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ボランティア実践の初回授業は、あいあい
の職員さんから障がい者についてお聞きし
ました。以下は生徒の感想です。 

障がい者についての話を聞いて、私は正
直、大変そうだと思いました。自分の意思
が伝わらなかったり、したいことが思うよ
うにできなくてストレスになってしまった
り、文字が読めなかったり、意思疎通が出
来ないことはとても大変な事だと思いま
す。｢障がい者｣と聞くと、普通の人とは少
し違う人というイメージを持ってしまいま
す。しかし、｢普通の人｣とはなになのか、
もし障害があっても普通と思うひともいる
かもしれないし、障害がない事が普通と思
う人もいると思います。だから、人によっ
て価値感が全然異なるとと思います。

どれだけ大変そうな障がいを持っていても
世界で活躍している人もいるので、人生い
ろいろな生き方があるんだと思いました。
トム・クルーズさんや、スティーブン・ス
ピルバーグさんなど、今でも活躍している
人でも障がいを持っていることについてこ
れほど世界的に有名になるまでに沢山の苦
労と努力をしたんだと思いました。

私もこれから障がいを持つ事になるかもし
れないので、表現の仕方や少しの行動で差
別をしていると捉えられてしまうこともあ
ります。あまりしっかりと障がい者につい
て理解していなかったので今回聞けて良
かったです。

これからも障がい者の方と関わっていく機
会もあると思うので、お節介になりすぎ
ず、しっかりやれることはきちんと見守り
たいと思いました。


私は今日の講義を聞いて、たとえ同じ障
がいを持っていたとしても症状は様々で
自分の努力で普通に生活することができ
る人や道具や周りの人の力を借りること
で日常生活を送ることができる人がいる
という事を知りました。障がいを持って
いるからと言って健常者と同じ生活がで
きないというわけではなく、できないか
ら可哀想というわけでもないのだと思い
ました。障がいを持っていても持ってい
なくても生活する中で自分で努力しなけ
ればいけないのは変わらないのではない
かと思いました。だから障がいを持って
いるからと言って特別に接する必要はな
く、困っていて手助けを求めている時に助
けられるようにしておくことが必要では
ないかと考えました。

私がカーリーフライシュマンの動画を見て
1番驚いた事は、自分が普段見たり聞いた
りしているものと全く違うものだったこと
です。それに自分の思った事を簡単に伝え
ることができなかったりしていてどれだけ
辛い事なのだろうと思いました。周りの
視線が気になったり、人の声にノイズがか
かって聞こえたり、私たちが当たり前のよ
うにとっている行動でも簡単なことではな
いのだと思いました。そのようなことに対
して他人事として捉えずに、この先自分も
なる可能性がある事を理解しておくことが
必要だと思いました。


最初にした障害という言葉からは、壁みた
いな妨げになるものをイメージしました。

  Laughter is the best medicine 
~笑いは最善の薬～
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しかし、障がい者になると、体に不自由が
ある人や、可哀想などというイメージが思
いつきました。者という字がつくだけで、
物に対するイメージから人に対するイメー
ジになり驚きました。今まで比べて考えた
ことがなかったのですが、考えてみると障
がい者だから可哀想とか、障がい者だから
何もできないと、勝手に決めつけてしまっ
ているんだと反省しました。また、昔の障
がい者観では、人里離れた施設に隔離･収
容されたり結婚や出産の自由がなかったり
という事実を知って、まるで伝染病にか
かった人のような扱いだなと思いました。
障がい者というだけで、すごく差別的な扱
いを受けていたという事実を知って、悲し
い気持ちになりました。しかし、そういう
事実があったからこそ、今の「共生」とい
う障がい者観が生まれたのだと思います。
私は最近、日本の制度は厳しいなと思い始
めました。結婚の制度や男女の差別など、
基本的人権を尊重すると言いながら、結局
はダメな事の方が多いのではないか。障害
があろうがなかろうが、人は皆平等に権利
を有する、本当にそうなっているのか。私
は疑問に思います。障がい者をよく知らな
い人は、障がい者と聞いただけで少し距離
を置くようになると思います。診断がある
からではなく生きづらさの量によって障害
のある状態になる、という事をもっと多く
の人に知ってもらいたいです。そうすれ
ば、障がい者の方は周りの目を気にせず、
もっと自由に暮らすことができるのではな
いかと私は思います。


