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・来場者 101 名中アンケートの回答は 71 名でした。感想会参加 21 名中、回答は 13 名でした。 

・質問項目の順に集計結果を載せてあります。円グラフの数値は特記を除きパーセントです。 

 ・全体と感想会の考察をしています。報告集の末尾にはメンバーの一言感想もあります。 

 ・皆さまのご来場、アンケートご記入、感想会へのご参加、各種のご支援に感謝申し上げます。 

 

回答者のプロフィール 

 

１ 上映作品の感想 

『ぼくと魔法の言葉たち』上映① 

・ 外国の福祉制度（支援者や自立施設について）分かった。 
・ 「親は必ず年老いていき、不安になる」という言葉には、共感できた。（自分も親が亡くなった後、

不安）。 
・ 障害に関わりのある家族のリアルな考えを知ることができた。子どもの障害はよく見たことがあ

ったが大人の障害を観る機会はあまりなかったので。 
・ 家族の障害に対する受け入れ、その子に対する関わり方一つで成長していく姿が感動した。 
・ 発達障害について少しでも勉強できるので。 
・ 人の生き方は色々あって、どれが良いとか悪いとかは本人が決めることだということがわかりま

した。 
・ 兄の話が入っており、兄弟の思いがよく分かった。 
・ アニメの脇役からいろんな事を学んでいく様子、主人公の兄、両親が年老い又亡くなった後の気

持ちが身につまされた。音楽もとても良かった。 
・ 家族の思いや不安、願いなど気付いたので。 
・ オーウェンの耳に聴こえる表現が良かった。皆が同じ事を思っているのにコミュニケーションの

取り方が難しい・・・などの表現が良かった。 
・ 父親（夫）の正直な気持ち、苦悩そして愛情とものすごい理解・・・母親としてもすごく一生懸

命な素晴らしい映画でした。 

室蘭工業大学｢発達障害の映画を観る会｣ ｢ぼくと魔法の言葉たち｣ 

           報 告 集          ｢発達障害と家族支援｣ 

性別

無答
25%

男性
20%

女性
55%

年代
無答
7%

70代
17%

30代
7%

20代
4%

40代
17%

50代
27%

60代
21%

市内外

無答
45%

市外
31%

市内
41%
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・ 身近に感じられる内容でした 
・ 1 作目について 当事者の気持ちが良く分かりました。発達障害の子が、「普通でいたいだけなん

だ」と言っていたことを思い出しました。普通に仕事をして普通に結婚したいと。 

 
・ 精神科で仕事をしていますが、自分の仕事を再勉強するつもりで参加させていただきました。国

内のドキュメンタリーは知っていましたが国外のものは知らずとても良い時間になりました。あ

りがとうございました。 
・ 発達障害のある子（人）本人も、他の人と繋がりたいし、自己実現したいという思いがよく分か

りました。また、親の思いもよく伝わり、それを支える社会の一員としてどんなことが出来るか

考えるきっかけとなりました。 
・ 発達障害がある子供を持つ親として、考えさせられるものが多かったです。 
・ 障害の子供を持つ事の大変さとわかってあげる事の大変さ…。 
・ 障害当事者の思い、障害に対する理解の重要性について学ばせて頂きました。 
・ 映像で見ると、現実の様々な出来事が迫ってきた。 
・ うれしさやつらさ、大変さが共感できました。 
・ 日本とは違うプログラムを知り勉強になりました。当事者の考えを知ることが出来ました。 
・ 意図が分からず…私は介護士として、障害の種類や問題点と接する時の注意点など、リアルに知

りたかったのです。 
・ 自分の中でも分かっていましたが、家族の中に障害を持った人がいたらこの映画のように生涯自

分が老いてその後の事をとても不安に感じると深く思いました。 
・ 色々な部分での支援、ケアが今の私達に日本に必要なのではないだろうか。もっと環境をと思い

ます。 
・ 自閉症の方とのコミュニケーションの取り方で、特別な関わりが必要なのではなく、感情の持ち

方、相手への配慮も持ちあわせていることがわかり、大好きになりました。心がキレイでステキ

ですね。 
・ 私にはわからない世界 少し見えた感じ。 
・ 私も障害者です。発病した時、親がショックだったと思いました。 

ぼくと魔法
の言葉たち

ふつう
4%

良かった
14%

とても良
かった
55%

あまり良く
なかった

1%

良くなかっ
た
1%

無答
25%

発達障害と
家族支援

無答
21%

あまり良く
なかった

1%

とても良
かった

51%

良かった
20%

ふつう
7%



 3 

・ 社会への理解 
・ 1 つ目、映像が素敵でした。 
・ へん見が少しずつとけていくようです。 
・ 家族の接し方、希望、愛情で人は変わる事が出来る可能性があると感じました。又、ディズニー

映画から沢山の学びがあるのですね。 
・ 家庭の存在はとても大事。 
・ 周りの人も大変と思うが一番大変なのは本人。本人が何を困っているのかよく話して交流を持ち

「これがいいはずだ」という思い込みや押し付けはしてはならない。 
・ １本目、親として同感できた。 
・ とても娯楽的に見られ、すばらしく、アニメーションもよかった。 
・ 親と兄弟の思いが…。 
・ 日本語吹替で映画を見ることに抵抗がある。ディズニーのコマーシャリズムが鼻につく。スポン

サーがつかないと、こういう映画も作られないという厳しさ。 
・ 発達障害について、分かりやすい映画でした。 
・ 理解しやすかった 
・ わかりやすかった 
・ アメリカは障害者に対して open。本人たちのできることを増やすためには、親たちはなにをした

ら良いかヒントをもらいました。 
 
 
『発達障害と家族支援』上映② 

・ 途切れのない支援の様子が分かった。 
・ もう少し違う形かと思っていた。 
・ 実生活の大変さが分かりました。日本では意外と地域にまぎれている人も多いのかもしれないと

思いました。 
・ とても分かりやすかったです。色々な人に見てもらいたいです。 
・ もう少し家族の関わりや生活をみたかった。 
・ 2 作目からの参加でしたが、父親の家族の現実から逃げない姿や、母親の自然体（？）としての

我が子たちへの思いと、それぞれが「自分の時間」「自分の人生」を大切にするために真剣に向き

合っていることを学ばせていただきました。 
・ 家族支援について、行政の支援が障害者にとって大変必要、と思った。 
・ 家族の日常、実態を知ることが出来ました。3 部は日本的だなぁという感想。 
・ 日本での対策がわかったこと 
・ 発達障害の種類により対応が変わる事が理解出来ました。 
・ 笹森家はとても大変な経過をたどっていますが、両親や周囲の支援により、成長していますし、

絆も出来ており、良かったと思います。神戸の支援と市の支援を比較してみたいと思います。 
・ 家庭内の話の一例だが、家庭の苦労をオープンにできる機会が少ないので。 
・ ありきたりの家族でどのように発達障害が存在しているのかを表して、よかった。 
・ 家族の方は、当事者のせきららな声。ちょっと文字の説明になる時がたいくつした。 
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・ 大変な経験をしている家庭だが、笑顔もあふれていてうらやましかった。３部は市のPR ビデオ。 
・ 神戸市の支援良かったのですが、長すぎたように思います。 
・ 2 本とも、新しく今を考え未来を考える良い機会でした。 
 
 
 
２ 開催方法についてのご意見 

・ 上映場所があったかくて気持ち良かった。 
・ 素晴らしかったです。 
・ 開催時期、できれば雪のない時に…。 
・ 今年は会場が暑かったです。 
・ よい 
・ 町内会などの回覧などで、上映会の情報を知りたかったです。（上映会の開催を知らず見逃すとこ

