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実施概要 

名称   Outreach33.jp 年次報告会 聴覚障害児者のキャリア発達支援 

開催日程 2019 年 3月 19 日（土） 

開催時間 14:00～18:00 

開催場所 早稲田大学 3号館 701 教室（東京都新宿区西早稲田１－６－１） 

主催   科学研究費補助金 18K13227による実施 Outreach33.jp 

協力   早稲田大学障がい学生支援室 

 

講演者  戸田重央（株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所 所長） 

     益子徹（日本社会事業大学 社会福祉士） 

     石田彩（在宅ケアサポートみちくさ きこえとことばの相談室 言語聴覚士） 

     杉中拓央（小田原短期大学 講師） 

事務局  香川龍仁（小田原短期大学 リサーチアシスタント） 

 

参加者数 53 名（うち当日参加 4名） 

 

 

当日の模様 
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聴覚障害児者のキャリア発達支援 講演録 

（2019 年 3月 16 日、早稲田大学３号館７０１教室） 

 

杉中／じゃあ、五分遅れになりましたが始めます。 

小田原短期大学の杉中と申します。本日は年度末のお忙しいところお運びくださり、心よ

り御礼申し上げます。本日のイベントは、私が研究代表者をつとめております文科省の科研

費の研究をフィードバックする機会ということで設けさせていただきました。よろしくお

願いいたします。 

また、会場提供や運営には早稲田大学様の全面協力をいただいております。というわけで、

こちらにロゴの方をだしておりますので、もし行きたい大学とか決まらない方がいらした

ら、ぜひ、早稲田大学に進学していただいて（会場笑）よろしくお願いします。ちなみに小

田原短期大学も保育士、幼稚園教諭になれますので、興味あるかたがいらしたらぜひ。 

本日の進行ですが、講師紹介もいたしますが、のちほど。それぞれ支援の現場におきまし

て、非常に経験豊富なお三方をお招きしています。みなさんも目当ての方がいるかたもいら

っしゃって、心待ちにされていることと思います。それぞれみなさん発表もプロなので、と

てもわかりやすい話をしていただけると思いますので（会場笑）まずはいちばんわかりにく

い、漠然とした私の話。まず、キャリア発達支援って何？っていうところから、二十分ほど

話します。おつきあいください。 

 

まず、キャリアとはなにか。みなさん何を思い浮かべるでしょうか。おそらく、仕事です

よね。言葉のイメージとしては、キャリア、ノンキャリア、あるいはキャリアアップみたい

な。和製英語なんですよね、これは全部。ただ、何か仕事に関するイメージが大きくて、な

んかエリートだとか、意識の高い人、みたいな。そういうのがキャリア、の言葉のイメージ

と近いんじゃないかと思います。ただ、ただそうではなくて、本来は、ラテン語からきてい

まして、乗り物という意味があります。そこから転じて、イタリア語やフランス語で通り道

だとか、コース、あるいは轍。轍と

いうのは車輪のあと、という意味で

す。右上の写真をみていただきたい

のですが、これは雪の上についた車

輪のあとですね。こういうものがキ

ャリア、なんです。それで、轍はみ

んな大体同じルートをとおって曲

がったり、直進したりしているんで

すけれども、まったく重なり合って
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いる轍というものは一つもないのですよね。 

キャリアもそれとおなじで、何か似ているようであっても、一人一人、まったく違う人生

を生きているということがいえます。ここで定義しておきたいのは、キャリアというものは、

その人らしくあるための、人生の歩み方ということになります。仕事はもちろん、プライベ

ートすべて含めて、どういうふうに生きていくかということが、キャリアには含まれている

ということ。それをここで、定義しておきたいと思います。 

よくある誤解として、たとえばワークキャリアというと、職歴という感じで、学生の時分

であれば、職業教育とイコールと思いがちですが、ここで理解しておきたいのは、学生にと

ってのワークはなんですか、ということ。学生にとっての課業、ワークというのは、学ぶこ

とですよね。つまり「将来どのように過ごすために、自分の仕事である学業をいかに進める

か」ということが、本来ワークキャリアの意味には含まれているのですが、いかにいい仕事

につくかとか、手に職をつけるための教育とかの方向に、少し誤解されている。それももち

ろん大事なことですが、ちょっと理解をかえてみて、学生の時分は、自分の特性を知り、将

来をみすえて学ぶことが仕事なのだということ、そこが混ざらないといいなと思います。 

 

はい。ちょっと難しい話でしたが。突然ですがみなさんは、一般的な飛行機、旅客機。離

陸するためには滑走路が何メートル必要か知っていますか？ご存じの方もいらっしゃるか

と思いますが、想像してみてください。安全に飛び立つためには何メートル必要か。これは、

だいたい三千メートル。今ちょっと問題になっていますが、ボーイングの７４７でだいたい

3０００メートル必要。これくらいあれば安全に飛び立てるということです。 

で、ちょっと心理テストをここでやってほしいのですが…（スライド）こんな素材しか 

なくてすいません（会場笑）。仮にですよ、もし人間に羽が生えたとして、人間が飛び立

つためには、皆さん助走が何メートル必要だと思いますか？ちょっと、コメントシートを

裏返して、でかでかと数字を書いてみてください。裏側に。ほんとに直感でいいです。心

理テストなので。ぱぱっと、書いてください。時間もないので、書いた人から掲げてみて

ください。読めませんね（会場笑）ちょっと前に出て行かないと。はい、５０、２００、

５メートル、０、ゼロ？（笑）ありがとうございます。時間があれば根拠などききたいの

ですが、ちょっと時間がありませ

んので、これはですね、ここで出

てきた数字というのは、これから

の人生において、皆さんのことを

応援してくれる人の数だそうです

よ（会場ざわざわ）。よろしいで

すか？ゼロという人もいました

が、強く生きていっていただきた

いと思います（会場笑）。  
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 で、皆さんの答え、非常にバラツキがありましたよね。ではもう一つ、質問です。皆さ

んは何メートル泳げますか？これも、ぱぱっと想像していただいて…たぶん２５ｍとか、

折り返して５０ｍとか。おそらく水に入りたくない人も、そういう方もいらっしゃると思

いますが、一瞬でぱっと浮かびましたよね？うん、はい。何故かというと、これは、みな

さん必ず一回はプールに入ったことあって、自分が、人間が、どれぐらい泳げるか、水が

好きか嫌いかを知っているからですよね。このひとつ前の質問は、人間に羽がはえたなん

て、みんな飛んだことがないものですから、基準もなく答えにバラツキがあった。何事も

経験したことがないとわからない。身の丈を。自分がどれだけいけるかっていうことを。 

はい。なので、何事も経験してみないと、今回の、私の発表のタイトルにも、ちょっとど

んなタイトルにしたか忘れかけていますが（会場笑）助走に何メートル必要か、という。自

分が何者であるか、何事も経験してみないと、身の丈というか、どこまで行けるのかとか、

どこに行きたいのかとか、目測を誤らないでいけるかとか、わからない。それをできるよう

に支援するのが、キャリア発達支援なんです。このあと講師の先生の話が続きますが、経験

してみること、そして、それを助けること、という視点が、キャリア発達を促すためには、

非常にシンプルなことですが、大切なことだと私は思います。ちなみに、さっきの心理テス

トは私が夕べ考えたものなので、あまり気にしないでください（会場笑）。 

ここからは少し難しい話題に移っていきますが、キャリアをつくるものとはいったいな

んでしょうか。何が、キャリアをはかる上で、重要なのか簡単に説明したいと思います。 

キャリア心理学者の渡辺先生という方が、「キャリア」をつくる要素として、ご覧の四点を

あげています（スライド）。キャリア心理学は学際的で、非常に広い学問領域で、多くの学

者がいる。概念も様々で、そのときの時代背景の影響も強く受けているのですが、この渡辺

先生が、キャリアの研究を俯瞰して、これら四つが含まれるのでは、というのをまとめたの

が、この２００７年のものです。 

ひとつは人と環境との相互作用。親がどんな人か、家族構成もそうですが、ひとりっこか、

兄弟がいるかとか。後は、友人ですね。不良とつるんでいたら不良になる。あるいは、まじ

めな友人にかこまれ、ちょっとしゃれの通じないひとになっちゃうかとか。そう。また、時

代背景もそうですね。今、家にこもっていても、インターネットでビジネスができたりする

し、必ずしも外に出て行かなくて

も、その人なりにやっていける時

代。こうしたものの影響を受けて

いる、という指摘がひとつ。 

次は時間の流れと空間のひろが

り。時間の流れというのは、過去・

現在地・未来を把握して、未来に対

する見通しをもって、という。すこ

し漠然としていますが、後で説明
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しますね。 

空間のひろがりというのは、仕事、家庭、余暇とか。みなさん役割を持っていると思いま

す。普段のすがたはサラリーマンでも、家に帰れば誰かの息子、父でもある。町内会の役員

だったり、フットサルサークルの幹事であったり。皆さんおそらく四重？五重？くらい役割

を抱えて生きていらっしゃると思いますが、こういうことが、空間の広がり。色んな顔。こ

れもキャリアを形作る要素だといえると思います。 

最後なのですが、個別性ということがいわれています。これは、渡辺先生も、もっともキ

ャリアで重要な概念だといわれています。２人と同じ人はいない。模倣では意味がない。障

害者支援においては特に重要な視点。世の中表面的には似た者がいて、学校の先生や支援を

やっている方であれば、今度きたのは誰々と同じような人が来たぞ、と、職業病的にくくっ

てしまうことがありますが。二人と同じ人はいないということを意識することが必要です。 

以上の四点を個別に説明していきますね。 

人と環境との関わりについて、Holland という心理学者が提唱したものですが（スライド）

個人と環境の関わりを図で表しています。遺伝はうまれつきですから、抗うことができない

というか、ひとりひとりが固定して持って生まれることですが、それ以降の活動というのは、

環境との相互作用によって育まれていく。家庭、家族、友人、教育、とかかわることで興味・

関心を育てていく、ということがいわれています。難しいので、実例を挙げてみてみます。

フリー素材のサッカー選手（スライドの絵）が出てきましたが、仮に背が高く生まれたとし

ましょう。このモデルで説明できます。海外の研究ですが、背が高く生まれた子供はほかの

同世代の子供より、図体は優越していますので、スポーツに対する関心が育ちやすいという

ことは科学的にいわれているのですが、たとえば背の高いサッカー選手が、諸活動のところ、

いろんなスポーツに親しむ。サッカーだけでなく、バスケやってみたり、バレーやってみた

り、そのなかで興味や関心、サッカー選手がいいな、と思い至る。 

環境の影響というのは、あるいは、スポーツ一家で親がサッカー大好きだったらサッカー

を好む。もし仮に、世の中がバレーボールブームだったら、バレーボールにいくかもしれな

い。これが時代背景の部分です。これが興味関心、サッカー選手にあこがれて、次にたちは

だかるのが能力。俺うまいじゃん、となるとプロを目指す、というところにいきますが、も

しここで挫折すると、プロはむりだ

けども、体動かすのはすきだし、趣

味でサッカーやろうとか、フットサ

ルやろうとか、なるわけです。環境

というものと相互にかかわって、キ

ャリア発達をしていく、ということ

になります。 

ここで、「失われた半分」という概

念を紹介します。中下位の社会階層
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にうまれると経済的に、キャリア発達の機会が少なくなってしまう、という海外の実証的研

究です。聴覚障害についても似たようなことがいえると思います。まだ科学的に実証された

ことではありませんが、聴覚障害というのは社会において、情報の入・出力に不利があるこ

とは事実です。たとえば、先ほどの、経済的にキャリア発達が阻害されるというのは、たと

えば、親御さんが忙しすぎて、お金を稼ぐことが目的になってしまって余暇、プライベート

のネットワークが広がらないがゆえに、子供にも情報、文化が伝わらず、キャリア発達しな

いというようなことをいっているのですが、聴覚障害についても、情報が入ってこない時点

で、ほかの聞こえる人たちに比べたら、圧倒的に機会が少ないということになる。こういう

ところを理解して支援することが、親御さん、教師の出番ではないかと私は思っています。 

これに関連して今、私が感心を持って研究していることとして、早生まれの聴覚障害者と

いうのがある。たとえばスポーツ選手は、早生まれだと不利ということがいわれているので

すね。グラフ。プロ野球選手と甲子園に出た選手、左端が四月で、右端が三月生まれ。きれ

いに左から下り坂になっている。競馬の騎手は逆なんです。背が高くなってしまうとなれな

いので、逆に上り坂になっている。他にもいろんな要因があるかもしれませんが。学校の勉

強についても、早生まれのひとは成績が一時的にふるわないということもいわれている。 

私はこれをヒントに、聴覚障害児のキャリア発達はどうなっているか、ということを調べ

ているのですが、早生まれであるほうが、人間関係を重んじる仕事よりも、情報を扱う仕事

を好む傾向にあるというデータが出ています。また、もうひとつは、ちょっと自分の職業が

決められないよ、という状態に、早生まれのひとは陥りやすい傾向にある、という感触があ

ります。ただ、４月生まれだからうまくいく、早生まれだからうまくいかないというのでは

なく、こんな切り口もあるよ、ということを、保護者の皆様や学校の先生方は注意していた

だけるといいですよね。はい。 

続いて、時間と空間の広がりです。学生さんもいらっしゃっていますが、自分の姿を何年

先まで想像できますか、ということ。どれくらいまで自分の姿を想像できる？ということを

考えながら聞いてほしいのですが、時間の流れというのは、どれくらいの時間の流れの物差

しをもっているか、時間、日、年、１０年、生涯。これくらいの、どれくらいの将来の見通

しを持って現在を生きているか。たとえば１０年後に何をしたいから、こういう資格をとる、

というような。時間の流れを意識し

て、生きているか。必ずしもぎちぎ

ちに考えなくていいのですが、でき

れば少し先まで見通しを持つこと

が大切といわれる。どれくらいの空

間の広がりに生きていますか、学

校、海外、その右下（スライド）、ど

ういう役割、空間的ひろがりにいき

ていますか。無理に海外で働かなく  
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てもよいのですが、空間を広げるこ

とで、刺激的なイベントに巡りあう

機会が増えていきます。自分は学生

です、サークルでは何々係です。一

個一個役割が増えていくことで、知

り合いも増え、キャリア発達の機会

もまた増えていく。これが空間的ひ

ろがり、ということです。 

最後に、「個別性」について説明し

ます。聴覚障害の個別性ということは、いろいろありますよね。どれくらい聞こえるか、ど

れくらいしゃべれるか。ろう？難聴？あとは、コミュニケーションモード、手話をつかうか

口話か、あるいは人工内耳、補聴器といった補聴機器。今、人工内耳も保険適用になって久

しく、その時に手術した大学生ぐらいの層が、非常にボリュームが増えてきています。どん

な補聴手段をつかっているか。あるいは、何もつかっていない人もいると思います。 

あとは、教育。ろう学校、地域の学校、どのような学び方、教わり方をしてきたか。それ

から、家族構成、保護者の意向、こんなものが相まってその人だけのキャリアが形成されて

いく。ですから、キャリアに正解とか、ここでいうキャリアにはアップとか、高低とか優劣

というものはありません。大事なのは、本人らしく生きていくことができるかのみ。 

これが時に、親心、先生心とかち合ってしまうことがある、という話もよく聞きます。ど

ういうことかというと、親や先生は手に職をつけてほしい、いい大学や会社に入って幸せな

人生を歩んでほしい、こうあってほしいと考えるのが自然と思いますが、本人が、いい企業

に入っても仕事がフィットせずすぐやめてしまうとか、そういうこともありますので、なる

べく自分らしさ、納得の獲得というものを大人の皆さんには支援していただきたい、と。 

そして、時には、とてもすばらしい聴覚障害者のモデルとか、いたりするんですが、彼ら

の真似をさせるのではなく、その人なりの、自分の子供や教え子なりの人生を切り開けるよ

うに接していただけたら、と思います。はい。大人、キャリア発達というのは当事者だけで

はなく、まわりの大人にも求められていることかと。たとえ話になりますが、この絵ですが、

大人には管制官になってほしい。管制官というのは、管制塔から飛行機が安全に飛べるよう

にアドバイスする役割です。飛行は

当事者がする。中には、飛行機に乗り

込んで傍らで操縦桿をとってしまう

ような大人もいるんですが、操縦桿

に手をかけてしまうと、当事者本人

にとってはストレスだったりするこ

ともあるし、飛びたいところに飛べ

ないということもあります。ただ、本
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当に危ないときにはストップさせられるのは親御さんの役割なので、駅伝の監督のように、

本当に危なくなったときにはとめてほしいですけれども。 

ブックスマート、ストリートスマートという言葉があります。ブックスマート、ある程度

の学校秀才というのは育てられるかもしれませんが、ストリートスマートというのは、現場

においてうまく立ち回って、周りの人からも応援されるような人というのは、人為的には育

てられないということがいわれています。ですから、大人にも、どこかできいたような「よ

そはよそ、うちはうち」ということを（笑）意識していただきたいかなと思います。 

この情報社会で、インターネットやテレビで、カリスマみたいな方を身近に耳目にする機

会も増えてきましたが、ロールモデルともいわれていますよね。時に、まぶしく映る方もい

らっしゃると思いますが、こういう方はほんとに一握り、一側面で、きこえる・きこえない

に関わらず、この世に生きているひとたちというのは、みな汗をかいて必死に思い悩みなが

ら生きていますよね。ロールモデルの人でさえきっとそうです。ですから、あの人のように

なって、というよりは、あなたなりの人生を確立して、という視点をもっていただけたら。 

で、キャリア発達支援、何が必要か、ということですが、Cochran という心理学者の言葉

で、自分と、聴覚障害の当事者と、他者の両方からみて（スライド）キャリアが調和してい

ることが大切、ということです。具体的に調和とは何か、逆に、調和していないというのは

どういうことかを考えてみる。たとえば、目標としている資格があるのに、とれない学校に

入っているとか。医者になりたくて文学部に入っているとか（会場笑）。自分探しで謎の留

学をしているとか、もちろん謎の留学だって全然いいのですが、その先に何か見えているか、

ということですね。そして、調和していることの良さというのは、最後の行ですね（スライ

ド）説得力があって、他の人から励

まされ、報いられる、ということが

いわれています。頑張っている姿を

周りがみて、例えば人間関係がよく

なったり、応援してくれる人がやり

がいのある仕事をまかせてくれた

り、こういうことがあります。なの

で、その人が思い描いているキャリ

アは、傍からみても納得できるか、

自他が調和しているかどうかとい

うことが大切。 

さて、中学生の話から、というこ

とで、私は聞き取り調査もやってい

るんですが、ここで紹介するのは 3

例ございまして（スライド）、何に将

来なりたいかという質問をしたと
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き、医者を目指しているけど、聴覚障害の影響を考えちゃうとか、自衛隊に入りたかったけ

