
 平成 30 年１月 26 日（金）に実施した「『一人一人の共生社会』につながる交流及び共同

学習 研究報告会」は、授業公開・研究報告・パネルディスカッション・指導助言・講演

の内容で実施しました。 

以下に、パネルディスカッションの内容を掲載します。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

パネルディスカッション 

これからの共生社会をつくる若い世代の本音トーク 

「共生社会の形成に貢献できる交流及び共同学習の在り方について」 

 

パネリスト 

まいどおおきに食堂「八幡食堂」            梅 原 紅 映 氏 

京都教育大学教育学部発達障害教育専攻      明 石 伶 香 氏   

京都府立京都八幡高等学校            教諭 菊 藤 善 治 氏 

京都府立八幡支援学校          教諭 湯 川 絵里衣  

司会 

京都府立八幡支援学校          教諭 芦 田 慶 子 

 

 

〇司会 

ただいまより、パネルディスカッションを始めさせていただきます。 

タイトルを「これからの共生社会をつくる若い世代の本音トーク」としています。 

パネリストの視点を通じて交流及び共同学習の教育的効果を確認し、フロアの皆様と

共有することで、「これからの共生社会の形成に貢献できる交流及び共同学習の在り方に

ついて」検討していきたいと考えています。 

昨年度の研究で、交流及び共同学習を、教育課程の中に年間をとおして積極的かつ継

続的に位置付け、計画的に展開することで、交流及び共同学習の教育効果が高まること

を確認してきました。また、交流及び共同学習の場面で力を発揮することをめざしなが

ら関連付けた指導を展開することは、総合的に生きる力を育むことになると考えること

ができました。 

昨年度公開研究会のパネルディスカッションでは、京都八幡高等学校の中村副校長先

生にも御登壇いただき、「共生社会につながる交流及び共同学習」をテーマに討議し、京

都八幡高等学校、本校それぞれでの成果や児童生徒の変容について共有することができ

ました。御参加いただいた方からは、「交流は双方の視点からの評価、達成度、ねらいな

どが大切なことを改めて感じさせてもらった。」「高校生の障害に対する理解を深めるだ

けでなく、内面の育ちや自己理解、キャリア教育になっていることも学ぶことができた。」



といった感想をいただきました。また、「本校生徒や京都八幡高等学校の生徒がどう思っ

ているのか生の声を聞きたい。」という感想もありました。そこで、今年度の研究報告会

では、卒業生から交流及び共同学習について、御本人の声を聞かせていただくことで、

交流及び共同学習をより意味のある教育活動にし、これからの共生社会の形成に貢献で

きる交流及び共同学習の在り方について考える機会にしたいと思います。 

では、本日のパネリストを御紹介いたします。 

まいどおおきに食堂八幡食堂にお勤めの梅原紅映さんです。 

  梅原さんは、昨年度、八幡支援学校を卒業されています。 

京都教育大学教育学部発達障害教育専攻１回生の明石伶香さんです。 

  明石さんは、昨年度、京都八幡高等学校を卒業されています。 

現在本校に勤務している湯川絵里衣です。 

  湯川先生は、京都八幡高等学校人間科学科１期生の卒業生です。 

京都八幡高等学校南キャンパス人間科学科長 菊藤善治先生です。 

なお、司会は、八幡支援学校研究推進会議・交流教育部長の芦田慶子です。よろしく

お願いします。 

  まずは、パネリストの皆様から、①自己紹介と高等部/高校入学までの自分について、

②交流及び共同学習の思い出について、③現在の生活に交流及び共同学習が生かされて

いると思うことや将来について。それぞれの過去を振り返り、また現在感じていること

についてお話しいただきたいと思います。そのあとには参加者の皆様から御発言いただ

ければと思います。 

では、梅原さんからお１人５分程度でお話いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

〇梅原さん 

梅原紅映です。所属は八幡食堂です。現在の生活について。週休２日制、木曜日・日

曜日が休みです。10 時から 15 時まで食堂で勤務しています。大変と思うことは、半額セ

