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North Orange County Community College

インタビューの内容

【今回インタビューさせていただいた方々】

ＮＯＣコミュニティカレッジ学長 Bob Simpton氏

同 障がい学生支援責任者 Denise Simpton氏

同 職業コーディネーター Alexander Benavidez氏

「コミュニティ・カレッジ」は、もともと「ジュニア・カレッジ」（短大）というよう

に言われていました。なぜ「コミュニティ・カレッジ」と名前が変わったかというと、も

ともと「ジュニア・カレッジ」というのは、２年間終了後４年制大学に進むための準備を

するところでした。ところが社会が変わっていく中で、今度は４年制大学に進むのではな

くて、地域（コミュニティ）の幅広いニーズに沿った教育を手軽に提供するということで

「コミュニティカレッジ」と名前が変わってきました。

そうしたカレッジの位置づけの変化にともなって、自分たちが提供する内容も変わって

きました。そしてその使命は、ただ単にアカデミックなものだけを提供するにとどまらな

いということに気づきました。４年制大学に進むためのスキルを身に付けるということか

ら、大学進学のスキルを身に付ける、就職のための様々な社会的スキルを身に付ける、ま

た、学位を取る以外に個人の成長や興味にしたがって生涯学習、さらに大人があらたに大

学で学ぶというニーズも出てきました。ですから長年にわたって私たちの役割は大きく拡

張してきました。私たちの使命あるいは教育のコンセプトは大きく拡張したということで

す。そこで認識したのは、大学としてもっと幅広い義務が発生してきたということです。

特にコミュニティに対しては様々な分野でやらなければなりません。コミュニティのメン

バーがどのような背景を持っているかということ、人種的、年齢的に、あるいは経済的、

宗教あるいは障がいの有無に関わらず本人の個々の能力を高めるための学びを提供しなけ

ればならないという認識です。

そのために、自分たちが与える立場であるという視点で学生の目標を決めていくのでは

なく、学生自身がここを目標にするというふうに決めるようにしてきました。それならば、

障がいを持った学生というのはキャンパスに存在すべきか否か。当然、存在していいので

す。大学が提供することの中から学生たちが障がいの程度に関わらず恩恵を受けることが

できるならばキャンパスにいるべきなのです。コミュニティのメンバー、学生のすべての

ニーズを満たしていくという使命を再認識した現在、重度の障がいを持った人たちに対し

ても同じコミュニティメンバーとして機会を与えるべきなのです。

もちろん障がいを持った学生の全てがここで学位を取ったり４年制の大学に編入できる

とは限りません。あるいはある学生にとっては特定の仕事だとか能力というのは不適当か

もしれません。しかしそれは障がいの有無に関わらず、その仕事ができないとか希望する



- 2 -

何かができるかは決まってはいないのです。

障がいを持つ学生がキャンパスにいることの恩恵の一つは、私たちのアカデミックな活

動の強化につながることです。例えば自分が自分と同じような人間とだけ付き合っていた

ら自分と同じようなこと、視点でしか学ぶことができません。ところが今日、皆さんと話

すことによって皆さんが見た私たち、皆さんが見てきた私の知らないことを、皆さんの目

を通して知ることで、自分が持っている以上のことを豊かに学ぶことができます。

本科の学生たちが障がいを持った学生と交流することによってより大きなファミリーと

して多くのことを学ぶことができるのです。

私は総長として、学生がどれだけ高いところにのぼり詰めたかということよりも、それ

ぞれが精一杯やったといういろいろな種類のことを数多くみんなで祝うことのできる場に

したいと考えています。

私たちの大学は、知的障がい者を４０年前から受け入れていますが、４０年前に始まっ

たときは、それまで作業所でやっていたのをもっと勉強したいということでキャンパスで

一つずつ増やしていくということから始まりました。１５年ほど前でも賛否両論あって、

子ども時代から身近に障がい者がいなかった人たちにとってはキャンパスに障がい者がい

るということでちょっと「えっ」となっていたようです。私の経験ですが、キャンパスで

祭りがあってダンスパーティがあったときに、自分のクラスの障がいを持つ学生がど真ん

中で踊っているのを見て、もしかしたらいじめにあっているのかと思ったら、みんなと一

緒になって踊っているので驚いた覚えがあります。こんなに溶け込んでいるのかと。

現在ではアメリカの若い世代は小さいときから特別教育で小中高とずっと知的障がいを

持った子どもが同じ学校の中にいるので特別視しません。だから大学にも来られるように

なったんだくらいにしか思っていないので普通に友達として付き合えるようです。どちら

かというともう少し上の世代になると、だんだん慣れてきているとはいえ少し障がい者に

対しての偏見はあります。