ど耳などの点から無理、と。漫画家がいい、とかなり、唐突な視点が出てきたり。三つ目は、

聴覚障害の影響があるから、何でもいいので、その影響を受けない仕事がいいと（スライド）。

やりたいこと、やりたくないことのほかに、できること、できないことの視点を持つことは

本当に大事ではあるんですが。しかしながら、この時期において夢や衝動を持つのは、もっ

と大事なことです。３番の事例は、キャリア選択に主体を欠いていますよね。聴覚障害の影

響の少ない仕事に就いたけどつまらないからやめた、ということにならないか、心配ではあ

ります。とはいえ、多くの子どもは、こうした種々の仕事内容を聴覚障害に照らしたとき、

仕事が実現可能であるか、実現可能性を、この時点においては客観視することが難しい。そ

こを、保護者や教員には支援してほしい。何ができて、できないのか、客観視できるような

お手伝いをしてほしい。 

余談ですが、最新の研究で、最近の聴覚障害児は自信家？というのがございまして、難聴

児のほうが聴児にくらべて、日常生活に対する満足感、QOLが統計的にも有意に高いそう

です。また人工内耳をつけた子供というのは自分の音声のスキルを過大に評価していると

いう傾向があることが、最近の研究でいわれています。ひるがえって、われわれの研究から

も、ここでは人工内耳に限定していますが、彼らの仕事に対する遂行、やり遂げる自信とい

うのは、聞こえる生徒よりも高い、というデータがでています。これは素直に受け取って、

聴覚障害者は自信家だよ、ということならいいのですが、一般的にみなさんあらゆる挫折を

経て、自信は良い意味で失われていきますよね。努力で、背伸びしたら何とかなる部分、あ

るいはそうでない部分。身の丈。ですから、このことを逆手にとれば、最近の聴覚障害児が、

挫折経験がないためにこうした自信が高めにでているのではないかと、私は仮説としてに

らんで調査をしています。また論文で報告できればと思っています。 

最後になりますが、聴覚障害は大切な個性だ、と個人的には考えています。生涯なくなる

ものではないので、それに向き合うこと。時に顔をそむけてしまうこともありますが、それ

もまたよしで、ひとつの選択であると。自分自身の人生を歩むには、自分との対話、周囲と

の対話が不可欠であって、ときに周りの人の言葉や反応が鏡となって、自分の姿を教えてく

れることもあります。これで正しいか、というのを、周囲とコミュニケーションをとって、

井の中の蛙かもしれないということを、常に内省できたらいいと思います。私も含めて。ひ

とことでいうと、自分の常に立ち位置を確認しながら、まわりのひとは、その様子をあたた

かく見守って、お手伝いいただければと思います。 

はい。（拍手）ありがとうございました。で、あのー、ちょっと、どんなかたでもWelcome

と書いたのですが、私の想像以上にいろんな立場の方が来てくださったので、難しい話はこ

れでも避けたほうで、研究報告は研究報告会にもかかわらず、避けたんですが（会場笑）。

今日、インターネットで名前を検索していただければ論文もでてくるので、興味のある方は、

検索していただけたらと思います。ありがとうございました。（拍手） 
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ここで本日の構成、いまさらですが説明させていただきまして、講師のみなさんを紹介し

ますので、お名前をお呼びしますのでご起立願います。まず特別講演、「聴覚障害者の就労

に大切なこと」と題しまして株式会社ゼネラルパートナーズ障がい者総合研究所、所長でい

らっしゃいます、戸田重央さんにお話をいただきます。（拍手）そのあと１０分の休憩時間

を設けます。トイレがわかりにくい位置にありますが、同じフロアにありますので、わから

なければ聞いてください。 

そのあと、10 分休憩を取った後に、大学に在籍する聴覚障害学生のキャリア発達支援と

いうことで、日本社会事業大学、社会福祉士の益子徹さんにお話をいただきます。よろしく

おねがいします。（拍手）続きまして、「学齢期を迎えた聴覚障害児者に必要なこと」という

タイトルで、ケアサポートみちくさ、きこえとことばの相談室言語聴覚士の石田彩さんにお

話いただきます。（拍手）そのあとまた休憩をとりまして、その後はクロストークというこ

とで残り時間をあてたいと思いますが、もう一度説明しますと、このコメントシートをお手

元に配ってありますので、ない人は受付の方に取りに行っていただきたいと思いますが、こ

れに、今の私への質問も含め、なんでもいいので自由に書いていただいて、これがたくさん

あるほどクロストークが盛り上がりますので、お気軽に、全部を読み上げる時間はないと思

いますが、率直なところをぜひ書いてください。今回、このシンポの段取り等についてのア

ンケートは別に設けますので、この会の運営がどうか、ではなくて、4 人の発表について、

ご意見ご感想ありましたら、なんなりとお書きください。二回目の休憩前に回収しますので、

よろしくお願いします。 

はい。それではさっそくこの後、特別講演を戸田さんにお願いしたいと思います。かなり、

ゆるめに、ゆるい会ですので、時間が押すこともあるので、もし途中で時間になって、次に

用事があるということでしたら、ご遠慮なく退出頂ければと思います。時間は本当にアバウ

トでやっていますので。ちなみに、この会が企画されたのは２月の末で、結構、非常識な会

なんですが、ダメ元で戸田さんに依頼したところ、OK ということで、すげえ、その後、い

ろんな方が手を上げてくださって、皆さんお集まりいただいて、本当に皆さんありがとうご

ざいます。先週ですね、私帰省したのですが、親父に 2 週間前に企画したと話したら、とん

でもないと怒られてしまったのですが（会場笑）所長クラスを二週間前に呼ぶなんてね…ち

ょっと反省しているんですけど。もうちょっとお待ちくださいね。それでは。 
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戸田／杉中先生ありがとうござい

ます。先ほどの杉中先生のお話は、

一人の親として、自分の子供のキャ

リアにどうかかわっていくかにつ

いて、とても参考になりました。あ

りがとうございます。今日は私のパ

ートは、「聴覚障害者の就労におい

て大切なこと」となっていますが、

杉中先生からは特別講演だからね、

基調講演だからね、といわれていますので（会場笑）、社会人になってからだけではなく、

大学、学齢期といったところについても、私からも簡単に触れたいと思います。今日お集ま

りの皆さんは、本当に様々な方がいらっしゃって、親子で参加の方もいらっしゃるのです

か？（会場、はい）あるいはこどもがこれから就活を迎える、というかたはいらっしゃいま

すか？あ、そうではない。じゃよかった。そういう方々がいると、就活とかの話のほうがよ

り興味があるのかとおもっていました。あの、学校を卒業すると、ほとんどの人が働きます。

働き方って様々なのですが、多くの人って、日本の一般企業に就職することになると思うし、

就職活動も経験することになると思います。先にいってしまうと、２０代、３０代の聴覚障

害者は実は簡単に就職できてしまうのですね。なのでそんなに心配しなくていいんですが、

問題は、「定着できない」、ということです。その原因は何なんでしょう。今日はその話題を

中心に話したいと思います。 

みなさん、障害者手帳をおもちのかたもいらっしゃると思います。障害者手帳があること

で、障害者採用への応募が可能になるわけですが、だからといって、それによって誰でも仕

事が決まってハッピーというわけではないです。企業の求めていることと、みなさんが考え

ていることには、少なからずギャップがあったりするわけです。企業がみなさんを雇用する

うえで、どんなことを知りたくて、どんなことをしなければならないか、事前に知っておく

ことも大事だと思いますね。 

私の自己紹介をスライドにかいてありますが、これまで障害者専門の人材紹介会社で、雇

用コンサルタントとして、人事担当のかたとはなしあう一方で就労支援員、支援者として、

障害者の仕事を探すお手伝いをしてきたのですね。今日はほんのすこしの時間ですが、これ

から社会に加わる中で、大事にしたいポイントについて話していきます。 

まずその前に、就労環境について、お伝えしたいと思います。 

平成２８年の調査です（スライド）聴覚障害者の、手帳所持者に限りますが、数は３４万

１千人でした。そのうち１８～６０歳の就労人口は、４万３千人でした。で、詳しいデータ

はまだ出ていませんが、平成 30年の予想でいくと、企業で働く聴覚障害者は約６万人とな

るので、働く世代の聴覚障害者ってだいたい仕事に就いているっぽいね、っていう話です。

で、こんどは、正社員はどのくらいの割合か。この辺も長期安定就労の目安ですので、 
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みていきたいと思います。そうすると、身体障害者の正社員率って２８．７％。で、聴覚障

害者の正社員率は２２．３％とちょっと低くなっています。ちなみに一般の正規雇用率は６

２％なので、そもそも障害者の正社員比率ってとても低いんですよね。この辺も課題かなと

思っています。 

賃金体系について、今度はすこし見ていきます。たとえば身体障害者全般でいうと、月給

制の人は、３９％。聴覚障害だと、３３％。時給制の人は、身体障害者だと５４．６％、聴

覚障害者だと６３．７％です。時給で働いているひとが多いのだな、ということが見て取れ 

ると思います。次に、収入状況。パートとか含めた一般の会社員の平均年収は 435 万円で

した。聴覚障害者の就労収入がどのくらいか、となると、年収換算で３６０万円未満のひと

は９３．７％でした。一般の人と比べると決して経済状況はよくないのかもしれないねって

いう話です。それから、週の労働時間というのをすこし見ていきたいと思います。週５日８

時間、このくらいで働く人がどれくらいかで見ると、フルタイムで働く人は、身体障害者だ

と、２９．６％。聴覚障害だと２７．０％。そんなに大きな差はないと思うんですが、身体

障害の方の場合だと、通勤の配慮とか、通院の都合で本人から選択して４０時間働かない、

ということもあるかもしれませんが、でも聴覚障害者の場合はどうでしょうね、この辺も一

つ疑問です。 

もう一つ、転職。3社以上の転職経験のある方は、身体障害者は３９．５％。聴覚障害者

の場合は５２．５％。二人に一人は

3社以上経験されていることになり

ます。これまでの数字を見て、どん

なことが推測できるか、いったん整

理してみると、就労年齢帯の人は、

どうやら就労できているらしい。け

ど、正社員は？というとすくなかっ

たなあ。給与実態を見てみると、時
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給で働く人が多いし、フルタイムで

は働いてないなあ。４０時間働かな

いと、手に取る収入が少なくなっち

ゃう。それから、転職回数も、およ

そ２人に１人は３回以上している

ようです。いろいろ、問題が見えて

くるのかな、といった感じです。私

自身の経験で、聴覚障害専門の就労

移行支援事業所で働いていたんで

すが、こうした数字をみていて、い

ろいろ実感するところがあります。

転職回数が１０回以上という方が

ざらにいました。そういった方々の

カウンセリングをすると、共通する

流れがあって、それがここにある連

鎖です。 

若いうちは、売り手市場なんで

す。今、障害者雇用ってすごく、人

不足なので人気です。でも長続きしない。離転職を繰り返す。職歴荒れる。早い人は１ヶ月

でやめちゃったりするんですね。若いうちはいいのですが、売り手市場だから２０代３０代

のうちはね。すぐ決まる。でも、ある年代を境に、がくっと決まらなくなっちゃう。正社員

で入れていたのに入れない。じゃあ契約。契約社員でもだめだからパートで、派遣で、と雇

用条件が不利になっていき、結果的に収入が少なくなっちゃう（会場感嘆）。これが共通し

て聞かれるお話でした。冒頭で私、聴覚障害者はすぐ仕事がみつかる、という話をしました。

何で聴覚障害者って人気なんでしょうかね。にもかかわらず、長続きしないようで、転職す

る人がとても多いようなのです。どこでも働けるから、聴覚障害者側がえり好みしてるんじ

ゃないかとか…違いますよね。 

どうして転職を重ねざるを得なかったのかということに目をむけると、聴覚障害者がお

かれている環境についての根深い問題に行き着きます。この二つの問題の原因って、実は同

じです。聞こえる側が全然、聴覚障害について何も知らないんですよ。 

では、どうすれば聴覚障害のしんどさとか、困りごと、をわかってもらえるのか。そのた

めに、今から自分でできることって何だろうとか、そのへんがテーマになってきます。みな

さんが思う以上に聞こえる人は、聞こえについて、全然理解が及んでいない。はじめて障害

者雇用にとりくむ企業さんに伺って、どんな人を採用したいですかってきくと、十中八九、

「聴覚障害者」っていうんです。「だって、聞こえないだけでしょ」、って。受け入れに寛容

なんじゃなくて、全然知らないんです。そして、入社していっしょに働きはじめてから、あ
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れ、コミュニケーションできない

な、とか、つまずいて、自分たちの

ほうも準備不足とわかってから、で

も、そこからの立て直しがすごく難

しい。最終的にボタンの掛け違いと

いう状態がどんどんつづいていっ

てやめざるをえない状況に追い込

まれてしまう。じゃあ、自分が希望

する仕事に、長く安定して働くため

には何をすればいいのか。何をした

らいいのか。そのためには、聞こえ

る側の実情を知って、それに対応す

るための準備というのが必要にな

ってくるのかなって思います。 

では早速、雇う側（聞こえる側）

の事情についてみていきたいと思

います。 

クイズを出したいと思います。企

業が障害者を雇用するとき、応募者の何をみているのでしょう。経験なのか、学歴なのか、

こんないろいろありますけど、障害のありなしにかかわらず、みていくポイントってどこか

って話になりますが、答えは、「定着力」なんです。 

もっと具体的にいうと、この人は配属先で、障害配慮などの理解を得られるのか、とか、

このひとは、ほんとにうちの会社の環境で働けるのか、何か非常時の場合にはこの人は自分

で対処できるか、ということを考えて、皆さんと向き合っている。 

 

人事の人って、「この人」っていう言葉をつかったんだけど、実は心配していることは、

自分とか、会社のことなんですね。うちの社員は、障害者雇用に理解があるだろうか。「う

ちの会社の環境をどう変えればいいだろうか」どのくらいコストをかけないといけないの

か、とか。非常時に自分たちはどう対処したらいいのかとか。要は、企業も、障害者を雇用

するにあたって、疑問や不満がつねにつきまとっている状態です。どうしたらじゃあ、こう

した企業側の疑問や不安を解消できるか。やっぱり、それは、聴覚障害者自身が解決の鍵を

にぎっているということです。 

でも、解決の鍵を、第三者の誰かではなくて、自分自身が握っている、というのはとても

ラッキーなことです。解決する鍵が外にあると、これはコントロールしようがないわけです。

でも、自分がもっているっていうことは、準備をしさえすれば、周りの人の心配ごとも解決

できるということにつながっていきます。 
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で、職場に定着するためには、い

ろんな要素がかかわってきます。周

囲の人の支援で成り立つこととか、

受け入れる側のスタンスもありま

すが、ただ、今回は自助努力、自分

自身でできてほしい、できなければ

ならないことについて目を向けて

いきたいと思います。 

定着力というのは、社会人になっ

てからやりはじめるもの、っていう

のではなくて、大人になるまでに準

備を完了していなければならない

ことがあります。大きく分けて、社

会に出る前に準備したいことと、社

会に出た後も心がけたいこと、とい

うふうに分けますが（スライド）社

会に出る前に準備したい要素とい

うのは、基本的生活習慣とか、自己

理解、例えば自分の志向性とか、好き嫌いとか、向き不向き、そういったことです。そして、

後ほど時間をかけて説明しますが、説明力。社会に出た後も磨き続けたい要素として、言語

化する力っていうのを磨いていきたいな、という。そういう感じです。 

まず、社会に出る前に準備したいことをさらっとおさらいをしたいと思いますが、今日、

保護者のかたもいらっしゃると思うので、社会に出る前に知っておきたいことを押さえた

いと思いますが、人はどうして働くんでしょう、っていうこと、これだけで一時間、グルー

プワークとか、できてしまうのですが、ただ話し合いをすると、おおよそこの辺の 3 つくら

いに絞られてきます。たとえば、自分の成長のため、というのは、成長すれば自信がつくし、

人間関係が広がるし、家族が喜んでくれるっていうことにつながっていくと思います。 

一般の企業に就職することを前提としてお話しますが、働いているとやっぱり規則正し

い生活をすることになるので、それによって健康維持することにもなります。で、働いた対

価として給与をもらえればそれで日々の生活を送ることができて、自分の好きなものを買

えたり、あるいは、高価なものであれば貯金をして買うこともできます。 

とてもあたりまえのような話なのだけど、案外、成人になると忘れちゃうことでもあるん

です。働くことに夢をもってもらうためにも、早いうちから働くことについて考える機会が

あることはよいことだと思います。聾学校だと、就労指導とかあるんですけど、一般の学校

だとなかなかそういう機会を持てないかと思います。 

じゃあ職場ってどういったところか。こうしたことについても意外とあたりまえが身に
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ついていないこともありますね。さ

っきもいいましたが、労働の対価と

しておかねをもらっている。それを

忘れちゃってたりする。 

休みについての認識についても

そうです。長い休みは、一般のサラ

リーマンだったらお盆と正月だけ。

繁忙期に休みを取れないっていう

こともある。それから、ルールもそ

うです。会社からたとえば１週間に

５０個の生産。５０個作ってくださ

いっていわれたとき金曜日までに

４０個作った、と。「今週のおれ、が

んばったな」と。これではだめなの

ですね。まだ１０個不足してます

よ、就業時間までに間に合わせてく

ださいっていわれるかもしれない。

そうなると、決められた仕事を遂行

しないといけない。要は、責任もつ

いて回るということなんです。ほか

にどんな違いがあるでしょうね。 

学校なら、クラスメイト、同い年

などで構成されているけれど、会社

に入ったら、１０代後半から７０代

までいるところもそろそろ出てき

始めていますけど。実に幅広い年齢

のひとたちで構成されています。 

それから学校というのは、授業料とか、お金を払ってサービスを受ける側なのですが、で

も会社に入ったら、サービスを提供する側なんです。その対価が給料となって自分たちの手

元に入ってくる。 

それから、チームワーク。これは学校でも会社でも、一見共通しているように見えるけど、

会社のチームワークってより厳しくなります。わがままとか甘えはいえない、ということな

んですね。そしてね、なんといっても、学生から、社会人に役割が変わることで、あらゆる

立ち居振る舞い、所作などともいいますが、大人として判断されることにもなります。そう

なると、社会人として守らないといけないということは、学生時代にすでに身についていな

いといけないのですね。たとえば返事をする、挨拶する、とか、報告、連絡、相談する、身
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だしなみを整えるとか、勝手に休まないとか。 

