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超短時間雇用で職場の「戦力」に

障害ある人の新しい働き方 東大・近藤准教授が提唱
西日本新聞 2017 年 10 月 19 日

東大の先端研で新しい働き方のモデル「超短時間雇用」を提唱してい
る近藤准教授。９月に福岡市内で講演した

●「切り
出し」
「１５
分間」形態
さまざま
精神障害
や一部の発
達障害のあ
る人は、働く
能力があっ
ても長時間の勤務が難しい特性がある。彼らを同じ職場で働く「戦力」として企業が迎え
る新しい働き方を、東京大先端科学技術研究センター（先端研）の近藤武夫准教授（４１）
が提唱している。業務を見直し、一部を「切り出す」ことで超短時間の就労を可能とする
システムで、既に全国で実践例もある。障害者雇用のあり方に一石を投じそうだ。
９月、福岡市であった「ＮＰＯ法人発達障がい就労支援ゆあしっぷ」のセミナーで講演
した近藤さん。もともと専門は心理学で、障害のある子どもの教育参加支援に携わってき
た。
生徒が卒業後、就労に移行する中で感じたのが、精神障害者や発達障害者が増加傾向に
あるにもかかわらず「基本的に働く人、社会で活躍していく人と想定されていない」こと。
週３０時間以上働けなければ原則、企業に義務付けられる法定雇用率にも反映されない。
こうした人たちは得意分野で高い能力を発揮するにもかかわらず、働く意欲があっても、
１週間元気に働いた翌週はぱったり動けなくなることも。
「働けないために生活保護など社
会保障だけに頼らざるを得ない」ことにも疑問を感じた。
就労の機会の格差をなくし「週３～５時間しか働けない人」でも社会参加できる手法と
して「超短時間労働」を考案した。
具体的には、職場で社員の職務を分析し「その人がやることで価値のある仕事」と「そ
の人がやらなくてもよい仕事」に切り分ける。例えば営業職なら、客に商品を説明し、契
約を取るのは本人しかできない職務であるのに対し、契約書を電子化して管理するのは、
短時間しか働けない人でも十分対応が可能だ。こうした週当たり数時間程度の仕事を切り
出して雇用につなげる。結果的に業務を効率化できる利点もある。
障害の特性によってあいまいな指示では混乱してしまう人もいるため「はっきりと職務
を定義することが前提だ」と近藤さん。自身の研究室でも研究補助業務に携わるスタッフ
を超短時間で雇用しており「１５分間の皿洗い」で２５０円を支払う勤務も設定した。
既にソフトバンク（東京）が昨年から先端研と連携し、障害によって長時間勤務が困難

な人が週２０時間未満で就業できるようにする「ショートタイムワーク制度」を本格導入。
約２０の部署で障害のある人がチラシデザインの制作や資料の英訳などに携わっている。
先端研は政令市の川崎、神戸両市とも共同研究契約を結び、ノウハウなどを提供。川崎
市では病院やホテルなど２０社が障害者を雇用し、うち１７社が雇用を継続中という。
いずれも「通常の職場の中で障害のある人と一緒に働く枠組み」が特徴。近藤さんは「障
害による理由であいさつができない、身だしなみが多少悪い人などがいても、その職務を
遂行する上で問題なければそれを理解し、配慮することが大事だ」と強調した。
もちろん、この枠組みは法定雇用率には換算されない。ただ実際に雇用した企業に対し
てヒアリングすると「人手不足が解消した」
「残業が減った」など満足度は高いという。
近藤さんは「できれば、現在障害者の雇用義務がない５０人以下の企業に参加してほし
い」と願う。今後、雇用義務の対象企業は、より少人数の事業所にも拡大される方向。「今
のうちに障害者と一緒に働くことに慣れ、生産性を上げていく方法を知ってもらう」こと
が、障害の有無によって生まれがちな境界や偏見の解消につながると考えるからだ。
「将来的に目指すのは、一人の短時間労働者（障害者）が複数の会社に雇用され、社会
参加の場を広げられる地域モデルの構築」と近藤さん。多様性を認め合う社会の実現が叫
ばれる中、その道筋は見えにくい。雇用面での具体的かつ実践的な方法として注目されそ
うだ。

