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第２回石狩市手話に関する基本条例見直し検討会議事録【全文筆記】 

 

日 時：平成2８年６月２３日（木）18：30～  

場 所：石狩市役所 ３階庁議室  

出席者 次のとおり 

                                   敬称略 

委  員 

役 職 氏 名 出 欠 役 職 氏 名 出 欠 

会長 荒木 広式 欠席 委員 松本 利香 出席 

委員 伊井 義人 出席 委員 加藤 丈明 欠席 

委員 佐藤 英治 出席 委員 町田 あゆみ 出席 

委員 杉本 五郎 出席 委員 生田 政志 出席 

委員 舘浦 睦美 出席 委員 棟方 加代子 出席 

委員 玉手 千晶 出席  

事

務

局

 

所 属 氏 名 

石狩市保健福祉部長 三国 義達 

石狩市保健福祉部障がい支援課 主査 鈴木 昌裕 

石狩市保健福祉部障がい支援課 主任 坂下 和広 

石狩市専任手話通訳者 丸山 亜紀 

石狩市専任手話通訳者 今村 美保 

オブザーバー 石狩市教育委員会次長 東 信也 

ゲストスピーカー 石狩市立緑苑台小学校 鎌倉 英敏教諭 

 

傍聴者 ６名 

 

 

会議次第 

１ 前回の会議振返り 

２ ゲストスピーカー・オブザーバー紹介 

    ゲストスピーカー 鎌倉 英敏 様 

  オブザーバー 石狩市教育委員会 次長 東 信也 様 

３ 講話 

   ① 緑苑台小学校における手話授業の取組みについて 

     石狩市立緑苑台小学校 鎌倉 英敏教諭 

   ② 学校における手話の普及等について 

     生田 政志委員 
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４ 本日のテーマ議論 

【テーマ】 

子どもや若者が手話や聞こえない人のことを理解するための環境づくりについて 

５ 議論のまとめ 

６ 事務連絡 

７ 次回の検討会に向けて 

 

１ 開会 

【事務局鈴木】 今日の出席委員みなさんおそろいですので、第２回石狩市手話に関する基

本条例見直し検討会を開催したいと思います。みなさんよろしくお願いいた

します。まず、委員の出欠について、私の方から報告させていただきます。

荒木会長、急遽欠席の報告をいただいています。加藤委員も欠席の旨連絡を

受けています。   

         今日の配付資料を確認したいと思います。配付資料は「会議次第」、「第１

回目の検討会で発言された主な項目」、「緑の風学習の全体構造図（ゲストス

ピーカ提供資料）」、「生田委員提供資料」、「髙田 英一氏講演会リーフレッ

ト」です。 

        ここまでは、傍聴者と同じ資料で、委員の皆様には、第１回目の議事録を

２種類配付しております。こちらにつきましては、後程、事務局から説明さ

せていただきます。みなさん資料大丈夫でしょうか。 

２ 前回の会議振返り 

【事務局鈴木】  私の方から、前回の振り返りをさせていただきます。第１回目の検討会

の意見交換、主な発言項目としてまとめまして、事前にみなさまに配布さ

せていただいております。本日のテーマとしまして、「子どもや若者が手話

や聞こえない人のことを理解するための環境づくりについて」をテーマと

して、議論していこうということになりました。今日は理解を深めるため

に、石狩市で行われている手話出前授業の様子がどうなのか。石狩翔陽高

校からは生田委員に参加していただいていますが、ボランティア局の活動

の中で手話に関する活動をしている。さらには、学校の取組みとして、来

年、手話語という科目を設置ということで予定をしておりまして、学校の

中、またはボランティア局の中で、手話条例をどんな受け止めをしている

のかということお話いただきまして、みなさんで理解を深めたいと思いま

す。その後、休憩を取りまして、本日の議論をしていきたいと思います。 

３ ゲストスピーカーの紹介 

 【事務局鈴木】 この後、一番目にお話をいただきます緑苑台小学校の鎌倉英敏先生にな
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ります。 

 【鎌倉教諭】  どうぞよろしくお願いいたします。 

 【事務局鈴木】 ２番目に生田委員から講話ということでお願いします。今日、会長が不

在ということで、事務局三国の方で、会長の代理を務めさせていただきま

す。この後、三国の方で進行をしますのでよろしくお願いいたします。 

【事務局三国】 この検討会、副会長というのを決めていなかったわけですけれども、本

日は、私が代行させていただきます。もう１人ご紹介させていただきます。 

       学校教育とか教育面の話が前回でていましたので、今回から教育委員会次

長の東 信也さんに参加いただきます。 

【東次長】  東です。よろしくお願いいたします。 

【事務局三国】 東さんは、地域教育、社会教育全般ずっとやられていて、現在は、図書

館の館長をされていて、かなり幅広く私達の話を聞いていただいて、必要

に応じて助言をいただけると考えています。では、ゲストスピーカーのお

話からしていただきましょう。鎌倉先生どうぞよろしくお願いいたします。 

【鎌倉教諭】  改めまして、こんばんは。緑苑台小学校で教務を担当しています鎌倉と

いいます。緑苑台小学校、明日遠足でありまして、実は先週遠足を予定し

ていたのですが、６月に入って天候が悪くて、首を長くして、子ども達は 

       明日の遠足を待っているという次第です。学校では、昨日、一昨日と１年

生の手話の授業が行われていました。委員であります杉本五郎さんを講師

に迎えて、授業を実施させていただきました。初めて授業を体験する１年

生の様子をまじえながら、本校でどんな学習をしているのかという話を少

しでもさせていただければなと思います。あまり上手に話しをすることは 

       できないかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

        昨日、一昨日と行われました１年生の授業ですけれども毎年杉本五郎さ

んが、１年生・２年生を教えてくださいまして、今年で３年目ということ

になります。幼稚園時代、保育園時代に経験のない子どもたちも混じって

いる中での学習ということで、授業の始まりには、多少かたくなっている

ような子どもたちも見られましたけれども、そこは、杉本五郎さんの授業

の展開力というのでしょうか。あらゆるところに、子どもたちがリラック

スできるような腕、手腕をちりばめていまして、授業が終わるころには、 

       杉本さんの動きにみんなクギづけというような２日間でした。 

        本校、今年学校長も教頭も代わったのですが、２日間学校の授業を学校

長が観に来られまして、すばらしい授業だったと。これから２年生以降の

授業も行われるのですねと、本校の学校長も楽しみにしています。 

        １年生の授業の中では、どんなことをしてくださったかというと、まず、

子ども達の身近な生活から入ってくださるのですね。それが、子ども達の

気持ちを引き付けていて、ポケットからハンカチを何げに杉本さんが落と

して、気づかないで歩いていくとこから始めて、１人女の子を呼んで、自
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分は聞こえないから声で言ってもわからないということを、まだ手話のわ