ールのときや休憩が３分しかとれないので大変です。休日は、家にいることが多いです

が、ときどき、友人や先輩と遊んだりします。 

高等部、高校に入学する前の自分。中学校の頃のいじめが原因で不登校となり、出席 

日数や単位・成績がなかったり、悪かったりで、行けるところが少なくて、八幡支援学

校入学して、緊張でガチガチでしたが、気持ちとしては「ここでやっていけるのかな～」

という不安半分、暗かった自分から明るくして「ここで何かを成し遂げてやる！ここで

変わるぞ！」という気持ち半分でした。 

中学校時代に得意・苦手だったこと。得意だったことは美術部に入っていたので、絵

を描くことが好きで得意でした。苦手だったことは、中学校の頃、いじめにあったりし

て、人とのコミュニケーションを取ることが苦手でした。また、いじめの件で不登校に



なり、中学校の学習についていけなかったので勉強するのが苦手でした。入学するとき

の目標は、自分の意思をもつこと、人とのコミュニケーションをとれるようになること

でした。 

交流及び共同学習の思い出。昼休みの交流は、京都八幡高等学校の南キャンパスの人 

と関わりの場がありましたが、自分としては「積極的に話そう」「関わり合いをもとう」

とは、なかなか思えませんでした。ですが、授業交流や行事交流をとおして、南キャン

パスの人と関わりをもつことが、初めはぎこちなくでしたが、年々することにより、 話

すことができて、３年生になって最後の交流の作業交流では、相手に伝えるために、自

分から話してみたり、上手く伝わるように自分の得意である絵を活かして手順工程をノ

ートに書いてやるという案で交流して、うまく交流できたことが思い出になっています。

学んだことは、人とのコミュニケーションの仕方、積極性、自分の意思、自分に合った

思考力がついたと思います。 

現在の生活に交流及び共同学習が生かせていると思うこと。交流及び共同学習で身に 

付けた力で、勤務先では、周りを見て、自分に合った思考力で今何をすべきなのか、頼

まれた仕事には、「はい、わかりました！」や、手が空いたときには「手が空いたので手

伝うことありますか？」と言い、積極的に行動をとったり、人とのコミュニケーション

がとれるようになって、勤務先の人には、『梅ちゃん』や『くれちゃん』というあだ名で

人から信頼され、仕事も頼られるようになって、身に付けた力が生かされているな、と

思います。 

将来について。今は 10 時から 15 時勤務で洗い場担当ですが、時間延長をして、働く 

時間を伸ばして、もっと給料を稼いで、他の部署をまかされるようになりたいのと、勤

務先の人とは、コミュニケーションの仕方で雑談をうまく話せるようになり、人の気持

ちがわかる優しい人になりたいです。また、交通に不便なので、原付バイクの免許をと

って、乗れるようになりたいので、コツコツと勉強します。 

 

〇司会 

  ありがとうございました。３年生最後の作業交流でこれまで積み上げてきた力を発揮

したというお話がありました。実は、作業交流の前に作業工程等がわかる自作ノートを

作成されました。高校生にわかりやすく伝えられるようにということもありましたが、

自分の復習にもなり、後輩にも引き継げると思って作成されたそうです。これらの経験

がさらに自信となって現在に生かされ、本校を卒業してから１年も経っていませんが、

職場でも任される仕事が増えてきていることを聞かせていただくことができました。あ

りがとうございました。 

本日は、もう１名小川美優さんからビデオ出演でお話を聞かせていただきます。小川

さんは現在指定生活介護事業所「ほっと」に通われています。昨年度、八幡支援学校を

卒業されています。では、スクリーンをご覧ください。 



〇小川さん 

※八幡支援学校での思い出。交流及び共同学習では何が楽しかったか。現在楽しみにし

ていることなどを伝えていただきました。 

 

〇司会 

  日々の学習でつけてきた様々な力を基盤に交流及び共同学習の場面でも、色々な人と

の関わりながら活動ができるようになりました。そのような基盤から、現在も人との関

わりややりとりの中から自分で楽しみを見つけて生活を送っていることを伝えていただ

くことができました。 

  続いて明石さんお願いします。 

 