取り組みを進めていくためには人間関係を構築すること、人付き合いがとても重要です。

障がい者を受け入れるとき、いろいろなところから抵抗があることも理解しておかなけれ

ばなりません。また、適切なプログラムが必要です。うまくいくものといかないものをし

っかり把握しておかなけらばなりません。大学側が持っているいろいろな能力、設備、人

材などと障がいを持った学生の資質能力とがどこかでマッチするはずです。

日本では大学に受け入れられるのは難しいという話がありましたが、アメリカでは法律

で障がいを持つ人たちに対しての教育や生活に対する支援プログラムがあります。教育の

現場でも障がいを持つ学生が入ってきた場合には、学校に対しての助成金などの補助金が

おりて、いろいろな機器や予算などがつきます。ですから受け入れに慎重になっている教

授たちもその学生が入って来るにあたって補助が別予算でついてくるとか身体的な障がい

を持った学生には別の設備がつく、そういうことで受け入れやすくなっています。いきな

り知的障がい者を受け入れるべきであると言っても先生たちはなかなか積極的に受け入れ

ようとはしないでしょう。ですから関係者を引き込んでいくことなど、周りの環境を整え

ていくことが重要です。

自分たちはこの教育を誇らしく思っていますが、ここに来るまでに４０年かかりました。
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専門知識などをシェアするなどして日本ではその期間をもっと短くしましょう。

強いモチベーションを持って推進していく人たちの存在が初めにあって、それをサポー

トしていくようないろいろなところ、例えば大学側のいろいろな教師だとか政治的、制度

的なところ、そういうものが加わってくることによって加速度的に取り組みは進みます。

ここは学校と州政府との共同プログラムで、ゴールは障がいを持った学生たちが仕事を

探してその仕事に持続して従事できるようにすることです。このプログラムに参加するた

めには条件があります。１８歳以上であること、この地域にあるコミュニティカレッジの

一つに在籍していること、認定済みの障がいを持っているということです。

障がいというとレベルの幅がとても広いです。するとこれが一番重要な問題になってき

ます。というのは、こういうプログラムはフリーサイズではなく全部の学生にあてはまる

ものはないのです。そこで個別化されたシステムを作りました。

まず学生がこのプログラムの対象になっていることを確認して、どのような方向で進め

るかを確認します。あとはブートキャンプ（軍隊式トレーニング）という特訓コースのよ

うなものがあり、終日の研修が行われます。非常にたくさんの内容を学ばなければならな

い過酷な研修です。学生たちに話すのは、「この研修が終わってみんなが仕事探しの達人

になることは期待していない。ただ、仕事を探すために自分が何をしなければならないか、

何に努力を傾けなければならないかを理解できるようになることだ。」一日の集中研修の

ときに、研修項目についてざっと説明して、そのあとに個々の部分についてもう少し掘り

下げて話をします。

このブートキャンプ一日研修が終わるとワークラボ（仕事演習室）というプログラムに

進みます。仕事探しに行く前にはじめのリストの分を全部こなさなければなりません。例

えば３０秒のコマーシャルです。これは、雇用主が、なぜ会社がを採用しなければならな

いのかという問いに対する答えになる宣伝のようなものです。また、履歴書、カバーレタ

ー、カバーレターというのは履歴書と一緒に出すもので、こういう仕事を探していて、御

社のところに合うはずですというようなものです。あとは推薦だとか今までの参照事項と

か面接のテクニック、地域的な調査などです。地域的な調査というのは、障がいを持つ人

たちの職場が家に近くないと交通機関を利用しなければならず、通勤が複雑になりますか

らどれだけ近くで探せるかということで近場の仕事探しをします。一番いいのはグーグル

マップを使うことです。自分の住所付近の調査ということで自分が求める職種のあるとこ

ろを探します。それらが終わると次に、仕事に就くために次に何をやらなければならない

かということを学びます。この過程でプログラムのほとんどの時間を費やします。このプ

ログラムは、今求職しているところや職探しの業者３社と協力してやっています。それだ

けではなく学生たちも自分たちで就職のための職探しをしています。

これによってスタッフが仕事を探してくるのが５０％、学生自身が仕事を探してくるの

が４０％です。学生が自分で仕事を探してくるのが一番の成功です。というのは、学生た

ちに常々言っているのは、「仕事というのはあくまでも臨時的なものであって、常に次の

仕事を探せるような準備をしなければならない、人にやってもらうのではなく自分でやら

なければならない」ということです。

就活をやっている間もラボ（演習室）でいろいろなことを継続して学んでいます。例え
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ば希望の職種を履歴書に記入しなければなりませんし、面接の練習をしたり実際の職探し