大学倶楽部・大阪成蹊大 「障害者の生涯学習支援活動」で文科相
表彰を受賞 芸術学部の大手教授 毎日新聞 2017 年 10 月 19 日
文科相表彰を受賞した芸術学部の大手教授
一緒に地面にチョークで
絵を描いて体験を共有し
た施設利用者と学生
ビーナスの石膏デッサン
は学生であれば木炭など
でモノクロに描くのが普
通だが、彩り豊かな楽しい
絵が描か
れた

大 阪
成 蹊 大
学芸術学部造形芸術学科の大手裕子教授が１０月１７
日、今年度の文部科学省「障害者の生涯学習支援活動」
で大臣表彰を受賞した。大手教授が続けてきた、障害者
福祉施設の利用者と同大学生が表現・創作活動を通して
交流する活動が評価された。
同活動は、障害者の生涯を通じたさまざまな学習を支
える活動を行う個人や団体の功績をたたえる制度。大手
教授は、グッズのデザインやコラボレーションなどの創
作活動や展覧会、ワークショップなどを、学生が福祉施
設に出向くだけではなく、障害者が大学に来校する形で
も行い、双方向の社会参加モデルを１３年間実践してき
た。
学生にとっては、障害者の表現力を再確認したり可能
性を実感できたりする効果があった。また、障害者にとっても、施設を離れ大学内で学生
と共に表現活動を行うことで精神的・身体的に良好な状態になったという事例があった。
大手教授は「この活動は学生にとっても大きな成果を得られる経験で、双方が互いに学

び成長できる場となっている。大切なことは、人と環境を見極めながらの継続と考えてい
る」と話した。
表彰式は１２月７日に同省で開かれる。

魂の叫び 強い感動 中津で「障がい者アート作品展」
大分合同新聞 2017 年 10 月 20 日
障害のある人が自由な発想で創作した作品を集めた「障がい者アート作品展」が１８日、
中津市片端町の小幡記念図書館で始まった。３０日まで（火曜日休館）。
来秋に県内全域で開催される国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の中津市実行委員会
がプレイベントとして主催。市内に限らず広く障害者施設から作品を募り、宇佐、豊後高
田両市、福岡県の２市３町も含め約１００点の出展があった。
作者、施設関係者ら約３０人が出席した開幕セレモニーがあり、奥塚正典中津市長らが
あいさつ。作者に創作意図を質問しながら作品を鑑賞した。耶馬渓町平田の「もみじ園」
に通う新開ひまわりさん（２２）は、雨の日の通園をパステル調の色使いで描いた「楽し
い園バス」を出展。
「絵を描くのは好き。通園が楽しかったので、バスをピンク色にしてハ
ートを描いた」と笑顔を見せた。
作品解説を担当した県美術協会代議員の木本喜之さんは「アール・ブリュット（生の芸
術）と呼ばれる障害者アートは、見られることを意識しない魂の叫びで、それだけに強い
感動を与える。作品展は、障害者が施設から出掛けるきっかけにもなる。多くの人に見て
ほしい」と話した。

