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スポーツの祭典へ、準備本格化＝東京五輪まで１０００日
時事通信 2017 年 10 月 29 日
２０２０年東京五輪の開幕まで、２８日でちょうどあと１０００日。夏季では１９６４
年以来の自国開催となるスポーツの祭典に向け、ハードとソフト両面で準備が本格化して
きた。大会のメイン会場となる新国立競技場は、既にスタンド部分などの工事が始まり、
１９年１１月末の完成を目指して工事を進めている。大会運営の準備
状況や展望を紹介するとともに、メダル獲得への強化策などを探った。
インタビューに答える２０２０年東京五輪・パラリンピック組織委員会の室伏広
治スポーツ局長＝１６日、東京都港区

◇Ｘゲームズなどと連携も＝室伏組織委スポーツ局長インタビュ
ー
東京五輪は３３競技３３９種目が実施され、会場もほぼ決まった。
開幕まで１０００日を切ると競技日程を固める段階に入り、大会へ向
けた運営準備が本格化する。陸上男子ハンマー投げの五輪金メダリス
トで現在は大会組織委員会のスポーツ局長を務める室伏広治さん（４
３）に展望を聞いた。
－スポーツクライミングなど、新たな都市型競技をどう盛り上げるか。
若者や一般の方が体験できるコーナーを設けるなど、プレーしている選手と一体感を味
わえるようなものを目指す。既存の競技とは雰囲気が全然違う演出になってくる。
－スケートボードなどストリート系競技の運営で、賞金大会のＸゲームズなどとの連携
は。
これまでの五輪にはない競技なので、運営面でも既にやっている大会は非常に参考にな
る。そういう（Ｘゲームズなどの）スタッフと接触したり、アドバイスを聞いたりしてい
くことは重要だ。
－新種目の３人制バスケットボール、自転車ＢＭＸフリースタイルの会場がまだ決まっ
ていない。
年内に方向付けられればいいと思っている。
－競技日程は選手優先で組むと思うが、暑さ対策とのバランスは。
屋外競技やマラソンなど、基本的には暑い時間を避けるように調整していく。公共交通
機関が動いていない時間帯だとボランティアやお客さんを運べないので、そういう調整は
必要になる。
－マラソンは午前７時半開始の計画。暑さを避けるためスタートを早める可能性はある
か。
選手第一の観点で考えながら、スタッフや審判が行ける時間でなくてはいけない。
（マラ
ソンの暑さ対策は）基本的に時間の調整で行う。
－今夏の東京は雨が続いた。荒天の対策は。
試合をできない場合も何か楽しめるものを考えていく。波が小さくてサーフィンができ

ない時に、地元の方とビーチでイベントを企画するなど、
競技だけでなく雰囲気も味わえるようにしたい。
－野球は６チームの半数がメダルを獲得し、３勝で金
メダルの可能性も。競技実施の意義は。
野球が復活したことが一番重要。追加競技は人数、日
程の制限がかなり厳しく、通常の世界選手権などと実施
規模が違うのは野球だけではない。
名所のタワーブリッジ前に設置され、ライトアップされた五輪の
オブジェ＝２０１２年７月、ロンドン

◇五輪効果、ロンドンに学ぶ東京＝１２年大会の成果と課題
成熟都市が舞台となった２０１２年ロンドン五輪・パラリンピックは、おおむね成功例
として位置づけられる。英国代表で世界と争えるような一線級の選手は競技力が向上。貧
困地域だったロンドン市東部は新築の五輪公園を中心とした再開発によって生まれ変わり、
一大商業地として現在も経済効果をもたらしている。
英国は０４年アテネ五輪で金メダル９個だったが、０５年に五輪招致が決まると強化が
進み、ロンドン五輪は世界３位の２９個を獲得。１６年リオデジャネイロ五輪ではトップ
の米国に次ぐ２７個を手にし、スポーツ大国としての立場を確かなものにした。東京五輪
では、再び世界２位を目指す。
躍進の背景にあるのが「選択と集中」による戦略的な強化策。１９９７年創立の政府組
織「ＵＫスポーツ」が自転車やボート、競泳などメダルが有望な競技へ支援金を分配し、
強化や選手発掘に力を入れた。個人に対する支援制度もあり、五輪やパラリンピックでメ
ダルを獲得した選手には最高で年間２万８０００ポンド（約４２０万円）を支給する。
競技環境の面では、企業からのサポートも大きい。英政府はロンドン五輪の期間中、外
国から多くのビジネスマンを招いて全国で投資関連のイベントを開催した。これでつなが
りが生まれ、英企業は１４年ソチ冬季五輪やサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）などの大
規模な国際大会に関連した多くの契約を獲得し、スポー
ツ界に相乗効果をもたらしているという。
ロンドン五輪・パラリンピックに出場した選手のパレードに集ま
った人々。英国旗を手に祝福した＝２０１２年９月１０日、ロン
ドン