などを行います。私たちは学生たちの就職先がちゃんと決まってほしいと願っていますが、

その成功率は非常に高いです。

就職後もそれが長く続くように学生と就職先の社長や上司とのコミュニケーションを図

るようにプログラミングしています。仕事を始めてから９０日間はいろいろなサポートを

します。９０日間問題なく仕事ができれば一応成功したということになります。

９０日間のサポートは仕事先に誰かが行って補助するというものではなくて、連絡を取

って障がいを持った学生がそこでうまくやっていけるように同僚や上司、マネージャーな

どに対してこういうことをやったらいいんじゃないかとか、学生からの相談にのってこう

いうことで困っているのならこうすればいいんじゃないかというようにアドバイスするも

のです。９０日が終わった時点で雇用主と学生に対して連絡して、うまくいっているか、

今後も支援が必要かを尋ね、その際にトラブルが続いているからサポートが要るといった

場合はその後もサポートは続きます。時間が来たから終わりということではありません。

一応これでうまくいっていても、昇進したり新しい部署に就いたりする中でいろいろと問

題が起こってきます。そういう時は学生や雇用主が連絡してきて、このように状況が変わ

ったんだけれども面倒をみてくれないかというときにはもう一度クローズだったケースを

オープンにしてサポートするようにしています。

まず、私は非常に冷酷というか正直にいつも言っていることがあります。これは愛情の

裏返しなんですが、誰に対しても仕事をあげるとは言いません。仕事というのは自分で勝

ち取るものだと言っています。まず私は、一番やる気があって仕事がしたいという一番や

る気がある学生を優先順位のトップにします。やる気のない学生を差別するということで

はなく、やる気のある学生を受け入れてくれてその学生がそこでちゃんと仕事をすると、

受け入れてくれた企業はこれで自信ができたからもっと障がいのある学生を受け入れよう

という気になってくれるのです。

もう一つ学生によく言っているのは、今はまだ世間の目からすると障がいを持った人を

就職させるということに関しては、あまり気分よく引き受けてくれるところは少ないし、

同時に偏見を持っている人が多い。だから学生たちには、「もし君が仕事をしていてちゃ

んとやらなかったり、あるいは問題を起こすと、それが障がいを持っている他の全ての人

たちが君と同じように見られる。だから障がい者を代表して仕事をしていると肝に銘じて

やるように」と。

仕事をどのように探すかというと、一番有効なのはネットワークです。学生を取り巻い

ている友人知己にどんな人がいるか、そういう人たちをつかって就職先がないか探します。

もう一つは、仕事をするときに、情けをかけてもらって仕事をもらうのではなく、こちら

の方でもこの学生はこういう価値を持っていて、この職場にこういうことをもたらすとい

うセールスポイントを持っておくことです。だから「何とか雇ってください」というので

はなく、そこのところを強く正直に、「この学生はこういう資質があるから必ずプラスに

なるから使ってください」と私たちが代弁したりか、あるいはそれを本人に言わせます。

あとは、今まで障がいを持っている人は人より下に見られたりして自信がない人が多い。

そうするとどうしても引っ込み思案で「自分はこれができます」と言わないので自信を持
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たせて本人自身の気持ちを切り替えて「これができます」というように変えていくことも