夫が、部下がもしかして？ 大人の発達障害を知る
日本経済新聞 2017 年 10 月 20 日
対人関係がいつもうまくいかない、同じ失敗を繰り返す――。自分や家族、職場の同僚
などが仕事や日常生活でそんな問題を抱えているとき「大人の発達障害かも？」と思う人
が増えている。
例えば、ある自営業の 40 代の女性は、小学生の息子が ADHD（注意欠如・多動性障害。
発達障害の一例）と診断された。発達障害について学ぶうちに自分自身も ADHD ではと気
づいた。別の女性は、自分が病気で寝ているときも子どもの世話を一切しない夫につらい
気持ちを抱えていた。気持ちを察しあう情緒的なコミュニケーションができない夫は「ASD
（自閉症スペクトラム障害）なのではないか」と疑っている。
仕事の場で、発達障害の特性を持つ人と働く機会も今後増えていくとみられる。支援や
ケアによって働きやすい環境づくりに取り組む企業も現れた。気になる大人の発達障害に
ついて専門家に聞いた。
■「日常生活に難あり」かどうかが分かれ目
発達障害は、先天的な脳の特性によって認知の発達にアンバランスさが生じ、社会性や
コミュニケーション、学習、注意力、衝動性などにおいて問題が生じるといわれる。代表
的なのが ASD と ADHD、LD（学習障害）。アスペルガー症候群は ASD に含まれる。
だが、
「発達障害の人」と「そうでない人」が 0 か 1 かで存在するわけではないという。
脳の特性には誰でも多少の偏りはあり、スペクトラム（連続体）という言葉が示すように
偏り度合いは連続的に分布する。どんぐり発達クリニック（東京・世田谷）の宮尾益知院
長は「どんな人にも ASD 的か ADHD 的かといった傾向はある」と話す。要は、その特性
によって本人や周囲が継続的に困難を感じているかどうかの差だ。
実際には、様々な診断基準にもとづいて医師が判断する。症状が一定期間確認されれば
発達障害と診断され、障害者手帳（精神障害者保健福祉手帳）の申請もできる。しかし、
医師の診断を受けずに困難を抱えながら生活をし、仕事をしている人も多いはず。実際に、
大手企業に勤務する 50 代の男性は、発達障害について勉強していて思い当たり、自ら医師

の診察を受けてみた結果、発達障害であると診断されたという。
発達障害を対象に、ヨガを取り入れた身体認知療法を指導している DS BASE 千歳烏山
（東京・世田谷）の神谷美奈子さんによると「成績抜群の営業担当者には ADHD 傾向を持
つ人がしばしばいる。技術系企業などでは、有名大学卒の高学歴社員にアスペルガー傾向
がある人も見受けられる」
。得意な分野には高い能力や集中力を持つ半面、困難さを感じる
分野があるため、業務内容や配属先などのミスマッチを防ぐことが重要だと指摘する。
■女性は見過ごされやすい？
「発達障害ではさまざまな症状が出てくるが、根幹は一つ。人とのかかわりがうまくい
かないということ」（宮尾院長）。対人関係の悪化、仕事での失敗、「やる気がない」「ダメ
だ」と繰り返し責められるなどで、うつ病など「2 次障害」を起こしやすいのも特徴だ。
ASD 傾向を持つ人は、相手の表情などから感情や言外にこめられた意味を読み取るコミ
ュニケーションが不得手で、言葉をそのまま受け取ってしまう。例えば、体調を崩した妻
が夫に「夕食を作れないから、何か買ってきて食べて」と伝えたら、言葉通りに自分の分
だけ買ってきて食べてしまう。
「妻も食べたいかもしれない」と想像するのが難しく、はっ
きり言われないと行動に結びつかない。
「相手が求めている答えが推測できないので『最近どう？』といった抽象的な会話に答
えが返せない。女性の場合は、女性同士の特に目的のない会話（ガールズトーク）ができ
ずに浮いてしまったり、自分が思ったままに発言して相手を怒らせてしまったりする」（宮
尾院長）
。特定の対象に対する関心やこだわりが強くそれ以外のことに関心が薄い、同じ手
順や同じ経路など同一性へのこだわりが強い、などの特徴もある。
最近話題になることが多い ADHD は、不注意によるミスが多い、人の話を集中して聞け
ない、じっとしていられない（多動性）、唐突な言動（衝動性）、計画立てて物事が進めら
れない、時間の見通しを誤り必要な仕事などを終えられない、といったことを繰り返し、
やはり人間関係に悩みを抱えやすい。単なるうっかり忘れや注意散漫だけでなく「不注意、
多動・衝動性、時間概念の問題がそろっていて、かつそれらの影響度が大きいのが ADHD」
（宮尾院長）とされる。
ASD、ADHD ともに大人になってからではなく、幼少期から症状がある。国際的な診断
基準でも「不注意や多動性、衝動性の症状が 12 歳以前から存在している」
（ADHD の場合）
とされている。ただ女性の場合、子どものころにおとなしくて多動性が目立たなかったり、
場の空気が読めなくても「不思議ちゃん」など「キャラ」として扱われて見過ごされるこ
ともあるという。男女ともに学業成績がよい場合は、学生の間はそれなりに適応できるが、
就職して対人関係が多様化・複雑化したり、管理職になって求められる役割が変化したこ
とをきっかけに、困難さが生じることがある。
パートナーや、職場で共に働く人にそうした傾向を感じたら、どう対応すればいいのだ
ろうか。
■パートナーが発達障害で悩む女性
パートナー（夫）が ASD（アスペルガーなど）傾向を持つ女性の場合、気持ちを分かり
合えない、共感してもらえないというつらさが重なって抑うつ状態になるなど、心身にダ
メージを受けてしまうこともある。そうした状態は、ギリシャ神話の孤独な女神の名を借
りて「カサンドラ症候群」と呼ばれている。
子どもの受験など、大事なことや将来のことを相談しようとすると、夫が黙り込んでフ
リーズする（固まる）か「うるさい！」と怒り出して相談できない、という女性の悩みも
多い。
「アスペルガーの場合、それまでの脈絡と関係ないことを突然聞かれると答えられず、
フリーズしてしまったり感情を爆発させてしまう。いきなり答えを求めずに『1 週間後（理
想は 2 週間後）に答えて。それまでに考えておいて』と促すといい」
（宮尾院長）
。また、
こうした特性のある人は「相手の表情よりは声のトーンで相手の感情を読んでいるので、
何か注意やアドバイスをするときも声のトーンはできるだけフラットにすること。話をす
るときも向かい合って座るのではなく、問題点を書いた紙などを目の前に置いて、一緒に