ＵＫスポーツの広報担当者は、
「東京五輪やそれ以降も
英国は成功し続けるだろう」と自信を示す。しかし、国
内の競技人口が多いにもかかわらず十分な支援金がもら
えないバドミントンやバスケットボールなどの団体からは、
「スポーツ界の格差を広げる」
との反発も出ている。一部のエリートを強化するやり方は、全体の先細りにつながるとも
指摘されている。
肥満問題への対策も含め、政府は１２年の五輪開催を機に国内のスポーツ実施率を高め
ようとしたが、十分な成果は得られなかった。近年は１０～２０代で減少傾向にあり、障
害者スポーツ実施率の伸び悩みとともに新たな課題に。こういった側面からも、東京大会
は学ぶべきことが少なくない。
◇メダルゼロ種目の強化策＝リオ雪辱へ新たな試み
昨年のリオデジャネイロ五輪で期待されながらメダルに届かなかった競技団体にとって、
東京五輪は雪辱の場となる。それぞれの強化策を探った。
アーチェリーは２０１２年ロンドン五輪の男子個人で古川高晴（近大職）が銀、女子団
体で銅メダルを獲得したが、リオ五輪では男女とも表彰台に立てなかった。今年４月には
初の外国人コーチとして韓国人の金相勲（４６）
、尹恵善（３３）の両氏が就任。全日本ア
ーチェリー連盟の新海輝夫強化部長は「（日本人との）一番の違いは道具の取り扱い。いろ
いろと研究している。韓国には多くの情報が集まってくるし、それをいち早く取り入れる
ことができれば」と強豪国のノウハウを吸収しようとしている。

トライアスロン日本代表のヘッドコーチに就任したカナダ出身のパトリック・ケリー氏（中央）
（日本トラ
イアスロン連合提供）

トライアスロンも、カナダ出身で同国代表などを指導
した経歴を持つパトリック・ケリー氏（５９）をヘッド
コーチに迎えた。世界シリーズでは日本選手が表彰台に
立つこともあるが、０８年北京五輪の女子で井出樹里（ス
ポーツクラブＮＡＳ）が５位に入って以来、五輪では入
賞からも遠ざかっている。日本トライアスロン連合の中
山俊行五輪対策チームリーダーは「同じことを教えるに
しても、持っている引き出しの数が違う」と指導者の経
験値に期待する。
日本ライフル射撃協会では、リオ五輪で全種目予選敗退の結果を受け初めて長期の海外
合宿を開始。欧州各国や韓国など強豪国の施設を利用して強化を進めている。田村恒彦専
務理事は「海外の一流選手と練習して、世界での立ち位置をはっきり感じてもらう。意識
改革が大事」と意図を説く。
日本馬術連盟は東京五輪をメダルの最大のチャンスと位置づける。これまでは選手個人
が馬を所有していたが、連盟が８頭を購入して選手に貸し出す方式を可能にした。木口明
信常務理事は「馬の強化も大事。大会に続けて出ると馬も消耗するので、選手１人が同じ
レベルの３頭ぐらいを替えながら乗るのが理想的」と支援態勢を整える。
競技団体の枠にとらわれない試みもスタートしている。自転車のトラック種目では、ロ
ンドン五輪代表の新田祐大（３１）が中心となってチームを組み、日本自転車競技連盟の
派遣する日本代表とは別に国際大会に参加。独自に活動資金を集めながら競技力の向上を
目指している。
（

天皇、皇后両陛下がロボットを見学

読売新聞 2017 年 10 月 28 日
歩行アシスト装置を装着した男性の話をお聞き
になる天皇、皇后両陛下（２８日午後、北九州
市八幡西区で）＝代表撮影

福岡県を訪問中の天皇、皇后両陛下は
２８日、産業用ロボットメーカー安川電
機（北九州市）の見学・体験施設「安川
電機みらい館」を訪ねられた。
両陛下は脊髄を損傷した障害者用の歩
行補助装置や、組み立てライン用のロボ
ットを見学。陛下は「これからも技術が
進歩していくといいですね」と話されて
いた。両陛下は２９日、宗像市で開かれ
ている第３７回全国豊かな海づくり大会に出席される。