これね、当たり前のことなんだけど、これが卒業するまでにはできていないと、大人とみ

なされません。聞こえる人と、一緒に働く場の常識も、知識として身につけておく必要があ

るのです。おはようございます、ありがとうございます、失礼します、など、こういった言

葉とか振る舞い、どんなときどんなタイミングで使えばいいかとかね。であとね、身だしな

みもそうです。なぜ身だしなみを整えるかというと、最初に出会った人に印象をよくしたり

とか、毎日たくさんの人と会うから。おしゃれとは違う。ね。 

髪はくしをつかって整えるとか、お風呂に入ってきれいにするとか、洋服のほつれがあっ

たら直すとか、爪が伸びたら切るとか、靴のかかと踏まないとか、シャツの裾はズボンのな

かにいれておくとかね。そして勝手に休んじゃいけない。なんでか。会社では、働く人みん

なを頼りにしているからです。休んだり遅刻したりすると、ほかのひとに迷惑をかけます。

休まず毎日通うこと、それが評価されるんですね。用事があるときは早めに連絡するとか、

具合が悪いときは自分で連絡入れるとか。 

そして、遅刻はだめなんです。自分だけで起きられる工夫をする、電車やバスの時間を確

認しておくこと。これ、社会人として当たり前。やむを得ず遅れるときとか、休むときには

連絡しなければいけない。バスとか電車が遅れちゃったら、もし風邪を引いたら休みたいと

自分で報告しないといけないのですね。 

どうですか、でも、私も振り返ると、今話したことができていないなと話しながら思っち

ゃうこともあったりします。そしてね、聞こえのこと、聞こえにくい場合というのは、さら

に自分の聞こえのことについての説明力、これを持たないといけないんですね。 

幅広い聴覚障害のなかで、自分はどの程度聞こえるとか、どういった配慮が必要だとか、

言葉にできないといけません。よく、面接対策とか練習するんですが、自分の聞こえについ

て説明してくださいといったときに、私は右が１００dB、左が１０５dB といった説明をし

たりするんですが、それでは、まったく伝わらないんですね。聞こえる人がありありと想像

できるようなかたちで伝えないといけない。配慮事項に関して、説明してくれる企業もあり

ますが、でもね、そういう企業ばかりじゃない。もし、自分の入りたい会社が聴覚障害者の

雇用実績がない場合、障害配慮について何も聞かれないこともある。そういうとき、就業環

境についてどういうふうにしてほしいか伝えるのは、自分の説明力にかかっているんです

ね。で、これから入る聴覚障害者と就業先のみんながともに満足できる職場にするためにも、

どういった調整をしてほしいのか、しっかり整理をしておかないといけないんですね。   

あとはやはり、新卒の就活とおなじく、やはり自己分析する必要がありますね。自分の性

格だったり、好き嫌い、向き不向きだったりとか、ね。そういったことです。 

次にちょっと、社会にでた後心がけたいことというのをお話していきたいと思いますが、

社会に出るには、やっぱり当たり前の力が身についている必要があるということをさらっ

とお話しましたが、社会に出たあとにずっと磨き続けたい力が説明力です。 

学生までは、どちらかというとインプットしたことが評価されます。社会人は、アウトプ
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ットを評価されます。発信力が、生

きていく上でとても大事なのです

ね。あとで話す、意思表明、という

ことにもかかわってきますが、ひと

まず、説明力について説明してみた

いと思います。「説明力」って、サバ

イバルスキルというか、生き抜くス

キルといっても過言ではないです。

自分の伝えたいことを相手に伝え

られるスキルって、大人になってと

ても大事になってくるスキルです。

これは言語化ともいいます。もっと

いうと、書き言葉での言語化です。

聞こえる人、聞こえない人共通で理

解できる言語にかえる力っていう

ことです。やはり、言語化できると、

困りごとに気づけて、相談できると

いうことです。 

相談とはどういうことかといっ

たら、問題解決のために話し合った

り、人の意見を聞いたりするという

行動なのですが、報告、連絡、相談

っていうじゃないですか、報告連絡

はね、だれでもできるんです。報告

と連絡って、事実を他人に伝えると

いう行動なので、これね、繰り返し

行えばできます。でも相談はね、ほかの二つとちょっと違う。相談ができるためには、その

基礎となる力として、自己内省ができるということですね。自分が、困っている状態にある

んだ、ということを自覚できる力。そして、その困りごとをちゃんと言葉に変えられる。言

語化する力、この二つがあって人に相談できる。 

ほかにもね、八方ふさがりにならないように、社内、社外に相談できる人を複数持つこと

が大事。そういった力も必要ですが、今日は、あくまで説明力というところに焦点をあてた

いと思います。 

言語化って簡単に言えば、頭に浮かんでいることを言葉にする力です。この力がつくと、

ただ漠然と感じていたこととか、困りごと、これがはっきりとした形になってあらわせるよ

うになります。言葉にすることで、自分の中のもやもやしたものが意見としてまとまって、
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それを人に話すことで、新たな「気づき」がうまれることもある。 

ほかにもね、今の時代だと情報収集っていつでもどこでも簡単にできちゃうんですね。で

も、ただみているだけだと、自分の意見を持ったりとか、ほかの人に論理的に説明できるっ

ていう力が身につかない。意識しないと、たくさんの情報とか知識に接しても、その場で、

へー、なるほどな、と、わかったつもりで終わってしまう。言語化する力を身につけるため

には、やっぱり、読書とか、新聞とか、テレビとか、インプットはもちろん必要なんですよ。 

それに加えて日記とか、何ならツイッターとか SNS でもいいし、ブログとか、様々な形

で意識的に発信する機会をもつ、ということも大事になってきます。後ほど、時間があった

ら気軽にできるトレーニングを紹介したいと思うので、あとでやってみたいと思います。

「わかったつもり」ってすごく、大事なんですよね。「わかったつもり」と「理解している」

にはものすごく大きな断絶があります。どういうことかというと、次。 

「漢字でバラとかいてください」といわれたらどうですか？話を聞いただけでわかった感

覚になるのはこういうことです。たぶんね、本とか新聞にかいてあったら、間違いなく読め

ると思います。でも書けない。これがね、わかったつもり、です。バラという字を書けるく

らいになる、そこまで深く入っていかないと、理解している、という状態にはならない。 

じゃ、自己理解、って何でしょうね。「わかっていたつもり」になっていたりしませんか？ 

自分のことってどこまで理解できているのか、理解して他人に説明できるか、ということが

とても大事です。 

ここでね、語彙を増やすことがとても大事とか、言語化する力がとても大事、という話を

したので、語彙をどうして増やさないといけないのか、というそのへんの話のとっかかりと

して、ゲームをやりたいと思います。ボキャブラリーの重要性に気づくためのゲームです。

怒りの表現を、って書いてありますが、怒りのボキャブラリー、怒りの表現、けっこういっ

ぱい世の中にありますよね。頭にくるとか、腹が立つとか、「いらいらする」とか、あと、

腹に据えかねるとか、だいたい身体をつかった表現が多いのですが、みなさんこれいくつい

えるでしょう。いまからちょっと、時間はかります。2分ほど。二分で怒りに関する表現を

４０個出してください（会場ざわざわ）。書いてもいいです。指折り数えるだけでもいいで

す。今から時間を計ります。用意、スタート。 

 

残り一分ですね。いかがでしょうか。のこり３０秒です。はい、おつかれさまです。2分

経過しました。ではね、正解例をご覧いただきたいなと思います。（スライド） 

はい（会場ざわざわ）。これがね、怒りに関する語彙ですね。皆さんいくつ答えられまし

たか？１０個以上出せたひと、いらっしゃいます？あ、いらっしゃった。すばらしいですね。

結構あるんだよね。若い人の言葉とかね。後ほどまたご覧いただければと思います。という

ことで、今ね、見てもらった通り、怒りの感情って、幅広いんですよ。こういった幅広い感

情に対して、3つくらいしか、単語が思い浮かばないってなるとね、これはね、これだけ幅

広いものを３つにしか分けていないということなんですね。５種類あれば、もちろん 5 段
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階にわけられるし、１０種類使える

ようになれば、それだけ分けられる

ようになる。言葉を増やせれば増や

せるほど、より感情を正確に表現で

きたりする。 

ちょっと余談なのですが、今ね、

子供たちが切れやすくなっている

といわれていますけれども、これっ

て言葉に関する能力に大きく関係

があったりするとおもいます。どう

いうことかっていうと、今の子供っ

て、極端に言うと今いった怒りに対

するラベルが、３つしかないんです

ね。うざい、やばい、キレル。今風

だったら、「やばみ」とかいいますね

（会場笑） 

この三つだけ。とりあえず、いら

っとすることがあったら、「ウザッ」

っていいます。で、つぎが「ヤバイ」。

あるいは、やばみ、ね。この言葉は

カバーする範囲が広いんですね。何

を見ても「やばい」っていうし、お

いしくてもまずくても、いいことで

も悪いことでも「やばい」っていっ

ちゃうんですね。ところが、この「や

ばい」を超えた瞬間はもう言葉を持

っていない。持っていなければどうするかっていったら、キレる。キレるというラベルを貼

るから、「きれる」という言葉にひきずられてそういう行動をとっちゃう。これね、大人で

も一緒です。怒っているときに机をバンとたたいちゃうとか、出て行っちゃうとか、そうい

う人もいると思います。あれは、言葉で表現できていないから（会場へえーっ）。 

 

だから、言葉の能力が高い人というのは、感情のコントロールがしやすい。言葉の能力が

低いと、感情のコントロールが苦手になっちゃう。極端なことをいうと、私たちって、言葉

遣いを変えると行動が変わるし、その言葉に引きずられた行動をとります。その行動が変わ

れば、結果も変わる。やっぱり、言葉遣いが丁寧な人ってふるまいも丁寧ですしね、言葉遣

いが乱暴だと、行動も粗雑になっちゃう、つまりそういうことだったりします。だから語彙
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ってとっても大事なんですね。 

ここでいったん振り返って、説明

力を上げるために何をしたらいい

のか、まずね、インプット。できる

かぎり語彙を増やす。その次にアウ

トプットです。まず、誰の目にも触

れないところでいいから、一行でも

かまわないから、たとえば日記にし

てみる。自分が思ったこと、感じた

こと、気になるニュースとかね、ま

ずは自分のことばで 書き留める。

最初は、言葉にすること自体難しい

から、支離滅裂になると思うけど、

誰もみてないからね、ちょっとね、

書くっていう練習。してみる。 

日記で自分の考えを、書き留める

ことにだんだんなれてきたら、今度

はツイッターとかフェイスブック

とか、SNSを使って投稿をする。ここでね、他人の目を意識した文章をかくという、ちょっ

とハードルをあげたりします。どう書けば、正確に伝わるのか、意識しながらアウトプット

するというのは、人に意見を伝える際にとても重要です。で、SNS にもなれてきたら、家族

とか友人でもいいので、誰かに自分の思いを伝える。今まで一方的な情報発信でしたけど、

やっぱり一番違う点は、会話なので、相手からの反応がある、ということです。それはね、

質問かもしれないし、否定的な反応かもしれない。 

やっぱり対面である以上は、そこもうまく対応しないといけないですね。こういった繰り

返しによって、自分自身の考えが深くなるし、伝えたいことも明確になってくる。情報発信

能力というのは、こうして時間をかけて磨き上げるものだったりします。というわけで、言

葉を磨き上げるとか、説明力を身につけるという話をしてきたのですが、この辺でね、私の

話も飽きてきたと思うので、いろんなゲームをしてみたいと思います。 

 

最初にやるのは、自分が持っている語彙を引き上げるゲーム。「言葉の階段ゲーム」とい

うものですね。私からお題をだします。あるひらがなの１文字、お題を出します。例でいう

と、「か」ですが、「か」で始まる 2 文字の言葉、3 文字の言葉、4 文字の言葉、とだんだん

文字を増やしていき、最終的には、「か」ではじまる１０文字の言葉をつくってもらいたい。

ルール、としては、単語であるということと、あと、枕言葉を使わない。飾り言葉。「～の、

なんとか」とかね、たとえばかわいい子犬、とかすると、無限につくれちゃうので。あくま
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でも一つの単語で作ってもらいたいと思います。では、今から、、一分で、１０文字単語ま

で階段つくってみて。用意スタート、あ、ごめんなさい、お題出してないもんね（会場笑）。 

 

じゃあね、「き」です。用意スタート。３０秒ですね。皆さん一生けんめい指折ってます

けどね。あと１０秒です。はい、時間です。いかがですか。１０個つくれたかたいらっしゃ

います？あ！いらっしゃる。おお、では、益子さん。木、菊、菊菜、きしめん、きんちょう、

きんにくまん、次はこれなしなんですかね・・・奇人変人。あと、Kis-My-Ft2？ですか？次、

機関車トーマス、キテレツ大百科（会場笑）１０こ！すばらしいですね、拍手！ 

 

このようにして、いろんな言葉を入れて、引き出すことを遊びながら増やしていくのも、

一ついいことだと思います。トレーニングになるかなと思います。もう一つは、図形説明。

伝言ゲームです。伝えるのは図形。例題をお見せします。伝える手段は絵、スライドには口

頭って書いてありましたが、ハードル高いので、伝える手段はなんでもいいです。ただ、直

接書いてみせるというのはなしですよ。手話とか、指で形を作って伝えるとか、なんとかし

て、人に伝える。というトレーニングです。二人一組になって、伝え手と聞き手に分かれま

す。今、お一人で座っている方の場合は、前後とかね、三人一組とかでもかまいません。で、

えーと、お題は、伝え手になる方には、お見せします。2 分。私のところにきてもらって、

お題をみてもらいます。考える時間は 2 分です。伝える時間は 1 分。（スライド）たとえば、

こういう図形です（スライド）この絵を、言葉だけで説明して、左側の絵を再生してもらう

ということです。この場合だと、絵で描いたおでんのように、縦で書いた直線に、三角形が

四つ刺さっている。（スライド読み上げ） 

もしかしたらこれ、手話のほうが圧倒的に情報多いかもしれないですね。これを言葉だけ

でというのはなかなかハードルが高いかもしれない。 

ちょっとヒントです。大枠から話す。具体的に話す。自信を持って話す。自信がなさそう

に話すとね、その情報の信憑性が格段に下がってしまうので、自信をもって話してください。

ゆっくり話す。あと、相手の知っているレベルに合わせる。ついつい大人になっちゃうと、

これを説明するときに、「正方形を４５度回転させたような図形」とかいっちゃうんだけど、

菱形、でいいよね、みたいな。小学生にも伝わる言い方はどういう表現なのか、ということ

を意識しながらやってほしい。で

は、二人一組、ないしは三人一組で、

グループを作ってグーパーしてく

ださい。まずそこまでやりたいと思

います。じゃあグループを作りまし

ょう。 

 

じゃあここはそうですね、・・・（グ
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ループ作り）じゃあ、グーパーをして、決まりましたか？ 決まったら、パーのひと、あの

ー、私前に来るので、私のところに、ここまできて、お題を見に来てください。（会場ぞろ

ぞろ） 

あの、メモ持ってきて。伝え手になる方はメモをとってかまいません。今から 2分お見せ

しますので。よろしいですか、では 2 分はかりますね。用意、スタート。お考えください。 

はい、1 分たちました。残り１分でどういうふうに言葉だけで伝えるかを考えてください。 

はい、それでは 2 分たちましたので、では、聞き手にね、教えて、説明してください。用意、

スタート！はい、１分たちました。伝え切れましたでしょうか？ 

 

では、正解を！お見せしたいと思います。 

（スライド）はい、正解は、こんな図形でした。どうでしたか、みなさん。再現性は高か

ったですか？おおすばらしい！（会場ざわざわ）ありがとうございます。で、もう 1 個やろ

うかなと思ったんですが、そろそろ時間になりそうなので、ほかにもね、例題だけ。じゃあ、

こういう図形を言葉で表したらどうだろうとかね。こんな図をね、言葉だけで伝えるのはど

うだろうとかね。こんなトレーニングというご紹介でした。 

言葉にするってこういうことなんですが、自分の困りごととか状況を伝える、「自分こま

ってます」っていうことをことばにするっていうことは、受援力。援助を受ける力につなが

っていくし、合理的配慮を得るための意思表明、につながって来るっていうことです。 

今って学校はね、いわなくても合理的配慮をしてくれていますが、社会にでたとたん、自

分で求めないといけなくなってしまうのですね。その練習は社会に出てからだとなかなか

難しい。ちょっとね、当事者を取り巻く保護者だったり支援者だったりというひとたちも、

心構えとしては、自分の困りごととか、自分から話せるようにしてもらいたいから、あえて

先回りはしない。先回りしないで、察するのではなくて、聞こえなくて困っていることは何

なのって、自分の言葉で説明してもらう。毎回新鮮に聞いてほしいのですね。なれてしまう

のではなくて、言語化する力っていうのを鍛えるトレーニングだと思ってもらえればいい

のかなと思います。というわけで、おさらいなんですが、社会にでるまでに必要な力という

ことで、当たり前をめげずにちゃんとやるということ。相談、説明力をつけるということ。

相談力ってここに書きましたけれども、複数の相談先を持つことも大事だし、言葉にする力

をみがくということも大事。さら

に、相手に伝えるために自己理解を

深めることもとっても大事。という

ことです。というわけで、時間にな

りましたので、私からの話は以上と

します。長い時間おつきあいくださ

いましてありがとうございます。

（拍手） 
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杉中／ありがとうございます。戸田さん、ありがとうございました（拍手）。はい、今、４

３分ですので、５５分まで、休憩としたいと思います。今から１２分くらい。55 分に再開

したいと思いますので、時間までにお戻りください。トイレはこの同じフロア、７階にあり

ますので、ちょっとわかりにくいかもしれないので、もしわからなければスタッフにお聞き

ください。はい、繰り返しになりますが、このコメントシートは是非、お話を聞きながらで

もかまわないので、是非記入ください。今、これから二人の先生方にお話しいただきますが、

終わった後ただちに回収しますので、書いておいていただければと思います。それからメー

ルでもすでにいくつかいただいていますが、右下に書いてあるメールでも大丈夫なので、お

願いします。ちょっとお待ちください。益子さんがちょっと行方不明…はい、ではこれから

後半戦に移りたいとおもいます。益子さん、お願いします。 

 

益子／はい、帰ってきたらみなさん

居て、びっくりしました（会場笑）。

さきほど、戸田さんから、大学時代

にどういったことを身に着けておい

たらいいのか、というお話がありま

した。非常にどれも重要な観点です。 

さて、私の方では、「大学に在籍す

る聴覚障害学生のキャリア発達支

援」というテーマになっております

が、大学時代に身に着けておいたほ

うが良いこと、というよりも、どんな

過ごし方をしたら、それが習得でき

るのか、どうしてそういったことが

難しい状況なのか、ということにつ

いて簡単にお話できればと思いま

す。 

このあと、石田さんの方から、大学

入学以前のお話についても話してくださることと思いますが、大学時代というのは、イレギ

ュラーな場合を除いて、4 年間という、長いようで短い時間を過ごすことになります。 

ここでの教育は、大学に行かれた経験のある方ならお分かりと思いますが、非常にある種、

独特な時間を過ごすことになります。そして、ここでの過ごし方が就職後の人生においても

大きな意味をもたらすことが多いというのが、一般的な見解なのではないかと思います。 

ところで皆さん、キャリアとは何か、ということを考える上で、先ほどから色々なお話が

されていましたが、整理も兼ねて、ゲームを思い出してみましょう。 

皆さん、ゲームは好きですか？急にこのようなモンスターの画像が出てきて、びっくりさ
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れた方も多いと思いますが、このようなゲームには、あらゆる職種のキャラクターがいます