私は今日の講義を聞いて、同じ障がいを
持っていても症状は様々で自分の努力や道
具に頼ることで普通に生活することができ
る人がいるという事を知りました。今では
スマホなど身近に便利なツールがたくさん
あるから、なお、頼りやすいのではないか

と思います。また、昔の障がい者観では、
人里離れた施設に隔離･収容されたり結婚
や出産の自由がなかったりしたと聞きまし
た。今考えるとそれは許されないことです
が、当時は普通だったと思うととても怖く
なります。今、許されないと考えられる理
由の一つにネットが関係すると考えます。
障害を持つ方の考え方や意見を簡単に知る
ことが出来る今だからこそ、広まりやす
く、理解もしやすい環境にあると思いま
す。これからもっと理解がある人を増やし
ていくには、発信することが大切だと考え
ます。


私は自閉症という名前だけは小学生の頃か
ら知っていました。それは図書室に自閉症
の子の漫画があったからです。

自閉症という子の存在や理解はしていたも
のの、実際には会ったこともなくどのよう
な障がいなのかまでは知りませんでした。

今回の講義を聞いて初めて自閉症の方から
見えている世界を知りました。そして伝え
たくても伝えられない辛さもわかりまし
た。

私たちはミニゲームのような形で体験しま
した。

ゲームをしている時、声も出せないジェス
チャーもできない中、どのようにコミュニ
ケーションを取れば良いのか本当に分かり
ませんでした。目で訴えるしかありませ
ん。しかし、それでは情報量が少なすぎる
ので中々伝わりませんでした。実際にこの
状態がずっと続くと思うとしんどいなと思
いました。

自閉症は見た目では分かりにくい障がいだ
と思います。どのような障がいなのかも
知っている人が少ないかもしれません。


この世の中が障がいを持っている人も持っ
ていない人も生きやすくする為には、まず
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｢たくさんの人が障がいについて理解する
こと。｣が大切だと思います。

そして自閉症の方のように自分意思が伝え
にくい方でも、なにか伝えられるような方
法がたくさん見つかればいいなと思いまし
た。


障がい者支援の講義を聞いて、一番印象に
残っていることは総人口の約7.6%が障が
い者手帳取得者ということです。親、兄
弟、祖父母を含めると約40%になり、これ
はマイノリティの問題なのかという問につ
いて深く考えました。また「いつ自分が少
数派になるかは分からない」という文章に
少し違和感を感じました。多様化が進んで
いる現在では、沢山のマイノリティがあり
ます。一方で、多様化が進むとそれぞれ一
人一人が好きな物や、持っている力が違
い、昔と比べて沢山の人間に共通するもの
が減っていると思いました。その理由を 
SNS だと考えました。SNS には沢山の情
報があり、一人一人がその沢山の選択肢か
ら気になるものを選びます。昔と比べて選
択肢が沢山あり、簡単にできる分、皆と同
じものを好きになったりどのような力を付
けるかはバラバラになり、共通点が少なく
なっているのではないかと考えました。だ
から、マイノリティはいつ自分が少数派に
なるかは分からないではなく、今は誰しも
がマイノリティではないかと思いました。
自閉症や難読症も見ただけでは分からない
し、例で見せてもらった深瀬くんもADHD
であることを知りませんでした。このよう
に、見た目では分からない障がいを誰しも
が抱えていて、自分自身も友人も家族も先
生も皆マイノリティなんだと思いました。


