
 

 

 

 

 

 

 

 

2011年 2月 26日（土） 
代々木公園野外ステージ  
（JR原宿駅から徒歩 10分 地図→） 
 
10:30 開場・オープニングセレモニー 
11:00 開会 
13:00 デモ行進（渋谷駅周辺） 
 
主催 「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会
共催 フォーラム平和・人権・環境 
TEL: 080-3930-4971 
MAIL: watasitati2004@yahoo.co.jp 

賛同のおねがい 2.26「全国集会」への賛同団体を募集します。団体名・連絡先を、下記の主催連絡先までメール

でお知らせください。昨年からの緊急行動の賛同団体は、継続して賛同団体とさせていただきます。問題がある場合はお知

らせ下さい。（2011年 1月現在の賛同団体は裏面を参照。） 

 

 昨年 4月に施行された「高校無償化」法から、朝鮮学校だけが「一時除外」されている状態が、いまも続いています。
これは朝鮮学校への重大な民族差別・人権侵害であり、またかつての朝鮮にたいする植民地支配と戦争動員や、戦後もつ

づいてきた在日朝鮮人の民族教育への弾圧といったことと地続きの抑圧であって、絶対に許してはなりません。 
 昨年 11月には菅政権が、ようやく始まった適用へのプロセス（審査）を、朝鮮半島での軍事衝突を口実に停止。そし
てついには、この「審査停止」への朝鮮学校の異議申し立てに対しても、文科省は「当面は再開しない」と回答しました

（今年 2月 4日）。もはや一刻も待てません。差別的・植民地主義的な政策をとりつづける現政権への怒りの声を結集し、
朝鮮学校への「高校無償化」の即時適用を迫りましょう。 



「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会・賛同団体一覧（262団体） 2011年 2月 16日現在 
 
