想 詳細, 坂中英徳 / 日本.
本書では、これまで推進・反対いずれの派からも、いささか感情的に取り扱われ、きちんと事実を踏
まえた議論がなされてこなかった面のある「君が代・日の丸」の歴史について、タブーを恐れず正面か
ら検討しています。国歌・国旗は、国際交流の場で使われるものですから、日本人以外の国際的
な評価も検討すべき大切な要素として扱いました。
2017年3月12日 . アンケート 日本の学校式典での国旗・国歌（日の丸・君が代）について #卒業
式 #入学式. 今年も卒業式・入学式の季節 . いるのでここで世論調査してみます。 おおよそ、3月
13日午前1時8分まで投票受け付けていました。 . あなたは学校の式典で、国旗（日章旗、日の
丸）を掲揚すべきと思いますか。それとも、掲揚すべきでないと.
2017年10月25日 . 私自身もたくさん記事を書いていますが、代表的なものをこの記事に収録しまし
た。 国旗国歌国家 . なお、記事の性質上、このエントリーに限っては特に、国旗国歌国家意識
（「愛国心」）問題以外の内容のトラックバックはご遠慮くださるようにお願いいたします。逆に、国旗
国歌 . 中高生にもわかる日の丸君が代プチ問答集（１）
1 開会あいさつ. 2 経営委員による説明. 協会の基本方針その他協会の運営に関する重要な事
項について. 3 意見の聴取. (1) ＮＨＫの放送について. (2) ＮＨＫの経営全般 .. 出演いただきコメン
トしてもらうのかなど個別の問題については、立場上、答えられませんが、報道やジャーナリズムのあ
り方については、きちんと見守っていきたいと思います。

丸一日に関連した本. 知っていますか?君が代・日の丸一問一答 上杉 聡 解放出版社; イルミナ
エ・ファイル ジェイ・クリストフ 早川書房; 丸一年カレンダー2014 （2014.2.4〜2015.2.3） こよみ屋. >>
「丸一日」を解説文に含む用語の一覧. >> 「丸一日」を含む用語の索引. 丸一日のページへのリ
ンク.
最近、イジメ問題などが教育現場での大きな問題となっていますが、たまに必死で日の丸や君が代
に反対している教師達をニュースで見ます。 . に民主主義（多数決）の原則を教えているので、良い
か悪いかは別として多数意見に従わなければならないのです。 good; 1; 件. 通報する. この回答へ
のお礼. ありがとうございます。
センター攻略よくでる一問一答日本史 日本史一問一答編集委員会 810. 書籍 カートに入れる ·
Item dummy 知っていますか？君が代・日の丸一問一答 上杉聡 1,296. 書籍 カートに入れる ·
Item dummy 知っていますか？ユニークフェイス一問一答 松本学 1,080. 書籍 カートに入れる ·
Item dummy 知っていますか？ホームレスの人権一問一答 松.
2004年10月30日 . 毎日新聞などは「天皇陛下が『日の丸・君が代』問題について 発言するのは
極めて異例」 とまで論評して . 先ず天皇陛下がずらりと並んだ園遊会への招待者に一人づつ言葉
を掛けて行くシーンでの出来事だ。 . 日本では国旗・国歌に反対するけしからん輩がおりますけど、
私が将棋で天下を取ったように力でねじ伏せますから・・・
2012年3月14日 . 事実認定をめぐる争いは終わっているので、最高裁の作業というのは高等裁判
所や地方裁判所に比べれ ば、１件については非常に少ないということになりますね。 平林 やってい
ることがかなり違う .. て頂けると思います。この本の中で紹介してる例ですと、最近社会的なイシュー
になっている日の丸、君が代の問題があり ます。
2015年6月17日 . 朝日新聞のアンケートでは回答のあった77国立大学のうち今年の卒業式で国
旗掲揚も国歌斉唱も両方していたのが11校、両方していなかったのは11校、国歌斉唱 . があって、
入学式や卒業式には日の丸掲揚、君が代斉唱があるから、それを大学のときからしてほしいという
趣旨でもあると思いますが、国の要請は率直に言って.