見ながら話をする（共同注意）のがいい」。
女性はパートナーに対して「共感してほしい」と思うもの。「今日は子どもが言うことを
聞かなくて。何とかして……」と夫に訴えたときは「大変だったね」と言ってほしいが、
「何
とかしてほしい」と言われた夫は何とかしなければと、父の立場で子どもを叱りつける、
ときには暴力を振るうなど解決策だけに走りがち。こうした夫婦のケースに対して、宮尾
院長は「父としての時間（子どもを叱る）、夫としての時間（妻の苦労をねぎらう）をそれ
ぞれ決めて、毎日その時間帯は役割を果たすルールを作ること」を勧めているという。臨
機応変な対応は苦手だが、夫の立場に立てば共感できるので、時間により立場を変えるル
ールが定まればきちんと行動できるはずだ。
■職場でいかに対応するか
発達障害を抱える人と共に働く機会も今後、増えていきそうだ。2016 年 4 月に改正障害
者雇用促進法が施行され、身体障害者・知的障害者に加えて精神障害者（発達障害者はこ
の中に含まれる）の雇用も義務付けられている。法定雇用率も引き上げられた。
これは障害者手帳を持つ人の雇用が対象だが、
「障害者手帳は持っていなくても、発達障
害の傾向がある社員は少なからずいる」と認識し、職場の理解や対応に取り組む企業はあ
る。
ASD 傾向のある人は臨機応変の対応が難しく、頃合いを見計らった報告・連絡・相談は
苦手。どういうタイミングで何について報告をするかを決めればきちんと実行できる。新
しい仕事をするときは「上司や同僚と一緒に一度やってみて、予行演習をして覚えたり、
パターンや映像など視覚から覚えるのがいい」（宮尾院長）。
注意力を維持するのが難しい ADHD 傾向のある人は、色や物など目に入る情報量が多い
環境ではよけいに集中できなくなってしまう。
「仕事をするスペースにはあまり物がないよ
うにして、可能ならついたてなどで視界を区切る。仕事の指示は言葉で伝えるより、メモ
や図にするなど視覚的に訴えるほうがいい」
（神谷美奈子さん）
発達障害のある人は「体幹が弱く姿勢が悪かったり、関節の動きがぎこちないことがあ
る」（神谷さん）。また、何かに過度に集中できる一方、自分の疲労を感じにくくなってし
まっていることが多いという。神谷さんは発達障害を持つ子どもや大人向けに、身体認知
ヨガを指導している。身体認知の機能を引き上げることで、疲れやストレスなど自分の体
の状態に気付きやすくなり、柔軟性を高めれば転倒などケガの防止にも役立つ。ヨガや呼
吸法でリラックスする方法も身に付く。「ストレスが強く自発的な言葉が出なかった方が、
身体認知ヨガをした後では自分からスムーズに話すようになることもある」
（神谷さん）
企業の中には、社員のメンタルケアの一環としてこうした療法を取り入れ、発達障害の
ある社員のケアにも生かそうとするところがある。特に管理職にとって、部下や自分自身
の心身の状態を把握することは重要だ。
■ダイバーシティー経営の一環として
そうした企業の一つが、NTT ドコモの特例子会社であるドコモ・プラスハーティ（東京・
豊島）
。ドコモグループでの障害者の雇用と定着支援、そのための環境づくりを目的として
15 年に設立された。グループ各社向けの研修や、障害のある社員やその同僚・上司からの
相談も受け付ける。
身体障害者、知的障害者、精神障害者が働くための環境づくりに取り組んできたが、対
象は広がりつつあるという。
「突き詰めれば、障害者に限らず、能力をフルに発揮する上で
何らかの課題を抱えている人はたくさんいる。そうした人たちのサポートと現場のマネジ
メントのための仕組みが求められていると気付きました」（業務運営部の岡本孝伸担当部
長）
現在準備中というのが、障害などのある社員の状況を本人、上司、ドコモ・プラスハー
ティ社内の専門家（精神保健福祉士）の三者で日々共有できるシステム。社員が自分の心
身の状態を毎日システムに入力して「見える化」し、上司と専門家が助言したり、必要に
応じて面談したりして心身状態が悪化しないように支援する仕組みだ。