からない１年生に身振り、手振りで教えてくださっていて、その子どうす

るかなと私も見ていて、そしたら、後から歩いていって、「トントン。ト

ントン。」と杉本さんの背中を叩いて、ハンカチを渡したのですね。そう

すると杉本さんは、自分は耳が聞こえないけれども、そうやってくれれば

わかるのだよと。ありがとうと、繰り返し言っていただいて。もう、そう

すると、１年生は自分もやりたいという子がいっぱいでてきまして、手を

上げる子ども達がでてきて、そういう子ども達を 2 人目、３人目と 0 呼

んで、教室全体を手話の授業に入っていくのだぞという雰囲気にして、 

       子ども達をひきこんでいくような導入から授業が始まりました。その後の

授業の中では、杉本さんが学校で学習をしたこと、声も出す勉強もしたの

だよと、それから少し自分は声を出せるのだけれども、誰でもできるのだ

けれども、根気強くやらないとできないのだということを１年生にわかり

やすく伝えてくださり、赤ちゃんの頃から手話で育てられた子どもは、手

話がわかるのだということを話されて、１年生の子ども達が首をたてに振

りながら、うなずきながら聞いていました。その後、黒板に大きく、身振

りという言葉を板書されて、いきなり色々な手話で入るのではなく、 

       みんなが日頃している身振りが、実は手話の世界でも使われていて、僕に

もそれがわかるのだという話をしてくれて、「おいで」、「さよなら」、「ご

めんなさい」など、普段みんな使っているものをみつけて、それを題材に

はじめてくださったところが、身振りを使ってやりたいという気持ちを授

業の前半で子ども達が持っている様子がすごく伝わってきました。 

        だんだん子どもが手話をやりたいなと思ってきたあたりで、黒板にフラ

ッシュカードで「バナナ」という絵を貼ってくださって、バナナをどのよ

うに表現するだろうかとやると、子ども達はバナナを食べる様子をするの

ですね。そうすると、その子ども達を「上手だ。上手だ。」と褒めてくだ

さって、次の手話は何だろうかと、次は何を教えてくれるのだろうかと言

うような子ども達の様子でした。 

        この授業のねらいは、まず、挨拶を１年生の子ども達に教えるというこ

とがねらいなのですけれども、子ども達の気持ちが、手話の方向にずっと

向かっていったところで、「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」この

３つについて、１つ１つの意味を教えてくださりながら、「おはようとい

うのは、こうやって、枕から起きるでしょう。それで挨拶するよね」と、

子ども達は枕はないのですけれども、枕に頭をあてる仕草をしながら、お

はようの手話を学んで、こんにちは、ただ身振りだけを教えると、１年生

なんかは、中々意味もわからなくて、忘れてしまったりもするのですけれ

ども、丁度教室の前にある時計の針を指差して、時計の針が真中にきたと

ころと説明し、１年生は、手をこういう風に仕草をするのですが、「時計
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の針は２つでしょ」と、１年生にとってもわかりやすく、１つ１つ学んで

おりました。 

        子ども達はやってみたくてしょうがない状態なのですけれども、前に出

て表現できる子どもの数というのは限られていて、そこで杉本さんが授業

の中で使ってくださったのが、隣の子と一緒にやってごらんと、実はこれ

は、本校の算数科や国語科でも取り入れているペア交流という、学校でも

力を入れてやっている授業展開の形式の一つで、子ども達は隣の人と必ず

１回は、そこで３つの挨拶をすることができて、その後、また何人かにあ

ててくれて、みんなの前でシェアするような場面もあり、授業が終わった

後の子ども達の顔は、満足感に溢れていました。隣のクラスの子ども達は、 

       次、自分達のクラスでできるので、気になってしょうがなくて、私は、次

の授業があって、１時間目の授業しか入れなかったですけれども、もう授

業始まる前から、気になっている子ども達の様子を見させていただきまし

た。そんな形で緑苑台小学校の手話出前講座が一昨日スタートしたわけで

すけれども、３年ほど前から本校では取組み始めまして、初年度は、１年

生から６年生までほぼ同じ内容で、どのクラスも実施していただきました。

２年目以降、１年生から６年生までの系統性をどうするのか、同じものを

ずっと続けているだけでは、新鮮味もないし、また、積み上げも少なくな

っていくので、丁度、そういう悩みがあったところ、手話教育プログラム

研究会というものを鈴木さんから声をかけていただいて、そこに１年間参

加させていただきました。本校の今までずっと、行われてきました総合的

な学習のカリキュラムに、手話教育プログラムをどのように融合させてい

くかということが、昨年度の本校の課題であったわけですけれども、 

       資料の方ご覧ください。総合的な学習の時間もう始まって久しいので、み

なさんご存じだと思いますが、年間７０時間、５、６年生では実施をして

おります。その中でどんな学習が行われているか、どのような目標なのか

というのが、全体構造図になります。大きなねらいですけれども、本校で

は、１番初めに「豊かな感性を持ち、共に生きる心の育成」これを、総合

的な学習のねらいとしています。共に生きる心。正に手話教育、手話学習

と合致するところではないのでしょうか。２つ目の目標「自ら課題をみつ

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断して行動する力の育成」、自分達

が学んだことを、実際に社会に出た時に、主体的に行動できるような、そ

んな力をつけていきたいねというのが、２つ目のねらいです。そして３つ

目が「学び方やものの考え方、多様な表現力の育成」、多様な表現力の意

味も正に、今、取組まさせていただいている手話学習と合致するところで

はないかなと考えています。７０時間もある学習ですので、様々な学習を

するわけですけれども、３年生から６年生までの学習内容をちょっと見て

いただくと気づかれた方も多いと思うのですけれども、手話学習というの
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がどの学年にも入っています。これは、昨今、よく話題にあがります英語