君が代」処分撤回！松田さんとともに～） 連絡先：090－1914－0158. ◇あなたは「君が代」の歌
詞の意味を知っていますか？ D-TaCは、大阪市内の中学生に『「君が代」の意味 知ってる？』とい
うビラ ... この松田さんの訴えは本人１人の問題ではなく、大阪市の小・中・高校全ての子どもたち
の「君が代」の学習指導のあり方の問題です。また、小山.
日の丸・君が代「強制」反対を叫ぶ者たちのどこがおかしいのか考えてみた。 今こうやって自分の過
去記事を読み返してみると、かなり恥ずかしいものがありますね。かなり感情丸出しですごく攻撃的
だし…orz 今でも、彼ら強制反対派に対しては嫌悪感を抱いていないといったら嘘になりますが、彼
らの気持ちや主張についてはわからなくもありません.
2016年7月15日 . この原稿は『アサヒ芸能』（徳間書店・2016年7月21日特大号）の連載
『NIPPONスポーツ内憂内患』第77回に、｢君が代は国歌ではなく日の丸は国旗ではなし森元首
相はオリンピック憲章を読め!｣と題して書いたコラムです。｢（オリンピックで）国歌を歌えないような選
手は日本代表ではない｣とまで言い切った森元首相の言葉は、.
撤回！○○さんとともに～ 及び 「日の丸・君が代」強制反対！不起立処分を撤回させる大阪. ネッ
トワークとの協議議事録要旨. 教育委員会事務局. １ 日. 時 平成 29 年３月９ . (ｳ) 児童・生徒
の多くが「君が代」の歌詞の意味を知らなくても問題ないという意味の回. 答か。 (ｴ) 「君が代」斉
唱が「思想・良心の自由」にかかわる問題となるのは、かつて「.
本書では、これまで推進・反対いずれの派からも、いささか感情的に取り扱われ、きちんと事実を踏
まえた議論がなされてこなかった面のある「君が代・日の丸」の歴史について、タブーを恐れず正面か
ら検討しています。国歌・国旗は、国際交流の場で使われるものですから、日本人以外の国際的
な評価も検討すべき大切な要素として扱いました。
私達の暮らしの歴史や生活文化の積み重ねの中で蓄えられたきたそれぞ. れの人間の「社会的役
割」や「役割意識」を問い返してみなければなら. い。 2. 9. 知っていますか？ アイヌ民族一問一答.
上村英明. 解放出版社. アイヌ民族の権利問題に対して関心や意識を高めてもらうための入門.
書。 2. 10. 知っていますか？ 君が代・日の丸一問一答.

知っていますか?君が代・日の丸一問一答の感想・レビュー一覧です。}
上杉聡 | ローチケHMV | １９４７年岡山県生まれ。１９７０年上智大学文学部哲学科卒。１９８１
年関西大学文学… . 馳せ、心に刻む会・事務局長を１９９５年までつとめる。１９９３年日本の戦
争責任資料センターの設立に加わり、事務局長として現在に至る（本データはこの書籍が刊行され
た当時に掲載されていたものです） . 君が代・日の丸一問一答.
2009年10月1日 . ひとりでも多くの日本人に、自分が日本人であることに、誇りと自信を持ってもらう
ため、日本の素晴らしさを発信しています。 . 一方、日本に対する「印象の良さ」は2007年より3年
連続で第1位となり、中国に比べて15％も高い支持を集めたのだった。 .. 日本国旗「日章旗(日の
丸)」に歌が存在するって知ってましたか？ 一 白地に.
知っていますか?君が代・日の丸一問一答/. 上杉聡著. 大阪:解放出版社。2001.3. 114p;21cm.
知っていますか?在日韓国・朝鮮人問題:一問一答/. 梁泰果、川瀬俊治著. 第2版. 大阪:解放出
版社、2001.5. 知っていますか?人権教育一問一答/森実著. 増補改訂版. 大阪:解放出版社、
2001.6 ii、127p ;21cm. 市民がつくる日本・コリア交流の歴史/.