ね。勇者や武闘家、魔法使いまでいます。そして、レベルがあがるごとに、それぞれのキャ

ラクターの特徴に応じたパラメーターがあがっていきます。 

例えば、武道家であれば、力や最大 HPといったパラメーターが向上し、魔法使いなら魔

力や最大 MP があがります。このようなパラメーターの話をキャリアという概念にあては

めてみましょう。実は現実世界でも同様のことが起きているのです。 

何月生まれかによって多少の誤差はありますが、基本的には、大学入学時までの時間数は

同じだとします。ま、浪人されるかたとか、そういった方を除けば、このくらいの時間があ

りますね。そして、それぞれの入学された方の中には、サッカーが得意な学生、勉強が得意

な学生など多様な人がいるわけです。例えば写真のようなプロアスリートたちであれば、趣

味や遊びの時間を削って練習をしたりしていますし、そういった意味では皆さんよりも苦

手なことはたくさんあるかもしれません。蝶々結びが苦手だったり、炊飯器のスイッチの押

し方すらわからない、そういった人もいることでしょう。社会福祉の教員として、学生に

日々伝える際には、いじめられた経験、いじめた経験、そういったことにパラメーターを振

った人というのはあまり大学受験などに使える経験ではないかもしれないけれども、人を

支える仕事をする際には使える経験、パラメーターかもしれないよ、そんな話などもします

ね。 

さて、こういった中で、ろう・難聴者の方たちの大学入学以前の生き方について振り返っ

てみると、様々な点で制限されていることがわかります。ろう学校に行くのか、普通学級に

いくのか、人工内耳をつけるのかそうではないのかなど、いろいろな道のりがあるわけです

が、やはり、社会生活の中では、耳が聞こえないことによって、平等な参加が保障されてい

る状態というのは保証されづらいことでしょう。 

そのような中、大学での支援につ

いて、戸田さんの講演内容にもあり

ましたが、スライドのようなことが

求められています。スライドを読み

上げますね。このような内容がいわ

れています。たとえば、情報支援の

活用についても言われているんで

すね。 

例えば、この画像は、目の前の景

色と、手元にある写真を対比しているものです。ろう・難聴者が日々手に入れている情報の

量というのは、必ずしも音声情報の全てとは言い切れないところがあります。よく聴者がろ

う・難聴者に対して、「どのくらい聞こえているの？」と聴くことがあります。すると、ろ

う・難聴者は、「半分くらい」とか、「３割くらい」などと答えることがあります。しかし、

それではそうなのか、と思って良いのかというと、そうではないですよね。これが本当に音
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声情報の半分ないし３割なのかというと、実際には１割未満しかないこともあり得ます。つ

まり、もしかしたら、実際に得ている情報というのは、この絵葉書くらいの情報しか把握し

ていないかもしれないのです。 

人工内耳をつけている方や軽度の難聴の方とお話しさせていただくと、やはり「聞こえて

いるよ」というんですね。だけど、実際にはこういった情報量の違いが生じており、実際に

話してみて、「あれ？かみ合わないぞ？」ということが非常に多いのは、こういったことも

背景にあるのだと思います。 

また、90％の情報が聞こえていたとしても、残りの１割に非常に重要な情報が入っている

ということはありますよね。その１割というのが、毎回この手元にある絵葉書に入っている

かというと、これは非常に難しい問題です。ですので、「自分は聞こえているよ、自分は大

丈夫だよ」という人こそ、まずは情報支援を受けてほしいな、と思います。 

次に、大学時代というのは、何事にも主体的に取り組むことが求められています。この写

真は家の中から、飼い猫が外の野良猫を見ている写真です。家の中で生まれた、あるいはと

ても小さい頃に家に来た猫の場合、家の中にいるだけではほかの猫のことは分かりません。

何故周りの人間と自分は歩き方が違うのか、自分はほかの猫と比べてどんな特徴があるの

か。もしかしたら、家では控えめな性格かもしれませんが、外に出たら強気な性格なのかも

しれません。そういった多様な自分がいるのだということ、それから他者から見た場合に自

分がどういう存在なのか、他の猫から見てどう評価されるのかといったことなどは、やっぱ

り同じ猫の中に入ってみないとわからないものです。 

ある車いすの大学生の例ですが、大学に入学するまで、学校へ通学するときには、毎日親

御さんが送迎をしていたそうです。親御さんのご苦労もとてもあったかと思いますが、しか

し、部活もなく、授業が終わったら、16：00 までには学校を出る。友達と遊んで帰ったり

することなく、そういった生活を大学入学まで約 20年間繰り返してきた学生もいます。「大

学に入学するまで、同級生と対等なかかわりは殆どなかった。」とか、「いつも僕と話してく

れたのは親や先生であって、同級生の友達ではなかった」というろう・難聴学生もいます。

そういった場合、同級生の中で自分はどういう存在なのか。面白いキャラクターなのか、真

面目なのかといったこともわかりません。さらにろう・難聴者で言えば、自分はろう者なの

か、難聴者なのか、どうやって周囲とコミュニケーションをとったらいいのかといったこと

もわからないことが多いです。 

今日ここには、学校の先生や保

護者の方もいらっしゃると思いま

すが、そういう経験をしている学

生が居たら、先ほど杉中先生の話 
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にもありましたが、是非、失敗することを保証する、ということを大事にしてほしいと思い

ます。巨額の借金をしないかぎり、命に関わらない限り、彼らの失敗を保証する。転ばぬ先

の杖を用意するのではなく、転んだ先もただ共に歩むこと、こういったことが成長させるの

ではないかなと思います。 

特に保護者の方、大学の情報支援について、お子さんの代わりに成人を過ぎても大学と話

される方がいますね。もちろん、こういったことはお子さんのことを考えれば当然のことだ

と思います。しかし、それを大学４年生までやってしまうと、就職した以降もお子さんは自

分で必要なものを考え、用意することが出来るようにはならないのです。いつまでに、どう

いう状態になっていてほしいのか、こういうことを考えると、やはり大学入学後は自分のこ

とは自分でやる。やらずに失敗するときがあったとしても、ある程度は本人が気付くまで対

応しない、といったことも大事になるのではないでしょうか。 

最後に、大学で学ぶことの意義について、恩師に言われた言葉の中から 1 つご紹介しま

す。大学で学ぶことの意義とは、その後の人生に渡って使えるものさしを手に入れることだ

と言われました。つまり、物の価値を測る眼差しを培うということです。 

それは、例えば法学部であれば、強い規範意識や社会正義とは何か、という眼差しかもし

れませんし、福祉であれば、平等、そして多様性とはなにかといったものかもしれません。

卒業してからの人生で、そういったそれぞれの学問にある価値観を物差しにして、考えてい

くのではないかと思います。友達とお酒を飲んで喧嘩をして、多少つまらないと感じる講義

も参加する。そういったなかで、自分は何者なのか、自分は、周りとくらべてどういう存在

なのか、といったことについて学びつつ、人生の物差しとなる考え方を獲得していく。そう

いった経験の１つ１つを十分に満

喫すること、そしてそのことを周り

が支えることが、彼らが社会人にな

ってからのキャリア、自分はどうい

う道を歩もうか、といったことを決

めるときに重要なのではないかな

と思います。ご静聴ありがとうござ

いました。（拍手） 
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杉中／ありがとうございました。続いて石田さんお願いします。みなさん、遠方からもいら

っしゃっていると伺っているので、この後も教室は 17：30 まで開けているので、ぜひ参加

者間でも、交流をふかめていただきたいと思います。この場をご活用ください。 

 

石田／お待たせしました。今日は愛媛からきました。在宅ケアサポートみちくさ、きこえと

ことばの相談室、というところで言語聴覚士をしています、石田と申します。皆さんにとっ

ては言語聴覚士というと…今は、堀ちえみさんが舌がんで、舌を除去して、もう一回こうい

うところから舌を作って、発音だとか、食べる練習をしている、そういうリハビリも担当す

る職種ですね。早速、余談なんですけど、大人の難聴者の方で発音の訓練をしてほしい、と

申し出られてやる方が結構います。そういうところで、これまで自分の発音を気にしていな

かったんですけど、それはやはり、周りが聞き慣れているから、ですね。その方の発音、話

し方を。だからわかった部分がある。けれども、全く知らない、あたらしく関わるかたには

難しいことがある。そうしたことに気づいて、改めて、発音の訓練をしたいということをい

って訓練される方もいます。 

そういう意味で、これも学齢期になるかもしれませんが、発音の練習を少しずつ積み重ね

るのは大事かなあという風に思ったりもします。そんななか、今回は、学齢期にある聴覚障

害児に必要なこと、ということで、キャリア発達という視点で見て、私なりに考えてみたの

でお話をさせていただきます。 

人工内耳装用者のご相談をうけていたのでちょっとご紹介しながら考えてみたいと思い

ます。この方は、幼少期から人工内耳をしていて、ずっと地域の教育機関で学んでこられま

した。モードとしては発信は口話。なんですが、発音は不明瞭です。本当に家族とかよく知

った友人、担任の先生はだいたいわかるけど、といった感じですね。初めて会った方はほぼ

ほぼわからない。受信としては、相手の口形を読むとか、あとは、手話の方が彼女はわかる

みたい。あまり聴覚の活用というところは、という方です。 

中学校３年の夏過ぎくらいから受験を意識し始めたらしいのですね。なぜかというと、家

族から「勉強しなさい」といわれたから。時を同じくして、三者面談で、高校を決めるとな

ったときに、自分はどうしていくか、ということにはじめて向き合った。それまではなんと

なーく過ごしていたけど、周囲は受験モードに入っていきますよね。なので、なんとなく塾

に行き始めた。何だけど、やっぱりこう、行き始めたのとか、勉強し始めたのが、本人の自

発的なきっかけではなくて、家族から勉強しなさいっていわれてはめたので、勉強に対する

モチベーションが本当になくて、すごいストレスになっていたんですね。 

本人としては勉強しなくちゃいけないってわかるんだけど、周囲からの押しが強すぎて、

やる気が全く出ない、と。で、もうなんか、入ってこない勉強を、ずっとしているわけです。 

時間としては結構しているんです。なのに、成績が思うように伸びないことについて、手紙

で相談を受けまして。 

で、志望校があったので、「何でそこにいきたいの」、って聞いてみたら、「家から近い」
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とか、「制服がすき」とか、「お母さんが言ってたから」とか。つまり、なんとなく、ですね。   

実はそうではなかったが・・（スライド）というのは、家族には本当の理由がいえなかっ

た。頭からそんなん無理だっていわれるのはわかってたからいわなかったの、と話してくれ

ました。「そうか、たしかになあ」って思いました。二人きりだと、、、お母さんに、二人っ

きりにしてもらうようお願いをして、どのくらいかな、１時間、１時間半くらいでしたけど、

二人っきりでお話ししたときに、「私、実は看護師になりたい」という夢を初めてお話しし

てくださいました。そこから、ああ、そうなのね、って。私はもう、やったー、って思った

んです。ようやく、具体的な、この子からの、目標が聞けた、と思って。じゃ、ちょっと、

あなた、看護師になるにはどういう道があるのか調べましょう、って。 

で、それから、じゃあいきたい学校の学校見学に行きなさい、って。そこはどんな学校な

のか、実際にみてきなさい、というふうに、ちょっと、ミッションを出しまして、そしたら、

「わかった！」ってすぐに動き出したのですが、なんか、どうしたらいいかわかんないって

いう側面もあったのかなって思います。で、具体的に調べ始めて、看護師になるには、大学

の看護学科とか、高校卒業して看護専門学校に行くとか、高校に行って、高校の中に看護科

が設置されているところもありますから、結構複数あるということがわかった。じゃあこう

いういくつか選択肢があるけど、あなたどうしたい？って聞いたときに、「大学進学がいい」、

と。そうかそうか、、じゃあちょっと大学進学を前提にして勉強のできるところにいかなき

ゃいけないね、と、そうなったんですが、本人としてもいきたいところがあったのですが、

学力的に志望校に行くのは難しい、とはっきりと指摘を受けてしまいました。で、中 3なの

で、模試もたくさん受けるんですね。 

そこで自分の成績と、志望校とのギャップにはじめて気づいたみたいなんです。現実とし

て。そこから「やばい」しかでなかったんですね。本格的に自分から本腰を入れて勉強し始

めました。そこからは、家族からの口を挟む暇もなく、家族さんから塾に頑張っていってる

とか、模試の点数が上がっていた、という報告を受けるようになりました。 

現実と向き合う機会を経て、自発的な学習と、、、ますますこの、文通の頻度が上がりまし

て、お手紙ってけっこう時間かかるけど、週に一通ずつくらいはやりとりしてたのかな、と。

そういう風な、積極的な相談というのもありましたね。手紙もどんどん長くなるし。（会場 

笑）すごいなって思いました。 

結果としては、第一志望校は受験しなかったんですね。それはやっぱり、最終的に合格の

見込みがないから、ということで。すっごいたくさん、担任の先生とか、本人と親御さんと

かと相談を重ねた結果、こういう選択をしました。まあ本人もそれなりに、この時点では現

実も見えていたし、じゃあ、そこで終わりか、というと、そうではないということで話をし

て納得はしていたので、じゃまあ、ここから、私としては、第一志望校を受験できなかった

ことは失敗か？ということだと思うのですね。重要なのは、これからどうするのか、ってい

うこと。で、まあ、大学進学をしたいっていう思い自体は変わっていないので。じゃあ次に

高校で、何をがんばればいいのか、ということ。 
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意欲を持って進学できる、というのがすごく重要なんじゃないかと私自身は思いました。 

このなんとなく中学校生活、楽しい時間を過ごしたなって、そんな感じで３年間過ごしてた

ら、「あら、自分の行きたい進路を選択できなかったわ」っていう経験は、決してマイナス

ではないと思います。どうつないでいくか。これから先の人生の方が長いですので、さっき

杉中先生のお話にもありましたが、時間的展望ですかね、を持った生活というのを展開する

きっかけの一つになったのかなと思います。 

彼女の場合は、看護師という大きい目標がありました。その手前に、国家試験という中く

らいの目標がその前にあって、さらにその前に、高校っていう養成に入るための期間、で、

その前に、中学校とか小学校での学びがある。受験とか高校とか看護師養成とかの中で、新

たな目標設定とか試行錯誤があって、目標の変化って必ずあると思うんです。がちっと固め

る必要はなくて、そこでの変化を大事にして、そのときどきに自分のベストを選択していけ

るっていうことが大事なのかな、と思うんですね。で、うーん、高校の中でもね、小さい選

択の機会って結構ありますよね。たとえば、文系だとか理系だとか選ぶとき。文系の中でも、

どういう文系にするのかとか、理系のなかでもどういう理系にするかとか、すごく小さな小

さな選択の機会というのはどのステージにおいてもあると思うんですけど、そのたびに試

行錯誤、目標っていうのは考えてい

くのですよね、だからこうなんか、

結構らせん状なのかなって、動きっ

ていうのは、というふうに私は思っ

ています。くるくるくるくる、選択

というのは、同じ景色を見ているよ

うであって、上っていけたらいいな

あって。上っていく中で支えとなる
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のが、中学や小学校での学びの機会なのかな、と思うのです。これは学びの土台とか、学び

続ける姿勢をつくるものじゃないかなあって思っています。 

なんかこれ、（スライド）今日の産経新聞にでていた夜間中学校の記事ですが、今はリカ

レント教育とかいわれていて、学び直しですが、人生のどこかで、あ、あのときやっておけ

ばよかったなって。いつでも学び直すことはできるんですけど、今日のことを思いながら、

スライド、入れてみました。余談です。そんなことは私が経験してできたことですが、自分

にとって充実した選択肢を選ぶこと、選択ともいえるんですけど、それと、自分の希望をか

なえられる可能性とかいうのは、結構関連し合っていて、そこには土台としての基礎学力っ

ていうのが必要なんじゃないかな、っていう。幅広い選択肢を持つことが、自分の希望を叶

える可能性の向上と相互作用するには、そこには、ある程度の選択肢を広げるための基盤が

必要だと思うのです。それが、土台としての基礎学力なのかな、という風に思っていて、こ

れをじっくりと身につけられる時間というのが、初等教育、小学校とか中学校の期間なのか

なと思っています。じっくりと、です。というわけで、なんか、こう、学齢期にどんな支援

が必要かな、と私なりに考えたときに、さっきいった基礎学力を固めるということと、具体

的な職業、もちろん、キャリア教育と絡めて考えたんですけど、ま、具体的な職業の興味と

か意欲というものも重要かなと思いました。社会科見学とか職業調べ、職業紹介とか、いろ

いろあると思うんですけど、やっぱり、具体的に、何に今の勉強ってつながっているんだろ

うっていうのがあると、結構学習への動機付けになったりするのですね。もうなんか、小学

校の段階ですからそんなにがっちり固める必要はなくなんとなくでも、ケーキ屋さんにな

りたい、とかお花屋さんになりたいとか、でもいいんですけど、ふわっとしていても。じゃ

あ、算数とか。ケーキ屋さんになるな

ら計量ができないといけないですし、

お花屋さんになるには、お花ってど

う育つのって科学的な視点も必要だ

と思うので、そういう学習への動機

付けとか、逆に学んでいく中で、この

学びって、私がなりたい職業にはど

ういう風につながるんだろうってい

う、さらなる知識、技能の関心につな

がるのかなって、双方向の考え方が、

見方ができるのかなって思っていま

す。 

じゃまあ、こう必要とされる基礎

学力って何じゃっていう話で。これ

は、テストで高得点をとることでは

ない、と私は思っています。読み書き、
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計算を駆使して、考え抜く力っていうこと。算数も駆使という力を使ってしまったのですが、