教育、英語学習ですけれども、それらと並列でどの学年でも扱っていこう

といいますのが、本校のスタンスです。１枚めくっていただくと、この全

体構造図に書かれていることが、詳しく書かれていますけれども、これ一

つ一つを見ますと少し時間がかかりますので、簡単に触れますけれども、

右のページの米印にも書かれていますけれども、３年から６年生までの総

合的な学習だけではなく、１年生・２年生でも取組んでいるというところ

が大きな特徴です。そして、下に各学年の配当時間という欄があります。

かっこして、手話２と書かれていると思います。これは、出前講座で実施

する実数です。ですから、これからも各学年手話出前授業を２時間やって

いく予定です。残りの時間は、杉本さんに来ていただいた後ですとか、来

ていただく前の学習、それ以外にも車イスの体験というような授業も含ま

れています。次３ページ目になります。本校の手話出前講座のねらいとい

うものが書かれています。大きく２つ本校では考えています。１つ目は、

「ろう者の存在を知り手話に親しむ。」小学生ですので、まず、手話に親

しむことが大きなねらいなのではないかと。スキル的なものは、中学校、

高校に行った時に身につくかもしれません。手話に親しむ心を育成するこ

とをねらいにしています。それから「他者を受け入れ、理解しようとする

態度を育む。」スキルではなく心情的なもの、様々な人が社会では生活し

ていて、様々な人を受け入れ生きていくことから、このねらいを本校では

取り入れています。次のページからは、１年生から６年生までのプログラ

ムが出ています。これは先ほど話をしました手話教育プログラム研究会の

中でご提示いただいたものを本校の中で議論をし、位置づけたものです。

３、４年生になると、自己紹介や趣味の表現など入ってきます。５年生の

ところをご覧ください。５年生の２回目グループワークというものが入っ

ています。 

       ここでは、日常生活におけるロールプレイということで、地下鉄の中で、 

       ろう者の方と出会った時のロールプレイ。それから災害の時の避難所の場

面。いくつかの想定される場面を授業の中で子ども達と一緒にやってみよ

うではないかという学習です。次に６年生になります。学年最後という年

でもありますので、将来の夢や自分の住所も教えていただき、最後の授業 

       は、地域社会で暮らす少数者のことを考えてみるというグループワークを

昨年度は行いました。これは、こちらにいらっしゃいます鈴木さんの方か

らご提案していただいた「テレパシーの国」という仮想の設定をする中で、 

       子ども達に、少数の人を考えさせようというものです。授業の展開は、様々 

       ですけれども、ここでは授業の後に、実際のろう者の方が感じていること

を授業の中で考えたかったのだよということをろうの先生が子ども達へ

伝えます。授業の後には、子ども達が感想を言っておりました。その中で 
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       女の子の感想なのですけれども、「私は将来外国旅行へ行きたいので、英

語を勉強したいと思っていた。これからも勉強したいと思っていると。手

話の今までの勉強をしてきて、自分は英語と同じくらい手話も話せるよう

になりたいと思いました。」というふうに感想で言っていました。それは

４年生から６年生まで授業を受けてきた成果の１つでもあるのかなと、考

えております。今年もたくさんの手話講師の方、手話通訳の方にご協力い

ただきながら、本校で授業を続けいくことになりますので、よろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

【事務局三国】 ありがとうございました。質疑は後でまとめてでいいですね。次に生田

先生からお願いいたします。 

【生田委員】  石狩翔陽高校の生田と申します。よろしくお願いいたします。       

私の方からも資料が出ています。資料に沿って進めますが、資料に目を落

とさなくてもわかるように、簡単に説明していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。まずですね。教える立場、教育の立場から条例

や施策に求めることなのですけれども、やはり学びの機会、それから学び

の成果が評価される機会、その２つがもっと増えればいいなと思っていま

す。それは前回の主な発言項目にも出ております。学んでそれが評価され、

新しい目標を持って、学んでそれが評価される。それが評価されるという

ような繰り返しで生徒は育っていきますので、そのような学びの機会と発

表して評価されるような機会が増えていくことを望んでいます。また、 

       部活動ということになるのですけれども、ボランティア局という部活動の

顧問をしておりますが、そこで今重点を置いて勉強をしているのが、「ま

ずは、手話を言語とすることは、とても重大なことなのだよということを

理解してもらう。しかも重要なことなのだよ。」ということを理解しなさ

いよ。まず１つ目重点を置いています。それから「言葉に関係することは

福祉とはちょっと分野が違うよ。」ということで、福祉ではないところで

の話をしています。それからもう１つは、コミュニケーション手段と簡単

に言うのですけれども、コミュニケーション手段と言うと、道具のような

誤解を招く恐れがあるなと、私は普段から心配しています。私たち聞こえ

る人間が使っている日本語をコミュニケーション手段の１つとは意識し

てないのですよね。ですから手話も単なるコミュニケーション手段と誤解

が生じないようにやっております。そういったことも実は高校生だけでは

なくて、市民にも広がっていけばなと考えております。 

        このボランティア局なのですが、条例制定される前と後で、大きく活動

内容が違っています。条例が制定されたことによって１つ、手話が言語で

あるということが柱になって、手話が言語であるということはどのような

ことであるのかを理論で学んでいくとうことが本格化していきました。で

すから条例ができたことの意義はとても大きかったと私たちは受け止め
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ています。もう１つですね。大きな変化があったのが、東日本大震災が発

生した時と熊本地震が発生した時です。ボランティア局では、理論学習の

時に、つい最近やりましたけれども、東日本大震災で聞こえない人がどの

ような状況にあったのかということと、熊本地震で聞こえない人がどのよ

うな状況にあったのかを比較して学びました。さすがに生徒も東日本大震

災で教訓となっていたことが、熊本地震ではあまり活かされていないのだ

なということを感じていました。やはり聞こえない人達の受ける不利益と

いうのは、これだけ時間が経っても変わっていかないと、問題意識を持つ

ようになっています。このような問題、課題に対しては生徒の方も独自に

研究をしていまして、本校１２月１６日に課題発表研究会という生徒が発

表する場を設けているのですが、その課題発表研究会で発表する生徒がボ

ランティア局から生徒が１人出るのですが、その場で手話は単なるコミュ

ニケーション手段ではないと、聞こえない世界のことがわからなければ、

手話もわからないよということを発表する予定になっていまして、一般に

も公開されますので、みなさんもお越しいただけるのであれば嬉しいなと

思っています。 

        そんな中、関係法令がたくさん制定されました。石狩市の条例のみなら

ず、前々では、障害者権利条約の署名と批准があり、改正障害者基本法が

あり、石狩市の条例があり、今年の４月に障害者の差別解消法が始まりま

した。今後は、北海道も条例を制定するということですし、札幌市も条例

を制定することになっていますので、いっぱい関係法令が制定される。 

       そのような中で、法令によって、学校が制度化された中で教育ができるの

かということを理想として考えるということと、現実として考えるという

ことと２つ比較をして考えています。これは、手話を教えている立場とし

て考えていることです。例えば理想的なことを言えば、教員になるために

は、必ず手話を勉強することと法制度化されてしまえば、随分問題解決に

はなると思います。理想的には思いますけれども、現実として考えたらそ

んなことは今のところ想像できないなと思ったりもしています。どこの学

校も 

       そうだと思うのですけれども、中々変化に前向きになれないというのが、 

       学校の事情と本音かなということは考えていますので、例えば、前回市長

は、条例は規制するものもなく、義務でもないとおっしゃっていましたけ

れども、学校というのは、中々お尻を叩かれなければ動けないということ

もありまして、法制度、制度化ということが教育現場からは頼りたいとい

うことの１つでもあります。ということで、石狩市の条例にも期待を寄せ

ているところであります。資料の５ページになります。最近、見つけた資

料なのですけれども、兵庫県の関西学院大学というところで、手話語の研

究センターを立ち上げるという情報をつかみました。日本財団の支援事業
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ということもそこで知りました。このセンターが立ち上げられたその意図