〇明石さん 

明石伶香です。よろしくお願いします。所属は、京都教育大学教育学部発達障害教育 

専攻１回生です。現在、城陽市の放課後等児童デイサービスでも、スタッフとして勤務

しています。高校入学までの自分は、友達と遊ぶことが好きで、友達と遊ぶことを大切

にしていたら、なかなか学校に行けなくなり、勉強も苦手で、自分が好きなことしかし

なくて、嫌なことからは目を背けるような生徒でした。 

高校も、本当はあまり成績が取れなくて入学ができないかもしれない状況だったんで 

すけど、当時は看護師という夢をもっていたので、京都八幡高校を受験しました。そし

て、入学することができて、入学時の目標は、看護師をめざして勉強頑張るという目標

とともに、中学校のときに学校に行かなくて、とても後悔したので高校では毎朝、学校

に行って、今の嫌なことから目を背ける自分を変えたいという気持ちが大きくありまし

た。 

交流及び共同学習での思い出は、昼休み交流は授業交流に比べて時間的には短いので 

すが、同じクラスで交流を積み重ねられるので、昼食を食べながらリラックスして話を

してくれます。授業交流では、あまり見られない姿が多かったので私も緊張せずに、た

わいもない会話ができて楽しかったです。また、授業交流では、支援学校の児童生徒さ

んが自分でできることを増やそうと努力されている姿を見て、自分もやっぱり中学校の

ときになかなか学校に行けてなかったので、勉強とかいろんな面でつまずいたこともあ

ったんですけど、そのような支援学校の児童生徒の姿から自分も頑張らないといけない

「努力する大切さ」を学びました。 

現在の生活に交流及び共同学習が活かされていると思うことは、中学生の頃は相手の 

ことを考えずに言葉を発したり、一緒にいる友達と喧嘩してしまっても、クラス数も多

かったので、また別の子がいるからいいやと思って、その子との関係を切ってしまった

り、相手のことは考えず、自分中心の生活を過ごしていました。 

高校に入り、支援学校との交流があり、交流のなかで支援学校の児童生徒がどうした 



ら楽しんでくれるかなどを、高校生の頃は意識して考えていましたが、今は児童デイサ

ービスなどで、子どもたちと関わるときに自然に、そのようなことを考えている自分が

います。それは交流をとおして、相手のことを理解しようすることが当たり前になった

のだと思います。 

将来については、高校入学当初は看護師を目指していたのですが、八幡支援学校との 

関わりのなかで、今は特別支援学校の教員をめざして勉強を頑張っています。入学当時

に菊藤先生から、「偏見や差別が少なくなっていってほしいと思っている」という思いを

聞かせていただき、私も支援学校の児童生徒さんと関わるなかで、そのように思ってい

ました。大学に入り、児童デイサービスで勤務しているなかで、やっぱり、お出掛けし

たときに障害のある子どもをつれていたら、「近寄ったらあかん」などと子どもに言って

いる保護者の姿等見掛けることもあり、まだまだ、障害についての理解が社会には広ま

っていないということを実感しています。なので、私は、特別支援学校の教員になった

ら、共生社会に向けて、特別支援学校の教員だからこそできることをしたいと考えてい

ます。具体的にどんなことをしたいか等はまだわからないんですけど、これから大学で

色々なことを学び、それを具体的ものにしていきたいと思います。でも、自分が高校生

のときに交流させてもらえたことが今の自分にものすごくプラスになっているので、私

が教員になったら、いろんな年代の方と障害のある子が交流できる環境をたくさんつく

りたいなと考えています。以上で終わります。ありがとうございました。 

 

〇司会 

  本校との交流及び共同学習のなかで、日々の小さな出来事を共に喜び合える体験から、

障害のあるなしに関係なく、相手のことを考えるようになったこと。３年間の学びのな

かで、特別支援学校の教員になりたいという気持ち。そして今、教育大学で学び、特別

支援学校の教員だからできること、共生社会をつくる教員になりたいという将来の目標

を聞かせていただきました。 

  続いて、湯川先生お願いします。 

 