車いすバスケを観戦 皇太子さま、障害スポ大会
共同通信 2017 年 10 月 28 日
全国障害者スポーツ大会の開会に合わせ、愛媛県に滞在中の皇太子さまは 28 日午後、今
治市の市営中央体育館で、車いすバスケットボールの競技を観戦された。
皇太子さまは、仙台市と岡山県の試合を観戦。選手たちが巧みに車いすを操る熱戦を見
つめ、得点が入ると「うまい」とつぶやき、拍手を送られた。29 日は伊予市に移動。バレ
ーボールの競技を観戦し、同日夕に空路で帰京される。

愛媛で全国障害者スポ大会開幕

ジャベリックスロー男子で妻木Ｖ
山陽新聞 2017 年 10 月 28 日
開会式で堂々とした行進を見せる岡山県選手団＝ニンジニ
アスタジアム

第１７回全国障害者スポーツ大会「２０１７愛
顔（えがお）つなぐえひめ大会」は２８日、愛媛
県で開幕し、岡山勢は陸上の肢体不自由者２部ジ
ャベリックスローで男子の妻木和正、女子の太田
真知子が頂点に立った。水泳男子は視覚障害者２部の浜田裕之、肢体不自由者２部の片岡
利夫がいずれも２５メートルの自由形と平泳ぎで２冠を獲得し、肢体不自由者女子２部の
安田美由紀も２５メートル自由形で優勝。フライングディスクの男子はアキュラシー・デ
ィスリート５で白井弘和、アキュラシー・ディスリート７で長田浩揮がともに金メダルを
獲得した。バスケットボール女子（知的障害者）は１回戦で長崎に５７―５０で競り勝ち、
４強入りした。
岡山、広島勢はつらつ行進
開会式は松山市のニンジニアスタジアムで皇太子さまをお迎えして行われた。あいにく
の雨模様となったが、岡山、広島の郷土勢は約６１００人の観衆が見守る中、はつらつと
行進した。
４７都道府県と２０政令市の計６７選手団が南から順に入場した。１８番目に登場した
岡山県選手団２９人は陸上の安藤久志選手を旗手に、県のマスコットキャラクター・もも
っちなどをあしらった小旗を振りながらトラックを進んだ。続いて岡山市選手団２９人が
卓球の縄田聖矢選手を先頭に力強く行進。広島県、広島市選手団も元気よく歩き、スタン
ドの拍手や声援に応えた。

雨でも笑顔 堂々行進 読売新聞 2017 年 10 月 29 日
開会式で、雨の中を堂々と行進する県選手団（松山市で）

◇皇太子さま迎え開会式
皇太子さまをお招きし、２８日に開幕した第１７回全
国障害者スポーツ大会（愛顔つなぐえひめ大会）
。県総合
運動公園陸上競技場（松山市）で行われた開会式で、全
国から集まった選手団のうち約１９００人が入場行進し
た。あいにくの悪天候の中、堂々と行進する姿に約１万
人の観衆からしきりに拍手が送られていた。この日から早速、陸上競技や水泳、卓球など
で熱戦が繰り広げられた。
（大谷雄一、水谷弘樹）
開会式で、県選手団は４７都道府県、政令市の最後に登場。旗手を務める伊関創史選手
（陸上競技）を先頭に、約７０人がオレンジのタオルを振って行進した。
その後、大会会長の中村知事は「感動や夢、希望でつながる、
『愛顔』あふれる、素晴ら
しい大会となることを祈念する」と述べ、開会を宣言した。
皇太子さまは、にこやかに手を振り、選手団の入場を迎え、「大会に参加された皆さんの
中から、３年後の東京パラリンピックに向けて、力強く羽ばたく選手が数多く誕生するこ
とを期待しています」とあいさつされた。
炬火の点火式では、えひめ国体から引き継いだ炬火を、リオデジャネイロ・パラリンピ
ック柔道女子５７キロ級の銅メダリスト・広瀬順子さんと、同男子９０キロ級出場の悠さ
んの夫妻が第１走者として運び、県選手団の４人へとつないで炬火台に点火された。
選手宣誓では、ともに陸上競技に出場する池田斉選手と谷岡真帆選手が並び、谷岡選手
は手話を交えながら、
「日頃の練習の成果を力強く発揮し、笑顔で精いっぱい競技すること
を誓います」と力強く語っていた。