というのは、結局、手話を学ぶという、それだけではなくて、聞こえない

世界のことにも理解を深めていくということが目的だそうです。教育の中

では、目指していくものは同じようになっていくのかなと思っています。 

       ということで手話研究センターというのが、立ち上がったらしいのですけ

れども、教育という職業としては、一緒の職業ですけれどもやはり目指す

ところは、いっしょになっていくのだなと、特に大学に関しては、研究に

優位な面も持っていますので、高校で使う教材の開発ですとか、そういう

ところに期待がもてるなと今から楽しみにしています。 

        資料の最後になりますけれども、最後のアメリカの例を紹介しておきた

いと思います。実は、去年の情報アクセシビリィティ・フォーラムで本校

の生徒がスピーチをしています。その題材になった資料なのですけれども、 

       アメリカでは、大学生がどのような外国語を選択したかという調査を行っ

たそうです。その調査の項目の中にアメリカ手話という項目がありまして、 

       アメリカでは、語学として位置づけられていて、学生がそれを選択できる

ようになっている。第２言語として、そういうシステムなのです。日本語

よりもはるかに選択者の数が多くて愕然とするのですけれども、このよう

な考え方をしているアメリカだからこそ、アメリカでは手話ができるとい

ということは、もう特別なことではなくなっているのだろうと思っていま

す。日常に溶け込んでいるのだろうと思っています。日本でもいつかこう

いう日がやってくればいいなと思っているところであります。私からは以

上です。 

【事務局三国】  ありがとうございました。お２人からお話しをいただいたところで、

まず、鎌倉先生からのお話で、ご質問やもう少し話を聞きたかった、確認

をしたい点とかということがあればどうぞお願いいたします。 

【佐藤委員】     鈴木さんの方に聞きたいのだけれども、全日本ろうあ連盟に教材の関

係で問い合わせがあったのですけれども、私は、全日本ろうあ連盟の役割

の中で教材を担当しているわけではないので、詳わしいとこはわかりませ

んが、全日本ろうあ連盟ではかなり悩んでいるようです。全国で条例がで

きたところが、こないだできた旭川を入れて４９の自治体条例をつくった。 

       共通した問題は教材づくりで、小学校１年生から６年生まで細かく整理さ

れていますよね。この面についてどうなのですか？ 

【事務局鈴木】 学校との関係も含めてお話させていただきます。石狩も最初からこれが

できていたわけではなくて、最初に双葉小学校という学校が１年生から６

年生まで授業を取組みたいということで、取組んでくれました。このプロ

グラムというのは、講師と通訳がこんな内容と伝えていきたいということ

を作りながら、実際学校でその授業をやって、先生から見てどうなのか、

子ども達にとってどうなのか、ということずっと積み上げてきました。 
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       それをベースに昨年教育プログラム研修会を開催し、緑苑台小学校も取組

み始めて、それぞれの学校に応じて、プログラムをアレンジ、その学校の

ねらいに合わせて、今やっているということなのですけれども、市の立場

から大切なことと言うのは、手話の授業で講師と通訳者が伝えたいことと、 

       学校で授業としてやるには、授業のねらいがあり、今日、鎌倉先生にお話

をいただいてすごく良かったと思うのは、学校としてどのような取組みを

しているかということが、ろうの関係者や自治体の関係者に見えていない

部分がまだまだあると思うのですよね。やはり学校にとって必要なもの、 

       必要な授業が作られなければ、授業をやりたいと思っていても、学校で授

業をすることはできないわけで、石狩の良さというのは、そこを一緒にや

ってくれる学校、バックアップしてくれる教育委員会という土壌があって、

なおかつそれが、小学校、中学校、さらには地元高校での授業ということ

でそのようなつながりができているのが、石狩の１つの特徴だと思ってい

ます。もう１つ大切なのは、手話は言語という大切なテーマがあるのです

けれども、実は、小学校の総合的な学習のテーマでいきますと、福祉であ

ったり、共生であったりという様々な分野があるので、いかに学校が必要

としているねらいや内容を手話条例の制定している自治体が共有化して、

一緒につくりあげていくとうことが重要だと思っています。 

         もう１つ言わせていただくと、石狩は小さいまちのモデルだと思うので

す。これが大都市の札幌市であったり、さらには県がどのような取組みを 

        していくかとなると、それぞれの自治体に合わせたやり方や展開があると

思いますので、そのようなことをもっと議論や意見交換をしていくことが 

        必要だと思っています。少し長くなりました。市からみた立場、これまで 

        学校とやってきた部分でいきますと、今お伝えしたいお話になります。 

 【佐藤委員】  この前の日曜日の手話フェスタで幼稚園の子ども達が出て、手話で表現

してくれたと新聞で見ました。その会場に京都の事務所長も来ていた。 

         その方は、教材の担当をしているので、石狩の教材というのは、１つの 

        参考になるかもしれない。石狩市役所の立場で中央の方に発信したらいい 

 と思います。全国各地学校の授業ということでいけばみんな悩んでいます。 

         条例ができたけれども出前講座が年間１回だけのところもあります。 

        だまっていると中央の方はわからないので、積極的に発信していったらよ

いと思います。私に聞かれてもわからないので、鈴木さんに聞いてくださ

いと言うつもりです。 

【杉本委員】  この前条例が決まった後に、全日本ろうあ連盟の方が来てですね。教材

とかがわからないので教えてほしいと言われました。逆に全日本ろうあ連

盟につくっていただいて、私たちが使いたいですというと、経験上わから

ないですと、石狩の実情について、教えてほしいと言われました。これは

もうできたので、お伝えしてもいいかなと思っています。全日本ろうあ連
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盟は大人の対象者はできても、小学生は無理ですね。逆にこちらから発信