活用力とか、方略力。今、自分の、持てる力、今の自分なりにどう効率的に、といったら言

葉が正しいかはわからないけど、生きていくか、ということが基礎学力なのかな、と思いま

す。で、じゃあまあそういう視点があって、さっきキャリア教育と絡めて、基礎学力と具体

的な職業観っていったんですけど、これがずっと同じ比率でいいかというと、小学校とか中

学校って、ざっくり基礎学力を身につける期間だと思うんです。具体的な職業について関心

を広げていく、「ケーキ屋さんになりたい」のひとが、ケーキを作るひとなのか売るひとな

のか。アメリカンのヘビーなやつを作る人なのか、ケーキを作る人の中でも、フランス菓子

なのか、和菓子職人なのか、とか。いろいろあると思うのですが、高校とか大学ってそうい

うフェーズに入っていくと思うんですね。 

こんな感じなので、小学校や中学校

では基礎学力に重点を置いて、そこか

ら徐々に具体的な職業観に視点を置い

た学びっていう機会が必要なのかな、

と思います。じゃあまあ自分てどうだ

っていうのを考えたときに、貫く視点

があると思っていて。一貫して、その

時々に、自分を分析すること、自分を認

識すること、そして、自分を表現するこ

と。というのは、どの段階においても貫かれるのかなと思います。やっぱり小学生なら小学

生なりの自分観、中学生なら中学生なりの自分観・・・で、高校生、大学生、その時々に、

自分をどう見るか、自分をどう分析するかって変わると思うんですけど、でもそのときどき

なりに自分をみて、自分を表現できることって重要なのかな、って思います。 

１年に１回くらい、聞き取りをするんですけど、結局みんな、言ってることとか使う言葉

とかが変わっていて、おもしろいなって思います。あ、人は変わる、って思います。 

どういう方向性で変わったかにかかわらず、どうして変わったの？ということはかならず

大切だと思っています。うまくいったときって、けっこうすーっと流してしまう。よかった

よかった、って言いがちなんですが、なんでうまくいったの？っていうこと。そこを言語化

するということも重要かと思います。そしたら、なんか、そういえばうまくいったのは何で

だろう、こうしたらよかったんだー、っていうそういう気づき？ うまくいかなかったこと

を反省するのも大切なのですが、うまくいったことを自分でほめてあげるということもと

っても大事かなと思います。で、自己認識とか、時間すいません。 

そこにもやっぱり、なんていうか、基礎学力というのが大事なんですね。言語力、ですね。

それはどうしてなのかっていうのは、言語っていうのの役割を考えたときに、コミュニケー

ションの道具、思考の道具、行動調整の道具、という三側面があると思うんですけど、まさ

に思考力、自分について思う、相手について思いをはせる、とか、活用するときに、どうや
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って使おう、これってどうやって

使えるだろうって、考えること、

全部、言葉が必要です。それはや

っぱり言葉がやっぱり、語彙、そ

れを運用する力、まさに基礎学力

があるからこそできることだと

思うんですね。 

で、自己分析というのは自分を

知るということですが、自分の興

味とか得手不得手を考えることで結構道が見えてきたりしますよね。自分はこういう道で

やっていきたい、そのためにはどういう支援や配慮が必要か考えて、相手にわかるように表

現する、ということがすごく大事。一緒に働く人が知りたいのってここだと思うんです。「具

体的にどうすればいいか教えてほしい、そこがやっぱりわからないから」ということを結構

きくので、具体的に自分を話せるっていうことはすごく大事だと思います。で、そこにはや

はり、言葉にすることができるだけの基礎的な学力がいるんじゃないか、ということですね。 

このひとだれだ？っていう話なんですけど（スライド）このひと、ソニー株式会社のえら

い人です。そういう人も、こういうことを言っています、ということでここは飛ばします。 

じゃあ聴覚障害者の難しさってなんだろう、ということを考えました。まず一つには、困難

が外から見えにくいのではないか。特に発音の明瞭さですね、結構、人工内耳装用者だった

りとか、軽中度難聴者、片耳難聴、一生懸命発話訓練してきた方はすごく明瞭に話をされま

す。するとですね、聞こえている、話せるからOK って思われがち。後は呼びかけに結構、

っていうところに・・やはり、入力と出力のギャップがあるのかなと思います。あとはです

ね、「はい」って反応できちゃいます。そうすると聞き取れてるって思われがち。聞き分け

るとかって脳の役割ですから。そこの違いをどれだけ認識できるのかということ、対話の質

的な側面の軽視がけっこうあったりするんじゃないかなって心配しています。あとは、やは

り個人差が大きいですね。個別性という話もありましたが、裸耳聴力とかですね、何を使っ

ているか、とかですね。その人の、ですね、コミュニケーションモードということもできま

すが、後は教育歴、どこで学んできたかということがだいぶ違うと思います。環境との相互

作用っていうのはそうだと思うんで

すけど。あとは、本人の性格とか、好

きなものとか、ペース、みたいなもの

もあって、画一的な説明はできない

んですよね。誰一人として同じ人間

はいないのだから、同じ、これをいい

なさい、でいったらオッケー、みたい

なガイドラインってないんですよ



38 

 

ね。つまり、自分につき適切に説明する力というのが不可欠。聴覚障害を含んだ自分自身に

ついて説明する力。むしろ、聴覚障害ということは我々専門家が、「聴覚障害とはこんな感

じで・・・」と説明できるんですけれども、その方の聞こえ方とか、その方の困難な状況と

いうのは、本当にその方にしかわからない。それは代われないので、そこは是非、相手に説

明できる力を身につけてほしい。と思いながら私も関わっています。 

あと、これは最後になるのですが、言語の活用力に関わるものが十分でない場合もあります

ね。さっき、発音の明瞭さ、という話をしたのですが、音声言語で話せると思うと、安心、

オッケーって思われることが多いんですけど、これはかなり落とし穴だと思っていて、語彙

ネットワークが構築されていない場合が結構多いなって思っています。語彙数はあるんで

す。数はある。けど、それが独立している。結びついていない。たとえば、牛タンを知って

いて、牛タン好きですっていうんだけど、仙台名物が牛タンだって知らない、とか。牛タン

といえば仙台、仙台といえば牛タン、ていうつながりがない。だから、牛タン好きなら仙台

行かなきゃねと言われて、すると「えっ」「えっ」みたいな、お互い「えっ」ってなってシ

ーンてなったりするんですね。 

なんかこう、語彙数と語彙力はイコールではないなって感じます。あとは、推測する力もそ

うですね。トップダウン処理っていうんですけど、この力も、ボトムアップとトップダウン

のバランスがすごく重要だなと思います。それができると、深いコミュニケーションにつな

がるんだけど。話せるということの定義、ですよね。話せる、ということを、我々聞こえる

側は、あ、ごめんなさい、すごいすぎちゃいそう。もう過ぎてますけど（会場笑）。相手に

とっての「話せる」ってどういうことか、深いコミュニケーション、一歩入り込んだ話がで

きる人、話がわかるひとってどういうことだろう。自分にとっての「話せる」、人にとって

の「話せる」、そこのなんか、認識の不一致というので、結構、本質的なコミュニケーショ

ンだったり、思考になかなか手を伸ばせない、足をかけられないというのも多いんじゃない

かなって思います。 

けっこう悩みでも聞きます。「話ができるひとっていないんだよねー」とか。後は、文章

読解とか、表現のつたなさもあったりしますね。最近はメール、SNSとか、字幕とか、文字

情報媒体がかなり発達してきているし、ノートテイク、パソコンテイク、音声認識とか、支

援技術も発達してきていますが、これって適切に読み取る力がないとそもそも宝の持ち腐

れで、この文字を、なぞれること、と、文字をなぞってそれを解釈して、思考につなげられ

ることは全然別の次元ですよね。そこの力を、本当に育てられているのかということですね。

それが、必要なんじゃないか。環境と、本質的に相互作用していく中では必要、そういった

テクノロジーを使いこなすっていうことは、学齢期に培った読み書き計算の力というのが

支えていくんじゃないかな、という風に思います。私がセラピーで使っている手法もいろい

ろあるのですが、また、それは興味があったら聞きに来ていただけたらうれしいです。すい

ません、長々ありがとうございました。以上です。（拍手） 
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杉中／ありがとうございました。今から、10 分間休憩に入りますが、戸田さん以外ゆるゆ

るで、講師の皆さん、いいたいことをしっかり言っていただいたので（会場笑）、時間があ

れな状況ですので、55 分から再開します。本当に申し訳ないのですが、17時までしかいら

れないという方は 17時に退出していただいて結構です。本当にすみません。ありがとうご

ざいました。 

あの、すべて答えられるかわからないんですけれども、outreach33.jp というところで本

日のイベントページをつくりますので、コメントシートで、講師の先生に対して名指しなど

あった場合は、できる限り講師の先生からフィードバックさせていただきます。 

まだいられるよ、という方は、皆さんにもご理解いただきましたので、１５分くらい延長

戦で、クロストークというかたちで、皆さんの紙をご紹介した上で、フロアと講師の先生方

とやりとりをしたいと思いますので、まだこれ書いていないよ、という方は、今から１０分

の休憩で、１，２行でいいので書いていただいて、スタッフの香川さんまで提出いただけた

らと思います。もう書いたという方は、香川さんまでお持ちいただければと思います。 

これから１０分休憩で、５５，５６分ころに再開したいと思います。 

 

杉中／すいません、お待たせしました。繰り返しになりますが、予定の時間を大幅に押して

いる感じですので、もし 17：00までという方がいらっしゃいましたらご遠慮なく退出くだ

さい。ありがとうございました。 

予想以上に多くのコメントと質問をいただきましてありがとうございました。ちょっと

現実的にすべてフィードバックすることはできませんので、いただいたご意見やご感想の

方は、ホームページ等でもご紹介させていただくことを考えさせていただきます。こちら、

質問中心にこれからお答えしたいと思いますが、えーとですね、あの、講師の皆さんだけで

はなくてですね、この件について意見、コメントできる、というかたがいらっしゃったらご

遠慮なく挙手して、割って入っていただいても全く問題ありませんので、よろしくお願いし

ます。では、どんどんいきます。 

 

はい。えーと○○さんからいただきました。ありがとうございます。今年大学二年になり、

就職を視野にいれなければならない年になってきました。就職したとき、障害者枠だとスキ

ルアップできないと聞いたのですが、本当ですか？自分がどこまでいけるかを試してみた

いので、一般枠で応募したほうがいいんでしょうか。という質問をいただきました。これは、

戸田さんに。 

 

戸田／ご質問ありがとうございます。障害者枠だとスキルアップできないっていう風にあ

るんですけれども、これも先ほどいったように、障害者がどんな仕事ができるのかわからな

い、というところからきていたりはします。で、今、ハローワークとかの求人の職種割合と

か見ると、7割 8割くらいは一般事務、といわれるものに統合されていたりします。それが
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現状ですね。これも、知らなさからきている。聴覚障害にかぎらず、障害者って何ができる

かっていうことを、知らないことから、事務の仕事で、とかね。正社員率が低いというのも、

契約社員とか、そういうところに集約されちゃう傾向にあります。 

新卒の場合って、こんど、オープンポジション、総合職、その人が、どんなことができる

のか、そのひとの経験とかスキルに応じて配属部署を検討するっていう形で、あるいはやれ

ることを検討するというのが、オープンポジションという求人ですが、求人であれば、総合

職とか、オープンポジションもありますから、一概に、障害者雇用枠だからスキルアップで

きない、というようなことはない。ただ、たとえば大学生ではなくて高校からね、就職をす

るという方もいると思うんですけど、そういう場合って、職種が限られる傾向はある。自分

は SE になりたいとか、プログラマーになりたいとか、WEB デザイナーになりたい、とい

うとき、そういう求人だとなかなか、障害者雇用の求人として出てくることって非常にまれ

だったりするので、そういうときは、やりたい仕事が明確なら、オープンポジションで選択

するのもあり。 

もちろん、オープンポジションとなったときは、求められるハードルって、やっぱり健常

者と同じ、という風になってくるので、そこそこつらい道のりだったりするかもしれないの

だけど、ま、それがやりたいことなんであれば、それにむかってね、チャレンジしていただ

いて全然いいのではないか。その上で、たとえばその、それこそ、総合職だから、何でもか 

んでもできなきゃだめよって感じで捉えられるかもしれないんだけど、だからといって電

話に出てくださいといっても困る。障害で困るようなことについては、そうしたことを求め

ないでください、ということはいえなきゃいけないと思うんで、一緒に働く人にそういうこ

とを伝えられるようになっていただきたいと思います。 

というわけで、一般枠で応募するということももちろん全然ありだし、障害者枠だからと

いって、スキルアップできないというわけではない、ということを答えにしたいと思います。 

 

杉中／この件についてはほかの方は。あーなるほど。 

 

石田／すみません、先ほどのお話を聞いて、あまり全体の話ではないですが、「電話という

のは難しい」というような、自分にできること、できないことっていうのをしっかりお伝え

することって、本当に重要だなと思っていて、できないだけじゃなくって、「けど、自分に

はこういうことができる」っていうのをアピールできたらいいのかなっていうことを私な

んかは思いますね。 

 

杉中／フロアからコメントご遠慮なく。はい。大丈夫ですか。 
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続いて匿名希望の方です。中学校一年の難聴児の保護者です。現在は国語のテストも成績

がよいが、学年が上がるにつれてついて行けなくなるかもという不安があります。言語力を

高めるには、なにか方法があるのでしょうか。普段からできる声かけがあれば。日記は本人

が嫌がり書いてくれません。もうひとつ。手話を使う環境にありません。手話を覚えた方が

生きていきやすいでしょうか。また、聴覚障害者が定着しやすい職場はどのような職種です

か。 

 

石田／じゃ、一点目について私の方からすこしお答えさせていただきます。そうですね、今

は一年生ということで、結構よく、聴覚障害児教育でよく言われるのは、９歳の峠だとか壁

だとかということで、そこが結構ひとつのポイントになるかなと思いますが、今、国語のテ

ストでどういうところで点数とれているのか、内容が重要だと思うのですが、たとえば漢字

で結構点数がとれているのか、 

じゃ、長文読解はどうかとかっていう、結構内容がどうかなって個別で聞かないとお答え

するのが難しい部分もあるのですが、うーーーん、言語力っていうのを先ほどの話と絡めて

説明する力とか、言葉を使いこなす力っていうふうにみたときに、私が一つやっていること

は、ツイッターゲーム、みたいなことをしていて。ツイッターって１４０字で表現しないと

いけないですよね。なので、小学生新聞とか、後テレビドラマ、好きなアニメとかについて、

今週の話を１４０字でまとめてツイートしてくださいって感じで、SNS ゲームをしていま

す。で、「バズらせろ」と。さいきんバズるという言葉がありますね。たくさんいいねがつ

いたり、コメントや RT があったりとかするの。結構、お互いバズり勝負をしています。そ

うやって記事をまとめて、いろんな人に見せて、バズらせてこい、っていう課題を出してま

す。で、多く「いいね」もらったりしてたら、ご褒美で、シールを集めたり、今日はあなた

の好きな課題を一個しましょう、とかそういうことをしたりとかして、説明力、自分のもて
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る言葉を使いこなすっていう訓練はそういうふうにしたりしています。 

で、声かけ、というと・・・・声かけだったら、そうですね、それこそ、単一的な言葉を

使いがちなんですよね。さっき戸田さんのお話でもあった、怒りを表現する語彙ってたくさ

んあるのですが、「怒ってるねー」とかしかいわなかったりするんですよ。おいしい、だっ

たら、おいしいねー、だけだったり。けど、おいしいもいろいろありますよね、甘い、じゃ

あどう甘いんだ。蜂蜜の「あまい」と砂糖の「甘い」って違いますよね。感覚として。その

感覚の違いをどういうふうに言い表せるだろう。そういう表現の幅を広げるというので、結

構ひとこと禁止、とかやってますね。昨日の晩ご飯で、一番自分が好きだったおかずを、お

いしい以外の言葉で、先生にそのおいしさをつたえてください、っていうのをします。 

それだけで 1時間とか 40分のセラピー終わっちゃったりするんですけど。そういう感

じで。学校だったら、給食の時間って大事だったりしますね。ばたばたしちゃって、時限

の問題もあったりして、幼稚部さんなんかとくにね、「しっかりはやく食べてー！」って

なってしまうんですけど、でも、食事を囲むっていいですよね。目の前に具体物があっ

て、なおかつこう、目の前に食べるものそのものがあって、ヒントはたくさんあるわけで

すよ。それについて、言葉を付加していく。チャンスの宝庫ですよね。なので、給食って

結構重要な場面だな、って思っていて。ご家族の中でもご飯の対話をしっかりしてくださ

いといいます。また細かいことできになることがあれば、あとで個人的に聞いていただけ

たらと思います。すいません。 

 

益子／ふたつめの質問のところ、手話を使う環境にない、手話を覚えた方がいいか、本 

人も手話を使わないよ、ということがありました。こちらについて、私から答えます。まず、

先ほどのご質問と絡めると、コミュニケーションは楽しくないとやりませんよね。表現を増

やそう、言語力を増やそうというのは、机の上で学ぶことではなくて、この人と話したいな、

この人と関わりたいな、と思うから身につく。で、そのようなことからすると、手話を覚え

た方がその人にとって、話したいな、と思う人がいれば、生きていきやすいでしょうかって

いうご質問はですね、そのときから、手話を身につける必要性はあると思います別の観点で

いうと、手話というものについて、世界的には、手話だけで教育をする、口話だけで教育を

する、ということはもうないです。手話も、口話も人工内耳も両方だよということがありま

す。あとは、そうですね、ごちゃごちゃしてすみません。 

別の観点からすれば、何だろう、高校まで普通の学校で育ちました。大学に入って手話を

身につけました、というとき。そういったときに、コミュニケーションというのはですね、

相手がリアクションしてくれるからこそ、コミュニケーションなんですよね。つまり、笑っ

てくれるから、自分ておもしろい人間なんだなって思うし、泣いてくれるから、自分がひど

いことを言ったんだな、ということを気づくわけです。今までは、親としかコミュニケーシ

ョンしたことないよ、同級生としゃべったことがないよ、そういった人が、手話を使うこと

で、聴力が重いか、軽いか、そんなこと関係なく、同級生と話ができる。そういったことが
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増えるのであれば、それはそれで、やはり身につけるといい世界なのかな、というふうに思

います。答えているのかなあ、そんな感じです。 

 