ろでした。） 
・ 今のままで良い 
・ 特にないです。ありがとうございます。 
・ 特にありません。この方法で良いと思います。 
・ もっと知られてもよいのでは。（関係機関へ）※私は児相関係者です。 
・ もっと多くの人に知ってもらいたい。開催方法が広い方が良いと思う。 
・ よかったです 
・ スクリーンが大きくなってよかった。疲れた。 
・ 画面の大きさ、音響の面で昨年よりずっと観やすく聴きやすかった。 
・ 初めて大学の施設に入れてうれしかったです。 
・ 後ろで話している人の声が気になった。出入口には途中で光が入らないようカーテン等をつけた

方がよい。 
・ 会場が多少寒い。 
・ 看板もわかりやすくよかった。長時間なのが結構ハードです。上映会の企画・運営ありがとうご

ざいました。（しかも無料で） 
・ 新聞で知り、来る事ができてよかった。もっと早く来てみたかった。 
・ 学生の試験やカゼもはやっているので、時期を考える必要があるのでは、と思う。 
・ スクリーンが大きくて見やすかった。人数が昨年の３倍くらいになっている。飲み物くらいはい

いのでは。もっと若い人の参加者が増えた方がよい。 
・ ケイタイでんわ なぜ話す 
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３ 映画会全体としてはどうでしたか 

 

４ 発達障害について思うことがあればどうぞ 

・ 支援をしてほしい場合は、どの様な所へ行ったら良いのか何か冊子の様なのが有るといいと思い

ます。 
・ 自分で生きるのも大切だが、周りのサポートも必要だと思う。 
・ 障害を持つ家族を持つ人たちが過ごしやすくするには、まず理解することが必要で、それを自分

事として考えるのが大切だと思います。 
・ 同じ障害でも同じことはなく、一人一人違って、その一人一人のことを知り援助することが必要

なのかと考えさせられた。 
・ 理解して寄り添いたいと思います。 
・ 人はどんな人も完全ではない、ということが分かりました。 
・ 当事者も大変ですが、兄弟の支援も大切なのではないかと思った。 
・ その人らしく生きていけるよう周囲がサポートできる体制がどんどん進むと良いと思いました。 
・ 世の中にはこういう人がたくさんいて、困っている人も多いと思いました。世の中が知っていく

ことが必要です。 
・ 発達障害についてもっと社会や人に、理解と支援の輪が広がってほしいと思いました。 
・ 家族は変わる… 
・ 子供 3 人とも障害者なのに、よくぞ生み育てられている事に感動。 
・ 親はじっと見守る事が大切ですね。 
・ その人を理解することが、障害を理解することだと思います。 
・ 症状がそれぞれに異なる中で、皆必死に生きてゆっくりと成長してゆくこと（決して症状が固定

化しない）が分かり、とても考えさせられました。 
・ 何が必要なのか、本当にわかると、どんなにいいだろうか。 

映画会全体

無答
8%

あまり良く
なかった

1%

とても良
かった

66%

良かった
14%

ふつう
11%
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・ 自分に誤解がないことを確認できた 
・ 今、発達障害児のお世話をしています。はっきり分からないことばかりなので、参加してみまし

た。 
・ ひきこもり 3 年の次男について、「3 年寝太郎」を思い出しました。3 年は必要だったのだと思い

ました。 
・ 周囲の理解を深めてほしいです 
・ 他人事ではないような気がします 
・ 孫にＡＤＨＤ(の特性があるの)で、大変参考になりました。ありがとう！ 
・ 自分自身に当てはまる 
・ 働いていると軽度の障害では？と思う人に会うことがあり対応に困ることがあります。でも個性

と考えサポートしなければと思いますがなかなか大変です。 
・ 今後も多くの方に理解して頂きたいと思いました。 
・ 小さいときからの親の手伝いは大事（心の有りようみたい） 
・ 今保育の勉強中で、障害を持つ人、当事者、家族、周囲の人の事など知る事、考える事がこれか

らもたくさんあると思った。 
・ 支える側（支援）が大変。法は進むが実態が伴っているのか疑問を感ずる。 
・ これからも札幌の自助グループに出る等精力的に活動したい。 
・ 自分自身、身近な問題であり、いつも本やＴＶなどでもチェックし学んでいきたい。 
・ 社会において理解してもらうのが難しいかも、と思った。 
・ 今後も、活動を続けて行ければと思う。 
・ 理解の点で日本は遅れているのか？発達障害も含めて、あらゆる障害に理解とサポート体制の整

った社会になるとよい。 
・ 自分の近くで見ている人と似ているなと思いながら見ていました。"かわった人"ではなく、発達

障害があるのかなという思いで見ました。 
・ 私も当事者です。 
・ もっと理解し、接しかた

を知りたい。 
・ まじかに見てきてる 
 
 
５ 来年も映画

会に来たいで

すか 

 

「はい」   ５１（７２％） 

「いいえ」   １１（１５％） 

無答     ９（１３％） 

 

 

来年観に来たいか

無答
13%

来たい
72%

来ない
15%
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知ったきっかけ

ネット
11%

新聞
29%

ちらし
40%

その他
20%

   以前に観た映画はありますか 

2009.1.20 室工大N401 
 ぼくはうみをみたくなりました 

2012.1.22 室蘭市民会館 
 ちづる 

2013.1.20 室蘭市民会館 
 DX な日々／あした天気になる？ 

2014.1.25 室蘭市民会館 
 ３９窃盗団 

2015.2.7 室工大ホール 
 シンプル・シモン／逃げ遅れる

人々 

2016.2.6 室工大ホール 
 みんなの学校／くちづけ 

2017.2.4 室工大ホール 
 音符と昆布／エイブル 

 

６ どんな映画を希望しますか （かっこは前年度） 

国内ドキュメンタリー ４９％(３９％) 海外ドキュメンタリー ２５(１７) 

国内ドラマ    １３(２８)  海外ドラマ    １３(１５) 

 
希望する作品の具体名など 

・ 雪割草、ロードムービー           ・ 失楽園 
・ ＢＢＣＥａｒｔｈ監修の「ネイチャー」    ・ 統合失調症の映画 
 
７ 映画会を知

ったきっかけ 

      （数字は実数） 
ちらし  ２３ 

  市民会館、en など 
新聞    １６ 

  室蘭民報 

  北海道新聞 
インターネット  ６ 

  HP やFB など   
その他  １３ 

   知人、友人 
   FM びゅー 
   リンコム 

以前の参加

初めて(無
答含む)

53%
みんな

11%

シモン
7%

窃盗団
5%

ぼくうみ
7%

ちづる
2%

DX
2%

音符
13%
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８ 来場の動機（記入のあったもの） 
・ 相談支援の仕事をしているので仕事に活かせると思い参加しました。 
・ 勉強になればと思って。 
・ 自分も発達障害だから。 
・ 障害に関心があるため。 
・ 身近に発達障害を持つ子が居るので。 
・ 発達障害児の教育支援と音楽療法をしている為、勉強を・・・ 
・ 前田潤先生が宣伝してらしたので…。 
・ 子供と関わる機会が多いため。 
・ 障害者に琴を教えている関係で興味がありました。 
・ 発達障害とは？ 
・ 自分の子供が発達障害なので。 
・ 息子に障害があるかと参考になればと…。 
・ 発達障害が以前より気になっていたので。 
・ いつも仕事で関わっている違う面から発達障害というものが知りたかったから 
・ このような機会があれば知らせてほしいです。 
・ 今年は 4 度目になります。 
・ 昨年観てよかったこと、孫にＡＤＨＤがある 
・ 発達障害がない者も生きにくい世界なので、生きるヒントを探しに。 
・ 発達障害の事に対し学びたいと思った為。 
・ 保育の勉強をしており発達障害について学校以外の場所で触れる事があまりないので、この機会