1 神奈川 朝鮮学園を支援する会／2 アジア連帯講座／3 「生活保護世帯の子どもたちに大学進学の道をつくる会（仮称）」準備会／4 食と農をむすぶ会
／5 アジア女性資料センター／6 国籍条項撤廃を考える会 松江／7 中野の教育を考える草の根の会／8 憲法９条－世界へ未来へ連絡会／9 アクティブ・
ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」／10 ヘイトスピーチに反対する会／11 平和憲法を守る荒川の会／12 東京都公立学校教職員組合青年部／13 
東北アジア情報センター／14 みどりの未来／15 みどり三多摩／16 チョソンハッキョを楽しく支える生野の会／17 日本退職教職員協議会／18 枝川朝鮮
学校支援都民基金／19 旭川・川村アイヌ記念館を応援する会／20 子どもと教科書全国ネット 21／21 「日の丸」「君が代」の押しつけに反対する墨田ネ
ットワーク／22 教育を考える墨田ネットワーク／23 朝鮮学校生徒を守るリボンの会／24 日本朝鮮学術教育交流協会／25 部落解放同盟練馬支部／26 
「朝鮮学校も無償化に！」下町集会実行委員会／27 練馬・生活者ネットワーク／28 外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・東京／
29 外国人学校ドキュメンタリー上映会連絡協議会／30 外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉／31 日朝友好連帯埼玉県民会
議／32 朝鮮学校を支える会・埼玉／33 緑の党／34 杉並区教職員組合／35 ノレの会／36 杉並・生活者ネットワーク／37 江戸川・生活者ネットワーク／
38 練馬人権センター／39 Eclipse Rising／40 八王子・生活者ネットワーク／41 神奈川朝鮮学園オモニ会連絡会／42 神奈川朝鮮中高級学校オモニ会／43 
横浜朝鮮初級学校オモニ会／44 川崎朝鮮初級学校オモニ会／45 南武朝鮮初級学校オモニ会／46 江戸川区教職員組合／47 杉並の教育を考えるみんなの
会／48 多摩島嶼地区教職員組合／49 アンポをつぶせ！ちょうちんデモの会／50 日韓民衆連帯全国ネットワーク／51 「韓国併合」100年－真の和解・平
和・友好を求める 2010 年運動／52 コンサート自由な風の歌 6 実行委員会／53 町田市公立学校教職員組合／54 難民を支援し連帯する会／55 へいわと
ふくしを見つめる会／56 ふちう読書苦楽府／57 在日コリアン青年連合(KEY)／58 朝鮮高校にも差別なく無償化適用を求めるネットワーク愛知／59 エ
ルクラノの会／60 「記憶 反省 そして友好」の追悼碑を守る会（群馬朝鮮人強制連行真相調査団）／61 練馬教育問題交流会／62 戦争を許さない女たち
の JR 連絡会／63 部落解放同盟東京都連合会／64 全ての学校へ「高校無償化を！」練馬の会／65 有事立法に反対する府中市民の会／66 日朝友好促進東
京議員連絡会／67 広範な国民連合 東京／68 子どもの権利条約を読む会／69 VAWW-NETジャパン／70 府中・生活者ネットワーク／71 府中「君が代」
処分を考える会／72 都労連交流会／73 国際高校有志の教育を考える会／74 渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合／75 憲法ひろば・杉並／76 
「子どもはお国のためにあるんじゃない！」市民連絡会／77 府中緊急派遣村／78 府中緊急派遣村労働組合／79 府中派遣切りを許さない会／80 戸山教育
基本法勉強会／81 子どもを分けない教育を考える会／82 八王子勤労者市民センター／83 「みんなちがってみんないい」実行委員会／84 西東京朝鮮第二
初中級学校 オモニ会／85 西東京朝鮮第二初中級学校 アボジ会／86 東京都公立学校教職員組合／87 I女性会議／88 I女性会議東京都本部／89 くにたち
の教育を守る市民連絡会／90 くにたち派遣村／91 東京朝鮮中高級学校保護者の会／92 立川・町田朝鮮学校支援ネットワーク・ウリの会／93 チマ・チョ
ゴリ友の会／94 タリの会／95 朝鮮学校に教育保障を！オッケトンムの会／96 日野助成金減額に反対する会／97 八王子市で朝鮮学校への助成金を実現
する会／98 三多摩日朝女性のつどい／99 調布ムルレの会／100 ハムケ・共に／101 西東京朝鮮第一初中級学校オモニ会／102 西東京朝鮮第一初中級学校
アボジ会／103 朝鮮学校を支える町田市民の会／104 就学時健診を考える府中市民の会／105 千葉学校労働者合同組合／106 アジェンダ・プロジェクト／
107 東京都学校ユニオン／108 かながわ平和憲法を守る会／109 海老名解放教育研究協議会／110 湘北教組今泉中学校分会／111 海老名教育懇談会実行
委員会／112 東京朝鮮第九初級学校アボジ会／113 東京朝鮮第九初級学校オモニ会／114 東京朝鮮第九初級学校アボジ会・ＯＢ会／115 共に生きる国際交
流と福祉の家／116 千葉朝鮮初中級学校オモニの会／117 戦争をなくそう！多摩フォーラム／118 埼玉朝鮮初中級学校オモニ会／119 時をみつめる会／
120 新社会党練馬総支部／121 憲法を生かす練馬の会／122 練馬地域ユニオン／123 本郷文化フォーラムワーカーズスクール／124 西東京・生活者ネット
ワーク／125 東京朝鮮学校オモニ会連絡会／126 東京朝鮮第一初中級学校オモニ会／127 東京朝鮮第二初級学校オモニ会／128 東京朝鮮第三初級学校オ
モニ会／129 東京朝鮮第四初中級学校オモニ会／130 東京朝鮮第五初中級学校オモニ会／131 東京朝鮮第六初級学校オモニ会／132 関東「障害者」解放委
