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映画「ちづる」アンケート集計 
2012.2.10 

回収数 ６２通 

 

１． 映画「ちづる」は良かったか。 

    はい ５９  いいえ ２  その他 １ 

 

２．映画の感想 

・障害を持つ家族がいる家庭の現状が、リアルに伝わってきました。 

・｢自閉症｣ということを除けば、どこにでもある家族の１つだという感じがしました。｢普

通｣とは何だろうと・・・。お母さんの思い、兄弟の想いを知ることができたと思います。 

・お母さん、すごいな～。ちづるちゃんかわいいな～。20年大変なことたくさんあったろ

うな～。そして、家族ともに成長してきたんだろうな～。福岡できっと幸せに暮らせると

思いました。 

・発達障害の日常生活を知ることができました。冗談も言ったり、おもしろい言葉も発す

るのかと思いました。 

・御一人御一人の持つ特性が違うので何とも言えないのですが、この御家庭に外からの風

（外からの人）が入り、お母さんとちづるさんだけの時間に変化がおきれば・・・と思い

ました。ちづるさんが家のほかにも気持ちよく通える場所ができたらいいですね。 

・自閉症、知的障害のある方の支援の仕事をしていました。親の受容の問題、当事者の日

活、支援員の在り方について再考する機会になりました。もっと多くの方に正しい知識を

身につけてほしいです。現在は学生支援の仕事の中で発達障害を抱える方、ボーダーライ

ンの方も多くいますので、今後もこのような機会があれば参加したいです。動物を好む自

閉症の方は珍しいと思いました。 

・家庭内での普通のことを伝えて理解しあえる努力が伝わってきました。少数者から多数

の方々の理解が必要です。 

・あまり世間に知られていない発達障害への理解を広めることができたらと思います。 

・初めてこのようなドキュメンタリーを拝見しました。涙ながらというのではなく、あく

まで明るく、微笑みながら見ておりました。 

・赤崎監督自身「出来ばえ１２０点」といっているが、初めての映画でこれほどの・・・。

主演もさることながら、母・久美さんがすばらしい。導入部の「オリンピック」とラスト

の「美人」がとても良い。指導の池谷監督と何度も話し合って１年間撮り続けたというが、

さすが「蟻の兵隊」「延安の娘」の監督のアドバイスは的確。 

・ちづるの行く所が無いと言った言葉がショックです。母子家庭の場合、特に母親、兄弟

げんかがあります。地域、まわりの手が是非必要と感じました。 

・日常生活が淡々と描かれていた。大変さがわかった。 

・身近で経験がないので少し理解が出来たと思います。 
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・教えられることがありました。参考になりました。 