開会式後、池田選手は「無事に宣誓を終えてほっとした。昨年の大会は出場できず、１
年間トレーニングを頑張ってきた。競技では大会新を狙いたい」と意気込み、谷岡選手は
「支えてくれた人たちに恩返しできるよう頑張りたい」と抱負を述べた。
炬火走者を務めた井上聡選手（陸上競技）は「雨で滑って車椅子がこけないか心配した
が、無事走れてよかった。競技（１００メートルなど）では、自己ベストを目指し、東京
パラリンピックに向けてアピールしたい」と意気込んでいた。

県勢 笑顔で行進

障害者スポ大会開幕

愛媛

琉球新報 2017 年 10 月 29 日
笑顔で入場する県勢選手ら＝２８日、愛
媛県松山市の愛媛県総合運動公園

【松山市で宮城美和】
「第１７回
全国障害者スポーツ大会」（愛顔
（えがお）つなぐえひめ大会」が
２８日、愛媛県松山市の愛媛県総
合運動公園で開幕した。雨の中で
行われた開会式に、１番手で入場
した県選手団は笑顔で観客に手を
振った。大会には各都道府県と２
０の政令都市を合わせた６７の選
手団、約５５００人の選手が出場し、３０日まで熱戦を繰り広げる。県内からの選手５０
人は８つの競技に出場する。
聴覚障がいがあり、陸上１００メートル走と２００メートル走に出場する仲原善太郎さ
ん（２２）が県勢の旗手を務めた。
仲原さんは「旗手を務めると知った時から緊張していたが、いざ入場すると『わくわく』
に気持ちが変わった」と話し、開会式を楽しんだ様子。
「初出場の大会だけど、楽しみたい」
と意気込みを語った。
大会のテーマとなっている「君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え」には参加者全員が
愛媛を駆ける風のように舞い輝けとの思いが込められている。

福井大会向け雨中笑顔で堂々行進

愛媛で全国障害者スポーツ大会開幕
福井新聞 2017 年 10 月 29 日
全国障害者スポーツ大会の総合開会式で入場行
進する福井県選手団＝２８日、松山市の愛媛県
総合運動公園陸上競技場

第１７回全国障害者スポーツ大会「２
０１７愛顔（えがお）つなぐえひめ大会」
は２８日、松山市の愛媛県総合運動公園
陸上競技場で開会式を行い、３日間にわ
たる祭典が開幕した。福井県選手団の選
手や役員約３０人は雨の中を堂々と入場
行進。１年後の福井しあわせ元気大会に
向け飛躍を誓った。
オープニングプログラムに続き、各都道府県と政令指定都市の選手団が南から順に入場
した。福井県は、旗手の山田哲也選手（２６）＝福井市＝を先頭に３９番目に登場。
「来年
は福井で」と呼び掛ける横断幕と、大会マスコット「はぴりゅう」が描かれた小旗を手に、
会場の声援に笑顔で応えた。
開会式前、会場付近で激励会を行い、藤田穣副知事が「来年の弾みとなるようベストを

尽くし、交流も楽しんで記憶に残る大会にしよう」と激励。ガンバロー三唱し、士気を高
めた。
大会は３０日まで、個人と団体合わせて１３の正式競技が行われ、実力を競い合う。県
勢はこのうち個人６競技と団体１競技に挑む。

障スポ大会第１日
県勢好発進「金」１７
愛媛新聞 2017 年 10 月 28 日
水泳（肢体不自由）女子２５メートル平泳ぎと自由形で優勝した妻
鳥和恵＝アクアパレットまつやま
第１７回全国障害者スポ

ーツ大会「愛顔（えがお）つなぐえひめ大会」第１日は２
８日、愛媛県松山市の県総合運動公園ニンジニアスタジア
ムなど県内各地で１１の正式競技と二つのオープン競技
を行い、愛媛勢は陸上、水泳、フライングディスクで金メ
ダル計１７個を獲得した。
水泳（肢体不自由）の女子２５メートル平泳ぎで妻鳥和
恵が大会新をマーク。同自由形（区分１５）と合わせて２
冠を達成した。同自由形（区分１２）で丹波久美子が大会
新をマークして優勝。同（視覚障害）の佐々木一明も男子
２５メートル平泳ぎと自由形で１位になった。陸上（肢体不自由）ジャベリックスローの
池田斉は大会記録を更新し頂点に立った。
競技別で金メダルの内訳は陸上８、水泳６、フライングディスク３。
２８日の金メダル獲得者は次の皆さん。
【陸上】武智湧史、竹本圭佑、岩城一弘、佐伯幸男、毛利淳一、池田斉、茂元愛美、藤
田朱音【水泳】丹波久美子、妻鳥和恵、佐々木一明、塩出秀男【フライングディスク】安
井幸重、松浦研二、米田清作