タイトル, 知っていますか?君が代・日の丸一問一答. 著者, 上杉聰 著. 著者標目, 上杉, 聡,
1947-. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 大阪. 出版社, 解放出版社. 出版年, 2001. 大きさ、容
量等, 114p ; 21cm. ISBN, 4759282343. 価格, 1000円. JP番号, 20223301. 出版年月日等,
2001.3. 件名（キーワード）, 国歌--日本. 件名（キーワード）, 国旗--.
たしかに、中田英寿氏は、平成10年(1998)1月の『朝日新聞』の中で、「国歌、ダサいですね。気分
が落ちていくでしょ。戦う前に歌う歌じゃない」と述べています。 しかし、小松成美著『中田英寿 鼓
動』には、これについてこう書いてあります。 中田選手は記者との雑談のようなやりとりの中で、国歌
を歌わないことを聞かれ、君が代を揶揄するような.
先行研究，「学生の歌詞理解について（ 1）」においては，歌唱教材に出てくる生き物や植物の . と
示されている。 本稿では幼稚園や小学校の教員になろうとする学生が，歌唱の音楽表現にあた
り，歌詞を意識. せず歌うことへの問題を取り上げる。「君が代」を歌う際の歌詞の言葉の曖昧さや，
明らかに意 .. 未記入 意味違い回答 ひらがな歌詞違い. Ｔ.
童話館出版. 99. し 知っていますか？アイヌ民族一問一答. 上村英明. 解放出版社. 100. し 知っ
ていますか？君が代・日の丸一問一答. 上杉聰. 解放出版社. 101. し 知っていますか？高齢化
社会と人権一問一答 第２版. 「知っていますか？高齢化社会と. 人権一問一答」編集委員会.
解放出版社. 102. し 知っていますか？個人情報と人権一問一答.
2006年5月2日 . ３ページ目 【避けて通れない「日の丸・君が代」についても一問一答で解説しま
す】 【避けて通れない「 . 感覚的に鋭い人はこれは近代国家としての国旗である、と考えていました
し、その必要も考えていました。単なる日本船を表すものだ、と考えていた幕府の閣僚もいましたが、
やがて国旗の意味で用いられるようになりました。
2005 同和問題/現状. 知っていますか？ 戸籍と差別 一問一答. 佐藤文明. 解放出版社. 2010
同和問題/現状. 全国のあいつぐ差別事件 2010年度版. 部落解放・人権政策確立 ... 知っていま
すか？ 君が代・日の丸 一問一答. 上杉 聰. 解放出版社. 2001 人権/天皇制. 天皇制と部落差
別. 上杉 聰. 解放出版社. 2008 人権/天皇制. 下流社会 新たな.
私たちの教団は、君が代・日の丸の問題に対して意見の統一を図ろうとすべきではなく、公式見解
のたぐいも出すべきではありません。これは、それぞれの教職・信徒たちが、自分の信仰と .. ほとんど
の人たちは、それらがかつての軍国主義の象徴であり、天皇制に重なっていたことは知っています。し
かし今、それらがすぐさま軍国主義や天皇制の.
2011年12月18日 . そのとき確かに公共放送のNHKは日の丸がたなびき君が代の音楽が流れてい
たはずです。 . そう言えばトリノオリンピックで荒川選手が金メダルを取り、日の丸を体に巻いてウイニ
ングランをしたのですけれど、公共放送のNHKが生放送していたはずなのに放送し . それが国旗とい
うものの最低限の礼儀だと知っていますから。
2013年8月22日 . 予想以上に回答をいただき感謝です。 . このエピソードは、歴史の時間にも習う
し、独立記念日の特番で必ず紹介されるので、アメリカ人なら誰でも知っている常識。 . 日の丸・君
が代」問題を国民的な 討論の軌道にのせるために 国旗・国歌問題についての日本共産党の立場

日本共産党幹部会委員長 不破 哲三 三月十七日に.