やっています。学生たちに自信を持たせるために、具体的には、まず、ボランティアの仕

事をさせます。以前、卒業生を招いて自分が仕事をしていた時の苦労話をしてもらったこ

ともあります。一対一でいろいろ話をして本人の才能や能力を探し出したりもします。ま

た、学生の能力を低く見ず、これくらいできるんだぞと上に上に見ることも大事です。

学生がプログラムに参加するときはまず私のところに来ます。そして、今までの学校生

活のことや職歴などについて話を聞きます。家族の様子なども聞きます。ここでは大学に

来ることについて、どんな目標を持って来ているか、仕事や人生の目標を確認し、大学の

クラスへの登録の手伝いをします。授業についていくのに必要ないろいろな補助のこと、

授業のノートをとるためにどういう補助をしたらいいかなど、いろいろな補助プログラム

について知らせます。ここでは障がいがあるといってもかなり幅が広く、知的障がいだと

かあるいは学習障がい、それと自閉症なども含みます。そういう学生たちに対してはさら

に追加のサポートをしています。例えば友達や先生との対人関係などの問題をクリアする

ためのサポート、あとは授業についていけなくてストレスをためてもうやめたいといった

ケースへのサポートです。こういう場合は何が問題の原因になっているのかを見極めてか

らなるべくうまくいくようサポートします。障がいのある人はコミュニティの中でサービ

スを受けることができます。コミュニティからどのようなサポートを受けることができて

どのように活用すればいいかを理解させるサポートもします。他のプログラムの紹介、例

えばこの中でやっているプログラムですが、ワークアビリティだとか CtoC のプログラム

の紹介、他にも職業訓練だとか仕事に就くための補助プログラムもありますのでその紹介

をします。例えば一人でアパートに入って生活したいという学生に対してはどういう手順

でやったらいいか支援をしてくれるサービスがあるのでそこを紹介します。

このプログラムが終わって卒業していくときにはこのプログラムから他のプログラムへ

の移行のためのサポートをします。学生たちは大学がすごく好きになって、大学を離れる

のがいやだと言ってきます。けれども卒業して次の段階に行くことの重要性を理解させ、

次につなぐということが重要になります。学生のいろいろな側面で私が気に入っているこ

とがあります。このプログラムの学生は一般の学生よりも非常にすぐれたところがたくさ

んあります。毎日休まないで来て、遅刻や早退なしに一生懸命授業を受けて、授業ではど

んどん積極的に発言するし、授業を受けられるというだけで幸せを感じています。 これ

が私がここで行っていることです。

プログラムを成功させるためにはこういう相談役のカウンセラーがいて、学生と同じ立

場に立ってサポートする存在が必要です。私はこのプログラムの部長という立場がありま

すから日々の運営だとか成績のことだとかいろいろやりますけど、学生がけんかしたり授

業についていけないといった時に相談していい助言や方向性を示してくれる人は不可欠で

す。

カウンセラーになるための条件として専門の領域での修士号を持っている必要がありま

す。リハビリテーションとかカウンセリング、心理学などです。それと障がいに関しての

現場での 2 年から 3 年の経験をしなければなりません。あるいは自分のコアの科目で修士

号を持っていない場合は、同様のことで研修や授業を何十時間も受けていることが条件と
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なります。