・見る前は暗い、止めた方がよかったなぁと思い参加しましたが、全て違いました。 

・「ちづる」なのだが母親の「久美」さんの映画だった。家族の視点でしか結局描けないの

か？ 

・お母さんの気持ちが切々と伝わってきました。 

・実際の子供の様子 親の戸惑い 兄妹の気持ち みんなが正しいこととわりきれず、将

来に不安を感じながら生活しているのが表現できていて（ありのまま）良かったと思いま

す。 

・問題を何に主としているのかの意図はわかりずらかったと思います。・母親へのサポート

「家族ケア」の必要性、母子分離へのサポートが無ければこの家族はいきづまりをおこす

ように思います。 

・お兄さんがとられたという事でしたが、とても愛情にあふれた映画だと思いました。 

・ドキュメンタリーの強さを感じた。家族ならではの意志を感じました。 

・兄妹の思い、親の思い、大変さを感じた。 

・一般の方々が自閉の方を知るきっかけとなりますように。 

・同じ障害を持つ母親視点で見ました。自分の子供よりも障害が軽く、軽い分だけ理解を

できることが多いので、大変なことが多く、悩みがありきょう感できる部分もたくさんあ

り、良かったです。 

・あまりに重くて感想など書けません。母親、ちづる、お兄さんの将来の映像を見たい！

と思います。障害児の明日、将来、未来について勉強したいと思いました。 

・昔の自分と重なるシーンがあり、見ていて辛くなったところもありましたが、見ること

ができて良かったです。母の私が久美さんのようにもっと強くならなければと思います。 

・作り物ではなく当人をありのまま撮影しており、家族のかっとうもよくわかったので良

かった。 

・一部はテレビにて見ていましたが、全編通して観れてよかったです。本人が一番迷くこ

とが多いと思いますが、より家族の方、周りの方の大変さが分るも、自分の周りに逢遇し

た時の対処はどうしたら？という迷いが出ました。 

・とても深い家族愛を感じました。障害をもって生まれた事はだれが悪いわけでもないの

で、受け入れる社会、環境になっていけばいいなと思いました。 

・毎日の生活の中での喜怒哀楽、悩みなどありのままに出されていて、とても感銘を受け

ました。いつでもどこでもどんな人とも、変わらないかかわりをしていけたらよいといつ

もおもってます。将来のことがよく考え受け止められるようでありたいと思いました。 

・自閉症の息子がいます。一口に自閉といってもいろいろなタイプがおり、正直自分の子

供のことしかわかりませんが、本を読んで知ってた知識が「こういうことか」とよくわか

りました。また成人の自閉症者の問題もよくわかりました。 

・障害者の生(なま)の生活実態がわかってよかったです。 

・今回の映画で私が体験した内容にそのままあった様に思いました。親、施設職員ででき

ることが多々あると思います。私もできることがありましたらお手伝いさせてください。 
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・自宅での自閉症児との生活を見れてよかったです。母一人で子育てする強さ、色々悩む

こともあると思います。自立させた方がいいのでは？と思う作者。これからの母の対応も

気になります。 

・自分の学生時代の悩みに似ていてとてもよかった。懐かしい想いになりました。 

・ご本人(学生)はよく撮ったと思う。 

・かなり勇気がいったことと存じます。 

・我が子の障害を受け入れ、大人になって共に生活をしていく。ご家族の大変さを痛感し

ました。 

・家族の支援も行動として必要と伝えたい 

・とても良い映画でした。小学生や中学生に見てもらい障がい児・者のことを知ってもら

いたいと思いました。 

・家族以外の人とのつながりが出来ればちづるさんはもっと充実した生活が送れるのでは

ないかと思った。 

・「選択肢がない」「施設の人はもっとちゃんとしている」という兄の言葉に同感したり、

そうできないちづるさん親子の事情が気になる。 

・障害のある本人だけではなく、親や兄弟の姿も映っていて良かった。 

・お母さんとの関わりが大きかったので、施設等またボランティアの人との関わりがもっ

とあるといいと思ったが、実際には難しいかもしれません。また、障害のあるなしに関わ

らず、親子の関わりという共通したものを感じることができた。 

・家族の視線でえがかれており、興味深かった。 

・自閉症と診断された人たちがふだんどのように生活してるのか、少しだけわかった。個

人によると思うが、妹さんがどういう人なのかということは少し伝わった。 

・親と子のかかわり（障害）を一つ一つのりこえていく事、いろいろと学びました。 

・自分の思いを、きちんと言葉にできる人達が画面に映っていました。ちづるさんも精一

杯の表現をしていたように思います。それが映画という表現に結びついていました。「素」

の顔が親しみを感じさせます。 

・自閉病の人が普段どういった生活をしているのかが伝わってくる作品でした。お母さん

との仕事をするという話の中で障害があるから無理という場面が一番印象的でした。 

・発達障害の親家族の心情が深く伝わった良い映画で心に残りました。この映画を心にき

ざんで子ども達と関わって行きたいと思います。 

・典型的な親子共依存を感じました。ご家族の事情を拝察すれば仕方ないとも思いますが、

ちづるさんはこの後どうなったのでしょうか・・・。知的障害者施設・情短施設に勤務し

て、本当に社会で生きていくのが大変な発達障害の方や家族の辛さを感じています。この

映画からは真実として伝わってきました。 

・めぐまれた家庭の（社会的に自閉症）の盗作的駄作（問１．で「いいえ」選択） 

・発達障害という存在を知ることが出来たのは大きな発見であった。（同上） 
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３． 映画会に参加して良かったか。 

    はい ６１  いいえ ０  無記入 １ 

 

４． 映画会の５段階評価 

    ５良かった  ３９ 

    ４      １８ 

    ３       ３ 

    ２       ０ 

    １悪かった   １    その他 １ 

 