しないとわからないと思いますよ。 

 【事務局三国】  はい。いろいろアドバイスをありがとうございます。ということで積 

極的な発信をということで、確認なのですけれども、発言する時は名前を   

言ってからでしたでしょうか？議事録作成の関係で 

【事務局鈴木】  名前を言う必要はありません。 

【事務局三国】 はいわかりました。今幼稚園の話が出ていていましたが、自然体で溶け込 

んできているなと、小学校のカリキュラムも体系的になっているし、そして 

       高校の方もあるとなると、あと、中学校ができれば、そういう意味では、土 

壌としては、プログラムというものが作りやすくなっているということなの 

かもしれませんね。かなりの線まできているのかも、比較するものがないか 

らよくわからないけれども、どうでしょうか。ご意見を 

【生田委員】  今、幼稚園の話しも出ていました。少なくても、小学校・中学校でつなが

るプログラムができてくれると、高校がその後、進学してきた生徒を引き受

けると非常にやりやすくなると思うのですけれども、その反面、前回中学校

では、盛んなところとそうではないところがあるという意見が出ていました

けれども。小学校と中学校の連携というもののビジョンがあるのか聞きたい

のですけれども 

【事務局三国】 東さん後で聞いてもいい？ 

【鎌倉教諭】  今、小学校と中学校の連携という話がありましたけれども、まず、緑苑台

小学校の児童は、花川中学校に進学をします。花川中学校には、３校の小学

校から進学をしております。その３校とも手話教育プログラムに参加してい

た学校でして、緑苑台小学校、双葉小学校、花川小学校ということで、中学

校に向けての素地は、この３年間で出来上がっているのではないかと思って

います。小学校の方としては感じています。ただ、中学校の総合的な学習の

時間を編成するのは、中学校が主体でありますので、中学校の方に３校の    

       実践があって、翔陽高校などの実践などがあって、花川中学校でねらいとす

るものと合致するのであれば、やっていただきたいということを市の方から

も発信していただいていますので、今後、変化がでてくるという可能性は十

分あるのではないかと思っています。 

【事務局三国】 かなり学校の話しが出てきたので、後でまとめてとは思っていたのですけ

れども、ところどころでご発言をいただいた方がいいのかなと。東次長の方

にもですね。これは、先ほど生田先生が言っていました理想と現実というも

のがある中で、今方向性の中で、理想と現実があってあたりまえですし、そ

のへんの話を踏まえながらの組み立ての段階なので、あまり固くならずにお

願いできればと思います。 

【東次長】   私１回目でていない状況の中で、資料を拝見して、今日このような体験を 

       させていただいて貴重な勉強をさせていただけるのだなと感謝をしています。   
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        今、学校の方で子ども達に向けて、授業の中、また、部活動の中で取組が 

進められているという実践事例が出ていました。学校では授業という形を通

じて、子ども達の色々な力をつけていくということが基本になっていくと思

うのですが、小・中の連携という話が出ていましたので、そこの部分につい

て補足的な形で話を申し上げると、中学校８校ありまして、それぞれの地域

ごとに小・中連携ということをずっとやっています。学びの連続性というの

が、非常に大切だということが言われていて、それをさらに広げるというこ

とで、幼稚園または保育所と一緒になって、その子ども達をしっかりみてい

こうと、そのような取組みはずっとやっていまして、中々地域性もあって難

しいところもあります。今の話。小学校でしっかり学んだことを中学校に結

び付けていくということは、これまでも課題ということで、中々、受験とい

うことも含めて考えた時に、ギシギシの授業カリキュラムの中で、色々なゆ

とりがなくなっていることもあるでしょうし、難しい部分があるのだと思っ

ています。今の段階でお２人の先生がお話しを承った段階におきましては、

そのような感想を持ちましたし、教育委員会が今後どのような形で働きかけ

をしていくかにつきましては、この場で色々話を伺う中で反映をしていきた

いと思います。 

【事務局三国】 はい。ありがとうございました。私も前教育委員会にいましたので、たぶ

ん時数というのですか、授業の時数というのは、中学校の方がタイトなのか

なという感じがしていまして、そこの難しさがあるのだろうと思います。た

だ、恐らくですね、今後の展開の中でもそうなのですけれども小学校におい

ても率先してリーダー的にやるところがあったわけで、中学校も同じだと思

うのですね。そこの学校の特徴の中で取組むところも出てくると思いますの

で、そのへんがリーダー役になってくれて、かなり牽引していくのではない

と思います。それに向けてのフォローアップというか、追い風を送るという

のも１つの方法かなと思います。その他どうでしょうか。 

【舘浦委員】  今の話とは少し違うのかもしれませんが、感想としては、出前講座の講師

に出ている健聴の方々から話を聞いていたのと、さらに先生のお話を聞いて、

子ども達がそんなに生き生きと手話を学んでいるのだというお話を聞けて、

良い機会をいただいてありがとうございます。そんなに感動して生き生きと

した子ども達が１年間次のカリキュラムまで待てるのか、本当はもっと手話

を学びたいと思っているのか、授業が終わった子ども達ってどんな感じなの

だろうと、やりたい気持ちがわいた子ども達がどんな形なのかお聞きしたい

です。 

【鎌倉教諭】  そうですね。そういうこともあって、今年は市が作成したテキストをいた

だきました。子ども達が学校で学んだ興味関心を家に帰って、自分たちの地

域社会に帰った時に、それを広げることができるように、この中には、お話

だけではなく、最後、自分でまた、学び直せるようなそういう内容も作って
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いただいています。石狩市の方で主催している手話イベントの情報の子ども