「通常の枠にはまりにくい人が持っている能力を引き出せれば、組織にとって必ずプラ
スになります」
（岡本担当部長）
。ダイバーシティー経営の一環として取り組んでいる。
（コンテンツ編集部 秋山知子）

投票所、バリアフリー考 筆談ボード備え 手話通訳者も

東京新聞 2017 年 10 月 20 日

文字や数字を指さしたり、自分で文字を書き込んだりして意思
疎通を図る「筆談ボード」＝東京都文京区で

障害者差別解消法の施行後初となる衆院選が、間も
なく投開票を迎える。法により障害者への配慮が義務
付けられたことを受け、各地では投票を巡るバリアフ
リー対応が進むが、課題も少なくない。東京都内の取
り組みを探った。 （中村真暁、増井のぞみ、神野光
伸、林朋実、唐沢裕亮）
耳や会話が不自由な人が、あらかじめ用意された文
字や数字を指さしたり、自分で書き込んだりして意思
疎通を図る「筆談ボード」
。文京区は衆院選に向け、区内すべての投票所にこのボードを用
意した。
都選挙管理委員会はこれまで、盤上の文章などを指さす「コミュニケーションボード」
を区市町村選管に配布してきたが、筆談ボードはさらに進化させたもの。区の担当者は「よ
り丁寧に分かりやすく」と話す。板橋、新宿、北の各区も全投票所に備える。
文京区はこのほか、目の不自由な有権者向けに、投票所の入場整理券を入れた封筒に点
字シールを貼って郵送した。ダイレクトメールなど他の郵便物と区別しやすいようにとの
配慮だ。
手話通訳者を用意する自治体も出ている。江東区は十八日、区役所など期日前投票所三
カ所に手話通訳者を配置した。日野市は、昨年七月の都知事選から投票所への派遣を始め
ており、今回も実施する。
一方、視覚障害者が各候補者の政策を知る点字選挙公報の配布方法は、区市町村により
ばらつく。障害者団体などを通じて配る自治体もあれば、投票所に置くだけのところもあ
り、配布を区市町村に委ねる都選管は対応に頭を悩ます。
日本盲人会連合の総合相談室長、工藤正一さん（６８）は「参政権を行使する上で情報
格差があってはいけない。障害者にも選挙情報が平等に行き渡るよう意識してほしい」と
話している。
◆障害者どうサポート 「職員の対応、工夫が必要」
障害があるなどして自力で投票ができない場合、どのようにして一票を投じるのか。
都選管によると、障害やけがなどで字が書けない人の場合、投票所の投票管理者が立ち
会う人と代筆する人を指名し、投票の手助けをしてもらう。
ただ、先天性脳性まひで文字が書きづらい大阪府の男性はヘルパーによる代筆投票を求
め訴訟を起こしており、今回の衆院選期日前投票でも同行者による代筆が認められないこ
とから投票を断念した。
介助者が必要な車いす利用者の場合も、投票所内の介助は投票所の従事者に交代する。
視覚障害者は、投票所で点字用の投票用紙と点字が打てる点字器が渡される。開票時は、
障害者団体が推薦した点字を読める人らが判読する。聴覚障害者は筆談ボードなどで対応
する。
全日本ろうあ連盟の小椋武夫理事は「選挙、投票の業務に従事する職員に対し、聴覚障
害者への対応を周知するなどの工夫が必要だ」としている。 （唐沢裕亮）
◆投票所などでの主なバリアフリーの取り組み
・手話通訳者の派遣