にいろいろな情報を得たいと思った。 
・ 自分が発達障害なので。 
・ 映画が好きなのと発達障害に興味があるため。 
・ 少しでも、自分自身の力になればと思い、参加した。 
・ 職場に発達障害をもった子がいるため。 
・ おととし見た「くちづけ」が良かったので見たくなりました。 
・ 学生指導の参考。 
・ 当事者だから。 
 
 

感想会の感想 
（21 名参加。その内スタッフは 10 名。アンケート記入は 13 名でした。） 

感想会の評価は、｢５：とても良かった｣が７名、｢４：良かった」が 4 名、｢３：ふつう」が１名でした。 
理由（末尾の数字は感想会の評価５～１） 

・ オーエンの映画は素晴らしかった。日米の映画の違いについて話を聞くことが出来て良かった。

５ 
・ 色々な立場の意見が聞けて良かったと思うから。５ 
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・ 当事者家族の生の声が聞こえ、映画よりも良かったかも。５ 
・ それぞれに映画の特徴があって良かった。「僕と魔法の～」自分の意志を表現することの大切さを

感じた。「ある家族～」障害のあるなしにかかわらない家族の大切さ、支援の大切さを感じた。

５ 
・ みなさんの感想や考えを聞けたから。５ 
・ 皆さんの映画の感想や、発達障害、社会の在り方の考え方について、知る事が出来て、とても興

味深かったです。５ 
・ 映画の感想と、今かかえている想いを感じる、一つのきっかけになったと思う。４ 
・ 初めて参加したが、人の映画の評価も聞けて良かった。４ 

 
社会の受け入れの問題について 

・ 社会的サポートの違いがあることがわかった。 
・ 社会人（一般の人）は、いまだに障害者＝できない人、という偏見が強いというイメージがある。 
・ 家族のストレスをやわらげる支援 
・ 当事者の声、現状をもっと知ることができたら。 
・ 「バリアフリー」という言葉がありますが、「心のバリアフリー」という言葉を学校の授業で聞き

ました。色々、考える事があります。 
・ もっと多面的に接する機会があるといいですね。 
・ 本人も自分のことを考えていくことも大切だが、途切れのない支援は必要不可欠だと思う。 
・ まだまだ差別が多い。家族ですら「やっぱり障害者だよね」と言われる事がある。 
・ 日本の教育と、アメリカの教育の違いと年齢の違いだと思う。 

 
感想会の開催方法 

・ 今回と同じで良いと思う。 
・ もう少し交通の便のいい東町周辺でできればありがたい。（バス利用の為） 
・ これからも映画鑑賞後にやって頂きたい。 

 

感想会での発言から（速記録から） 

1. 本会で上映作品が 2 作品ともドキュメンタリーというのは珍しい。1 作品目と 2 作品目で作

り方に違いがあった。1 作品目は、アメリカという国が人への違いを知ることに重点を置い

ていたり、その背景を知ることを重視していたりするのがよく出ていたと思った。 
2. 両作品とも家族が大きく関わっていると感じた。1 作品目のオーウェンの方は恋人との紆余

曲折も描いた作品で、前を向いた話の終わり方が印象的だった。2 作品目も前に向かって歩

き始めるラストの展開がとてもよかった。 
3. 両作品とも、発達障害の当事者にきちんと向き合う感じ、特に家族の向き合い方が良かった。

どちらも丁寧な描写が印象的だった。発達障害の当事者は人と関わりたくないのではなく、

関わりたいという人が多い。人と向き合いたいという気持ちは健常者と同じようにみんなが

あるもの。日米同じなんだと上映会を通じて気づいた。 
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4. どちらの映画も、どの登場人物の立場も共感できるような部分がとても多かったと感じた。

今日、来てよかったなぁと思っている。当事者、家族それぞれの悩みを、私自身も私自身の

家族も抱えている。外国の、人種が違う方々でも感じ方は同じなんだと分かり、少し安心し

た。発達障害の関わり方はみんな模索しながらやっていて、それぞれが壁を乗り越えていく

様子が見ていて力になった。 
5. 発達障害のことを本などで分かっても、映像での感じ方とは全然違うと思った。映画を観る

ことでより理解が広げられたと思う。 
6. 今日は受付をやっていたので、作品をあまり見ていないが、発達障害は他の障害と比較して

理解が広がっていないと感じる。この映画会などを通じて、誰もが生きやすくなれればいい

なと思って会の活動に参加している。今後も参加したいと思っている。 
7. 2 つの作品を見て、障害者に対して、いろいろな支援が必要だと感じた。 
8. （当事者の）親の立場から見ると、何でそうなっちゃうんだろう、とか、行動を見ていて、

この子が大きくなるとどうなってしまうんだろう、と思うことが多い。今回の映画も同じだ

った。彼らが大人になっていく過程を観られてよかった。 
9. 上京した長女が発達障害で、地方都市で暮らす次女が発達障害の支援員をしている。両作品

ともにドキュメンタリー性の強い映画だったが、1 作品目、アメリカの映画を見て、一人一

人が模索しながら頑張っていけば、発達障害を抱えていても独立した生活までたどりつける

んだと感じた。2 作品目を見て、日本は対策がまだまだだと感じたが、こちらの映画もよか

った。今日は来てよかった。 
10. 重度の障害のある娘がいるが、そういう家族を抱える人のつらさが分かっている中、何を支

援すると、どのようにその子にとって影響を与えるのか、という対策をしているのがよかっ

たと感じた。家族それぞれ違うので、その違いに合わせて周囲（支援者）は上手く対応する

必要があると思う。日本では当事者が大学まで行けることが少ない。就労と自立も難しいと

いう現状がある。日本もそのあたりもしっかりと進むとよいと思った。2 作品目、日本の映

画の方は、発達障害の息子の行動を、その家族が口出ししないで見守るという対応をしてい

るのが印象的だった。この親の大変さと素晴らしさがよかった。家族の支援が次男の行動に

つながったと思う。今日はいろいろと知ることのできる、よいきっかけとなった。 
11. どちらの映画も家族が大変な子育て環境だった。でも自分の子供の成長を願って、理解して、

しっかりと行政的支援も利用しながら歩んでいた。親を支えていくためにもこのような行政

支援、特に相談窓口などを中心とした仕組みの整備が大事だと思う。映画に出てきた神戸市

のように、子供が大変でも気軽に相談できるというのが良いと思う。自分が住む地域では、

発達障害に関する理解が広がっていないように思っている。発達障害に関する理解をどの地

域でも広げていく必要があるのではないかと感じた。 
12. アメリカの大学のサポートの充実がよかった。オーウェンが性的な知識を得て大人になって

いく様子を観ることができた。「ディズニーポルノ」というのがあればいいのに、というの

がすごく印象的。発達障害のある方は子供から大人に成長していくために必要なステップに

課題があると感じた。この映画の視点がおもしろく、勉強になった。日本の方は、3 年の引

きこもり生活から脱出しようとする次男に関する手紙から、3 年寝太郎の重要性に気づいた。

どちらもとても面白かった。 
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13. どちらの映画でも家族へのサポートが充実していたと思った。どちらもよい家族だと感じた。