達へ配布ですとか、そのようなものは続けております。授業の時数で言いま

すと、限りがある中で、どのように位置付けていくかということが、先ほど

の話にもありました現場での課題になっておりますので、月何回もできれば

興味のある子にとっては、学習の時間は広がるわけですけれども、必ず１年

間の中で手話出前講座を２回学校で受けることができて、その前後に担任の

先生とテキストを使って、一緒に手話について話をしたり、または家に帰っ

てからもおうちの人がこれを見て、一緒に手話をしたり、石狩市で主催して

いる手話イベントに参加する中で、小学校段階では、ねらいにもあったので

すけれども、手話に親しむということを子ども達に身につけさせることがで

きれば、ねらいとしては、達成されていくのかと考えております。 

【事務局三国】 はい。ありがとうございました。先ほど、高校との連携の話も出てきまし

たので、逆に分けないで、お２人へのご質問またはご意見、確認をお受けし

た方がいいのかなと思うのですが。町田さんとか、玉手さんは直に肌で感じ

ていると思うのですが。 

【杉本委員】  一昨日緑苑台小学校に１日目行って教えてきたのですけれども、昨日２回

目行って、子ども達が私に向って挨拶してくれるのですよね。すごく嬉しそ

うに挨拶してくれるのです。こういう場が大切かなと、講義ばかりではなく。 

       ろう者との触合いというのが、「俺今何しているゴリラだよ。」、そういう遊

びの時間、交流の時間があったらよいと思うのですよね。 

【事務局三国】  なるほど。 

【佐藤委員】  やっぱり、条例ができて２年半、小学校の教材に関しては、全日本ろうあ 

連盟は教材を作った経験がないのです。こちら側が専門みたいに言われても 

困るのです。大人を対象にしたものや厚生労働省のカリキュラムであれば、 

       私どもが担当ですけれども、小学校で教材をつくるのは、国でも例ないので

すよね。ですから札幌でも手話講習会を開いて市民が申し込む大人が多い。 

       子どもと一緒に来る人もいますが、子どもが学びたいわけではない。親が連

れてくるわけ。せっかく来たので一緒に勉強しましょうということで、子ど

も達は少ないですが、参加している例はあります。３０年前札幌で第１回目

の手話講習会が始まった。その時は私が担当でした。その時は小学校４年か 

       ５年の子どもがいました。すごいなと思ったのですけれども、親と一緒に来

て、あの頃の手話講習会というのは期間が長かったですよ。５月から始まっ

て２月くらいまでやっていた。小学校の子ども達は、その長い期間手話を 

       やって卒業して、それからしばらくしてどこに行ってしまったかわからなか

ったのですけれども、大きくなって札幌の専任手話通訳になった方もいらっ

しゃいます。だからここでしっかり基礎を学べば、卒業してしばらくは活動

していなかったと思いますが、昔の経験を活かして専任手話通訳者になった

という例もあります。 
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【事務局三国】 それだけプログラム、システムが大事という話ですね。恐らく今の話から

いきますと、限られた時数の中で相当インパクトのある授業なのかなと思い

ます。どうでしょう、学校の関係では、プログラムの話が出ていますけれど

も、伊井先生あたりからどうでしょう。             

【伊井委員】    私の方から質問させていただきたいと思うのですけれども、出前授業と

いうことで子ども達も盛り上がる、これはすばらしいことだと思うのですけ

れどもその前後で通常の授業にどのように落とし込んでいくのかというこ

ともすごく重要になってくると思うのですけれども、そのへんはどのような

工夫をされているのでしょうか。     

【鎌倉委員】   そうですね。手話だけではなくて共生教育という枠の中で、手話講座を 

       捉えています。例えば５年生の学習では、先ほども話をしたのですが、足の        

       不自由な方、普段目で見たことはあるけれども、その方々はどのような苦労

をしているかは、小学生は理解できていないという段階なのですよね。車イ

スに乗って実際体験してみよう。それからアイマスクをつけて、目をみえな

い人と同じような体験をしてみようとか、そういう授業を社会福祉協議会の

横手さんという方がいるのですけれども、そちらの方と連携して行っていま

す。手話学習を共生学習という中で、他者を理解する、ろう者の存在を知り、

手話に親しむということで、大きなくくりの中で、子ども達にそのような心

を育てたいなということでやっております。      

【伊井委員】  先ほどの石狩市の事例をアピールしていくということも、共生教育とパッ

ケージにしながら、その一部分として手話というものでもいいのかなと思い

ます。そちらの方が学校の通常の取組みとしては大切でいらっしゃいますよ

ね。 

【鎌倉委員】  そうですね。様々な障がいを持ってらっしゃる方、様々な方が社会にはい

てそういう方を一緒に生きていくことが、私たちが子ども達と一緒に学んで

いくことと捉えていて、手話について言いますと、手話教育プログラム研究

会で提示いただいたプログラム例がなかったらですね。正直、小学校段階で 

       ここまで系統だった学習はできなかったと思います。これは私たち小学校教

諭が５人、１０人集まったとしても恐らくこのようなプログラムはできなか

ったはずです。それは、講師、手話通訳者、そしてその方々を橋渡ししてく

れる方が英知を結集して作ったものであって、それが学校現場のねらいと合

致して、とてもよいプランだと思います。先ほど、佐藤さんもモデルという

話をされておりましてけれども、恐らく他のところで進まない要因の１つに

は、学校でプログラムを考えて、計画して、実施するというやり方をしよう

とすると、どこかでいきづまってしまって、１年できても、その後２年、３

年と続いていかない。または、ろう者と手話通訳者とのつながりが、単年度

でつながっても、その後つながらないということが、往々にしてあると思う

のですよね。その壁を乗り越えてこられたのは、昨年参加させていただいた
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教育プログラム研究会の大きな意義だったのかと思っています。双葉小学校

が先駆者として最初に取組み始めたことが、緑苑台小学校にも広がり、花川

小学校にも広がり、これから石狩市内の他の学校でも広がりをみせていく可

能性が非常に高いのではないかと、私自身は個人的に思っています。中学校

でいいますと、先行事例やプログラムがないのですね。それを昨年度の後半

に鈴木さんが、手がけていこうとご提起していただいて、これから進めてい

く段階だと思いますので、それがまた出来上がっていくことで、先ほど、つ

ながりという話がありました、石狩市という地域性、条例がある石狩市の特

徴ということになっていくのではないでしょうか。昨年の手話教育プログラ

ム研究会は非常によかったですね。 

【事務局三国】 その他質問がなければ、休憩ということで、鎌倉先生ありがとうございま

した。ここで鎌倉先生はお帰りになります。 

 

— 休憩 — 

 

【事務局三国】 では再開させていただきます。先ほど鎌倉先生いる間に、小学校の話中心

にしましたけれども、生田先生の方へ、私の方からも質問といいますか少し

話を聞きたいことがございます。来年から高校でも授業が始まるということ

で、先ほどからカリキュラムの話が出ていていますので、来年はどのような

カリキュラムでやろうとしているのかお話しいただけますか。 

【生田委員】  はい。カリキュラムについては、石狩市、北海道ろうあ連盟、石狩聴力障

害者協会で協議をしながら計画をしている最中です。だいたいの見通しはた

っているのですが、生徒にこれから選択をさせるところなのですけれども、 

       詳しい中身については、協議してこれから決めなければならないし、教材に

ついてもこれからどのような教材を選んで使っていくのかを決めていきま

す。  

【事務局三国】   時数はどれくらいなのですか。 

【生田委員】    週２時間で、１年間で７０時間となります。 

【事務局三国】   結構な時数ですね。どうですかみなさんから 

【町田委員】   今、カリキュラムというか教材に何を使ったらいいのかという話だった 

        のだと思うのですけれども、私たちも私たちで考えていて、どういう教材

を使うのかということと、実際担当する講師、講義担当と実践担当が教材

らしきものを作るのか、どういう風にするのかと思ったのですが、高校側

としては、今ある既存の教材を借りて使うのか、どのように考えているの

ですか。 

【生田委員】   今、案として思っているのは、手話奉仕員養成講座のテキストですね。 

        中身が非常によいのではないかということで、１つは候補としてあがって

います。それ以外は、今のところ手作りで作るのか、講師の方がやりやす
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いようなテキストを選んでいただくのか、そのへんはまだ模索中でありま