｢障がい者｣の｢障がい｣という言葉から何を
イメージするかという質問に対し、私は身

体に及ぼされる｢不具合｣だというマイナ
スのイメージが浮かびました。

しかし、今回の講義を通して、私の｢障が
い者｣に対するイメージが180度変わりま
した。

それは水元さんの｢もしこの世界に、体の
大きい人が少数派で、そんな人たちの座
れる椅子がなく、生きづらい世界だった
ら、体が大きいということが障がいにな
る｣という言葉です。

｢障がい者｣というのは、ただ少数派なだ
けで、私たちとなんら変わりのない存在
なのだと思いました。

そして、私たちは少数派の方々にも生き
やすく、全員が生きやすい世界を目指し
ていくべきです。

昔のように、排除したり、無理矢理、進
路を決めて保護するなんて言語道断だと
思います。

障害があろうとなかろうと同じ人間とい
うことに関して、上下関係など存在しな
いです。

みんな同じ人間で、それぞれ個性豊かな
特徴があります。｢障がい者」というのも
その一部だと私は思います。

あと、私が強く印象に残っているのは、
カーリー・フライシュマンさんの動画で
す。

最初に見た、カーリー・フライシュマン
さんが感じている視野や、音などを再現
した動画を見て、とても生きづらそうだ
と感じました。

しかし、その後に見たチェンニングさん
とのトーク番組ではとてもそんな風には
見えませんでした。

信じられないほどの努力や経験をしたの
であろうとは思いますが、トークしてい
るカーリー・フライシュマンさんはなん
の異変もない、普通の女性に見えまし
た。
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パソコンを使用しているものの、楽しそう
に談笑し、時に冗談も交えるカーリー・フ
ライシュマンさんはとても障がいを持って
いる風には見えませんでした。

これらのことから、私の｢障がい者｣という
言葉に対してのイメージが変わりました。

そして、もっと様々な人と関わりたい、い
ろいろな人のお話を聞いてみたいと感じ、
今後のボランティア実践の活動を楽しみ
に、頑張っていこうと思いました。


今回の講義で障がい者について学ぶことが
できました。

"障がい"と"障がい者"では感じるイメージ
が違うことに驚きました。

また、失読症の方の文字の見え方や自閉症
の方の音の聞こえ方、視点の動きなど普段
では全く想像のできない映像を見せて頂
き、勉強になりました。

私たちとの見え方とは全く違い、驚きまし
た。

ロールプレイでは、相手にジェスチャーや
言語を制限されたまま意志を伝えることの
難しさを知りました。伝えたいのに伝わら
ないもどかしさがありました。

また、グループワークでは全く言語の通じ
ない文化圏での生活でどんな「配慮」が必
要かを考えました。

このように、障がいのある方、高齢者、子
どもにとってどのような配慮があれば住み
やすくなるかなどを私たちが考えていく必
要があると思いました。


カーリーフレイシュマンの動画を見て、本
当に怖いと思いました。こんなに自分が頑
張って伝えようとしていてもまったく伝わ
らないことや他の人の視線が睨まれている
ように見えるなど私だったら外にでるのも
嫌なぐらい怖さがたくさんあるのだと知り

ました。

今回障がい者についての講義でとても印象
に残ったのがロールプレイでした。最初は
身振り手振りや言葉を発さなくてもできる
だろうと考えていましたがいざやってみた
らとても伝えることの難しさを知りまし
た。また、私たちは身振り手振りをたくさ
ん使って伝えるという行為をしているとい
うことに気づくことができました。

伝わらないことの怖さや何を伝えようとし
ているのか分かりたいのに分からない、伝
わらない怖さというものをとても感じまし
た。そしてダウン症の方たちは本当に苦し
んでいるんだと知ることができました。障
害があったとしてもがみんなと変わらない
生活をするにはもっとみんながみんな相手
のことを知ろうとすることや理解し助け合
うということをしていかなければいけない
と思いました。