家族が発達障害を抱える子の変化を、そのきっかけとなる出来事までしっかりと見ていた。

子供を一人一人よく見ることが大事だと感じた。意見をはっきり言えるオーウェンが素晴ら

しかった。笹森さんの父がその子をしっかり観ることが大事、その子自身とのかかわりが大

事だと言っていたのが印象に残った。 
14. 自分自身、特別支援学級での教員経験がある。専門家=悪者という、笹森家の父の発想が面

白かった。さっきの方が言っていたことと重なるが、子供一人一人をそれぞれきちんと見る

ことが大事だと思う。結局オーウェンはオウム返しのセリフではなかったので、これは専門

家である医師のミスだし、昔の教育方針で自閉症の子にビデオを見せてはいけないという知

見もあったが、これも違う。そんなふうに専門家が間違っているということもあり、それぞ

れにあった個別の対応が大事だと感じた。2 作品ともに映画としても、とってもよかった。

オーウェンの考え方が伝わりやすいアニメーションだった。歴代に上映してきた映画と比べ

てもよかったと思う。 
15. 1 作品目、アメリカの映画では、発達障害の当事者にとっては絵というものが良かったんだ

と思う。2 作品目の日本映画の方は、典型的なドキュメンタリーという感じで、内容におも

しろさはあまりなかったが、あのような家族に対して聴くことが（傾聴することが）大事で

あり、それが直接的に支援につながるんだと思う。発達障害の方は、「まだらのボケ」と似

ていると思った。見た目は普通でも、苦しい所がある。理解もだから難しいが、広げていく

必要がある。 
16. 自閉症のサポートと自立支援が必要だと感じた。 
17. 上映会には過去にも参加していたが、感想会の参加は初めて。1 作品目は自閉症への支援が

よかった。自閉症に関しては、まだまだ分からないことが多いので、これからも勉強してい

きたいと思う。自分自身、統合失調症と言われていたが、発達障害だと診断が変わった。ま

だ受け入れられないが、父親がうつや統合失調症に対して全然、理解がなかった。笹森さん

のお母さんのように自分も数学が嫌いで、英語だけができた。一つだけできる人間はだめだ

と言われた。人格否定をされたのが苦しかった。笹森さんのように、いい医者に巡り合うこ

とが大事だし、その点では笹森さんは運が良いなぁと感じた。来年も発達障害映画を上映す

る会をやっていただきたい。 
18. 1 作品目は、発達障害の方はコミュニケーションが苦手な場合が多いという様子がよく伝わ

ってきた。2 作品目を観て、家族全体で当事者を支えることが大事だと感じた。 
19. 発達障害の理解を広げることはとても大事。家族の外の方にも、その理解を広げることで、

当事者の様々な不安を取り除くことが大事だと感じた。これまでの皆さんの意見を聞いてそ

う思った。 
20. アメリカの映画である 1 作品目では、発達障害の当人であるオーウェンがかなり大部分を話

した。日本の映画である 2 作品目では発達障害の当人に話させることがなかった。この点は

どうか？ 
21. 2 作品目でも当事者である奥さんがたくさん話していた。子供が年齢の問題でほとんどしゃ

べらなかっただけなのでは？ 
22. オーウェンのように、彼ら（発達障害当事者の笹森家の子供たち）も、もう少し年が上がっ
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たら、しゃべれると思うか？  
23. 多分大丈夫だと思う。インタビュアーの聴き方の違いもあったのではないか。 
24. 笹森家のお子さんは思春期の難しい時期で出演が見送られたんだと思う。もしかしたら今は

家族外で話すのが難しいかもしれない。外に向けて発信し始めたところなので、時期（思春

期を超えたあたり）がくれば話すと思う。ただ、個人的には彼らの声もぜひ聴きたいと思う。 
25. 発達障害の当事者の親としてみれば、「普通」という言葉はあまり使いたくないが、心の中

ではできるだけみんなと同じように、悪目立ちせずに過ごしてほしいと思っている。子供は

もっと言いたいこと、したいことはあるんだと思うが、親と子供のぶつかりというか、相違

それぞれあると思う。 
26. 2 作品目は展開として、そういうものなんだな、と思っていたが、途中から当人が話してい

ないことに気づいた。これは日本社会全体の問題でもあるように思う。 
27. 日米の教育の違いなのではないか。自分の考えを言うのが美徳のアメリカ、黙るのが美徳の

日本。東日本大震災時にも、騒ぎ立てないことが美徳の日本が出た。今回の映画の違いもそ

ういう違いが反映されたものなのかもしれない。 
28. 子供の年齢が一番大きな要因であるとは感じたが、映画の作り方を変えればいいと思った。

日米の違いではなく、監督の違いなので、監督が逆なら逆の撮り方になったと思う。 
29. 1 作品目はアメリカということもあって、オーウェンの意思を尊重した文化が強く出ていた

と思う。しかし、2 作品目の日本では良かれと思っての、親などからの押し付けがある。本

人の意思をどのように聞き取っていくのか、その聴き方が大事だと思う。日米で意思の尊重

の仕方に違いがあると思う。日本はまだまだ障害に対して、どうせできないという決めつけ

など、一種の見下しがあるように思う。 
30. 笹森さん一家の次男の引きこもりは、こちらからの問いかけに対して閉ざした状態なんだと

思う。自分の周りでも発達障害で引きこもりの方がいるが、自己主張をあきらめてしまって

いる。とっても優秀なんだけど、発達障害があることに負い目を感じて、自尊心がとても低

い。私自身、その方と手紙をやり取りして、自己へのネガティブ評価の思い込みを取り払う

内容のことを書くことによって、その方がポジティブに変わり始めていると感じている。思

春期のときに殻に閉じこもったままだと、感情の高まりを押し殺し、自己主張することへの

恥や恐怖が大きく作用してしまう。笹森さん一家の弟の方が出てこなかったのもこういうこ

とが関係しているんだと思う。でも、映画最後の次男の良い変化の手紙の映像を観て、今後、

彼が羽ばたいていくと感じた。今は気持ちを表現できつつあるようになった感じなのではな

いかと思う。 
31. ちょっと追加で、教育の違いなのではないか、と先ほど言ったのは、知り合いのアメリカで

育った日本人の子が日本に戻ると、全然自分の気持ちを表現できないと感じたため。障害の

有無にかかわらず、日米の教育の違いが根底にあるのかもしれない。日本にはやや抑圧的な

雰囲気があるのかもしれないと少し感じた。 
 

（司会の閉会あいさつがあって、午後５時過ぎに終了） 
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 考察１  映画会全体について 
今年度の上映会も大学の施設(大学会館多目的ホール)を利用しての実施となりました。本年度は、

昨年度大幅に増やしたちらしの量と配布場所を維持しつつ、上映会宣伝のためにFM びゅー(コミュニ

ティラジオ局)に出演させていただくとともに、新聞２社に記事にしていただいたことが、来場者増加

に直接的につながったと考えております。昨年度までと大きく変わった点は、クラウドファンディングに

チャレンジしたことで、全国の方にも本会の活動を発信できたことです。活動に共感して下さった方

の中には、ご自身の SNS やホームページを通じて、本上映会の情報を拡散して下さった方もいらっ

しゃいました。このチャレンジも、多くの来場者数の記録に貢献したと考えられます。来年以降の実

施も検討中です。また、アンケート（上映会分）の集計数が７１通と、約７割の方に回答していただ

けたことは大変ありがたく、報告集作りの基となるデータを増やすことができました。 
では以下に、それぞれの集計結果から得られた考察を記していきます。 

 
作品の評価ですが、両作品とも非常に高い評価を得ました。無回答の方を除くと、両作品ともに約 9
割の方が「とても良かった」、または「良かった」の高評価でした。 
１作品目の「ぼくと魔法の言葉たち」は、娯楽的に見られた、映像が素敵だったという意見が、あ

