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年末年始のお知らせ
12 月 25 日～1 月 4 日ま

便利なリンク集
小学生クラス別ページ

では冬休みです。1 月 5 日

Let's Go

18

から通常レッスンをします

Quizlet

25

のでよろしくお願いしま

Facebook

す。

インスタ

29,148

発達障害

社会にどう伝えていくか

10 月 30 日に「発達障碍の理解と支援」というテーマの市民講座に行ってきました。A4 一枚のアンケート
を配られて、そこに「感想を書いてください」と書いてあったが、色々考えすぎて書ききれなかったため帰り
の電車の中で携帯で感想を打ちました。ひかりんく（発達障害者支援センター）に送る予定だけでしたが、
SNS などでシェアしてくださいと言われましたので、少し修正したものをここでシェアさせてください。

今回のテーマは「社会にどう伝えていくか」、つまり、どうやって社会に理解してもらうことでした。それぞれの
パネリストが色々話をしましたが、結局誰も具体的なアイディアを発表せず、結論が出ないまま中途半端
に終わりました。そこで、ディスカッションで取り上げられなかった問題点があると思い、その問題点と素人
ながらの意見を書きました。素人である僕の個人的な意見でありますので、悪しからずご了承ください。

問題 1: 興味のなさ
何人かに「一緒に行かないか」と声を掛けたけど、皆似たような答えでした。
「なんで障害者に興味あるの？」
「俺には関係ない話やわ」
「うちの子は障害者じゃないんで」
まぁ確かに僕も自閉スペクトラム症の子に英語を教える立場じゃなかったら同じことを言ってたと思います。

でもそこに一番の問題があるのです。身近にいないから「うちには関係ない」という考え方の人がほとんどだ
と思います。その無関心をどう変えていけば良いのかが難しい課題です。

対策
昨日演説を聞いた一人一人が伝道師になる必要があります。「ええ話やったなー」と心に留めて誰
にも教えなかったら意味がありません。拡散する必要があります。まず理解してもらうためには「JNN
ニュースアーカイブ うちの子」を検索して見る価値があると思います。泣けます。
こちらは数年前に TBS ニュース
で放送された自閉症についてのド
キュメンタリーのアーカイブです。
クリックするとアーカイブにとびま
す。
※2005 年 7 月に TBS「報道特集」
の企画として全国放送したほか、1
時間番組は、同年の JNN ネットワ
ーク大賞を受賞し、全国の JNN 系
列局で放送。今回お伝えするもの
は、2006 年 4 月に再び制作したも
ので、2017 年 7 月 29 日に CS
「TBS ニュースバード」で放送。

問題 2: 父親
話を聞いてる時にもう一つ思ったのが、 障害者のお母さんが一人で子育てをかなり頑張ってるけど、お父
さん何してるの？と思いました。どのぐらいの割合か分かりませんが、お父さんが子育てにそこまで協力して
いない感じでした。演説中でも、一人のパパは「別居」して消えていく、演説者自身が単身赴任で東京に行
き、日々の子育てにあまり協力していなかったと言っていました。家族より仕事を選ぶ父親が少なくありま
せん。 話によりますとお父さんが一緒に診察や療育に来ない家も多く、奥さんが一人で子育てを頑張って
いるようです。子育ては二人の責任です。子育てから逃げないでください。

対策
障害児のサポートだけではなく、両親のための徹底的な心のケアが必要だと思います。無料カウンセ
リング(心療と夫婦関係の)、交流イベントはあると思いますが、行く心の余裕のない親もいると思いま
す。既に絶望している親は自分から助けを求めなくなることがあるので、プロアクティブなサポートシス
テムを作らなければなりません。
もう一つ、企業も障害者のいる家庭のことを配慮すべきだと思います。子供が障害者なのに「単身
赴任」「転勤」をさせようとする会社がおかしいと思います。

問題 3:理解不足による偏見
実は演説後に友達と久しぶりに話す機会があり、今日このセミナーに行ったことを伝えると衝撃的なことを
告白されました。 数年前に障害を持つ大学生の娘さんが男子大生にひどくいじめられて、自殺を図りまし
た。なんとか命助かりましたが、自殺に追い詰めた原因が同級生の「理解不足」でした。子供も含めて社会
にいるすべての人々に理解する義務があるではないかと思います。外に出ると高齢者、身体障害のために
色んなサポートはあるし、ある程度の理解がありますが、発達障害者に対しての理解が少ないと思います。
「親のしつけが悪い」「そこの子、問題児やわ」などと言って偏見を抱いている方が多いでしょう。

演説の中で神戸金史さんが 2016 年の相模原障害者施設殺傷事件について色々語りました。せっかくで
すので、本人の言葉を引用します。長いですので、ぜひリンクをクリックし、歌詞を読んでください。