・聴覚障害や会話が不自由な人向けの「筆談ボード」
・指さしで意思を伝える「コミュニケーションボード」
・視覚障害者向けに点字や大きな文字を使った選挙公報配布
・点字シールを貼った封筒で投票所入場整理券を郵送

【宇都宮・障害者施設暴行】施設長を書類送検 内部資料破棄に関与の疑い
産經新聞 2017 年 10 月 19 日
９月１１日、家宅捜索を受ける知的障害者支援施設「ビ・ブライ
ト」＝宇都宮市西刑部町（斎藤有美撮影）

宇都宮市の知的障害者支援施設「ビ・ブライト」で４
月、男性入所者が暴行されて重傷を負った事件で、栃木
県警は事件に関する内部調査資料の破棄に関わったとし
て、証拠隠滅の疑いで、施設長の男（２７）を書類送検
した。１８日付。男は県警の任意の調べに対し、容疑を
認めている。
調査資料の破棄をめぐっては、証拠隠滅容疑で、手塚通容疑者（６９）ら県警ＯＢで施
設運営の「瑞宝会」職員２人と事件当時施設長だった斎藤健輔容疑者（５６）が逮捕され
ている。
男は事件後に施設長となった。書類送検容疑は、手塚容疑者ら３人と共謀し、４月１５
日の暴行事件の証拠とされる文書を同１８日ごろに廃棄したとしている。
入所者への傷害罪では、同会元職員の女（２５）ら２人が起訴されている。

社説:災害への備え／言葉尽くして語るべきだ
神戸新聞 2017 年 10 月 20 日
「国難」を口にするのなら、これを外すわけにはいかない。近い将来、この国に苦難を
もたらすことが確実視される巨大地震だ。いつ襲ってくるのか、分からない。
南海トラフ巨大地震では最悪のケースで、死者が３２万３千人に上る。建物の全壊は２
３８万棟に達し、２２０兆３千億円の経済被害をもたらす。
首都直下型や富士山の噴火も警戒される。急がれるのは建物の耐震化だ。地震が発生す
れば広い範囲に津波が襲来する。住民の避難態勢も整え、一人一人に周知する必要がある。
お年寄りや障害がある人、闘病中の人の避難先の確保も心もとない状況だ。取り組むべ
き課題は多く、国が先頭に立って進めなければならない。
巨大地震だけではない。毎年各地を襲う豪雨災害への対応を含め、地域の実情を対策に
反映させることが肝心だ。
住民の代表たる議員が果たす役割は大きい。
各党とも公約の中で細かく政策を列挙し、防災や減災の考え方を示す。自民党は国土の
強靱（きょうじん）化を柱に据える。共産党は被災者生活再建支援法の支援金拡充や支給
範囲拡大を掲げる。
備えが必要との認識は一致する。だが公約で触れているというだけでは、有権者には届
かない。候補者は自らの言葉で語るべきだ。それが、地元のことを考えているのかどうか
を判断するバロメーターになる。
災害の司令塔の議論も深めてもらいたい。全国知事会議や関西広域連合は、米国の連邦
緊急事態管理局（ＦＥＭＡ）を参考にした「防災庁」創設を求める。政府の姿勢は消極的
だが、衆院選の公約では、公明党が「災害庁」設置を掲げている。
被災地の復興と再建は喫緊の課題だ。発生から１年半を迎えた熊本地震の被災地では、
約４万５千人が仮住まいを続ける。仮設住宅の入居世帯はピーク時から５％減っただけだ。
自宅を再建できるのだろうか、災害公営住宅には入居できるのか。先の見えない状況は