りました。さらに、理解しやすかった・米国の福祉などの制度が分かった・障害に関わりのある家族

のリアルな考えを知ることができた、という意見が目立ちました。最初の意見は映画作品として純粋

に楽しんでいただけた結果と考えられ、続いての意見は映画を見て発達障害について知ることができ

たことに対しての結果であると考えられます。我々の今年の上映作品選定時のコンセプトである、映

画作品として十分に楽しめ、なおかつ発達障害について理解を深めることができる、という条件を満

たした作品であったと言えそうです。また、アカデミー賞ノミネート作品でもあった本作は、ディズ

ニー全面協力のアニメーションも多用されているなど、細部にまでこだわった作品でした。そのこと

が多くの方に映画作品として楽しんでいただけた理由だと考えております。 
発達障害(自閉症)の当事者と家族の現状をドキュメンタリーとして描いていながら、アニメーショ

ンと融合させたり、家族の回想を交えたりすることで、子ども時代の様子も上手く伝わってくる内容

でした。このことが発達障害について詳しく伝えることにもつながったと考えられます。寄せられた

意見にもありましたが、「発達障害当事者だけでなく、その親や兄弟の思いが細やかに描かれていた」

こともよかった点の一つです。「発達障害のある子（人）本人も、他の人と繋がりたいし、自己実現し

たいという思いがよく分かりました。また、親の思いもよく伝わり、それを支える社会の一員として

どんなことが出来るか考えるきっかけとなりました」というご意見からは、発達障害の有無にかかわ

らず、みな自己実現したいということが伝わったこと、社会の一員として、自分にできることを考え

ていただくきっかけとなったということで、上映会を実施して本当によかったという思いです。こう

いった方々が増えていくならば、誰にとっても生きやすい世の中が徐々に実現していくことが期待で

きます。今後もこういった思いをもてる機会を増やしていけるように、私達も地道に、チャレンジン

グに活動を続けていきます。 
なお、本作品の上映に際しては、当日の司会でもアナウンスいたしましたが、日本語吹き替えに加

え、日本語字幕も用いました。これは、様々な方への配慮として本会の会議で議論し尽くした末の決

定でした。当日ご鑑賞の皆様には、再度ご理解をお願いしたいと思います。 
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２作品目の「発達障害と家族支援」も、全体的に高い満足度となりました。まず、好意的な意見と

して、支援の様子について発達障害の大変さを知る機会になったと書かれたものがいくつかありまし

た。この作品の選定には、発達障害や支援制度などを深く知ってもらおうと考えていたので、その目

的がある程度達成できたと考えています。ただ、「ちょっと文字の説明になる時がたいくつした」、「（本

作は、３部からなる作品であるが、その中の）３部は市の PR ビデオ」、「神戸市の支援良かったので

すが、長すぎたように思います」との意見もありました。いずれも第３部に対する意見で、指摘にあ

った通り、本会メンバーも神戸市の支援制度などを紹介した３部はやや長すぎると感じた部分があり

ました。さらに、１作品目（約４０件）よりも２作品目（約１５件）に寄せられた意見（自由記載欄）

の方がかなり少なく、あとから上映したにも関わらず、印象に残りにくかったということが推察され

ます。これらのことを踏まえると、来場の皆さんにとっては、このような細かい支援策等を知りたい

わけではなく、発達障害についての現状や、自分が発達障害の当事者の方とどう接すればいいのかと

いうことなどを知りたいのだと考えられます。今後は、作品選定に際して、コンセプトをより明確化

し、より満足度を高めていきたいと考えております。映画作品としても楽しめ、なおかつ発達障害を

知ることができる作品を今後も調べていくことにします。 
 
発達障害は人それぞれであり、人間の個性と同様で 100 人いたら 100 通りあると思います。父親が

「専門家だから発達障害の事を分かっている、ではなく、その人にあった対応を考えていくことが大

事」といった内容を話していましたが、本当にその通りで、その人のことが分からなければ、前にも

進むことはできないし、生きづらさの解消には繋がらないと考えます。家族の絆の強さを感じさせる

作品だったといえます。 
 
ただ、こうした専門家と当事者(と家族)の関係については、どちらかが全面的に正しくて他方が全

面的に間違っている、という問題として捉えるのは単純化した議論になります。専門家や実践家に期

待できるのは、多くのケースに携わって来た視野の広さだと言えます。それは、当事者(と家族)のも

つ体験の深さとは別な意味の価値をもち得るものです。多くの場合、一人の人間が広さと深さを併せ

た視点をもつのは難しいことです。こうした点についての議論は、映画上映後の感想会などでも取り

上げていきたいものです。 
 

 本会で２作品ともドキュメンタリー作品を上映したのは、２０１２年度の上映会以来、５年ぶり２

度目のことでした。このような選択に至ったのは、①ドキュメンタリー映画の方が現実（今回で言え

ば、発達障害の方のことや支援状況をより詳しく知っていただくこと）を伝えやすいというメリット

があること、②アンケートの集計結果として、ドキュメンタリー映画の上映希望者が毎年ドラマより

も多いこと、③１作品目の「ぼくと魔法の言葉たち」はドキュメンタリーでありながらドラマ性もあ

るため、映画の構成により、観ている最中に飽きてしまう方が出てしまう可能性が出にくいと考えた

からです。 
予想通り、１作品目はドキュメンタリーながら随所に劇風の展開が見られたため、最後まで興味を

もって観て下さった方が多かったようでした。２作品目では、前述の通り、特に３部目では神戸市の

発達障害支援制度等の内容を詳しく紹介していたので、「勉強っぽく」なる構成だったことや、２作品
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目の終盤（第３部）まで進むと長時間で疲れ気味の人もいたようで、鑑賞中に寝てしまっていた方も