2016 年 7 月 26 日、日本で恐ろしい事件が起きました。 重度の障害者が入所する施設に刃物を持った男が押し
入り、19 人を殺害、27 人が負傷させられました。重い障害を持つ人を順番に刺殺していくという残忍な事件は、世
界中で大きく報じられました。 逮捕された男は「障害者は生きている必要がない」と供述しました。私のような、障
害児を持つ親は、容疑者の憎悪が自分の子供に向けられたように感じ、深く傷つきました。 しかし、内心容疑者の
ように思っている人は、一定程度いるようです。それで、私は自分の気持ちを書いてみました。
神戸金史 （福岡市） （Youtube より）

対策
教える立場の者としてまず思ったのは、小学校から具体的に教えるべきではないかと思います。やっ
ている所もきっとあると思いますが、障害者のいない学校ではどうなんでしょう？文部科学省や各教
育委員会でこの話をしているか？カリキュラムを作っているか？「先生お任せ」だけだとこの話題に
触れない先生が多いでしょう。

今回の演説の感想は以上です。

最後に一言です。

発達障害者に限らず、自分と違う「人を理解する」ためには、まず一人一人が自己中心的な生き方を見
直さなければなりません。「思いやり」「同情」「サービス精神」を常に心に留めて、人を「愛」すれば、自然に
発達障害者に対する気持ちが変わると思います。 どうやって Selfish(自己中)な心から Selfless(無私無
欲)な心に変われば良いかについては次回のテーマにしたら良いかもしれません。

最後まで読んでくれた方ありがとうございました。2 回連続長文を書いてしまい、すみません。1 月はきっと
短いと思います。笑

Have a Merry Christmas.

December: Christmas
12 月 クリスマス

Vocabulary
Kangaroo

Koala / Step 1

Step 2

Step 3

単語

・Bell

かね

・Santa Claus

サンタさん

・Present

プレゼント

・Reindeer

となかい

・Snowman

雪だるま

・Christmas Tree

クリスマスツリー

・Jesus

イエスさま

・Stocking

くつした

・Candle

ろうそく

・Angel

天使

・Mary

マリアさま

・Joseph

ヨセフ

・Ornament

かざり

・Wreath

リース

・Shepherd

羊飼い

・Candy Cane

キャンディ

Christmas Preparation
Christmas is coming soon!

クリスマスの準備

もうすぐクリスマスだね！

Have you been a good boy/girl?
Let’s write a letter to Santa.

いい子にしてた？

サンタさんに手紙を書こう

What do you want for Christmas? クリスマスに何がほしい？
Let’s decorate the Christmas tree!
Wow, it’s so beautiful.

クリスマスツリーを飾ろう

わー、きれいだね。

Let’s make some Christmas cookies.

クリスマスクッキーを作ろう！

Christmas is Jesus’ birthday. クリスマスはイエスさまの誕生日だよ。

Christmas Day

クリスマスの日

Santa is coming tonight!

今夜はサンタさんが来るよ。

Lets leave some milk and cookies for Santa.
Yay, Santa came.

サンタさんにミルクとクッキーを用意しよう。

やった！サンタさんが来たね。

Look at the presents under the tree.

ツリーの下のプレゼントを見てね。

Let’s open the presents. プレゼントを開けましょう。

12 月の手遊び
Mummy and Me 1 & 2 Kangaroo & Koala
We Wish You a Merry Christmas

動画はこちら

We wish you a Merry Christmas (x 3)
and a Happy New Year
Happy holidays to you, your family, your friends.
Happy holidays, Merry Christmas, and a Happy New Year.
We all do a little clapping.
We all do a little jumping.
We all do a little stomping.
We all do a little whispering.
Christmas is here!

Step 1
Jingle Jingle Little Bell

動画はこちら

Jingle jingle little bell.
I can ring my little bell.
Ring it fast.
Ring it slow.
Ring it high.
Ring it low.
Jingle jingle little bell.
I can ring my little bell.
Ring it over here.
Ring it over there.
Ring it, ring it, everywhere.

Step 2 & 3
I’m a Little Snowman

動画はこちら

I'm a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.
These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr...it's cold!

12 月の歌
Mummy and Me 1&2, Step 1 Kangaroo & Koala
What do you want for Christmas?

動画はこちら

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa’s on his way.
I want a train. I want a train.
I want a great big train.
1. Train

2. Rocket

3. Robot

4. Teddy bear

Step 2 & 3
Ten Little Elves

動画はこちら

1 little, 2 little, 3 little elves,
4 little, 5 little, 6 little elves,
7 little, 8 little, 9 little elves,
10 little elves are making toys.
1. making toys
5. hammering

2. sewing
6. wrapping

3. painting
7. sleeping

Elementary
Santa’s on his way 動画はこちら
What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a ball. I want a ball to bounce.
Bounce? Bounce!
I want a yo-yo to spin. Spin? Spin!
I want a bike to ride. Ride? Ride!
I want a jump rope to jump. Jump? Jump!

4. sawing