障害者乗馬の普及に協力を

ＮＰＯが県に要望

中日新聞 2017 年 10 月 29 日 岐阜

障害者の乗馬向けの馬で乗り心地を体験する県職員ら＝県庁
で

乗馬を障害者の癒やしや健康づくりに役立ててもら
おうと、横浜市のＮＰＯ法人「青い風牧場馬とふれあ
う会」が二十七日に県庁を訪れ、普及活動への協力を
県に要望した。
障害者の乗馬は、車いすなどで経験できない高い視
点や自由な動きを体験でき、達成感や自信も得られる
という。欧州などでは広く普及し、英国のアン王女が
総裁を務める障害者乗馬協会（ＲＤＡ）の傘下団体が
日本にも多くある。
県内では笠松町で、ＲＤＡ傘下団体の設立の動きが
ある。だが、十分に知られていないことから、今回は「ふれあう会」の中田順寿会長らが、
普通の乗馬向けよりやや小さい二頭を連れて県庁を訪問。県障害福祉課の各務辰也・障害
福祉基盤整備企画監に要望書を手渡した。県職員らの乗馬体験もあった。
ＲＤＡ傘下団体は、さまざまな障害に対応して乗馬の補助をするスタッフをそろえ、医
師の許可があれば、気軽に楽しめるという。
「ふれあう会」は三十日まで、高山市や飛騨市
でも啓発活動をする。 （鈴木智行）

障害者のこと知って 来月１日

多摩市民館「歌フェス＆映画上映会」
東京新聞 2017 年 10 月 29 日
ゲスト出演する「歌正」の有友正隆さん（左）

障害者をメンバーに含む合奏や合唱のグル
ープ三組が出演する「歌フェス＆映画上映会」
が十一月一日、川崎市多摩区の多摩市民館で
開かれる。ＮＰＯ法人療育ねっとわーく川崎
の開催。これまでは映画の上映会だったが、
障害者の存在を知ってほしいとの思いから、
三施設のグループが一緒に歌ったり、演奏を
披露することになった。 （山本哲正）
フェスには、同法人が多摩区で運営する障害者支援施設「ライブ・ライフ・ハウス・ロ
ンド」を利用する重度心身障害者のグループ、同法人運営の地域活動支援センター「ＧＤ
Ｐかわさき」のスタッフや障害者でつくるバンド、市の身体障害者療護施設「れいんぼう
川崎」
（宮前区）の利用者でつくるグループが出演する。
「ライブ・ライフ・ハウス・ロンド」のグループは昨年の春から練習に取り組んできた。
利用者らは車いすを押してもらって施設の活動室に集まり、講師の音楽療法士鈴木麻依さ
ん（４０）から指導を受けるなどしている。鈴木さんがキーボードを弾いて歌うと、歌え
る人は声を合わせ、そうでない人は腕を振って喜びを表現する。シンバルやタンバリンな
どの練習もしている。
歌フェスには、同法人職員の有友正隆さんがボーカルとギターを務めるロックデュオ「歌
正（うたまさ）
」もゲスト出演する。
上映される映画はドキュメンタリー二本。障害がある子どもを育てる夫婦などを通して
家族の絆を描く「うまれる」と、児童施設の子どもや周囲の大人たちの姿を追った「さと
にきたらええやん」
。
歌フェス＆映画上映会は当日午前十時四十五分～午後八時十五分。午前十時開場。前半
が歌フェスで、トークショーもある。入場無料。先着九百人まで。
問い合わせは、主催の療育ねっとわーく川崎＝電０４４（９３０）０１６０＝へ。

えほん文庫 １０周年 「安心して交流、担い手に」 来月２５日、記念コンサート 浜
松 ／静岡
毎日新聞 2017 年 10 月 28 日
地域の人らに絵本を通じて交流してもらおうと、浜松市北区三方原町の大村由実さん（５
２）は、自宅の一部を開放して絵本を無料で貸し出す「えほん文庫」を主宰している。１
１月に開館して１０周年になるのを記念して、１１月２５日に市楽器博物館（中区）でコ
ンサートを開く。
大村さんは、朗読や一人芝居をしていたことがあり、朗読ができるホールのある家を夢
見ていた。子育てなどで夢は実現していなかったが、自宅新築を機に絵本に親しんでもら
いながら交流できる場を設けることに。２００７年１１月、
「えほん文庫」が開館した。