一部いらっしゃいました。この点は、ドキュメンタリー映画を続けたことのデメリットが出てしまっ

たと言えます。ドキュメンタリー映画の中でも、描き方に違いが大きいので、今後は多様な視点から

考えていくことにします。 
  

開催方法については、今年度から新調いたしました、スクリーンが見やすくなったという意見を複

数書いてもらえました。これまでの備え付けスクリーンは小さかったので、本会メンバーが様々な素

材を試してみて、スクリーンを手作りしました。メンバーの工夫が高評価につながり、大変うれしく

思っております。また、昨年度から設置した案内の外看板によって、会場の場所が分かりやすくなっ

たと考えています。以前まで多かった、会場が分かりにくかったとのご意見はほぼなくなりました。

会場内の温度については、暑いという意見と寒いという意見の両方が寄せられました。本会としては、

前日から会場の暖房を頼んでおくなど、対応を考えました。会場内でも座席の位置によって、室温の

感じ方に差があったようです。来年度以降も会場に関する要望がありましたら、スタッフに声をかけ

てもらいたいと思います。 
また、雪のない時期での開催希望や、もっと多くの方に開催を知らせてもらいたいとの意見があり

ました。本会は１０月から行われる学部３年次の授業の開講と合わせて運営されている都合上、時期

は早くても１月となります。しかし、春～秋にかけての開催も今後検討していきます。本会を多くの

方に知っていただくために、昨年度までの新聞記事・ラジオでの紹介やチラシ配布に加え、今年はク

ラウドファンディングサイトでの紹介、SNS の利用により、宣伝に力を入れたつもりです。さらに有

効な告知方法を検討していますので、アドバイスなどがありましたら、本報告集最終ページ記載のメ

ールアドレスまで連絡をお願いいたします。「素晴らしかった」、「よかった」、「今のままでいい」など

のありがたい感想もいただけました。メンバー一同、とても励まされました。 
 
今回の上映会が初めてという人が、全体の 53％と半分以上と多かったです。発達障害に対する関心

の高まりを感じる一方で、来場者が増えたことで満席近い状況になってきた印象があります。このま

ま増加傾向が続くのであれば、会場選択についても考慮する必要がありそうです。また、もっと若い

世代の来場者が増えてほしいとの意見があり、確かに年代の割合では 20 代 30 代では 10％程度と低

くなっています。学生を含め若い年代の当事者やその保護者にも、宣伝の工夫していく必要がありま

す。また、子ども同伴での参加はしにくい、という事情もありそうなので、保育などの対応について

も検討していく必要がありそうです。 
 
映画会全体としての評価は、無答の方を除き、「とても良かった」「良かった」の好意的な評価が 8

割超と、非常に高くなりました。これは大変ありがたいことです。来年度以降はさらに高い満足度と

なるよう、工夫と努力を重ねていきます。 
 
発達障害について思うことについては、昨年同様に、かなり多くの意見が寄せられました。それだ

け発達障害に対する関心が高まってきていることが感じられました。まず、「理解して寄り添いたいと

思います」、「発達障害も含めて、あらゆる障害に理解とサポート体制の整った社会になるとよい」と

の意見もありました。今回の上映会が、発達障害を含めてのよりよい社会づくりのきっかけとしてい
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ただけますと、大変ありがたいです。そして、昨年度まで寄せられていた発達障害のことをわからな

い、理解できないといった声が１件もなくなっていました。このことは、メディアなどで発達障害の

ことを取り上げる例がかなり増えてきたこと、来場の皆様が既に理解して下さっていることが多かっ

たことによると考えています。ただ、分からないという声がほとんどなかったのは、発達障害のこと

を全く知らずに、軽い気持ちで来場したという方が少なかったとも考えられます。社会を少しでも良

い方向に変えていくためには、こういった人たちに訴えていく必要性を感じていますので、今後はそ

ういう働きかけを意識して、情報発信の仕方に工夫をします。 
 

 回答の中には、ご自身の職場で、「あの人、発達障害なのでは？」と思う人に接することがあり、対

応に困ることがあるという意見がありました。このことに関して、当事者の側から考えてみますと、

「どうしたらお互いよりよく生活できるのか、働けるのだろうか」を考えていく必要があると受け止

めています。発達障害に見られる特性を、その人の個性として受け入れることは、当事者の側からは

幸運なことです。しかし、受け入れをした当人が精神的な負担に追い込まれてしまうこともあり得ま

す。互いに出来ることを探して、少しでも好転の姿を確認し合えることが大事だと言えます。 
 また、法制度は進みつつありますが、それに応じた実態が伴っているのか疑問を感じるという意見

もありました。現実問題として、雇用などはまだまだ進んでいません。現行の障害者雇用促進法につ

いては、発達障害者は雇用促進の対象外ですが、2018 年度からは発達障害者も対象になるので、実際

の雇用にそうした変更が反映されていくのかどうか、注目していく必要があります。 
 
他には、もっと深く学びたい、自分の活動を活発化させたい、といった感想もありました。この上

映会をきっかけにして、発達障害などの理解を深めてもらえることを願っています。身に付けたこと

は、学びの成果として社会に訴えかけていただきたいと思います。発表の場がなければ、報告集最終

ページ記載のメールアドレスまでご連絡をお願いいたします。 
 
次回の映画会への参加については、昨年度までは９割を超える方が参加を予定しているとの回答が

ありましたが、今年度は無答の方を除いても、約８割の方の参加予定となっていました。今年度も充

分に高い数値ですが、やや下がってしまったことは事実です。また参加したいと思えるような会にで

きるよう、より満足度を上げていきます。なお、無答の方も含めた形ではありますが、上映会に初め

て参加の方が増えました。このことは大変ありがたいことです。SNS など、新たな宣伝ツールを用い

た効果かもしれません。来年以降も初参加が増えるよう、工夫を重ねます。 
一方で、第一回（２００９年）から継続して参加して下さる方もいらっしゃるので、大変ありがた

く思っています。ご期待を裏切らないように頑張りますので、ぜひ続けて来てもらえますように、来

年の再会を楽しみにしております。 
 
見たい映画については、国内のドキュメンタリーの希望が最も多かったです。この傾向は以前まで

と変わらず、上映会に参加して下さる方の多くが、直接的に発達障害について学び、より詳しく知り

たいという関心の表れであると考えています。 
その一方で、国内ドラマ作品の希望が以前までと比較して大きく増えました。昨年度得られたデー

タと比較すると、ドキュメンタリー作品希望者の減少分（％）が、ドラマ作品の上昇分（％）とほぼ
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一致しました。この数字の変化は、初参加者（無回答含む）の増加によるものと、２作品目に飽きて

しまった方々の希望がドキュメンタリーではなくドラマとする回答が増えた可能性を考えています。

初参加者の中には、もっと気軽に、勉強のような感じをより排除して発達障害を知りたいという考え

や、ただ純粋に映画を楽しみたいという考えがあるのかもしれません。こういった要望に対しては、

エンターテイメント性のあるドラマ作品をより好むという傾向があると考えられそうです。 
来年度以降の部内の話し合いで議論する際には、ドキュメンタリーかドラマといった作品選定につ

いて、アンケート結果を参考にしていきます。 
 
映画会参加のきっかけについては、これまでと同様に、ちらしによって知ったという方が最も多か

ったです。知ったきっかけの割合（ちらし約４割、新聞約３割、ネット約１割、その他約２割）も昨

年度とほぼ同じでしたが、ネットで知った方は、割合と実数ともに微増しました。これは、SNS やク

ラウドファンディングによる宣伝効果だと考えております。来年以降もこれまで同様に、ちらし配布

の努力を続けつつ、上昇傾向にあるネットにより力を入れていく予定です。 
 

来場の動機については、自分自身や周囲の方が発達障害であることで、来場したという方が多かっ

たです。身近にいる人についてだけでなく、社会全体でも生きづらさを抱えて困っている人たちがい

ることを知ってもらう機会となってほしいと願っています。最近では NHK などのメディアでも、発

達障害について取り上げられることが多くなり、興味を持つ人が増加していることは、当事者の側に

とっても喜ぶべきことです。ところが、間違った認識で発信されてしまうこともあるので、そうした

場合は誤解を広めてしまう可能性もあります。発信側には、正しい認識を持った上での責任ある発信

をお願いしたいです。 
 
来年度のご来場も心よりお待ちいたしております。また、保育の勉強のため、学生指導のためとい

う声もありました。今後は、若い世代や教員の皆様の参加が増えるよう、学内向けの告知を考えて参

ります。また、発達障害に関心のない方でもより気軽にご参加いただけるような工夫を検討していき

ます。 
 

 考察２  感想会について 

2 作品上映後の 16 時から、およそ 1 時間程度、21 名の参加者で感想会を行いました。まず、当日

観た映画の感想を述べ、それを発展させて自分が発達障害に関して思っていることなどを自由に述べ

合うようにしての実施でした。例年にも増して白熱した話し合いとなりました。感想会は、アンケー

ト記入者全員が、参加して良かったという回答でした。これは例年同様の傾向で、様々な方の意見を

聞けただけでなく、ご自分の考えを言葉にして他者に伝えることが、各人が映画を観て何を感じたの

か、深く考察する貴重な機会になったようです。映画の内容の感想はもちろん、各人の解釈の違いや、

映画の内容を社会に置き換えた考察がどれも奥深く、視野が広がるような意見が目立ちました。 
 

 今回、目立ったご意見は日米の発達障害の捉え方や支援の違いについてでした。１作品目はアメリ

カの、２作品目は日本の、発達障害の当事者と家族をそれぞれ描いたものだったので、２作品を比較
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し、間接的に日米を比べる感想が多かったです。 
 多くの方が共通点として捉えていたのが、日米ともに家族の見守り方がよかったというものでした。