す。 

【町田委員】   たぶんそのへんこれから練っていくと思うのですけれども、佐藤委員の

方は、教材づくりの準備のため１年以上やられていると思うのですが、 

        佐藤さんの作った教材というのも興味があるのですよね。実際授業が始ま

った時には、お任せという形になると思うのですけれども、テキストを主

でやるのであれば、時間も大丈夫なのかと思ったり、これからですね。 

【生田委員】   はい。これからですね。それに向けて検討する予定もあります。 

【佐藤委員】    私思っていることがあるのだけれども、色々なところに講演に行ってい

ます。聞こえないろうあ者の差別とか歴史について、話をすると知らなか

ったという反応が多いです。理論の話をする時に一番わかりやすい話は何

かと考えてみたら、今、映画を作っている。来年、全日本ろうあ連盟がで

きて７０年になります。出発した地が群馬県の伊香保温泉。伊香保温泉の

石段に、与謝野晶子さんが作った言葉が刻まれていて、その中の１つを映

画のテーマにしました。今年の秋頃にはできる予定です。ボランティア局

のみなさんにもお見せしたいと思っています。これを見た後に、講義に入

っていったらいいかなという構想があります。それとろうあ者が書いた論

文というのもたくさんあります。ですからろう者のことをわからない人と

いうのは、その本を読んだら間違いを受けやすい、個人の考えで書かれた

ものもたくさんあるので、ですから全日本ろうあ連盟の７０年の歴史、正

しい歴史の範囲で選ぼうと思っています。 

【事務局三国】  その他どうでしょうか。 

【町田委員】   まだあります。理論の方はわかりました。実践の方は、どのような期待

をしていますか。 

【生田委員】   はい。全７０時間の中で、理論が３５時間、実践が３５時間です。実践

を３５時間というと、かなり短いです。ですので、これも基本的な日常生

活で必要となる会話程度が限界かなと思っています。ただ、私の 

        体が空くか、空かないかにもよるのですけれども、放課後に一生懸命補習

をやりたいなと思っています。せっかく学びたいという子ども達がいるの

で、そのチャンスを逃さないように、一生懸命鍛えたいと思っています。 

【町田委員】   先ほど、奉仕員養成講座のテキストも参考にという話だったのですけれ

ども、入門からやるのですか。初めての生徒の場合は、入門からやらなけ

ればいけないですよね。 

【杉本委員】   ３５時間ということですので、２つのテーマを１つにまとめてやること

もできるかなと思っています。 

【事務局三国】  よろしいですか。かなり学校の話に集中しましたけれども、前回の中で 

        学校以外の部分で、子どもたち、子どもに限らなくてもいいのですね。手

話に触れる、手話を学べる場という話ですね。学校以外の部分でのご意見、 
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       こういう事例があるのではないというものがあればお願いします。 

【棟方委員】   地域的に今、双葉小学校、緑苑台小学校、花川小学校ですか。私、南の

方に住んでいますので、南の方はあまりやっていませんよね。寺小屋の授

業をやっているかなと思っているのですけれども、例えば、１年生、２年

生でやっている内容は最初の入り口だと思うのですけれども、それを地域

の方が見学するという形はとれないのでしょうか。教育委員会の現場とも

関係があるのでしょうけれども、 

【事務局三国】 授業参観？ 

【棟方委員】  授業参観ではないのですけれども、地域に開放して、お孫さんを見に行く

ような感じで、若いお母さんたちは働いている方が多いので、そういうとこ

ろに参加するのは難しいと思うのですけれども、私は、少し高齢者に関わっ

ていますので、高齢者の方たち忘れることも多いのですけれども、挨拶だけ

でも手話でできるような形で関わっていますので、そういう方々にとっては、        

南の方で定期的にそのようなことをやらないのかということをいただいてい

るのですが、学校でやっていることを市民に発信していくような、機会とい

うのは難しいでしょうか。 

【事務局三国】 学校でやっていることを見て、一緒にやらさせてもらうということでしょ

うか。地域開放型の講座ということですね。大学なんかがやっていることで

すね。藤女子なんかではやっていますけれども、 

【東次長】   今、学校開かれているので、授業参観もいつでもという学校もありますの

で、 

【棟方委員】  参観日は、年間で限られていますよね。 

【東次長】   授業そのものを一緒になるというと、プログラムの話になっていくと思い

ますので、子どもにしっかり教えるということが前提にあると思いますので、 

       さらに広げていくとなると、もう一段工夫があったりとか、必要なものがで

てくるのかなと思います。発想としてはプラスアルファということなのだと

思うのですけれども。 

【事務局三国】 参加型というのはできますよね。 

【東次長】   それは地域でできると思うのですけれども、事前に調整が必要だと思いま

す。 

【棟方委員】  小学校で必ずボランティアをやっていると、ボランティアのネームプレー

トがありますから入りやすいのですけれども、一般の人は記帳して入ってい

かなければならないという、それは学校の受けいれ方１つで、手話を広める

という観点で、出前講座、今忙しく出ていると思いますよね。私も前回の検

討会でどれくらいの回数をどのようにやってらっしゃるのかなと、今回１番

勉強させていただきましたので、それを他の方たちにも広めるためには、小

学校でやっていることを、市民も参加型でできないのだろうかと考えており

ました。 
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【事務局三国】 たぶんですね。できると思うのですね。今の話は学校側の判断になると思