５． 映画会の感想（５段階評価とその理由） 

5 映画そのものよりも、みなさんの｢思い」が感じられ、感動しました。 

5 アンケートを書いている時点では、感想会の前なので、全体の評価は未定ですが、

映画は見たかった作品なので、見れてよかったです。 

5 次はどのような題材を取り上げるのか興味あります。 

5 前回、工大で観た「うみを・・・」と比べるのは酷だが、やはりドキュメンタリ

ー映像の力を感じさせた映画会だと思う。 

5 一人でも多くの人に見て貰い、理解してもらいたい。 

5 ＰＴＡの集まり、町会等、幅広くけいもうしてほしい。工大生、学生の遊びの支

援、お友達お兄さんなどのボランティアがあると大変支援になります。家族は孤

立しがちです。 

5 はじめて知りました。８０歳過ぎ、ご協力出来なくて残念です。発展を祈ります。 

5 工大生のみなさん、素晴らしい活動ですね。 

5 家族のありのままの姿が伝えられて映画というにはとってもリアルでした。 

5 このような映画のきかくは有意義なものだと思います。 

5 妹にカメラを向けた兄の意志の強さに感動しました。 

5 障害者本人が出ている映画を初めて見たので広めるには良い映画だと思いました。 

5 運営お疲れ様です。貴委員会の趣旨に賛同いたします。活動が継続されますこと

をお祈り申し上げます。 

5 母上様がもう少しカメラに自然になってほしかった。彼女にはまだ気負いが見え

て本音が見えない。 

5 ずっと観たいと思っていた映画だったので 

5 ありのままを見せてもらえたから。 

5 とても考えさせられる映画でした。普通に生活していると、中々気付きにくい事

ですので、これからもどんどん上映していただきたいと思います。 

5 ２におなじ 

5 話題の映画を無料で見られたのと、大学にそういう研究会があるのを知って嬉し

かったです。スタッフの方々の対応も非常に丁寧でよかったです。 
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5 室蘭工業大学の学生にこんなに素晴らしい[力」があることがとても分かった。今

回、この映画会を企画した関係各位に感謝したい。 

5 なかなかロードショーでは見られない内容だと思うので、見られてよかった。 

5 親の思い。兄弟の思いが少しだが理解できた気がする。 

5 ちづるさん、お兄さんのその後について、知りたいと思いました。 

5 なかなか、この様な映画を近くで見れることがないため。 

5 初めて見た 

5 なかなか実際に生活している様子を見ることができないので、現実をきちんと見

ることができなかった。若い人の企画、実行がすばらしいと思った。 

5 普段は授業の中でしか発達障害について考える時間がないので、こういう機会や

場があると障害を持った方やそういった方と関係を持った方の生の声を聞くこと

ができてよかった。 

5 発達障害に関わって行く上で、多くの課題を示していただいたと思いました。 

4 障害を持つ家族の様子を知ることができた。 

4 映画を観ることができてありがたかったです。会場が少々見づらかったのが残念

でした。 

4 日常生活を見られてよかった。 

4 もう少し大勢の方、自閉症や知的障害の知識の全くない方にもそういう方達の存

在、特性を知ってほしい。もう少し大きい会場が取れたらよかったです。 

4 夜の部の人の少なさ。 

4 具体的に理解できず、こんなものかなぁ位で終わった感じです。 

4 自然で作為の無い演出？で看やすかった。 

4 広く自閉症を知らせることの大切さを感じた。 

4 寒かったです。 

4 私が体験した内容にそのままあった内容でした。母子離れ上手くいかなかった内

容でしょう。退職にもなお応援している私です。 

4 良くも悪くも全体に、正直さが出ていたと思う。 

4 「発達障害」についての知識が無かった。身近にいないので知る機会をえること

ができて良かった。 

4 もう少し大規模な会場でたくさんの人に見てもらえるともっと良かった。 

4 とても時間がかかることでありもっともっと学びたいと思いました。 

4 もっと宣伝を工夫するとよかった。学生に、もっとたくさん見てもらいたかった。 

3 特にこれということがなかったこと 

3 はじめてなのでいろいろ改善点はあるのでしょうがどんどん企画していけばよい

と思う。 

3 席の並べ方を工夫した方が良いかと思う。字まくがよく見えなかった。後席 

1 知恵もなく基本的に現状に満足しているところを見せられても？ 
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６． また来たいか 