専門家が言うことだからと言って、必ずしも合っているというわけではないので（実際に１作品目で

は、専門家である医師の見立て通りにはなりませんでした）、まずは保護者である親が個人個人に合わ

せた対応や、見守りをしてあげることが大切なのだと気付かされた方が多かったようです。 
 相違点として、アメリカの方が、支援がより柔軟で充実しているという意見が出ました。映画の表

現方法や、出演者の年齢の問題などの違いがあることも考慮する必要がありますが、発達障害支援が

国内では比較的進んでいる神戸市でも、アメリカと比べると支援が十分でないと感じた方が多かった

ということになりそうです。 
議論が白熱し、最終的には、日米の教育や文化の差についてまで話が発展してました。この点に関

して、私が考えたのは、アメリカの子ども向け教育番組「セサミストリート」に「ジュリア」という

発達障害を抱えるキャラクターが登場していたな、ということでした。ジュリアが何かに取り組む際

の風変わりさを、周囲のキャラクターたちは「ジュリアスタイル」と言って受け入れ、理解していま

した。このジュリアの登場により、発達障害に対するアメリカの子どもたちの理解度が広がったと言

われています。このように、アメリカでは発達障害への対応法や支援策はもちろん、発達障害のない

子ども向けの教育や理解も広がりを見せています。日本でも同じように、支援策等のさらなる充実に

加えて、社会の理解が広がっていくことを願っています。我々の活動もその実現の一歩です。 
 
感想会は、映画の内容に触れつつ、当事者や家族の経験や思いなどを直接聞ける貴重な機会である

と感じています。初めて参加された方の発言もあります。ぜひ、次回以降もこうした場で発言しても

らえることを願っています。時間の制約や参加者の人数によっては難しい場合もありますが、もっと

ゆっくり話せる進め方についても、検討する必要があると感じています。 
 
感想会の参加者は、上映会開始から４時間過ぎても残ってくださったので、皆様、発達障害に関心

のある方がほとんどという状況でした。少し心残りなのが、発達障害にあまり関心のないという方に

も感想会に参加してもらいたかった、ということです。発達障害の当事者や、支援者の貴重な話も多

く出ていただけに、多くの方に発達障害を身近に感じていただきたかったです。来年以降は、関心の

ない方の上映会参加を促すのはもちろん、さらに踏み込んで少しでも多くの方に感想会に参加いただ

けるよう、対応を考えてみます。なお、感想会にはスタッフ（本会メンバー）も参加しましたが、と

ても貴重で内容の濃い意見交流の場となりました。 
感想会は来年度以降も実施いたします。何でも思ったことを自由に言い合えるような雰囲気ですの

で、発達障害に詳しくなくても、ぜひご参加をよろしくお願いいたします。 
 
最後に、本会の活動を進めていくにあたり、代表（山下）が参考にしました代表的な文献をピック

アップしてご紹介します。 
 
１．徳永洋子 著、「非営利団体の資金調達ハンドブック ファンドレイジングに成功するポイントのす

べて」、時事通信社、２０１７年 
→クラウドファンディングで資金調達する際にとても役立ちました。クラウドファンディングの運営
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会社選定から、会として何をしていくべきなのか、など様々なことを明確化できました。 
 
２．栗原類 著、「発達障害の僕が 輝ける場所を みつけられた理由」、KADOKAWA、２０１６年 
→発達障害を抱えることで知られる栗原類さんの著作。彼本人の幼少期から現在に至るまでの人生が

苦悩も交えて描かれています。友人代表として登場したお笑いコンビ・ピースの又吉直樹さんのサ

ッカーのお話、ただ上手い人が１１人集まったチームより、何か一芸に秀でた者たちが集まったチ

ームの方が強いし、魅力的で、世の中はそういう風に回っているのではないか、という言葉が印象

的でした。発達障害が一つの個性であるということを、人々の共通認識になっていけばいいな、と

心から思いました。 
 
３．本田一広 著、「ロジカルシンキングで面白いほど仕事がうまくいく本」、あさ出版、２０１６年 
→代表（山下）が受講した大学院の授業の教科書。昨年度から参考にすることがありましたが、今年

度もリーダーとして、議論の進行をするときや、やるべきことを明確化する際などに役立ちました。

ただ、ロジカルシンキングだけでは単調になってしまうこと、人間味が出にくくなってしまうとい

うことも感じました。 
 
４．読書猿 著、「アイデア大全――創造力とブレイクスルーを生み出す４２のツール」、フォレスト出

版、２０１７年 
→アイデアが出ない時に助けられました。古今東西、多種多様な分野で使われる４２のツールのうち、

自分にしっくり合うものを用いれば、皆様もきっと何か思いつきます。読み物としてもおもしろい

一冊です。 
 
５．今野博信 著、「コトニスム・カタルシカ 柿ノ木寮蛮勇伝」、一声社、２０１８年 
→教職授業担当で、本会のまとめ役をしている今野博信 著のエッセイ。ユーモラスながら、エールを

くれる文章たちで、一部のメンバーは、この本片手に活動を頑張ることができました。発達障害に

関する文もありました。クラウドファンディングのお礼の品としても選定いたしました。 
 
以上の５冊は、①非営利活動実施時の参考になる、②発達障害をちょっとだけ理解できる、③仕事

が効率化できる、④アイデアが出せる、⑤勇気をもらえるなど、学生から社会人まで老若男女問わず

多くの方に役立つ本たちだと思います。いずれも新しい（出版から２年以内のもの）本です。気にな

るものがございましたら、ぜひ読んでみてください。 
 

今年度の取り組みで思ったこと メンバーのひと言 

▶発達障害の映画を観る会 代表 山下涼太（大学院博士前期課程２年、代表あいさつ） 

２年連続、代表として活動させていただきました。学生、社会人、教員で構成されるメンバーがそ

れぞれの強みを生かした積極的な行動と多くの協力者とのコラボレーションの実現により、昨年度ま

でと比べて、チャレンジングかつ工夫を凝らした活動が実現できました。その結果として、１００名

を超える例年以上の来場者数となったのではないかと考えております。 
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室蘭工業大学のらんらんプロジェクト 2017 と全国の方からご支援いただきましたクラウドファン