いますけれども、手話の授業は、各学校そんなにも多くないので、地域の方々

に開放する授業ですよという枠組みにしてしまえば、地域の人も来やすいで

しょうし、特に難しい条件なしに参観できると思いますし、それがまた広が

っていく要因の１つになると思います。いいアイデアだなと思います。 

【棟方委員】  幼稚園の話も先ほどありましたけれども、子どもたちは、のみこみも早い

ですし、杉本さんの出前講座は、本当に楽しく覚えられるという意味では、

それを年２回というのは、とても少ないなと思いつつ、でも地域の人達は、

手話の条例はできたけれども、どこで自分たちは関わればいいのかなと、思

っている方も中にはいらっしゃるのですよね。１人ではできるものではない

ですし、相手があってということで、ペアの交流というのも言っていました

から、そういう部分で考えていた時に、先ほど継続する上では、各小学校の

部分をもう少し広げていただければ、地域性の部分もありますが、市民にも

広がっていくのではないかと思います。前向きに検討していただきたいと思

います。 

【玉手委員】  私も出前講座にいっているのですけれども、分けた方がいいかなと、学校

で教えているのは、プログラムに則って、内容とか色々ありますよね。手話

は見ているだけでは覚えられないということでは、参観では中々難しい、子

ども達の様子を見てもらうという意味で公開していくのは良いことだと思

いますけれども、市民に手話という言語を知ってもらうという機会を作るの

であれば、やはり大人向けの公開講座というのをその地域で開くというのも 

       良いと思いますし、全体に向けて募集して、１年間に何回という方法で開い

ていくのも私はすごく良いなと思います。依頼が集中してどうするかという

問題は、また後で調整すれば良いことなので、と思うのですね。 

【事務局三国】 参観と学びの場を分けるということですね。 

【事務局鈴木】 学校での手話学習と学校以外での場所でという話が出たのですけれども、       

玉手さんにお話をお願いしたいのですけれども、玉手さんは、学校での授業

と放課後子どもクラブというところで、手話の取組みをやっているところが

あるのですけれども、学校でやっている様子と、放課後子どもクラブでやっ

ている様子がどのように違うのか、ご紹介して欲しいと思います。 

【玉手委員】   放課後児童クラブの場合は、年間なのですね。１か月に１回で、全１２

回で行っています。先ほどのプログラム研究会とは別に、そこに携わってい

る講師と通訳が１年間何をやるのかということを組み立ててやっています。

色々良い部分はあると思うのですが、今年、１年間既に学んだ子どもと新し

く入った小学生１年生の子ども、学年の大きい子どもで新しく入る子どもも 

       いるのですが、とても良いのは、新しく入ってきた子どもに、既に１年間学

んだ子どもが手をとって、教えてあげている姿があります。広がっていく。 

       学んだ子ども達が自ら広げていく力を持っているというのは、学校とはまた 
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       違う部分だと思います。 

【杉本委員】  小学校のカリキュラムと放課後児童クラブのカリキュラムもありますね。 

       保育園や幼稚園でも手話コーラスをしました。北陽幼稚園でも手話コーラス

を教えて、手話フェスタで披露していただきました。可愛かったですね。 

        保育園や幼稚園で手話コーラスを教えていくというのも良いのではない

でしょうか。これからの取組みとしてどうでしょうか。 

【事務局鈴木】  先ほど玉手さんにお話をいただいたのはねらいがありまして、前段で鎌

倉先生の話を聞きまして、学校ではねらいを持って授業をやっているという

ことで、恐らく、石狩では小学校では続いていく、続いて欲しいという想い

を持ってやっているのですけれども、ただ、私たち次の条例に向けての話を

しているのですけれども、学校では、取組める学校、取組めない学校がある

中で、学校の授業だけに私たちの期待が集中してしまのは、継続するという

意味では、難しくなるので、正に学校ではあのような授業をやって、もう１

つ放課後子どもクラブという場所がありますけれども、それ以外に、子ども

達が体験できる、手話に触れる機会を、さらには大人達の触れる機会をどう

していけばいいのかということが、次に向けてしなければいけない議論と思

っています。そこをみなさんと知恵を出しながら、意見交換をしたいと思っ

ています。 

【事務局三国】 それは次に向けての話ですね。 

【杉本委員】  小学校のカリキュラムだけではなく、それ以外に触れ合う時間が大切だと 

       思います。望来小学校で１日、１時間ずつ教えて、４回行って、５回目にろ

う者を何人か連れて行ったのですが、そしたら、みんな怖い怖いと言いまし

た。なぜかというろう者と会って、どのようにしたらいいかわからない。そ

れは正直なことですよね。大人もみなさん同じだと思います。ろうあ者への

理解がないと逃げていく。そこを触れ合う機会が作れれば怖さがなくなると

思います。実際来た子ども達は楽しかったと、触れ合う機会が大切なのです。

５年後、１０年後手話通訳者になるのではないか、手話で話ができるのでは

ないかと期待しています。仕事で札幌市内のホテルに２０件くらい行くので

すね。ホテルマンがありがとうとか、大丈夫ですとかと手話でやってくれる

人がいるのですね。どこで習ったのですかと尋ねると、サークルで習ったと、

手話サークルにも行っているということです。良いですね。本当に心強いと

その方に伝えました。 

【事務局三国】 はい。ありがとうございました。まだ、松本さんから意見をいただいてい

ないのですが、どうでしょうか。 

【松本委員】  はい。学校以外でも広がっていくことが私も良いと思っていて、私には娘
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がいるのですが、花川南地区の学校では、出前講座というのがないのですね。

なので、娘が手話を学びたいという時に、どこに行って手話を学べばいいの

かということがわからなかった。サークルも昼、夜も難しい。そうなると、

放課後に手話を教えるというのではなくて、ろう者と触れ合うという場があ

ればいいなと思います。もう１つ自分の息子の話になるのですけれども、先

日ＮＨＫのテレビを見ていたのですね。そしたら、ろう者の男の人が声を出

してしゃべっていて、息子が私に、「お母さん何で聞こえない人はみんな発

音がおかしいの」と聞かれたのですよね。生まれた時から聞こえないという

ことは、自分の声も聞こえない。発生の方法がわからないし、自分の発音が

正しいかもわからないのだよと話をしました。息子はなるほどとわかってく

れたのですね。ですから、ろう者と触れ合うことで成長とか生い立ちを知り、

暮らして不便なこともわかってくる。手話を教えるだけなく、触れ合う機会

を学校以外でも作っていく必要があるのかなと思います。 

【事務局三国】  はい。ありがとうございました。中々良い２回目になっていると思うの

ですが、時間がだいたい終わりなのですね。これ１つ話をしておきたいとい

う人いますか。いらっしゃいませんか。なければ本日のまとめをさせていた

だきます。 

         私も行政の方にいながら、確かに先ほどらいの話を聞いて、教育のプロ

グラムが思いのほか、突き進んでいる感じがしました。たぶん現場の子ども

達はものすごいインパクトのある授業として、印象づけられているのだろう

という風に思いますし、多感な時期にものすごくそれが重要な意味を持つの

だろうと、先ほどの話がありましたように、それがプログラムとして確立す

るというのが、進み方が頭で考えたのではなくて、実践を積み重ねている感

じがしますし、体感を大切にする授業としては、正に手話のパターンだなと

いう感じがしました。さらには、このへんのプログラムの確立ということが

非常に期待されるところです。 

        それと、もう１つ、学校の授業の取組に関する地域差というのは、南の学

校、クラス数の多いということも影響しているのではないかと思います。 

        その中で、接する機会がない子ども達に、手話を学ぶということではなく、 

       ろう者と接する機会をつくっていうということがポイントというご意見も

いただきました。これも次に向けての大事なヒントだなと思います。今日は

いくつかのヒントをいただいたという会議だったと思います。 

         次回が７月７日、高田さんの講演があります。これにご参加いただくこ
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とになりまして、それを受けて次回があります。次回はこのテーマからする

と、講演内容を踏まえた上で、言語ということをみなさんとご議論できれば

良いと思っています。みなさんよろしくお願いいたします。 
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会議録署名 

上記会議の経過を記録し、その相違がないことを証するた

め、ここに署名します。  

平成２８年 ９月２８日  

 

石狩市手話に関する基本条例見直し検討会 

会長  荒 木 広 式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