最後のグループワークは、絵を使って伝え
るや世界共通のイラストを作ることをして
いけばもっと社会が良くなるのではないか
と思いました。


今回のお話では、障害についての定義や種
類など様々なお話をしていただきました。
その中でも私が特に興味を持った話題が、
定義の転換についてです。障害の定義とし
て「医療モデル」と「社会モデル」の2つ
があるそうです。医療モデルとは、障害を
心身の機能・構造上の損傷と社会生活にお
ける不利や困難としての障害を同一とし、
克服するための取り組みは「個人の適応能
力によるもの」と捉える考え方です。そし
て社会モデルは医療モデルとは対照的に、
障害を「社会の側にある障壁によって構築
されたもの」としてとらえる考え方です。
現在の定義としては社会モデルに転換され
たそうです。しかし、この認識はまだ行き
届いていないのではないかと思いました。
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なぜなら、私自身も障がい者と聞くと、物
理的な障がいではなく人間と機能的な障が
いをイメージするからです。そこで私は障
がいは社会側にあるんだということを持っ
て広めていくべきだと思いました。そのよ
うにすることで、偏見もなくなり、障がい
者にとってさらに過ごしやすい社会になる
のではないかと考えました。すぐに偏見が
なくなったり社会が変化したりはしないと
は思いますが、少しづつでも変化し、障が
いのある人とない人の生活の差がなくなれ
ば良いと思います。


私は昨年の夏に視覚障がいを持っている人
と身体障がいで車いすの生活をしている人
に出会いました。その当時の私は障がいを
持つということに対して大変な生活をして
いるという印象がとても強くありました。
しかし、その人たちと仲良くなってからは
周りの工夫や心遣いがあることで同じよう
に過ごせるのだと知りました。今回の授業
を受けて、まず障がい者がこれまで経験し
てきた歴史について学びました。排除とい
う時代は戦前のことで隔離されたり、人里
から離されたりして生活していたそうで
す。人権を奪うような優生保護法があると
聞き、もしも私の家族が障がいを持ってい
たら私も周りに差別されるのか一緒に暮ら
したいのにそれすらも許されないのかとい
う実際にあって事実に胸が苦しくなりまし
た。そして戦後になると保護という考えに
変わってきますが、それでも障がい者を持
つ 本人には決定権がなく周りの人や行政
が学校や入る施設を決めていたと聞きまし
た。このことを聞いて、私は学力が足りて
いるのに障がいがあるからと公立の高校に
入学を拒否されたという尼崎で実際にあっ
た事件が頭をよぎりました。戦前の排除よ
りは良いように扱っているつもりでも実際
の制度を見たらまだまだ理解されていない

時代だと思いました。そして最近はよう
やく共生(ノーマル)という考えになってい
るそうです。しかしそれでも私の印象は
小中学校にあった支援クラスのクラスメ
イトは他の学生にあまり理解されていな
かったように思います。だからこそもっ
と共生していくためにもわかりやすい形
で学校での授業などがあればいいと思い
ました。また診断名≠障害という項目では
実際の工夫点を聞くことでやはり、障害
を作っているのは個人ではなく社会側な
のだと思いました。また、生きづらいと
誰も思わない世の中になれば障害がなく
なるのではないかそうするには一人一人
が他人事ではなく自分ごととして障がい
があるということについて向き合ってい
ければいいと思いました。自閉症の話に
ついて、私は今まで自閉症の人はどのよ
うな世界を過ごしているのか知りません
でした。しかし今回、動画を見せていた
だき知ることができました。私もあのよ
うな世界で過ごし ていたらとても不安だ
と思います。また生きていくのがしんど
くなってしまうと思いました。今回の講
義を受けて店側が配慮をするのは努力義
務止まりになっているなどまだまだ制度
がうまくいってないと思いました。だか
らこそ私たちにできる手助けなどの配慮
をしたいと思います。そして、これから
始まるボランティア実践ではもっとどの
ような行動がいいのかなどを学んでいき
たいです。

今回、障害を持つ人との関わり方について
学ぶことができました。コロナ禍でのボラ
ンティアは大変だとは思いますが、これか
ら様々な活動をがんばっていきたいとおも
います。
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