〇湯川 

湯川絵里衣です。宜しくお願いします。私は教員になって２年目で、今は高等部２年 

生の担任をさせていただいています。京都八幡高校に入学までの自分について、中学校

時代は、すごく人と話すことが苦手だったり、自分に自信を持っていなかったりという

感じがあって、友達と話したり、それと勉強することも嫌いで、「なんかうまくいかへん

なー」と思う中学校時代を過ごしていました。そのこともあり、自分の気持ちのことに

ついてや、人のことについて、「知りたいな」「ちょっと人を助けてあげたいな」という

思いから心理学に興味をもって、新しい気持ちで高校生になりたいなという気持ちから

京都八幡高校に入学しました。 



京都八幡高校でやってみたいなと思ったことが、友達と新たな関係を築いて、楽しい 

高校生活を送りたいということと、京都八幡高校の学校案内の中に、入学して２年目に

京都府立八幡支援学校が開校されるという案内が載っていて、そこの交流が楽しそうだ

なあ、楽しみだなあという気持ちがとても大きくありました。実際に交流が始まるにあ

たって、両校が初めて昼休み交流をするというところに、友達と一緒に参加しました。

初めての交流では、ボーリングを生徒と一緒にするという形で、本当にそのときは、初

めての交流でなんて話したらいいかもわからないし、どうやって一緒に楽しんだらいい

んだろうという気持ちがいっぱいで、友達と楽しむというかたちでしか初めての交流は

できませんでした。それから、昼休み交流に毎回参加させていただいて、授業の交流を

繰り返すなかで、とても自分の思い出に残っている交流があります。それは、授業交流

なんですが、高等部の授業交流です。言葉がない生徒と一緒にペアで交流したり、ゲー

ムをしたり、リラックス活動をするというときに、やっぱり自分からなにかしないとお

互いに楽しめないなという気持ちもあって、ちょっと自分から話すこととか苦手だった

んですけど、お互いが楽しい時間を過ごせるようにするためにはと考えて、最初は、と

てもぎこちないハイタッチから、どんどん時間が経つにつれ、自然な形で交流ができる

ようになったことが、私のなかでもとっても嬉しくて、相手の生徒さんもすごく笑顔で

見てくれたりして、とても嬉しかった交流です。授業交流の最後の時間には、私の腕を

とって腕を組んで、スキップしながら教室に帰って行ったっていう風な、あのエピソー

ドがすごく今でも印象に残っています。で、ちょうどそのとき、進路選択で心理学を学

ぶのか、それとも違うことにもたくさん興味をもっていたので、将来なりたいものに向

かって勉強するのかというところで悩んでいたところなんですけれども、この経験や普

段昼休み交流でとても楽しい時間を過ごして、特別支援学校の先生は自分には向いてな

いやろなーと思いながらも、ちょっとチャレンジしてみようかなという気持ちで特別支

援学校の先生になろうと決めて、進路を決定していきました。 

今、教員になって交流及び共同学習が生かされているなーと思うことなんですけども、 

当時からとても大切にしていた「相手の話をしっかり聞く」ということや、相手の気持

ちを見通して対応するというところを大切にしています。実際に教員として生徒の前に

立って生徒の気持ちを考えていくなかで、全然わからないこととか、なんでこういう行

動をとるのかということで、日々悩むことも本当にたくさんあります。けれども、そん

ななかで、どんなことを思っているのかを周りの先生と一緒に考えるというところが本

当に大切になるなと実感しています。相手の立場に立って物事を考えるということを、

交流及び共同学習のなかで、高校のときに感じることができたので、これからも大切に

していきたいなと考えています。将来についてなんですが、実際に自分が教員になって、

生徒と高校生と繋げる役割に立ったときに、本当に難しいなと感じることがあります。

自分から高校生の方に関わっていく生徒もいるんですけれども、まだまだ自分から話し

かけたりすることが苦手だったり、どう話したらいいかわからない生徒もいます。そう



いうときに教員が一言声をかけてみたり、何か遊びを提案したりするということで、楽

しい時間を過ごせるときもあるんですけれども、やっぱり、どっちもが緊張していたり

するので、毎回交流のときは難しいなと感じています。今まで私が高校生として経験し

てきた八幡支援学校との交流のなかで感じたことや、どうやったら楽しんでもらえるか

なというところとか、相手の立場に立って物事を考えるというところを大切に、高校生

と生徒がお互いに楽しい時間になるようにしっかり交流の時間をつなげていきたいなと

考えています。以上です。 

 