ディングによって、今年度も上映料金を無料にすることができました。参加者の皆様、本会メンバー

の皆様をはじめ、本上映会に携わって下さった全ての皆様にお礼申し上げます。本当にありがとうご

ざいました。 
発達障害をはじめとした生きづらさを抱える方々の認知度をより向上させるために。さらには誰か

に勇気を与えるために。私たちは来年以降もさらに進化した上映会を実現できるよう、精進してまい

ります。またのご参加を心よりお待ちしております。 
 
▶大学院博士前期課程１年 会場準備・感想会司会担当 大坂祐瑛  

近年、”発達障がい”という言葉は、多くの人にとって聞き覚えのあるワードとなりつつある。し

かし、その言葉を単語として以上に知っている人は、そう多いというわけではない。これは、多くの

当事者、メンバーの中で共通する認識だと思う。 
「映画を観る会」の理念として、多くの人に発達障がいに関して関心を持ってもらう、というもの

がある。これは、知るという行為の一つの段階として、必要なことであり、人が興味の無いことに手

を付けないものであるというのは当然のことである。 
また、広め伝えるという点において、高齢層と若年層に情報の媒介としてメリットがあるのがどち

らかと言えば、これも明らかである。 
この二点を踏まえ、今回の会を振り返ると、やはり若い世代の来場者が少ないと言わざるを得ない。

映画を観る会の現状としては、当事者、支援者の意識共有の場という非常に重要な役割を果たすとい

う面において、十全に機能しているといえる一方で、やはり広く発達障がいに関心をもってもらうと

いう役割が、まだ全力を出し切っていないようにみえる。 
よって、今後の課題としていかに若い世代に関心を持ってもらえるかを、考える必要に迫られてい

ると思う。もしかすると、その役割を果たす上で、映画上映では足りないところがあるのかも知れな

い。これには、多くの協力が必要である。 
 
▶４年生 会計・パンフレット担当 田中小晴   

 ここまで活動を行ってきた感想になってしまいますが、パンフレットや報告集の一人一言など、自

分の考えを自由に書いたものが誰かの目に触れる、という機会をいただけたこと、嬉しかったです。

そして、今年度は新たな試みによって今までより多くの方にこの会の活動を知ってもらえたかな、な

んて思いますが、こんな風に何かがきっかけとなって、完全に理解することは難しい互いのことを、

少しでも知ろうとする人が増えたらいいなぁと思っています。 

 

▶３年生 ちらし担当・交渉担当 土門拓椰   

 今回初めて発達障害の映画を観る会の活動に参加しました。当日は参加できませんでしたが、たく

さんの人に参加してもらえてとても嬉しく思います。この活動を通して、たくさんの人に発達障害に

ついて理解が深まればと思います。来年は、当日の活動までやり切りたいと思います。 
 
▶社会人メンバー メディア手配・交渉担当 河上良枝   

社会人メンバーとして、２回目の参加でした。山下代表を中心に、学生たちの上映会にかける静か
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なる情熱と粘り強い準備のお蔭で、１００名を超す入場者を数えることができました。 
映画を観た人が、発達障害の人たちの内面がこんなにもユニークで豊かで、私たちと同じように人

とのつながりを求めていることに気づいてくださればうれしく思います。 
 
▶社会人メンバー 会場と駐車場案内・室蘭市広報掲載担当 笹山正代   

 ８回目にして始めて１０月の初会合から参加しました。学生・社会人のメンバーそれぞれが得意分

野を生かし上映に至っていると実感しました。今回の１００名参加は、これまでの地道な取り組みの

成果の賜物であり、発達障害への理解や支援にも少しずつながっていくものと思います。 
 
▶社会人メンバー 物品購入アドバイス・配車移動担当 塩崎泰子   

 今まで発達障害の映画を観る会の映画を観る側でしたが、昨年からは準備段階から参加しています。 

大学で働いていた時に学生さんと接していて、本人は気づいていないと思うのですが、その生きづら

さは発達障害からくるのではないかな、と思うことがありました。 

映画を通じて理解が広まり深まっていくことを願っています。 

 

▶社会人メンバー ちらし配布場所確保などアドバイス 照井一雄   

 昨年と同様、メンバーみんなで映画の提案から、チラシ配りに駆け出し、当日は１００名を超えた

というとてもうれしく思いました。この映画会を通して、障がいのある方もそうではない方も、前を

向き生きていければと思いました。 

まだまだ、認知度の低い発達障がいですが、この映画会が認知度アップに向けてのきっかけになれ

ば・・・。来年は、どのように動くかは未定ですが、何らかの形でお手伝いできればと思います。 

 

▶社会人メンバー 作品選定検討資料準備・考察担当 三条将明   

 3 年前の上映会から参加し、今回からメンバーとして参加することが出来たこと嬉しく思っていま

す。特に研究や勉強、アルバイトなどで多忙な状況にも関わらず、発達障害についてもっと多くの人

に知ってもらいたい、理解を広げたいと考えて行動してくれた学生メンバーの存在は、本当に頼もし

かったです。 

今回は、過去最高の動員となり、発達障害はますます世間に認知されるようになってきていると実感

しているのと同時に、映画を観る会のメンバー全員が一体となり、よりよい上映会を作り上げようと

行動したことがこの結果に繋がったと信じています。自分にとっても良い思い出になりました。次回

も多くの方々に上映会に来場して頂き、発達障害について理解が広まることを願います。皆様、あり

がとうございました。 

 

▶社会人メンバー 作品選定検討会・受付担当 外崎良子   

 学生たちの柔軟な発想は、なんと素晴らしいことでしょう。たとえば、クラウドファンディングを

初めて採用したこと等。映画は、たくさんの方々と一緒にみることができました。その後の語り合い

で映画の深みも一段とでてきました。今回は８回目でしたが、「継続は力」であることを、あらためて

感じました。 
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▶応援メンバー 室蘭工業大学 教育学 阿知良洋平 

 年に一度、映画をみながら、発達障害そして社会のことを考えられる午後のひとときがあるなんて、

室蘭はとっても豊かな地域だなぁと。今年は泣く泣くその機会を逃しましたが、来年も楽しみにしま

す。 

 

▶教職授業担当 上映用機器操作・アンケート集約担当 今野博信 

映画の上映会をするだけで、目に見える大きな変化が社会に現れる、というような単純な話ではあ

りません。それでも室蘭市近郊では、この会の取り組みが知られて来ていることは確かです。上映会

を続けて８回目、春を待つ季節になると次の作品はなんだろうと期待してくださる人も増えて来まし

た。変化は少しずつ現れて、その重みはどんどん増していると実感できます。 
上映までの様々な過程や、作品選定の検討などで、メンバーは発達障害について何度も学び直して

います。こうした経験はとても意味深いものです。特に学生メンバーの皆さんは、これからの人生に

生かしていってほしいです。これまでに頂いた、たくさんのご支援に、心からの謝意を表します。そ

してまた、観に来てください。 
 

クラウドファンディングで本会の活動をご支援してくださった皆様 

・GOODMAN 様（埼玉県） ・T. O 様（北海道） ・清末愛砂様（北海道） ・S.T 様（北海道） 
・Y.Y 様（北海道） ・J.M 様（北海道） ・高木稔様（北海道） ・Y.A 様（北海道）  

・K.M 様（東京都） ・八ッ橋哲也様（神奈川県） ・伊藤修様（神奈川県） 
・大貫鮎美様（東京都） ・Y.K 様（北海道） 

 
この度は、たくさんのご支援をして下さいまして、本当にありがとうございました。 

一部の資金は、来年度の上映会資金として、大切に使わせていただきます。 
また、室蘭工業大学のらんらんプロジェクト 2017 にも採択いただきましたこと、 

室蘭、登別、伊達の３市教育委員会の後援にも心よりお礼申し上げます。 
 

 ※この報告集へのご意見ご感想は、下記のメールアドレス宛にお気軽にお寄せください。 
室蘭工業大学「発達障害の映画を観る会」ホームページ http://muroraneiga.web.fc2.com/ 

   eigakai@naravan.net 
February 21st, 2018 

第８回２作品無料上映会｢ぼくと魔法の言葉たち｣｢発達障害と家族支援｣ 

2018.2.3(土) 上映①｢ぼくと魔法の言葉たち｣13:05～ （2016 年米ドキュメンタリー） 
 上映②｢発達障害と家族支援｣ 14:50～  （2015 年日本ドキュメンタリー） 
  感想会 16:00～ 

室蘭工業大学 大学会館多目的ホール （室工大らんらんプロジェクト採択プログラム）          

  来場者１０１名  アンケートの回収７１通  感想会参加２１名  スタッフ１２名 