員会／133 社民党くにたち支部／134 排外主義にＮＯ！福岡／135 ピースサイクル三多摩ネットワーク／136 怒っているぞ！障害者きりすて 全国ネット
ワーク／137 あすじゃ東京／138 「障害児」の高校進学を考える栃木の会／139 グループ・飛躍／140 八王子平和市民連絡会／141 あぶない教科書を許さ
ない八王子市民の会／142 エコアクションかながわ／143 日本と南北朝鮮との友好を進める会／144 川崎市職・職場懇談会／145 東京一般労働組合東京音
楽大学分会／146 横浜事件再審ネットワーク／147 国立・生活者ネットワーク／148 対話で平和を！日朝関係を考える神戸ネットワーク／149 フォーラム
平和・人権・環境／150 東京朝鮮人強制連行真相調査団／151 練馬コイノニア集会／152 許すな！憲法改悪・市民連絡会／153 ポラムの会／154 ウリハッ
キョ（朝鮮学校）を記録する会／155 草創期の東京朝鮮第三初級学校を記録する会／156 つもろう会／157 アジア共同行動（AWC）日本連絡会議／158 国
連・憲法問題研究会／159 朝鮮初中級学校を支える小平市民の会／160 相模原の教育を考える市民の会／161 学校に自由の風を！ネットワーク／162 「憲
法」を愛する女性ネット／163 「朝鮮学校無償化除外反対アンソロジー」刊行会／164 靖国・天皇制問題情報センター／165 キリスト教事業所連帯合同労
働組合／166 アハリー・アラブ病院を支援する会／167 日朝友好三重県民会議／168 平和食堂・吉田屋／169 辻々反戦ながし／170 今、憲法を考える会／
171 日朝友好広島県民の会／172 呉朝鮮問題研究会／173 荒川区職員労働組合／174 自治市民'93 杉並／175 民族教育ネットワーク／176 板橋・生活者ネ
ットワーク／177 アイヌとシサムのウコチャランケを実現させる会／178 戦争をしない・戦争協力もしない三重ネットワーク／179 朝鮮高校にも差別なく
無償化適用を求めるネットワーク三重／180 昭島・生活者ネットワーク／181 男女平等をすすめる教育全国ネットワーク／182 東京朝鮮第６幼初級学校 
アボジ会／183 関西合同労働組合／184 関西合同労働組合大阪支部／185 ふぇみん婦人民主クラブ／186 自治労練馬区職員労働組合／187 練馬区労働組
合協議会／188 練馬全労協／189 「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会／190 部落解放同盟墨田支部／191 部落解放同盟台東支部／192 ア
イヌ・ラマット実行委員会／193 絹の道合唱団／194 めだか大学附属 寺子屋／195 学校と地域をむすぶ板橋の会／196 朝鮮学校を支える宝塚市民の会／
197 部落解放同盟中央本部／198 世田谷市民運動・いち／199 せたがや市民講座№９／200 反戦と権利‐世田谷の会／201 日朝友好連帯の会／202 「つく
る会」教科書を中学生の手に渡したくない市民・保護者の会／203 部落解放同盟荒川支部／204 東京平和運動センター／205 反差別国際運動日本委員会
（IMADR-JC）／206 差別・排外主義に反対する連絡会／207 部落解放同盟国立支部／208 くにたちの被差別部落出身者とその仲間たち このゆびとまれ
／209 埼玉９条連／210 日本冤罪・死刑研究所／211 Swing MASAを応援する会くにたち／212 ＮＯ！有事法制 足立の会／213 全日本建設運輸連帯労働
組合関東支部／214 チェルシー／215 ピースボート／216 平和と人権を考える狭山市民の会／217 三重県教職員組合中勢地区高等学校支部／218 「日の
丸・君が代」強制反対・嘱託採用拒否撤回を求める会／219 新社会党光が丘支部／220 （社）民族問題研究所・東京支会／221 「日の丸・君が代」強制反
対予防訴訟をすすめる会／222 日朝友好愛知学生の会／223 3 月行動をよびかける女たち／224 共生・共育をめざす滋賀連絡会／225 コリア NGO センタ
ー／226 国賠ネットワーク／227 旭川アイヌ協議会／228 旭川アイヌ記念館を支援する会／229 バンクーバー９条の会／230 部落解放同盟足立支部／231 
埼玉県平和資料館を考える会／232 戦争に協力しない！させない！練馬アクション／233 ピース・フィロソフィー・センター（カナダ・バンク―バー）／
234 荒川日朝婦人の集い／235 八王子手をつなぐ女性の会／236 福岡地区合同労働組合／237 全国在日朝鮮人教育研究協議会大阪（日本の学校に在籍する
朝鮮人児童・生徒の教育を考える会）／238 在日韓国民主女性会／239 米軍・自衛隊参加の東京都総合防災訓練に反対する荒川・墨田・山谷＆足立実行委
／240 とめよう戦争への道！百万人署名運動／241 関西合同労働組合兵庫支部／242 部落解放同盟品川支部／243 部落解放同盟全国連合会・狭山支部／
244 在日韓国青年同盟中央本部／245 在日韓国青年同盟東京本部／246 在日韓国青年同盟神奈川県本部／247 生存ユニオン広島／248 市民フォーラム・よ
の／249 東北アジア情報センター（広島）／250 中野・イコールの会／251 アイヌ民族差別を許さず行動する東京東部の会／252 国民保護法制を考える会
（名古屋市）／253 「レイバーネット日本・川柳班」（有志）／254 石原・大原都教委の暴走をとめよう！都教委包囲・首都圏ネット／255 なかまユニオ
ン大阪市分会／256 つぶせ！有事法制・川崎市民の会／257 風をおこす女の会／258 教育と自治・埼玉ネットワーク／259 子どもの人権埼玉ネット／260 
日本軍「慰安婦」被害女性と共に歩む大阪・神戸・阪神連絡会／261 部落解放同盟江東支部／262 全国労働組合連絡協議会（全労協） 