〇司会 

  高校２年生の時に進路として決めた教員となったことで、両校の立場に立ち、高校生

と支援学校の生徒をうまくつないでいきたい、自分の経験を役立てたいといったことを

聞かせていただくことができました。 

  以上４名のパネリストより、お話しいただきましたが、本校開校以来８年間、両校の

交流及び共同学習に携わっておられる京都八幡高等学校の菊藤先生から、交流及び共同

学習における生徒の変化をどのように見ていたか、交流及び共同学習の意義をどのよう

に捉えているか、お話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇菊藤先生 

みなさんこんにちは。京都八幡高等学校南キャンパスの菊藤と申します。よろしくお 

願いします。 

八幡支援学校が開校される 1 年前に京都八幡高等学校南キャンパスに赴任させていた

だきました。前任校にいたときに、障害のある子となにかするとか、支援学校のことを

本当に一切知らないなかで京都八幡高校に赴任をしました。京都八幡高校 1 年目でその

ときにちょうど人間科学科ができた年でしたので、その人間科学科の１年生の担任とし

て赴任しました。その時の生徒が隣にいる湯川先生で、そのあと３年間担任をさせても

らいました。で、その隣にいる明石さんについても、ボランティア部の部員と顧問とい

う間柄で、本当に色んな話をさせてもらっていますので、こんな二人がここにいること

がもう成果じゃないですけど、特別支援教育にこう深く関わりたいと思ってくれる生徒

が育ってくれているのが嬉しいです。１年目来て、来年八幡支援学校が開校する、その

時の生徒が湯川先生で、これめちゃくちゃね、楽しみにしている生徒がたくさんいて、

もうその１年ワクワクワクワクして。２年生になったときに八幡支援学校が開校したっ

てことで、本当に生徒たちと喜んだというのを、昨日ちょっと色々考えて思い出しまし

た。ただ、1 年前から実際、どんな交流をするのかっていう計画が両校でされていたと思

うんですけど、僕は全くイメージができなくて、どんなことになるのかなあ、ほんまに

大丈夫なのかなあという心配事ばかりが先に出てきました。実際、八幡支援学校が開校

されて、まず、昼休み交流が週１回からスタートしました。そのときも湯川先生、当然、



「いきます！」って希望してくれて、たくさんの生徒が希望して初めての昼休み交流が

６月やったと思うんですけども、僕が先頭に立って、ガッチガチになりながら支援学校

に行って、「あなたここ」「あなたここ」という風に各クラスに生徒を送り出して、僕も

心配なんで、その様子を見てましたけれども、本当にガチガチで。何をしていいかわか

らない、言葉すらかけられない、さきほど、湯川先生からボーリングを一緒にしたって

いう話がありましたけども、そういう物を使って交流するっていうところで、少し救わ

れたというか、いろんなことでちょっと距離を近付けていけたということを写真を見な

がら思い出したんですけども。それが、１回きりで終わっていると、ただ交流したにな

るんですけど、そのあと２年間、ないしは３年間、昼休み交流や授業交流で継続してさ

せていただいています。そのなかで、人間科学科の生徒が、成長というか、考え方がゴ

ロっと大きく変わる瞬間があります。さきほど、２人もいろんな話をしてくれていまし

たけども、１つ、エピソードを紹介するんですけども、平成 22 年。本当に初めての授業

交流のときの写真です（スライド上映）。人間科学科生１年生と小学部の赤いシャツきて

いる「M ちゃん」なんですけども、M ちゃんが笑顔で交流をしています。ぱっと会って、

子どもたちの前で笑顔になれる子ばっかりでは当然ありません。一部は子どもが大好き

で、という生徒が人間科学科に入学してくれますので、どんどんどんどん積極的に、特

に小学部の子どもさんなので、障害があるなし全く関係なく、子どもたちと一緒に遊ぶ

ことでいろんな学習をするというような授業交流ですので、坂すべりの一瞬なんですけ

ども、こういう交流をどんどんしてくれますが･･･。ある女子生徒は、すごくコミュニケ