    はい ５７  いいえ ０  その他 ２  無記入 ３ 

 

７． 有料だとした場合の参加可能な額 

200円   １ 

  500   ７ 

  800   ４ 

 1000  ２７ 

 1500   ６ 

 1800   １ 

 2000   ５ 

 3000   １ 

    その他   １ 

 

８． 映画会を知ったのは 

ちらし   ８（市民会館、あいくる、ぐりんぴーす、室工大など） 

 新聞記事 ２１（道新、民報、朝日、不明） 

 その他  １２（友人に誘われて、職場で、市民会館の掲示板を見て、など） 

 

  動機 

 ・障害のある子供に携わっているので 

 ・見たいな～と思った。 

 ・発達障害の成長過程を知りたいと思った。 

 ・障害との関り方を知りたかった。 

 ・マスコミで取り上げられ、観たいと思っていた。 

 ・発達障害を含む各種障害のパソボラ（日本リハビリテーション協会） 

 ・皆が考えるべき問題と考えがえるから 

 ・TVや雑誌で、題名と妹さんのことをちゃんと情報伝えていました。 

 ・友人が担当していたから 

 ・記事を見て映画を見たいと思っていた。室蘭市での上映がきっかけです。 

 ・特別支援学級の担任をしています。 

 ・市内の上映だったので 

 ・秋ぐらいに宣伝をＴＶでみて、ずっと観たいと思ってました。ありがとうござ 

 いました。 

 ・息子が自閉症のため 

 ・テレビで映画の紹介を見て、息子も自閉症なので 

 ・最近テレビでもよく報道されていて知りたいと思いました。 

 ・道新で紹介されてて以前から観たかったので 
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 ・子どもが自閉症のため 

 ・自分自身が発達障害というものに対して向き合って生きているから。 

 ・身内にはいないのですが、過去に周りに住んでいた方の三男坊が自閉症といわ 

 れ伊達に引越していった方がいたので、参考までにと思いました。 

 ・仕事関係、又、家族に障がいを持った姉がいるので、他の家庭の障がいを持っ 

 た日常やご家族の内心を知りたいと思ったからです。 

 ・自閉症のことを少しでも知りたいと思ったから 

 ・ボランティアで障害児と接することがあり、もっと広く知って欲しいと思って 

 いるから。 

 ・マスコミ広告で知り、札幌に行きたかったのですが多忙でいけず本日観られた 

 ことはとても幸せでした。 

 

報告集送付希望数 ２４件 

 

考察 
 まず、ほとんどの来場者がアンケートに答えてくれて、回収数が多いことが特徴的。元

もと関心の高い方が、事前予約を申し込んだと考えられるが、実際の鑑賞後に感じ取った

ものがアンケート回答に向かわせたとも考えられる。そのような影響力のある映画だった

と言えそうである。 

 また、当日は朝から雪が降り山間部では交通が停滞していた。直前になってのキャンセ

ル連絡が電話で寄せられたり、連絡無しでの不参加もあった。結果的には、当日会場での

参加申し込みをもっと積極的に受け入れてもよかったことになる。 

 

 映画の良さが９５パーセントもの人たちからの高い評価となっている。 

 

 感想には自分の体験に引き寄せた内容が多く見られた。ドキュメンタリーのもつ迫力に

言及したものも多く見られた。何らかの形で発達障害との関わりのある方の感想には、ご

自身の体験と関連づけたエピソードなども書き込まれていた。ていねいに書かれた内容は、

通常なら広く公開される機会はあまりないが、こうして報告集を編むことで多くの方に見

てもらえるのは意味のあることだと思う。 

 

 映画会への参加については、「いいえ」の選択が無く、記入された回答はすべて「参加

して良かった」という評価だった。来場者の満足度は高かったと言える。 

 

 映画会の評価は５段階評価で、５が最も多く４と３が次いで多かった。学生による取り

組み自体が評価されての高評価とも言えた。これは、普段はあまり市民には学生の活動が

知られていないことの裏返しでもある。励ましてもらえたことを、しっかり受け止めて次
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の取り組みにつなげていく責任と自覚が必要となる。会場が寒かった、もっと広い場所で