被災者にとって最もつらい。
これからの災害への備え、被災地への支援。いずれも政治の仕事である。候補者はもっ
と言葉を尽くすべきだ。

社説:福井・中２自殺 指導に名を借りたいじめだ
読売新聞 2017 年 10 月 20 日
教師が教え子を絶望へと追い詰める。指導に名を借りたいじめだと言わざるを得ない。
福井県池田町の町立池田中で３月、２年生の男子生徒が校舎３階から転落して死亡した。
自殺だった。
「担任、副担任から立て続けに強い叱責を受け、精神的なストレスが大きく高まった」。
それが自殺の原因だと、弁護士らで構成する調査委員会は結論付けた。教職員や生徒、保
護者に聞き取りなどを実施した結果だ。
生徒を守り、育むことが教師の務めである。最悪の結果を招いた責任は極めて重い。
担任だった３０歳代の男性教師は、職員室や校門の前で、
「お前（生徒会役員を）辞めて
もいいよ」などと大声でどなった。行事の準備の遅れなどが理由だった。
「身震いするくら
い怒っていた」という目撃証言がある。
他の生徒に対しても、大声で叱ることがあった。「階が違っても聞こえた」「叱責が原因
で学校を休んだ生徒がいた」という。
生徒の尊厳を傷つけるような叱責を繰り返す。教師としての資質が問われよう。教頭や
同僚の教師から注意されることもあったが、
「それだけ言わないと（生徒は）分からない」
と抗弁した。
３０歳代の副担任の女性教師は、自殺した生徒が小学生の頃に、家庭科の指導をした。
居残りを命じたこともあった。中学で再び指導する立場になると、課題の未提出などを理
詰めで叱ったという。
担任と副担任のいずれかが生徒に厳しく接する場合、もう一人は生徒の話に耳を傾け、
励ますのが基本ではないか。双方に責められて、生徒は、土下座をしようとしたり、過呼
吸の症状を訴えたりすることがあった。
家族には「何を言っても言い訳と決めつける」
「僕だけ強く怒られる」と訴えていた。逃
げ場のない苦しい心情がうかがえる。
学校全体で問題に対処する姿勢を欠いた点も看過できない。
山間部にあるこの中学の全校生徒は約５０人、教師は１０人余りだ。担任は、男子生徒
本人や保護者とのやり取りを校長や教頭に報告しないことが目立ったという。
それでも、問題の深刻さは、マンモス校よりも容易に把握できたはずだ。校長の責任で、
適切な指導法に改めさせるべきだった。
２００６年度からの１０年間で、教師との関係などを苦に自殺した中高生は１３人に上
る。悲劇を繰り返さないよう、教師一人一人が指導法を顧みてもらいたい。

国文祭・障文祭

フィナーレみんなで

閉幕行事、参加募る ／奈良
毎日新聞 2017 年 10 月 19 日
９月から約３カ月の日程で開催中の「第３２回国民文化祭・なら２０
１７」と「第１７回全国障害者芸術・文化祭なら大会」（国文祭・障文
祭）に関し、県は全体を締めくくる二つのフィナーレ行事の入場者を募
集している。いずれも無料だが１１月２６日の閉会式は事前申し込みが
必要。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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