ーションが苦手で、クラスのなかでも友達と話すこともできなくて、６月の段階でもう

学校をやめたいと思っていた生徒がいます。これは授業交流なので、希望をとるわけで

はなくて、授業の一環としての交流なので、当然その子も授業に参加します。でも、こ

の輪に入れないんですよ。で、その子は、もう端っこの方に、座って、うなだれていま

す・・・。そこに M ちゃんがね（M ちゃんが寄り添う写真）寄り添ってくれているんで

すよ。この写真、ぼく、大好きで、宝物なんですけど、で、特に、M ちゃん、この頃は、

あまり言葉がある子ではなかったんですけれども、ぼく、この瞬間を見たときに、「この

交流ってすごいもんなんやな！」と。ぼくは「してあげる」という言葉を、高校生に使

うなと言っているんですけど、最初は正直、この頃、平成 22 年のぼくは、高校生が支援

学校の子どもになにかをしてあげる、何をしてあげる、そういうことばかりを考えてい

たんですけど、この一瞬見たときに、「生徒がしてもらってるやん！」とほんまに思って、

「どれだけ支えてもらってんねん！」と思ったんです。その時に後で聞いたんですが、

この子も M ちゃんが来てくれていることは知っていて、「すごく助けられた。すごく勇気

をもらえた。本当に嬉しかった。」と感じていたそうです。だからと言ってすぐに交流で

きるわけではないので、ずーっとこの場にいましたけど・・・はい、M ちゃん、ずーっ

といてくれます（寄り添う M ちゃんの写真）（会場笑い）。今、M ちゃんは高等部１年生

で、大人に成長していますけれど、こういう交流を見たときに、「この交流って、もしか



したら、生徒にとって、高校生にとって、すごい何かを変える、大きな大きなキッカケ

になるな」ってぼくは思いました。それで２年目から、「ぜひ！１年１回の交流じゃなく

て、せめて１年に２回交流をさせてください。１回目交流したあとに、自分が思った課

題にもう一回チャレンジできる２回目の交流をさせてください」いうことで、平成 23 年

度からは、年に２回授業交流をさせていただいています。 

ちょっと長くなるんですけれど、さっきうなだれていた生徒なんですけど、これ３年 

生の時の写真です。こう自然な形で高等部の子と寄り添いながら交流ができるようにな

って、無事に自分の夢をかなえるために進学しました。やめたいと思っていた子を、ガ

ッと変えるような交流だなと思っています。両校にとって、この交流というものは本当

に意味のあるものだなと感じています。以上です。 

  

〇司会 

ありがとうございました。本校開校からずっと携わってくださっている菊藤先生だか

らこそ初年度から現在の様々な変化、また、高校生だけでなく、M ちゃんをはじめ、い

ろんな本校の児童生徒の成長も見ていただくことができているといったこと、高校生が

本校の児童生徒との交流を経験することで障害があるからからしてあげるではなく、お

互いにできないことを支え合ってできるようになっている、両校にとって交流及び共同

学習の意義を聞かせていただくことができました。ありがとうございました。 

ここで参加者の皆様からも御質問、御意見頂戴したいと思います。 

まずはパネリストの御発言について、御質問がございましたらお願いします。 

 

＜参加者からの質疑応答＞ 

〇今日は、お話たくさん聞かせてもらってありがとうございます。パネリストの明石さん

からも、まだまだ障害について、社会は広まっていないんだという話を聞かせてもらい

ました。まだまだ本当に共生社会っていうのは課題があると思うんですけども、パネリ

ストのみなさんの話を聞かせてもらって、本当に素敵なエピソードがあるんやなーって

いう風に感じました。ありがとうございます。私から１点、質問というか、みなさんに

お聞きしたいんですけども、「これからの共生社会」を作っていくみなさん。私も含めて、

そうですけども、良いところはたくさん聞かせてもらったので、もう少し、こうなれば

もっとよくなるのになというようなことがありましたら、聞かせてください。また、そ 

こにこうすればきっと解消されるなというようなヒントなんかもあれば、お願いします。 

 