戸田／みっつめで、聴覚障害者が定着しやすい職場ってどんな職場ですか、ってあるんです

が、これあんまり答えというのはないですよね。たとえばですよ、情報保障環境がそろって

いるところとか、なんかインフラ面が充実していればじゃあ定着するのかというと、そんな

ことないですよね。むしろそういったハードがそろっていればもう大丈夫、とか逆に思いが

ち。むしろちょっと不便な中でも、質問をいとわないとかなんか、何度でも繰り返し言い換

えて、言い直してくれるとか、そういった、ハードというよりは、ハート面がすごい充実し

ているっていうか、仲間として受け入れてくれる職場が定着しやすかったりするわけなん

ですが、これって社風だったりとか、その会社の風土だったり、そういったところに通ずる

ところだったりするので、受け入れる会社のスタンスもそうだし、本人側が自己開示がどれ

だけできるかとか、その会社の中に自分も、仲間意識を持っては入れるかどうかとか、そう

いったところになるので・・やはりお互いの相互作用で、働きやすい会社っていうのが醸成

されてくる、というのはあるのですね。 

少なからず、会社見学、新卒だったらね、会社見学とかいって、同じ聴覚障害者の先輩か

らその会社の社風を聞くとか。あるいは、逆に自分が初めてだったとしても、その会社の姿

勢として、受け入れてくれる姿勢というのが見えるということであれば、そこにね、自分が

身を投じてみてもいいかもしれないと思えればそこがいい会社になったりするわけなので、

やはり事前のアセスメントが大事だったりします。なので、定着しやすい職場というのは、

その人によってまちまちっていうかね、その人が作り上げていったり、その会社が作り上げ

ていったりするものになるのかなって思ったりします。 

 

石田／その話でふと思ったのが、今就活している大学生と話していて思ったのが、インター

ンシップ、ですかね、そこでやっぱり相互作用ですね、いくといいなっていっていますね。

私も話を聞いて、重要なチャンスだなと思ったりします。距離を調整できるか。職場、自分

が働く場所と、その中にいらっしゃる皆さんとの間の関係を調整していけるかどうかとい

うのが、インターンシップを通して、実際に体感できるかどうか、というのと、あと、全然

段階がかわってしまうのですが、ちょっと今思ったのが、高校とかの進学のときも、どこを

重視して選ぶ、という話も決行していて、そのときもいろんな観点があって、結構、たとえ

ば、支援を充実させてくれる高校にいきたいと思うと思うんですが、実は結構、部活が強い

とか、家から近いとか、そこの人たちがみんな知り合いとか、支援だけじゃない観点て、ど

の段階にもあるので、本当に人によってそれぞれだと思うけど、そういう判断ができる機会

を自分でつかんでいく、ひらいていくっていうしせいが大事なのかなって思います。 

 

杉中／じゃ、次にいきます。よろしいですか？よろしいでしょうか。ほかに・・・はい。 
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フロア／○○で働いています、○○と申します。さきほどありました、ぼくもろう者として、

経験をすこしご紹介できればと思っています。手話が必要かどうか、勉強の有無というとこ

ろもありますが、私の経験からいうと、手話も口話も、コミュニケーション方法としては一

つのものであるのですね。あくまで、コミュニケーションの一つだとは思っています。さま

ざまな方法を身につけておけば、その場面にあわせて、その方法を選択できると思っていま

す。そういう意味では、コミュニケーションの一つとして大事だと思っています。 

私の職場では、情報保障を私は受けています。会議だったり、職場でもくだらない冗談を

言い合ったりすることも大事だったりすると思います。聞こえる人は、聞きながらパソコン

で作業できますが、そういうところでは便利だと思っていますが、私自身には話も必要だと

思っています。音声認識のソフトを使って、私自身も話を、初めて聞こえる方々が、、そう

いう表現、、読書でわかる言語表現もわかりますが、聞こえる方々の文字表示を見て初めて

理解することもあります、そういうことをみて理解することもありますので、職場で情報保

障を受けるということも初めてだったので、そういうことも作っていただけたらと思いま

す。そういうの、設定するのも大変だと思いますが、情報保障を私は受けられていますが、

使う人々、周りの人によるところも大きいかなと思います。実際の職種だったり、仕事内容

によるものではないですが、人とのものにかわるとおもいます。 

会社で会っても、大きな会社だったり部署が複数ある場合には、人が違いますし、ろう者

がおおい会社であれば安心かと思ったら、実際にはその部署で一人だけだったり、違う部署

にそれぞれのろうがいたりとか、環境によってそういうものでずれてしまうこともありま

す。自分の周りにいる人々が、どうやって、支えてくれるかそのようなところも考えた方が

いいと思います。職種で判断ということではなくて、自分でやること、自分で働きたい、仕

事をみつけてそこで生かしていくということが、早いものだと思っています。うまくまとめ

られておりませんが、就活を考えている方もいらっしゃると思いますし、発音にもこだわる
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必要はないと思っていますし、手話自体にもこだわる必要はないと思っています。さまざま

な方法を、少しずつ、自分で持っておく、選択肢を増やしていくということができればいい

なと思っています。以上です。 

 

杉中／はい。メールでもいくつかいただいていますので、紹介します。 

こちらは、感想ですね、匿名希望の方。ろう学校出身の後輩がいるが、そのうちのひとり

が、発音が不明瞭であるために、仕事でコミュニケーションが円滑にとれずに挫折してやめ

てしまったと聞いた。そのときはショックを受けた。やはり発音はある程度できるほうが苦

労が少ないんだと思った。自分も聴覚障害があるが、英会話がすこしでもできるようになり

たいと思い立ち、最近英会話に通い始めた。コメントがある方いらっしゃいますか？ 

 

石田／すうーってきたんですけど（会場笑）。冒頭に、職場とか、入ってから発音の訓練を

してほしい、補聴器とか人工内耳の調整ではなく、発音の訓練をしてほしいっていってこら

れるかたがけっこういらっしゃいます。それまではそうですね、特にろう学校で育たれたか

たというのは、結構、手話も自然と使うし、使う環境にあるし、あまり発音が不明瞭でもわ

かってもらえたっていう環境、通じる環境だったから、ちょっとびっくりしちゃったみたい

なんですね。「あれ、こんなに通じないの？」っていうかんじで、なので、そうですね、や

っぱり、仕事に入ると、どうしても健聴者の方がとりかこむ環境が多くて、音声を使う場合

が多くなりますので。やはり、わかる人にはわかる、というのでは不十分な環境があるのか

な、と私としては感じていますね。でも、そういう方たちは、あの・・・自分で、もっと発

音をよくしたいっていう明確な思いをもってこられたので、かなり伸びます。うん。 

もちろんそれは、発音をなおし、訓練していくときにはきちんとフィードバックもできな

ければいけないので、補聴器の状態とか人工内耳での聞こえの状態とかを前提として訓練

はしますけれども、自分で、もっとしっかり通じ合いたい、音声言語をもって通じ合いたい

と思う人が、STのドアをたたいてみるっていうのはすごくいい選択なんじゃないかと思っ

ています。私は。 

 

益子／ちょっとだけ。あの、コミュニケーションでだいじなことは通じるかどうかもそうな

のですが、そこで、あめちゃんを渡せるかどうかだと思うんですね（会場笑）。通じなくて

も、ぼく、バンコクに行ったっていう話しましたけど、全然通じないけど、でもなんかお菓

子をあげればこいつ悪い人じゃないんだな、ってなるじゃないですか。悪くないな、こいつ

と関わるのも悪くないなって思うところから、人間関係ができるから、それができたら、じ

ゃ、このひとに何をしようかなっていうことになるでしょうし、とかく大学に入るまでに、

たとえば手話を身につける前に、自分の聞こえが悪いからみんなとコミュニケーションを

とれないんだ、というふうに非常に劣等感を持たれてしまうとですね、そうすると、えっと、

通じないからもうだめなんだ、自分が悪いんだ、というような気持ちに押しつぶされてしま



46 

 

ってですね、人間関係で大事な、ちょっとあめあげてみようかなとか、重そうなものをもっ

ているときに、ちょっと代わりにもってあげようかな、とか、そういう根本的なところがち

ょっと失われてしまうという気がしました。だから、お話にあった方がお仕事をやめてしま

ったことはすごく悲しいことだと思うんですけど、おそらく、そのかたにとって仕事を辞め

られてしまったということは、今までに、あめ玉を今までにあげた経験があるかどうか、助

けられた経験はあるけど人を助けた経験はあるかどうかとか、そういったところにおおき

なポイントがあったんじゃないかなと思いました。以上です。 

 

杉中／もう、26 分という状況ですので、ご予定ある方はご遠慮なく。後数件、だいぶいた

だいているので、後何件か紹介します。 

○○さん、ろう学校の先生よりいただきました。進路担当をされている先生からです。 

皆様それぞれのお話のなかで、それについてどのように取り組むのがいいか。教育、学校現

場に何を望むかというお話がそれぞれありましたが、これはたぶん、ろう学校の先生として、

どのように取り組むべきかということですが。 

 

戸田／もうあの、私からはですね、とやかくいうことないんですよね。というのは、十分聴

覚障害側って、聞こえる世界に適応するために、先達がいろいろと開拓、切り開いてきて、

今ようやくここまできた。合理的配慮とか手話言語条例の整備というのもそうだし、社会イ

ンフラも整えてきているし、十分すぎるくらいがんばっているんです。かなり今限界。 

どちらかというと聞こえる側の方が、聞こえない側の困りごととかに、気づいてですね、

多様性を認めるという時代に今は入りつつあるので、どちらかというと、バリアフリーとか、

多様性とかに目を向けて、歩み寄る時代、じゃないと、もうかっこわるいよ、というくらい

の時代だと思うんですね。今もう、十分、十分すぎるくらいやっている。これ以上望むこと

はないですね。どちらかというと私が、企業とか社会に対して、多様性とかね、公平とは、

平等ってどういうこと？って知ってもらって、それをスタンダードにしていく時代だと思

うので、これはもう、先生がたからいただいた叱咤激励だと思って、微力ながらがんばって

いこうかなと思った次第です。 

 

益子／あの、ぼく、聞こえないこどもの施設で働いたことがあるんですが、まあ、なんでし

ょう、今戸田先生のお話で、とくにこれ以上何もない、というのはまさにおっしゃるとおり

だな、と・・一生懸命とりくまれているのは重々承知していますので、そのこと自体が、と

思うんですけど、ただまあ、かたや、そんなに焦んなくてもいいんじゃない、って思う状況

も、けっこうあるなっていうふうに思います。片方では、聞こえる高校 1年生だったら、こ

のくらいまでできなきゃいけないよね、っていうところを見つつ、でもこの子の発達の段階

からしたら、これ以上は求められるかな、求められないかな、という見方は二つあると思う

のですが、その中で、どうしても焦りがちなところがあるんじゃないかなというところがあ
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ル用に思います。もちろん、そういう先生もいればそうでない先生もいると思うし、きちん

と、子供に向き合う先生もいるし、そうでない先生もいると思いますが。焦らずにかかわっ

ていただくっていうことが大事なんじゃないかという風に思います。以上です。 

 

杉中／今日、学校の先生もたくさんお見えになっているので、コメントあればお願いします。

あと、メールのほうで、ろう学校の先生から質問があって、戸田さん宛の質問だったんです

が、これはフロアのろう学校の先生に対して聞いた方がいいような質問だと思うので、伺い

たいのですが、先ほどの○○さんからの質問で「情報保障など、自分に必要な支援について

の知識、その他、自己理解には、自らの場外について理解、説明する説明力、意思表明の力

も含まれるかと思います。私はそれをろう学校時代に学ぶ機会がなく、自分自身が気づかな

いままだったので、大学進学後、進学もあわせて、苦労しました。最近のろう学校では、上

記のような要素を学べる機会というのは増えているのでしょうか」という質問です。 

これは是非、現場の先生方にお答えいただきたいんですが、もしいらっしゃいましたら、

しゃべってもいいよという方に挙手いただけたら。 

 

フロア／はい。えー、某ろう学校で勤務しております。何も問題がないということならここ

に来る必要もないと私としては思っているので（会場笑）、やはり、その年その年、その子、

その子、一人一人の課題があるなと思っているところです。 

やっぱり私自身が、もっといろんなもの、障害や自分のことをどう相手につたえるか、と

いうところについては、本当にケースバイケースだなと思いますので、こうすればいいよ、

というマニュアルですべて解決するものではないと思いますし、相手の会社だったり、地域

性だったり、その人のパーソナリティであったり、いろんなものが影響するなと思っていま

す。ただ、やはりあの、今、人事異動も激しい中、人が変わってしまうということが、すご

く問題化しているので、なるべくそこが標準化されていく・・こういった形で行っていくん

だよ、ということが全国的にあるていど共通化されていくと、歩み寄り方というのもまた変

わってくるというか、会社の方も一般化されていればわかるものもあるのかなと感じてい

るので、そういったところも、お互いの情報交換というものがこういった階を通じて広まっ

ていくといいなと思っています。すいません、まとまってませんが。 

 

杉中／ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。 

 

会場／先ほど質問させていただいた某ろう学校にいます、○○と申します。えーと、もう書

かせていただきましたが、進路担当をしています。今のご質問のなかで、自己理解とか、自

分の障害をあいてに伝えるということが、今のお話にもあったように、まだまだろう学校の

中で、これからしっかりとやらなければいけない課題のひとつかなと思っていますが、あま

り長くろう学校にいるものでもないので、そのあたりはまた、ろう学校の先生がいらっしゃ
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ったら補足していただければと思いますが、外に出て、職場体験をしたりとか、大学に進学

したりというポイントの中で、自分のことをどう伝えるかっていうようなことは、本校では、

少しずつですが、どういう支援があったら、自分は助かるんだよっていうのを一緒に考える

っていう時間を少しずつ作るように努力はしていますが、なかなかまだ、それをどういう風

にていちゃくさせるかっていうのは、これからの課題かな、と思っているので、今日ここで、

いろいろ教えていただいたことなどを、また現場に持ち帰りたいと思いますので、また、こ

うしたらいいよ、というご意見があったら是非教えてください。 

 

石田／最近その、自分について説明する力、というのは、聴覚障害児教育の中でもすごく注

目されてきている内容・・・言語発達とか、言語力をつけるというのとはまた一歩進んだフ

ェイズに入ってきていると私自身は感じているんですけれども、えっと、あまり合っていな

いかもしれませんが、ろう学校それぞれで、取り組み方はあると思うんですけど、私ろう学

校じゃないんですけど、私がやっていることとしては、説明力をつけることとしては、職場

体験とか、体験があると、自分の中に染みついていきやすいんですね。なので、どうだった？

って聞いて、こうだった、って聞いて、何でそうなった？っていってどうしてだと思う？と

か、どうすればいいと思う？っていって。PDCA サイクルみたいなかんじで繰り返すって

いうのを、セラピーの中でやったりして、それをまた学校の先生と共有したりして、学校で

はどんな感じではなしていますかっていうのを、共有したりして、でまた子どもとはなして、

という取り組みをしたりしています。参考になるかわからないけど、以上です。 

 

杉中／はい、すいません。あのー、まだたくさんあるのですが、これ、ラストでお願いしま

す。○○さん。お名前が間違っていたら申し訳ありません。「自分を説明する力が必要なの

はとてもよくわかるのですが、聞こえていた記憶がない人にはわかりません。つまり、聞こ

えること、というのはどういうことであると教えればいいでしょうか」。 

 

益子／やっかいなご質問をいただいたな、と正直思っておりますが（会場笑）まず、聞こえ

ることと聞こえないこと、そこに、聴覚障害という、一つの障害があるから、ややこしいん

だと思います。それはつまり、聞こえる、という状態に対して、聞こえない、という風な、

状態は、この聴覚障害の世界でいえば、どんな意味があるのかっていうことをまず考えてほ

しいんですね。医学的な特徴ではなくて。聞こえない、ということは、孤独であり、周囲と

比較して情報が入らない、というようなことであり、まあそして、いいたいことを、いいた

いときに言う、そういうことに、バリアがあるという状態ですよね。羽がある状態ってどう

いう状態ですか、とか、羽がない状態ってどういう状態ですかっていう、ねえ。そういう話

をしてもしょうがないのと同じように、聞こえる、という身体的な特徴を持っている状態を、

あまり具体的に説明してもしょうがないんですよね。 

耳が聞こえるっていうことはね、電車の音が聞こえるっていうことで、人と話すときに音
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声？？が聞こえるということなんだよ、とか。そういうことを説明するんじゃなくて、聞こ

えるっていうことと、聞こえないっていうことが、何なのかという説明をするのは、聞こえ

ると言うことは、今ここにいる大半の人と、ま、好き嫌いとかあると思いますが、気兼ねな

く会話ができる状態であって、今いる人たちと、ほぼほぼ同じ情報が入ってくる状態だ、と

説明する。これ以上でもないのかな、という風な気がしますね。 

ほかの先生方も何かあれば、と思うのですが、会場の方も含め、そうじゃないよ、という

のがあれば・・僕の、あくまでそうなんじゃない、ということでしかないのですが。はい。

何かあれば、僕も教えてもらいたいなと思います。 

 

石田／この方の質問の２番目に、聴者が聞こえることで自然に身につけてきたものは何か、

という質問があって、これがすこしつながっているのかなと思うのですが・・これが妥当な

答えなのか、一つの例ですけど、たとえば、一人暮らしの部屋で、真夜中に、洗濯機を回し

ますか、とか真夜中に掃除機をかけますか、というようなことで・・・私たちは、壁があっ

ても、その壁を通り抜けて、洗濯機の音とか、掃除機のぶおーーんって音が聞こえて、隣の

人とか上下のひとの迷惑になるかもしれないって思って、教えられなくても、そういうこと

はしない、と思うんですよ。たいていの人は。それはなぜかというと、壁があったとしても、

それは壁の向こう側の音が全然聞こえないわけではなくて、音は、やっぱりどこかからもれ

て、それが、人に影響を与えるということがわかるから。それはきっと、聞こえるから、あ

えて指摘されなくても身についてきたことのひとつなのかな、と思ったりして。そういうこ

とが一つの例になるのかなあ。わからないですけど、どうなのかな。 

 

戸田／今の話・・・意図的に学習するか、偶発的に学習するかっていうことだと思うんです

ね。たとえば、新卒で入社して、会社でいろいろね、観察しながら学習をする、というのが

あるんだけど。ある日、先輩が、上司に怒られている様子を、直接は見れないから、そうい

うの見てたら野暮なんで、仕事をしているふりをして、聞こえる人って、耳を大きくして、

何でしかられているのかな、ってきいていると、その上司は、締め切りまでにちゃんとレポ

ートを出していないからすごくしかっているって言うのがわかった。「なるほど、その上司

は時間に厳しい上司なんだな」っていうのがわかって、その人は、しかられない行動をとれ

るんですよ。この上司には、ちゃんとが察する力だったりすると思うんですね。偶発的にそ

ういう場面に遭遇してわかる、締め切りまでにレポートすればしかられないっていうのが

わかる、みたいなのが、こいう。聞こえる人はこれができるけど、聞こえない人に関しては、

意図的に教えないといけないって、アプローチが変わってくると思うんで、それってどの場

面でも同じだと思いますね。たとえばドラマでもいいし、電話のやりとりで学ぶこととか、

夫婦げんかを聞いていて、割って入ったら、子供が入ってくる話じゃない！とかってね、い

われて、こういうシーンでは、子供は入っていっちゃいけないんだなとか。社会性すらも、

たぶんそういう形で身につけていくというのが、たぶん、聞こえると聞こえないの大きな差
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だと思うので、社会的な常識感だったりとか、そういう聞こえる人は自然に身につけていく