多くの人に見せるべき、という注文についても、対応を考えておくべきである。 

 

 また、映画会の感想の中身では、発達障害についてや当事者の家庭での様子などを初め

て知ることができたと、「知ること」ができて良かったとする記述が多く見られた。他に多

かったのは、障害を持つ当事者と何らかのつながりがあって来場した人は、自分の経験と

重ね合わせての思いを書き込んでくれていた。 

 

 個人的な思いは、そのままでは身近な人との会話になるぐらいだが、この報告集のよう

な形で公開の機会をつくることで、広く多くの方たちにも読んでもらえる可能性が増える

ことになる。こうした地道な積み重ねていくことで、理解者や関心をもつ人を増やしてい

くことも、大事なことだと思える。 

 

 会場については、「寒かった」「見えにくかった」「もっと広い場所で多くの人に見てもら

いたい」という意見があったので、今後の計画に計画に活かしていく必要がある。 

 

 次回の映画会への参加については、９２パーセントの人が予定していると回答してくれ

ている。反省点をふまえて、よりよい開催を目指すべきである。 

 

 今後の自己資金による映画会開催に向けて、参加可能な料金の額を尋ねた。結果は、回

答者の半数以上が 1000 円程度が妥当であると示してくれた。実際の経費や会場の選定な

どと関連させて、自立した事業展開を構想しておく必要がある。 

 

 今回の映画会開催について、宣伝告知は主にちらし配布と新聞記事での紹介に頼ること

となった。来場者は何を情報源として開催を知ったのかについて尋ねた。回答のあった内

容から、一番多かったのは北海道新聞に取り上げられた記事だった。他紙も含めて新聞記

事で知ったという例は多く、宣伝媒体としての底力を実感させられる。事前予約の受け付

けの際にも、記事で読んだのでという申し込みが多くあった。 

 

 ちらしは１０箇所以上に配布を依頼した。ちらしを持ち帰った人から知らされて、映画

会を知ったという人もいた。具体的に大きな数値となって表れてこなかったが、手軽に手

にとってもらえて、内容についても詳しく説明できるちらしの効用は大きいと思われる。

しかし、そのより効果的な配布方法については、検討が必要となる。映画会の前に開催さ

れる他のイベントなどに出向き、ちらしを配らせてもらうなども必要であろう。 

 

 宣伝には、他にもインターネット上のイベント紹介ページへの登録も依頼した。この方

法では知ったという来場者はいなかったようだが、これからはこうしたネット上に情報源

を求める傾向が強くなっていくのかもしれない。 



 9 

 

 全体を通しては、やはり前からこうした発達障害などのついて関心のある方が、多く来

場してくれていることに気づかされる。こうした人達は、自分で知りたいと思うのと同時

に、他の多くの人達にも知って欲しいという思いを抱いていることが多い。そうした思い

の橋渡し役をこの映画会が担えるように、まずは自分達での学習と、そこから一歩踏み出

しての取り組みを意識していきたいものである。会場で説明をしてくれた、「室蘭市子ども

発達支援センター」の担当者の方も「発達支援サポーター」を勧めてくれたが、それへの

登録などで自覚をもつことも、最初の一歩として大事だと思える。 

 

 室工大の学生による取り組み自体を評価する記述が見られた。これからも、積極的に機

会をつくって学生の活動を企画していけるようになりたいものだ。また、今回は、室蘭市

の「まちづくり活動支援補助金事業」として初めて助成を得ることができた。これに続く

ような活動が、学生の中から生まれてくることに期待したい。今回の取り組みで得られた

経験を、引き継いでいけるようになることを目指したい。 

 

 アンケートにご協力いただけた皆さん、ご参加の皆さんに、改めて感謝申し上げます。 

 

 

開催データ 

2012.1.22(日)無料上映会    室蘭市まちづくり活動支援補助金事業 

室蘭市市民会館リハーサル室       定員７０名 事前予約制  電話かメールで 

  輪西町２－５－１  0143(44)1113    

  開場 １３：３０ ／ 開演 １４：００ (上映後に感想会を開催) 

              室蘭工業大学「発達障害の映画を観る会」実行委員会 