〇４人の方の話を聞かせてもらって、大変感動しているところです。交流及び共同学習と

いうのは、本当に障害があるとかないとか、してもらう側とかする側とかそのことを超

えて、一人一人の人生にとって大きな意味のあるということを、４人のそれぞれの立場、

それぞれの歩みの中で、非常に重みのある言葉で証明していただいたと思っているんで



す。まさにそこに、もうひとつのテーマにある一人一人の共生社会。そこをめざして、

一人一人が、こう歩みのなかで、一人一人の人生っていうか、大きな影響をあたえる、

それこそが交流及び共同学習の大変魅力なんかなと思っていて、大変、素晴らしい実践

を積みあげてこられたなと感動しているところであります。学校内にとどまらず、そし

て、また、両校の関係にとどまらず、時間を超えて、人の人生に影響を与えるという素

晴らしい取組かなと感じています。湯川先生に質問させてもらいたいんですけど、たぶ

ん高校生の時には、教師がそのとき、そこまでのプロセスであったり、どんな工夫をし

たとか、あまり考えていなかった思うんですけども、共生社会をめざすうえで、特別支

援学校が果たす役割とか、明石先生がおっしゃったように、特別支援学校の先生が果た

す役割とかすごく大きいなもんだと思うんですよ。それは、特別支援学校だけじゃなく

て、高等学校も同じですけどもね。先生になられて、やっぱり、こんなこともあったん

だとか、こういう風にしたら交流及び共同学習のその先に大きな魅力が発信できるんだ

とか、今、なられて、思われることなどがあれば聞かせてほしいなと思います。 

 

〇司会 

  御質問いただき、ありがとうございます。一つ目にご質問いただきましたものを先に

答えていただきたいと思います。「こうなればもっと社会がよくなる」、今、梅原さんが

こんな社会になったらいいなということがおありでしたら、お聞かせいただきたいと思

います。 

 

○梅原さん 

知的障害とか障害があるから、これはやっちゃだめということをなくしてほしいかな

って。できることなのにできないといわれると、何もできなくなるのでチャレンジの場

がほしい。これやってみるといわれたら、やってみようかなと思えるので、そういう社

会の場がほしいです。 

 

〇司会 

ありがとうございます。続けて明石さんお願いします。 

 

○明石さん 

障害についての理解がまだまだ、と先ほど伝えさせていただいたんですけど、私は京

都八幡高校南キャンパスに来ても、八幡支援学校との交流がなく、障害のある子たちと

の交流がなかったら、やっぱり、どこかで出会ったときに、心のなかで壁を作ってしま

うんじゃないかなあと思うので。きっとそれは理解がないからとか、知ろうとしないか

らという部分が大きいと思うので、小学校・中学校での教育の中でも、障害についての

理解をもっと深められるように交流できる場がもっと増えればいいと思います。それか 



ら、地域に出ていった時に協力者が必要な子もいるので、その協力者を増やすためにも、

地域との関わりを大切にしていくことが大切なんじゃないかなと思います。 

 

〇司会 

ありがとうございました。湯川先生にはもう一つの質問がありましたので、先に菊藤

先生にもお聞きしたいと思います。菊藤先生、いかがでしょうか。 

 

○菊藤先生 

はい、非常に難しいですが、人間科学科で、「偏見をしていいと思っている人はいない。

誰でもわかっているのに、世の中に偏見があるのは、知らず知らずに偏見をもちたくて

もっているのではなく、知らずに知らずに、人として偏見をもってしまってて、それが

知らず知らずに差別にまでいくかもしれない」ということを生徒に伝えています。人間

科学科に来た子は、八幡支援学校との交流があるので、すごく、恵まれた環境のなかで

育っていますので、本当に深い学びをするのですが、そういう人はごくごく一部なので。

私は高校教員として、そういう感性をもった子を世にいっぱい送り出して、この子達が

将来出会うであろう人に、何かあったときに周りに流されるのではなくて、「いやいやそ

れはな」とか、「そんな考え方あかんのちゃうか」とか、本当に一言いえるだけで、社会

って変わるんじゃないかなあと思っていますので、そういう子が増えてほしいなと。そ

れが本当に共生社会につながると思っています。 

 

〇司会 

ありがとうございました。では、湯川先生、同じ質問と、２つ目の質問がありました。

教員に実際になって、というようなことを聞かせて頂けたらと思います。よろしくお願

いします。 

 