子どもへの体罰防ぐシンポジウム 各国で法整備を ＮＨＫニュース 2017 年 10 月 29 日
世界各地で深刻な問題となっている子どもに対する体罰をいかに防ぐかを考えるシンポ
ジウムが２８日、都内で開かれ、日本を含め各国で法整備を急ぐ必要性が訴えられました。
子どもの支援を行うＮＧＯ「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」が２８日に都内で開
いたシンポジウムには、およそ１７０人が参加しました。
子どもに対する親の体罰は、先進国を中心に深刻な問題として認識されるようになって
おり、いかに実態を把握し防いでいくかが課題となっています。

シンポジウムでは、これまでに北欧などを中心に５３か国で体罰を全面的に禁止する法
律が整備されたことや、南アフリカの最高裁判所が親がしつけで子どもに暴力を振るうこ
とを認めない判決を言い渡したことなどが紹介されました。
一方でＮＧＯがことし７月に国内で行った意識調査の結果が報告され、体罰をすべきで
ないと答えた人はおよそ４割にとどまり、７割の親はしつけの一環として子どもをたたい
たことがあると回答したということです。
日本では、昨年度に全国の児童相談所が対応した虐待の件数が過去最多の１２万件余り
に上り、体罰も多様化して防止するのが難しくなっていると言われています。
国連の子どもの権利委員会で委員を務める大谷美紀子弁護士は「社会ではこれまで体罰
を容認する考えが広く受け継がれてきた。体罰を無くすには、国がまず法律で禁止する必
要がある」と述べ、法整備を急ぐ必要性を訴えました。

（社説）指導死 教室を地獄にしない
朝日新聞 2017 年 10 月 29 日
子どもたちの可能性を伸ばすべき学校が、逆に未来を奪う。そんな過ちを、これ以上く
り返してはならない。
教師のいきすぎた指導が生徒を死に追いやる。遺族たちはそれを「指導死」と呼ぶ。
福井県の中学校で今年３月、２年生の男子生徒が自死した。宿題の提出や生徒会活動の
準備の遅れを、何度も強く叱られた末のことだった。
有識者による調査報告書を読むと、学校側の対応には明らかに大きな問題があった。
周囲が身震いするほど大声でどなる。副会長としてがんばっていた生徒会活動を「辞め
てもいいよ」と突き放す。担任と副担任の双方が叱責（しっせき）一辺倒で、励まし役が
いなかった。
生徒は逃げ場を失った。どれだけ自尊心を踏みにじられ、無力感にさいなまれただろう。
管理職や同僚の教員は、うすうす問題に気づきながら、自ら進んで解決に動かなかった。
肝心な情報の共有も欠いていた。追いつめられた生徒が過呼吸状態になっても、
「早退した
い」と保健室を訪ねても、校長らに報告は届かなかった。
生徒が身を置いていたのは、教室という名の地獄だったというほかない。
だがこうしたゆがみは、この学校特有の問題ではない。「指導死」親の会などによると、
この約３０年間で、報道で確認できるだけで未遂９件を含めて約７０件の指導死があり、
いくつかの共通点があるという。
本人に事実を確かめたり、言い分を聞いたりする手続きを踏まない。長い時間拘束する。
複数で取り囲んで問い詰める。冤罪（えんざい）を生む取調室さながらだ。
大半は、身体ではなく言葉による心への暴力だ。それは、教師ならだれでも加害者にな
りうることを物語る。
文部科学省や各教育委員会は教員研修などを通じて、他の学校や地域にも事例を周知し、
教訓の共有を図るべきだ。
その際、遺族の理解を得る必要があるのは言うまでもない。調査報告書には、通常、被
害生徒の名誉やプライバシーにかかわる要素が含まれる。遺族の声にしっかり耳を傾け、
信頼関係を築くことが不可欠だ。
文科省は、いじめを始めとする様々な問題に対応するため、スクール
ロイヤー（学校弁護士）の導入を検討している。
求められるのは、学校の防波堤になることではない。家庭・地域と学
校現場とを結ぶ架け橋としての役割だ。事実に迫り、それに基づいて、
最良の解決策を探ることに徹してほしい。
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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