けど、聞こえないひとはもしかすると意図的に・・・会社に入る前にコピーの取り方をしっ

ているとか、書類は斜めにホチキスを止めるとか、もしかしたらそういうのも、意図的に教

えていかないといけないことかもしれないので、そういったことの違いみたいなのをなに

か体系立ててあればいいのかな、と思いました。 

 

益子／もう一回戻ります。ただ、今のお話でも、発達障害のかたでもそうですよね。目の前

の状況に集中して、周りの情報が一切入ってこないというのは、聞こえない人もそうだけど、

発達障害の人もそうだし、僕、ろう者だけの飲み会に行くと、全員が何言っているのかわか

らないし、目の前の人の話はわかるけど、間接的に手話で話されていることはわからないし、

英語の学会でもとなりでなにひそひそされているかもわからないし、それは、障害だからと

か、聞こえるとか、聞こえないとか、身体的な特質の話ではないのですよね。 

社会的な常識っていうことにしたって、周りで手話を使える人がいっぱいいれば身につ

くし、だからコミュニケーションの障害、といったものが何を意味するのか。それが一時的

なものではなくて、十年も二十年も三十年も続くことの意味は、どれだけ深いものなのかっ

ていうことに注目して伝える、ということが大事なのかな、というふうに思います。 

 

杉中／ありがとうございます。まだまだたくさん頂いているんですけれども、繰り返しにな

りますが、私がですね、細々とインターネット、outreach33.jp というのを私とバイトの学

生がまったり更新しているので（会場笑）常に有益な情報があるわけではないのですが、今

回いただいたコメントシートで返しきれなかったものはですね、講師の皆さん全員と共有

の上で、すべてできるかはわかりませんが、質問とか感想はフィードバックさせていただき

たいと思います。こちらのページに掲載したいと思いますので、(ホワイトボード参照） 

努力目標で三月の末までには（会場笑）、みなさんもよろしくお願いします。ということで、

大幅に時間が超過して申し訳ございませんでした。つたない運営で大変ご迷惑をおかけし

ました。これで、無事終了ということになりますが、講師のみなさんにもういちど、ひとつ

あの、講師の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。（拍手）ありがとうございました。 

教室は６時半頃まで開いていますので、参加者間で・・・６じ？あ、6時ですので、速やか

に退室していただけたらと思います（会場笑）。来年か再来年か、また企画することもある

と思いますので、みなさんのお手元にアンケートが、コメントシートとは別にありますので、

率直な感想をいただけたらと思います。記入いただいたかたは、受付にいらっしゃいます香

川さんにおわたしください。本日はありがとうございました。（拍手） 
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続・クロストーク（コメントを記入頂いたものの、時間切れになってしまった分を回答しま

した。戸田講師へのコメントが中心です。完全版は outreach33.jp で公開しています） 

 

コメント／「キャリア発達」という視点で、学齢期（幼児期）、青年期、成人期それぞれの

発達年齢でどんなことが必要になるのか、どのお話も非常にわかりやすく勉強になりまし

た。私はろう学校で進路担当をしています。就労支援コーディネータという立場で企業開拓

や就労支援、卒業生の定着支援を主な業務としていることもあり、戸田様のお話は共感する

部分がたくさんありました。特に定着のための力はまさに感じている所で、お話の中にあっ

た社会に出る前に身につけておきたいコミュニケーションの力や自己理解の力を学校の中

でいかに育てていくかが今抱えている課題なのだろうと改めて感じました。キャリア発達

の要素にある「人と環境の相互作用」「時間的流れ」「空間的広がり」において聴覚障害があ

るゆえに機会や経験、情報が限られたものになりやすく、経験によって得ることのできる学

び、対話によって深められる言語力や社会性、自己理解に難しさが出てきてしまうのではと

考えています。個人的には、きこえない（きこえにくい）人も含めた広い社会の中で人とど

うかかわるかをどう指導・支援するかが、これからの学校がすべきことではと感じています。 

 

戸田／ろう学校の進路指導の先生より、このようなご意見をいただけたことは大変ありが

たいです。学校生活の限られた時間で社会に出る準備を身につけることは本当に大変だと

思います。その中で先生方も生徒の皆さんも十分ベストを尽くされていると思われます。 

これからの聴覚障害者の社会参加において、学校だけがその責務を負うのではなく、受け入

れる側（社会）で多様な人を受け入れる風土を育んでいく必要もあると思いました。今はそ

うした潮流も感じられますので、この機会を活かして聴覚障害の理解を少しでも広めてい

きたいと思います。 

 

コメント／戸田さんのご講演の中で聴覚障がい者の就労状況について特に興味を持ちまし

た。障がい者が企業などに雇用してもらうためにある障がい者枠での雇用が、むしろ働ける

権利はあるものの給与や階級制度において正採用の人たちよりかなり不利である優劣があ

ると思います。障がい者が自分に合った所で働くことができ、経済的に困ることなく生活で

きる、障がい者の一人の人間として、障がいが理由になることなく働ける環境整備が重要だ

と思いました（障がい者枠の内容見直し等） 

 

戸田／ご関心をお寄せいただきありがとうございます。今は働き方が変わり始め、一つの会

社にしがみつくことが必ずしも正解ではなくなってきました。もしかしたら副業を持つこ

とが常識になる社会も訪れるかもしれません。通信やインフラなど環境も大きく変わる中
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で障害による困りごとが大きく減ることも予想されます。時代の流れや変化を常感じるア

ンテナは張り続けていたいところです。 

コメント／戸田先生。「相談する」ということ自体の難しさに気付きました。相談員のお仕

事は、相談を聞くことだけでなく相談する力を身につける支援をすることなのかもと思い

ました。四人の先生方にお話を伺い「自分を知り、説明すること」がとても重要だと感じま

した。特に「何となく雰囲気」で生きてしまう自分自身、説明力を高めたいなあ！と強く思

いました。 

 

戸田／ご質問者のご意見で、いい気付きをいただきました。ありがとうございます。相談す

るには説明力が必要ですが、「説明の仕方」は体系立てて教えてもらう機会はあまりないか

もしれません。学校で説明の技術を学ぶことができたらいいかもしれないですね。 

 

コメント／戸田さんが話されていた社会に出る前に準備したい要素について改めて学校で

何ができるのか考えなければならないと思いました。また子ども一人一人を囲む環境が

様々なので、いかに経験の機会を増やすのかが難しいと思いました。教員としてできること

を頑張っていきたいです。 

 

戸田／ご意見お寄せいただきありがとうございます。私が勤めていた就労移行支援事業所

では「模擬職場」を用意して、会社の過ごし方を丸ごと模擬的に再現する場を作ったことも

ありました。こうしたトレーニングを実施している事業所とタイアップして体験通所する

など、学校の周囲にある社会資源をうまく活用することもありかなとも思いました。 

 

コメント／戸田氏。５～１０年後には、長く働くというよりも、社会の一部として何ができ

るかを考えるほうが先？ ・職場側、聴覚障害者側の実情を知るのは企業・個人としてでは

なく、社会全体としての方が考えるのは？ ・そもそも、社会は世に生を受けてから関わっ

ているのでは？（社会に出ると意味） 働くの意義が疑問、社会、社会の皆が豊かで暮らせ

る、便利に暮らせるようになるために、助けてあって社会づくりしていくものではないか？ 

 

戸田／社会へどのように貢献するか、という視点を持つのは確かに大事です。一方、こうし

た視点に立つには、ある程度キャリア（社会に出て５，６年くらい）を積まないと難しいの

ではないかと感じます。今回は社会人になる前の世代を対象にしたお話にしたため「社会に

対して何ができるか」、といった話には触れませんでした。おっしゃる通り、聴覚障害者を

取り巻く問題については社会全体で考えることだと思います。今のこの社会状況も、これま

で先達の聴覚障害者が長い時間をかけて聞こえる側に働きかけ、切り開いてきた結果です。

手話言語条例もほんの数年前に制定されたことからも、社会は今ようやく変わり始めたと

ころだと思います。ご質問者が望む社会の動きは、これから期待していいことなのではない
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でしょうか。 

 

コメント／障がい者手帳をもたない軽・中等度難聴者の就労状況（職場での困りごと、どう

いった仕事をしているのか等）がわかれば教えていただきたいです。 

 

杉中／手帳を持たない方々に聴き取り調査をしたことがあります。職場での困りごとにつ

いては、手帳のある聴覚障害者と大きく違いませんでした（会議や飲み会の苦労）。ほとん

どの方が、音の輪郭がぼやける感音難聴であったからでしょうか。仕事については、障害を

明かさずに営業をされている方や、接客業の方がいたところ、基本電話は取ります、という

方が多かったあたりが相違点かと思いますが、文字通り統計の下に「潜在」する軽・中度難

聴者、全体のシェアはわかりかねます。気持ちの面では、自分は障害者なのか？という踊り

場感、中二階感とでもいいましょうか、己の所属意識に悩んでいる方もいらっしゃいました。

もし、中等度難聴の方で、障害者雇用を望んでいるのであれば、受診をしてみて、６級の取

得を検討ください。加齢により聴力は変化するため可能性はあります。それで心の健康が担

保されたり、経済的に救われたりするのであれば、急ぐべきかと思います。 

 

戸田／手帳を持たない（持てない）場合の就労状況ですが、杉中先生が書いていらっしゃる

通り、手帳のあるなしに関わらず、同じような苦労がついて回るようです。例えば複数人で

の会話のやり取り（会議等）や騒がしい場所での聞き取り（飲み会）といったことです。 

また、電話対応などを免除されているにもかかわらず、そのことを知らない他部署の方に

非難される、呼びかけを無視したとして非難されるなど、あらぬ誤解を受ける苦労もあるよ

うです。ただ、こうした困りごとの軽減のために、多くの難聴者は人事、あるいは所属部署

の上長に粘り強く自分の聞こえについて説明し、自分の居場所を作るという努力はされて

いるようです。職業は様々ですが、総じて事務職に就くことが多いようです。特に人事、総

務、経理といった部署で勤務することが多いです。社内の限られた人とのコミュニケーショ

ンだけで仕事が成り立つため、ストレスを受けにくいということも事務職が選ばれる理由

だと思います。 

他にも、Web デザイナーやプログラマーといった仕事に就く方もいらっしゃいます。こ

れもコミュニケーションする人が限られる、チャットなどのコミュニケーションツールで

会話が成立する、など聞こえの困りごとが少ない点から選ばれているようです。 

 

コメント／社会に出て、どうしても（障害のために）苦手なことに取り組む必要があると思

います。そのような時に社内の人にうまく伝えるにはどうしたら良いでしょうか？ 

 

戸田／苦手なことが障害からくるものであるならば、無理して適応する必要はないと考え

ます。では自分の聞こえ、希望する配慮をどう伝えたらよいか。 
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まずは聞こえの困りごとの解消法についてネットなども駆使して広く調べてみてください。

そのうえで自分特有の聞こえにまつわる困りごとをどう解消すればよいか、自分の言葉で

まとめて行くとよいのではないかと思います。 

一つのガイダンスとして下記のページをご紹介いたします。 

https://www.oticon.co.jp/hearing_for_all/2017/20170510 

 

コメント／戸田講師のご提言は何が必要か？具体的で分かりやすかったです。ボキャブラ

リーを学生時代に増やして意味をつかみ、ことばの引き出しをたくさん持つことに共感し

ました。「説明力」は会社員のＯＢとして絶対必要と断言できます。上司との考課の面接、

企画の説明、情報の共有のための説明 etc 手話を主体に育った学生どうやって日本語の語

いを増やすか？課題と思いました。企画ありがとうございました。 

 

戸田／共感できるというご意見をいただきありがとうございます。会社員生活を送るうえ

で「説明力」は重要、という言葉には実感がつよくこもっていて、私も自分の提言に改めて

自信を持つことができました。この企画をさらによりよいものに磨きあげて多くの人にお

届けできればとの思いを強くいたしました。 

 

コメント／益子先生。大学生（難聴）です。大学でろう文化や手話について学ぶ機会も多く、

個人的にも大変関心のあるテーマが多いのですが、大学の情報保障、ろう者の理解が進むに

つれ、当事者性が失われている気がします。当事者性をひとりひとり持ち、問題解決するこ

とはこれからの時代に求められると思います。その当事者性を便利な世の中になった学生

も持ち続けて今後の社会に貢献できるにはどうしたら良いとお考えですか？ 

 

益子／ご質問ありがとうございます。人は社会人としての自分、父親としての自分、ろう者

としての自分など、その多面的な自己をそれぞれの文脈の中で位置付けて生活をしていま

す。どの一面が不足していてもその方の生活は円滑なものとはいえないでしょう。そういっ

た中で、ろう・難聴者としての当事者性を持つ、というのは、ろう者として、或いは難聴者

としての生活の仕方、ライフスタイルなどを獲得することで、聴者の中で失われていた肯定

的な自己像を回復させる意味を持っています。まずは、書物などを通した代理体験でも構わ

ないと思います。これらを意識的に学ぶことで、より充実した社会生活がしていけるのでは。 

 

コメント／杉中氏。聴覚障害は個性ではなく、人と社会との関係にある障壁ではないか？大

事なのは、その関係をどんな風にしていくか、改善（障壁をなくす）or 新しく作り直す     

 

杉中／コメントありがとうございます。聴覚障害そのものではなく、聴覚障害がもたらす

「影響」は、ご指摘のように、社会との間に横たう障壁であると考えます（この理解で合っ
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ていますでしょうか）。環境を整えることで、聴覚障害の「影響」を軽減する必要がありま

す。そのためには、聴覚障害者自身のみならず、周囲のキャリア発達が求められます。戸田

さんのお話に「雇用側が聴覚障害の内容を”知らないがゆえ”に採用が決まり、採用後の配慮

は十分でない」という話がありました。聴覚障害者はこの事実をまずは受けとめ、障害理解

の促進に努めること、周囲はそれをわがままに類するものと混同せず汲んでいくこと、これ

らを地道に繰り返すほかないと思います。 

 

コメント／石田ＳＴの話と同様になりますが…聴覚障害者にとって、・会話（コミュニケー

ション）の成功体験（身内・身内以外）が少ないと思われます。 ・聴き取るだけではなく、

その先にある会話・アウトプットの練習を学齢期に習得すると、会話スキルの基になると思

います→学齢期から終業に至るまでの長期的な学習プログラムを構築させることが急務だ

と思われます。 

 

石田／コミュニケーションのレベルというのは発達段階とともにステップアップしていく

ものですので、長期的視点での学習プログラムの体系化はとても大切だと思います。貴重な

ご提案をありがとうございます。 

これについて、プログラムではないかもしれないですが、習い事や地域行事への参加、一

日子ども教室や興味のあるイベントの提案と希望があれば参加…というのが初めての場面

や人の中でコミュニケーション経験をし、その内容について本人とフィードバックし合い、

自分の話し方や聞き方の特徴について把握し、必要なトレーニングを選択・実施の PDCA

を回すのが一つの方法かと思います。ご本人のコミュニケーションの足跡にもなりますの

で変化を良い意味での自信にする材料にもなりうります。個人的には対象者さんの興味が

ありそうなことにはアンテナを張るよう心がけています。 

ですが、あまり通じない経験をするのも本人にとって負担が大きいので、フォローを考え

ておくこと、気を張らなくてもいい場所(家族や馴染みのコミュニティなど)を確保し、バラ

ンスをとることは配慮します。 

 

コメント／社会人になってまだ一年ですが、学生と社会人の違いに「仕事におけるコミュニ

ケーションは数字の内容など重要なことがほとんどで、今までのようにききもらすことが

できない・疲れる」ことを痛感しています。そのうえ、飲み会や雑談など「職場環境で良い

関係を築くためのコミュニケーション」も必要とされていて、そこまで気が回らない・・・

というのが現状ですが、「聴く」ことへの負担をへらすようなアイデアはありますか？ 

 

益子／聞くことへのご不安があるとのこと、ご不安な状態が続いていることと思います。そ

の上で、コミュニケーションとは双方向性を有したものだといえます。従って、この解決に

はお互いの存在に対する無関心な状態ではなかなか至ることが出来ません。どのようにし
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たら、双方の間でこの問題について意欲的に取り組むことができるようになるのか。このこ

とを考えたときに、人間的に相手に対して興味関心が湧いているかどうか、業務の依頼を信

頼してできるのかどうか、といった 2要素が大きく影響すると感じます。従って、齟齬が起

きないコミュニケーション方法の構築も去ることながら、日々の休憩時間などにお互いが

親しくなるように務めること、このようなことからも問題解決の糸口が見つかるのではな

いでしょうか。 

 

石田／おっしゃる通り、仕事上のやりとりは一つの聞き漏らしや聞き間違いが周囲に大き

な影響を与えてしまうこともあります。それを自覚されていることがとても素晴らしいと

感じます。こういう経験を通して職業人として社会参加する認識が育っていくとも思いま

す。益子さんから一緒に働く同僚と積極的な関係が築けるかどうかが重要であるという意

見がありました。私の方からは、「聴く」ことへの負担を減らす方法論をコメントさせてい

ただきたいです。一つに、他感覚、(例：視覚情報)を活用することがあるかもしれません。

人間は忘れる生き物ですから、健聴者であっても、大切な情報はメモに残します。話し手が

重要と思う情報は事前にメモ等の視覚化しておいてもらえないかお願いするとか、一気に

指示出しや情報共有をするのではなく、細切れにして、その都度内容を再確認しながらやり

とりする流れをつくるなど、「急がば回れ」のスタンスをもって考えてみるのが一つかもし

れません。 

 

コメント／石田彩氏。もしも、めざすものがない（本音でも何もない場合）は、どうサポー

トするか？失敗したら、どんなサポートが必要か？音声が中心という社会に対して、ＳＴの

視点はどう捉えているか？ 

 

石田／目指すものがない、探しているところだという方もたくさんいらっしゃいます。まず、

このこと自体が悪いことでは全くないと思います。私がサポートする場合なのですが、「最

近はまっていること」や「気づいたらいつもやっていること」「ちょっとでも気になること」

を話のネタにしてフリートーク形式で深めていきます。その中で、「そういえば、あれって

どうなってるの、どんな人が作ってるの、作る過程には何が必要なの…」など好きなものを

解剖して調べてもらうなどの具体的な「ミッション」に取り組んでもらい、それをネタにし

てまた話を深めて…というサイクルを行っています。そうすると、いくつかある話のネタが

淘汰・洗練されてきて少し自分の将来の方向性が見えてくることもあります。 

失敗した際のサポートについては、何を失敗と捉えるかにもよるかと思います.一見失敗

に見えるようなことだけど、その裏には「得られたもの」もあるのではないかと見方を変え

てみる提案をすることもあります。それを以て次にどうすることができるかを考えたりし

ます。また、ご本人が失敗と捉える事実について色々な方に意見を聞くことで捉え方の多様

性にふれ、考え方の幅を広げる試みも行います。 
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音声が中心の社会について、STとしてどのように捉えるかについて、これはあくまで私