○湯川 

まず、最初の質問に答えさせていただきたいと思います。明石さん、菊藤先生からあ

ったと思うのですが、本当にこの京都八幡高校に入って交流をするなかで、私もそれま

で、障害という言葉とか障害名のことは知ってたけれど、実際に、どういう子なのかと

か全く知らない状態で、小学校中学校時代も、障害をもっている同年代の子と関わるこ

ともあったんですけど、そんなに深く思うこともなく、ここに入学してきました。私が

高校生の時に、高等部の生徒と交流したことで、本当に同世代、同じ年の子と関わるな

かで、障害があっても、本当にすごく楽しい時間を過ごせたなというところとか、障害

があるからなんか壁というか、その子が障害者というイメージではなくて、ただ一緒に

授業をとおして、楽しい時間を過ごせて嬉しかったなという気持ちが大きくあったので、

八幡支援学校と南キャンパスとの交流はすごくいいことだと思います。小学生と障害の



ある小学生、というような、小さい頃から、普段の関わりのなかで一緒に過ごす時間が

あったら、考え方とか感覚とかも違ってくるのかなと、実際に交流をするなかで思いま

した。２つ目の質問なんですが、実際、高校生のときに授業交流をさせてもらって、た

だ単に、あー楽しかったで終わっていたんですけれども、実際に教師になって、授業交

流するまでの行程というか、授業を考えて、この子には交流をとおしてこんな風になっ

てほしいなとか、交流のときもこの子がこんな風になるためにはちょっと教師が入って

いったり、事前にルールとかをしっかりと伝えたり、そして、交流が終わった後にはこ

の子のこういうところが良かったなとか、実際に普段こんな姿は見せないのに交流では

高校生と楽しそうにしゃべっていたり、自分から遊びを提案したり、普段とは違う一面

が見えたりというような、終わった後の生徒の姿をしっかりと評価とか記録していくこ

とで、普段の生徒からは見えない一面も見えて、実際教師として嬉しいと感じることが

たくさんあります。１回の授業交流、高校生のときは本当に「楽しみやな」「楽しかった

な」というような感じだったのですが、実際教師になって、１回の交流をする上で、た

くさんの人が関わっていたり、たくさん考えることがあったりということを実際に学ば

せてもらっています。以上です。 

 

〇司会 

ありがとうございました。もう少し質問の時間を取らせていただきたいと思うのです

が、すみません、時間の関係がありまして、このまままとめにうつらせていただきたい

と思います。 

私達教員は、本校を卒業した子どもたちが、京都八幡高等学校の卒業生をはじめとす

るたくさんの人達とのつながりのなかで豊かに生きる未来の姿や、そこで互いに支え合

いながら誰もが自分のもっている力を精一杯発揮し、様々な形で社会に貢献している姿

を思い描いています。全ての子どもに多様な学びの機会を確保し、社会との関係性のな

かで教育を進めることから共生社会のなかの多様な社会人の一人として活躍できる力、

自分らしく豊かにその人の人生を切り拓き歩み続ける力が育めるのではないかといった

ことを考えながら教育活動を展開しています。 

今回、実際に社会に出て活躍している卒業生を中心に、率直な意見や感想を聞かせて

いただいたことで、今進めている教育活動が確かな力へとつながっていることを確信す

ることができました。心強いご意見をいただき、とても励まされ、多様な社会人の一人

として活躍し、自分らしく豊かに人生を切り拓いているということを実感することがで

きました。 

本日のパネルディスカッションからは、八幡支援学校と京都八幡高等学校との交流及

び共同学習のなかで、互いに気持ちを共有することの大切さや、交流及び共同学習をす

ることで、相手のことを考えること、相手のことをもっと知りたいと思うこと、周りを

見ることなど、自分の行動の変化を感じることができたこと。障害のある人と関わって



みることでわかることがあると思うので、将来そのことを伝えられるようになりたいと

いったこと等、ここで学んだことを自分自身が感じ、今の生活に生きているということ

がよくわかりました。 

これらの取組や考え方については、本校の立地条件ではなくても、色々な環境のなか

で、「自分ができる！」といった自信をもって活動すること。障害のあるなしに関係なく

様々な人との関わりを広げ、自分の気持ちを伝えたり、相手のことを考えたりするとい

った経験をする機会を設定することで、特別支援学校に通う児童生徒も多様な社会人の

一人として活躍し、自分らしく豊かに人生を切り拓くことができ、特別支援学校や交流

及び共同学習の取組が共生社会の形成に貢献できると確信しています。 

本日聞かせていただいたことを強みに、今後も交流及び共同学習の実践をますます充

実させていきたいと思います。これでパネルディスカッションを終わらせていただきま

す。 

パネリストの皆様、また参加者の皆様、ありがとうございました。 