個人の考えです。また、的外れであったら申し訳ありません。まず、音声言語が日常社会に

おけるコミュニケーション手段の中心であることは、健聴者が多数である以上、変えがたい

事実ではあると思います。ですが一方で、あくまで「中心」であり、「絶対」ではありませ

ん。健聴者であっても、音声だけでコミュニケーションをとっているわけではありません。

例えば、視線や表情で言外の意味を捉えようとしたり、うまく言葉にできない感情をジェス

チャーに乗せることもたくさんあります。また、電話口で相手の姿が見えない、まさに音声

のみのコミュニケーションであるにもかかわらず、私たちは文脈に応じた動作を「知らない

うちに」加えていたりします。このように、音声はあくまでコミュニケーションを構成する

手段の一つだと私は考えています。一つひとつの手段が使用する本人の中でどのように位

置づき合っているかということなのだと思います。ですが、人というのはそのことに気づき

にくいのです。それは我々が「いつのまにか」音声を使いこなしているため、コミュニケー

ション＝音声と思いこんでしまうことにあるのかもしれません。ですが、生まれたときは誰

しも動作や表情、視線、泣くこと、などいわゆる非音声的な側面からコミュニケーションを

出発しています。そのことを思えば、音声にこだわる必要はないのではないでしょうか。そ

の方の性格・生活様式・アイデンティティなど様々な要素を総合的に捉え、使えるあらゆる

手段を用いて「質の高いコミュニケーション」をめざせばいいと考えています。そのために

ST としてコミュニケーションの出発に立ち返る提案を根気強く行い、「あらゆる手段を用

いてわかりあうことが本質的なコミュニケーション」という柔軟な認識のある社会になっ

ていけばいいと考えております。 

 

益子／めざすものがない、ということについて私からもコメント致します。対象となるお子

さんの状態がわからない状況ですので、的外れでしたら申し訳ありません。ただ、私達支援

者がとかく見落としがちなものとして、好き、嫌い、といった嗜好には、御本人の自尊心が

きちんと育まれているかということも関係しています。目指すものがない、と話をされるお

子さんの中には、障害があることを理由として、何かに対して自信を持って「好き」といえ

ない。何をやるにも不安が付きまとっている状態にあることも考えられます。従って、まず

はその子の周囲の人間関係（ご家族や友人、支援関係）を見ていただき、そういった自信を

どうしたら獲得できるのか。どうしたら関心の持てるものを作れるのか、そういったことを

お考えになってみることもよろしいかと思います。 

 

杉中／めざすものがないというのは、めざすものを吟味する機会に触れていないというこ

ともあるのではないでしょうか。聴覚障害の影響で、あれもだめ、これもつらいと、どうし

ても聴者より引き算で将来展望をしがちです。しかし街へ出て、物理的に人よりも多くのこ

とを経験するほかないと思います。誰も知らないうまいやり方が見つかるかも知れません。

私も絶えず探しています。 
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コメント／キャリア支援の面で、高校生に必要な事はなんですか？（高校で挫折する、地域

の学校に通う聴覚障害者が多いように感じています。学齢期ほど手厚い支援もなく、大学ほ

ど大人でない中、サポートが切れる環境下にいる子が多いのではと思います） 

 

石田／高校に入ると多くの場合は支援が義務教育段階ほど手厚くないことは確かに多いで

す。入学する前に学校を見学したり、教員と面談したり、などしてその環境下で自分には何

が必要か、何があれば過ごし方の質を上げることができるのかの「現時点での状況」を棚卸

しておくことは、自己認識の一環となるのではないかと思います。また、入学後に「気軽に」

自分の状況と気持ちを表明できる「待避所」を見つけることも大切になると思います。 

 

コメント／なぜ娘がすぐにキレるのかがわかりました。言葉にして伝えることができない

もどかしさなんですね。これを解決するためには語彙を増やさなければならない。ふやすた

めにはどうすればいいのか、娘に合った方法は何？さらに語彙を結びつけることが大切。で

はどうすればよいのか？考えることがたくさんであたまが一杯です。幸い学校の先生が今

日いらっしゃっているので相談しながら、よりよい方法を見つけていきたいです。とてもよ

い講演会でした。このような機会があることすら知らない人が多いと思います。情報発信の

仕方を考えて頂けるとさらによいかと思います。こんなにすばらしい話、もっとたくさんの

方にきいてほしいと思いました。地方でも、お願いします！！ 

 

杉中／今回は準備期間が少なく、参加者の皆様に支えられたイベントでした。改めて御礼申

し上げます。広報はじめ諸課題も認識しており、次回があれば改善したいと思います。地方

の（もちろん都市部にもいるであろう）情報や交流を必要とされている方、届きにくいとこ

ろにいる方に届けたいという気持ちがあります。今後もご指導頂ければ幸いです。 

 

コメント／一人一人の基礎学力の定着をさせること、一人一人が自分なりのキャリア発達

支援を受けられるための必要な環境整備とは？（言語聴覚士） 

 

石田／周囲の人もまた本人を取り巻く重要な環境要因だと考えております。定着もキャリ

ア発達もとても個人差はありますが、長い時間をかけて醸成されていくものですので、支援

者(人的環境)が「気長に」本人の今の姿を受け止める度量をもつことが必要なのではないか

と個人的には思っております。 

 

コメント／講師のみなさますばらしいお話ありがとうございました。特に杉中先生のすば

らしいお話勉強なりました。あっという間で残念…たぶん若い学生やお母さんも多かった

のですごく丁ねいに話されていましたが…キャリアのご研究のお話をもっと知りたかった
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です。「余談」はどうやって調べられたのですか。私個人的に絶対あるあるだと思いました。 

 

杉中／ありがとうございます。アンケート（心理尺度）をいくつか使っています。あとは生

年月日を教えてもらい、そこから日齢を算出して、あれこれと統計的に処理することで調べ

ています。 

 

コメント／今回の講演を通して、聴覚障害の就労の現状を改めて再認識するとともに、社会

に出る前に身につける力は非常にたくさんあると思った。特に自分のきこえを理解して周

囲とやりとりしたり説明したりする力はとても大切だと思う。今は人工内耳が普及してき

て「きこえる」子どもが増えてきているが、その「聞こえる」はどの場面でも同じなのか、

本人の聞こえと周りの受けとめ方に差はあるのか、今の「聞こえる」感覚は社会に出ても通

用するのか、ということを本人そして周囲の大人が気付いてく必要があると思った。本人

（こども）がその自覚を持つためには周りの存在がとても大切になってくる。「聞こえる」

ことの裏に潜む見えない課題に気付いて、一緒にどうしていくべくきか考えることが、本人

の自己理解の一歩につながるのではないかと思った。 

 

益子／私達にとって、聴こえる、ということは「聴く＋自分の意見をその場で整理できる」

という状態を意味していることが多いと感じます。そのようなことを考えた場合に、彼らの

聞こえは、「相手の云いたいことを集中すれば理解できる」程度であることが多いのではな

いでしょうか。周囲との時間的なズレが無く、相手の話をきちんと理解した上で、自分の意

見を十分に整理する。ここには、やはり本人も周囲も適切なコミュニケーション方法を獲得

することが必要です。また、その環境ごとに今が「聞こえている段階」までなのか。それと

も、時間的なズレがなく「思考を整理できる段階」に至っているのか。こういったことを正

確に見極め、コミュニケーション方法を模索することが求められるのではないでしょうか。 

 

杉中／１．音がきこえる ２．かつ言葉がわかる、３．その言葉の意味が理解できる ４．

その意味を状況に応じて（言外の意味を）解釈できる。この四点は似て非なるものですよね。

当事者も周囲も、専門家も、それを認識できるとよいのですが。 

 

コメント／難聴の娘をもつ母親です。現在、私立の一貫校に通っています。周囲の同級生が

大きな夢を持つ中で、自分には何が出来るのか、難聴があっても働ける仕事はあるのか、毎

日悩んでいます。難しいです。今回のイベントで、どんな仕事につくにしろ、自分から雇う

側に寄り添う気持ちが大切だと知り、一歩前進できたと思います。 

 

杉中／聴覚障害の影響を受けながらも、希望の職業についていらっしゃる方は多いです。川

があって渡れなければ架橋するように、周辺環境をどうにかすれば、障害は障害でなくなり
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ます。大変なことではありますが、周辺環境を調整する方もまた人間ですから、戸田さんが

指摘する説明力の大切さというところに帰結します。個人的な意見ではありますが、今は夢

や希望を大切にして、さまざまな場所に赴いたり、情報を集めたりすることで、その可能性

を拡げていただきたいと思います。雇う側も人の子なので、強い思いがあれば味方をしてく

れるかも知れません。また、仕事の内容を吟味していくうちに、憧れていた仕事は実はそれ

ほどでもなかった…なんてこともありますし、代わりに意外なところから目標が生まれる

かも知れません。聴覚障害に引っ張られて職を探していると、職務内容に対するミスマッチ、

不適応も心配です。期待していたよりも職務が単調などで、情熱をくじかれるのは辛いこと

です。蛇足ですが、世は情報社会であり、コミュニケーションのテキスト化、データ化が増

えています。若者の電話嫌いや、企業においても、メール連絡やテレワークの奨励という動

きもあります。期せずして、聴覚障害者にとって追い風が吹いていると感じます。 

 

コメント／言語化する力を付けるために０－２歳児の頃に大切なのは何。親子の関わり方

は？ 

 

石田／0～2歳の取り組みについては、近年ではベビーサインの活用も注目されております。

こちらをご参考（https://www.babysigns.jp/about_babysigns）いただければと思います。そ

の上で、親子の関わりについては発達心理学その他の先生のほうがお詳しいことと思いま

すが、周囲への関心をどのようにもたせることができるのか、ということが大きいのではな

いでしょうか。身体を動かすことなどを通して、まずは外に彼らが働きかけることを促せる

ような関わりが重要と考えます。 

 

杉中／個人的な意見ですが、まず大切なのは十分に身体を動かすことではないかと思いま

す。言葉を受け入れ、育てるための脳を発達させます。難聴児のお母さんからは、たえず絵

本の読み聞かせをしたことがよかった、という話をよく伺います。 

 

コメント／キャリアについては未来と現在のどちらを優先したらよいのか、ときどき分か

らなくなるときがあります。現在→未来の「わだち」がつながっていればこの「不調和」も

なくなるのですかね、、考えるきっかけをありがとうございました。・その日のエネルギーに

よって、きこえ含めた自分の状態について説明を試みようとするときと割り切りを選んで

しまうときがあるきがしています。言語化スキル磨きたいです。 

 

杉中／「その日のエネルギーによって」のくだり、とても共感します。物事 0 か 1 かではな

く、0.8 とかでも良いのに、1 でありつづけようとして疲れてしまう方がいらっしゃいます。

障害の説明ばかりしていると、障害の説明ばかりしている人という印象になってしまうの

で、一度びしっとやって、効果を長持ちさせたいですよね。たとえば感音難聴の説明でした
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ら、職場のめがねっこを捕まえて「めがねを外したら見えませんよね？それと同じ状態です。

近づいていくと段々見えてはくる（きこえてくる）けど、それでも目の前には常に擦りガラ

スが一枚あるんですよ」（うーん説明がへたですね。これをブラッシュアップしてください

笑）というように、身近なものに例えると興味も持ってもらえて、効果的じゃないかなと思

います。 
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事後アンケート 

 

 立場 評価 評価の理由 

1 
聴覚障

害者 
満足 

各講師のお話が練れていて具体的。解決策への指針が示

されている。 

2 

聴覚障

害者・

大学生 

やや満足 

自身のキャリアと比較しながら、聴覚障害の特性につい

て知識を深めることができた。・チラシや案内に開場時

間、全体的な流れ、アクセスも書かれていればもっとわ

かりやすかった（メールにあった地図は大変助かりまし

た 

3 

聴覚障

害（ろ

う）の

博士後

期課程 

やや満足 
障害科学・社会福祉・雇用の視点がやや明確に理解でき

た 

4 

聴覚障

害大学

生の親 

満足 

ふだん親から言われてはいるが聞き流していることをこ

のような場で、親以外の大人から話されたことで、大切

なことと身にしみたと思います 

5 

聴覚障

害のあ

る社会

人・人

工内耳 

やや満足 

医学的な内容ではなく、キャリア教育として聴覚障害者

の現状と必要される能力をしることができた。・自分は

人工内耳で音声と口話で情報を受け取っているが、みな

さんの話し方がききやすかった。 

6 

難聴児

の保護

者 

やや満足 

発信する力・説明力が大切なことは、よく理解できた。

難聴児を育てる上で、どうしたらこれらの力をつけさせ

ることができるのか、親に対する方法が示されないと困

るばかり。親は自分の力の及ばなさばかり考えて、自信

がなくなるだろう。 

7 

聴覚障

害のあ

る社会

人 

やや満足  
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8 
難聴児

の父親 
満足 どの内容も非常に役立つものだったから 

9 

聴覚障

害者

（サー

クル運

営） 

満足 
きこえない子供にとって大切な言語力の話をきけた。た

だもう少しゆっくり話してほしかった 

10 保護者 満足 

就職しても定着しないことはよく聴いていました。必要

なことを聴けたので、念頭において、本人と話していき

たいです。 

11 教員 満足 

学校の中でキャリア教育の推進が謳われているが、とて

も漠然としており、また聴覚障害児のキャリア教育とは

何か？ということを考えていたので、良い機会となりま

した。 

12 社会人 満足 

久々に手話や聴覚障害に関わるお話を伺えて、とても嬉

しかったですし心落ち着きました。キャリアのお話は自

分にも重なりとても勉強になりました。 

13 

人工内

耳装用

児の母 

満足 

娘はまさに今、自分の説明不足と、どうしたら周囲とう

まくやっていけるのかに悩んでいたところだったので、

今回の内容は本当にドンピシャでした。 

14 

聴覚障

害・社

会人 

満足 

キャリアについて自分にとっても課題だった聴覚障害と

いう視点で改めて振り返るきっかけを頂けたこと、言語

化の大切さ（実際のワークで語彙力のなさを痛感しまし

た 

15 
親とし

て 
満足  

16 

補聴器

メーカ

ー社員 

満足 

全体的に CAREERとは何かという所から、大学や学齢期に

求められる力まで、幅広い内容について知ることができ

ました。日々のご経験からのお話をうかがえて、勉強に

なりました。 

17 教師 やや不満 

聴覚障害、その他の障害をもった方が会場にいたと思

う。講師の方の表現やスライドにもう少し配慮があって

も良かったのではと残念に感じた面がある。 
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18 

聴覚障

害あ

り・社

会人 

満足 

今から自分の人生をやり直すことは難しいが、若いろう

社員の今後に役立てることができると思う。語彙のほか

に言葉の定義のギャップもあり（例・当日という言葉は

今日という意味だけではなく過去にも未来にも使う）そ

れについてギャップにきづかないまま就労して大変にな

っている人もおおいので、学力は大事だと思いました。

手話は必要。なぜなら研修で用意できる保障は手話なこ

とが多いから。読み取る力は必要です。議論したい内容

でした。 

19 
聴覚障

害者 
満足 

杉中氏・戸田氏の話は目からウロコがぼろぼろ落ちまし

た。さっそく同志と共有します。 

20 

大学職

員（当

事者 

やや満足 

可能であれば、ろう者の視点からの意見・発表がほしか

った。専門職からのキャリアアップや、就労環境の整備

事例もあるとなおよかった。 

21 

教員

（ろう

学校 

満足 

大変勉強になる内容でした。様々な立場からのお話がう

かがえるこのような機会をいただき、情報交換すること

ができると教育現場にとってはとてもよい刺激になりま

す。ありがとうございます。 

22 

聴覚障

害のあ

る大学

生 

満足 

具体的な体験談も含めてきけてよかったです。健常の中

に囲まれた環境にあったので、ありがたい機会になりま

した。 

23 

聴覚障

害のあ

る大学

生 

満足 

就職を考えなきゃいけない年齢にさしかかっているの

で、このようなことを詳しく話をきけてとてもよかった

です。 

24 

聴覚障

がいの

ある社

会人 

満足 

説明力のゲーム、会社の研修で同じゲームをやったけど

伝え方がうまくできなかった。今回はヒントを教えても

らったおかげでできました！ 

25 
難聴の

社会人 
満足 

多くの情報を得ることができました。社会人として初心

を忘れず、自分のキャリアを深く考えるきっかけになり

ました。ありがとうございました。 

26 社会人 満足 大満足でした。 
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27 
言語聴

覚士 
満足 

今日のテーマ「聴覚障害児者のキャリア発達支援」が今

まさに自分が知りたいテーマだったことと、異なる立場

の方々からのお話はどれもわかりやすく共感できたの

で。「自分なりの」（個別性）、人生全体を通した自分

探し、自己実現できるようどう支援していけばいいの

か。説明力が重要だと再認識しました。この会の「ゆる

さ」のおかげで、とても参加しやすかったです。ありが

とうございました。 

28 保護者 満足 
皆さんきれいごとじゃなくて、うまくいかない例をあげ

ていたのが他のイベントと一味違ってよかった。 

29 

当事者

の保護

者 

満足（大

満足） 

聴覚障がい児者のキャリア発達支援の必要性、重要性を

改めて認識しました。言われてみれば、ホントあたり前

のことなんだけれど、それらをひとつひとつもっと深く

掘り下げて見つめ、丁寧に向き合っていれば、もっと別

の子育て（障がい児との向き合い方）ができたんじゃな

いだろうか！？と反省。このような当たり前のことの重

要性・必要性を改めて認識させることが健聴者との壁を

なくす、ひとつの手段になると思いました。もっともっ

とこのような機会を、もっともっと身近な人たちに知っ

てもらいたいと痛感しました。貴重なお話ありがとうご

ざいました。感謝！ 

30  満足 ありがとうございました。 

31 

ろう児

の母で

す 

満足 

これからすべきことが何かがわかりました。がんばりま

す！！自分でやれること、助けてもらえることは声にだ

そうと思います。 

32 教員 やや満足 

キャリアということばはよくきくのですが、教育の中で

特に自立活動の指導との中で、重なっているような、異

なるようなと、自分の中でのあいまいな部分がありまし

た。今日の御講演で少し整理できた気がしています。 

33 教員 満足 

ろう教育の中でキャリア教育・キャリア発達を理解して

いる先生は少ない。就職させても、本人はそれでいい？

ろう学校以外の他校にめをむける必要。 

34 医療 満足 勉強になった。 

35  満足 長い時間ありがとうございました 

36 社会人 満足  

 



 