相談はいろいろです。一番多いのは仕事だとか学校の授業の中での自分の目標について

です。友人関係で、けんかだとか仲が悪いとか、あるいは家族の問題だとか、他の学生や

先生との間に問題があるとかといったことです。たまに、学校をこういう風に変えたいと

か、こういうプログラムがあればいいとか自分が考えたけれど、次に何をすらばいいか分

からないとか。あるいはコミュニティの他の部門のところから、あなたはこのサービスを

受ける資格はありませんと拒否された場合に相談に来るとか。何かで恥をかかされて恥ず

かしい思いをしたのでそれにどう対処したらいいのかというものもあります。

この大学や地域には学生の生活規範のルールがあって、こういうことをすることを期待

されている、あるいはこういう行動をとってはいけないと言われます。例えば他の学生に

暴言を吐いてはいけないといったことです。他の学生に暴力をふるったりインターネット

で見てはいけないサイトを見てしまった、こういうことがあった場合またはそういうこと

をされた場合は、その行動を修正して今後再発しないようにするために、なぜそれをやっ

てはいけないのか、決まりはどうなっているかを照らし合わせて次にはどういう行動をと

るのか、互いに契約書のようなものを作ってサインします。これを守らない場合には次の

ステップとして罰則だとか、最悪の場合は放校などもある、そういうことを理解させてい

きます。通常そういった校則違反をした学生というのは、それを言うとすぐに直すんです

が、場合によっては何度も繰り返したりします。そうすると短期間停学あるいは長期間停

学になるケースもあります。

私はよく、学生だけでなく家族とも話をします。家族が一番気にするのは、カウンセラ

ーが学生とばかり話していて家族の相談にあまりのってくれないということです。けれど

も通常は親がそこに居てくれない方がいいのです。はじめに学生から話を聞いて学生が自

分の言葉と考えで何が起こっているかを説明してくれた上で親の話を聞いた方が、親が一

緒にいるよりはるかにきちんとしたことが聞けます。もしこちらが聞いたことに学生が答

えられない場合には親に聞きます。そして学生には、次にこういうことが起こらないため

どうしたらいいか覚えている？と問いかけます。というのは、このピログラム自身が、学

生が全員自立、独立して、他の人に面倒をかけないで生活できるという目的を根底にもっ

ているからです。

カウンセリングのミーティングをするときはより良く理解できるように、利用できるす

べての手段を用います。インターネットが便利で、絵や写真がいるときに、自分が伝えた

いことをネットで検索してイメージさせると理解してくれます。その他、コミュニケーシ

ョンボードを使ったり、自分で絵を描くこともあります。

こんなことがありました。以前、発語が無くて車いすを利用している障がい者とカウン

セリングする機会がありました。大きなショッピングセンターにいった時、その人が車い

すで自分の後をついてきたのです。面識はなかったのに。ショッピングセンターの隅から

隅までずっとついてきました。後ろを向いて、ハローと言ってしまいました。それでそこ

にすわって 1 時間くらいボードを使ってコミュニケートしました。そこで、自分が働いて

いるエージェンシーからサービスを受けている人だと分かりました。これが 20 年前の話

です。長年その人とは会っていなかったのですが、そこから 15 キロくらい離れたところ
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にある私の前のオフィスに 8 年前にその人がやってきました。もともとはその向こうの方

向に車で 1時間くらいのところで会ったのに、そんなところで再会してびっくりしました。

彼は十何年ぶりに会って、学校に行きたいから助けてくれと言って、一生懸命ボードを使

って話しました。だから今はボードよりも最新の電子機器を使うことを勧めています。

(笑)少し性能の低いボードがあったが、学生は身振り手振りや絵でコミュニケートしてい

ました。探せば道は見つかるものです。我々ではなく、学生たちが何とかして探してくる

場合があります。

恋愛関係にある学生たちも多いです。関係構築についての授業もあります。実際に結婚

する学生もいます。一緒に住んで、ある程度の親からのサポートも受けていますけれど。

私たちの大学には、College to Carrer（CtoC）という職業訓練プログラムがあります。こ

の CtoCのプログラムに入れる学生には、知的障がいがどの程度かという条件があります。

特定の種類の仕事に就くためには一定の授業を取っておく必要があります。例えば保育園

や幼稚園で働く人は児童心理を取らないとそういう所で働く資格を得ることができませ

ん。コミュニティカレッジの授業の中には就労に直結した授業もあります。障がいを持っ

た学生たちがとっているのは例えば保育園などで働きたいという場合には早期教育に関す

る授業で、幼児の発達についての授業だとか他には物理療法（インターセラピー）の助手

の授業、あるいは自動車の修理工などが板金の仕事をしたり、あるいは車のエンジンにつ

いて学んでメカニックになりたい人だとか、その他には調理の授業などがあります。

認定証が出るプログラムとしてはベイキング（パン作りなどベーカリーで働くための基本

を学ぶ授業）、食を取り扱う現場では、食の認定証をもらえたり、そういう所でお客さん

がのどを詰まらせたりした場合の応急処置のプログラムがあったり、あるいはコミュニケ

ーションのプログラミングの授業を取る人もいます。

また、事務職の補助ということで、表計算のこれくらいはできますというような認定プ

ログラムもあります。その他に授業についていけない場合は追加のいろいろなサポートを

受けることができます。エデュケイショナルコーチというプログラムがあり、登録の手伝

い、整理整頓すること、あるいは授業に関して学生のスキルを上達させるためのプログラ

ムを実施しています。このほかオープンラボというのがあって、このラボのところにはプ

ログラムに参加している学生が行って、いろいろな支援を受けられることができます。そ

のラボでは、実際に講義を受けている教授とどのようにコミュニケーションをとればいい

のか、それぞれの教授には何時から何時までは学生が来てもいい時間というのがあって、

そのうまい活用方法あるいは Eメールによってコミュニケーションする方法を教えます。

授業についていけない時は家庭教師についてもらうような支援もしています。

学生たちははじめに、自分がどういう職業につきたいから、どういう授業構成で授業を

受け、どのレベルの証明書か認定証をもらうかを決めます。それが終わったあとは実際の

職業斡旋、どういう仕事につくか、そのための補助へと進みます。就活をしているときに

いろいろな問題や難しいことがある場合には、ジョブコーチが学生の必要な分野での補助

をします。

プログラムに参加する条件は、知的障がい者であるということ、それとオレンジ郡の支

援センターのメンバーであること、それと、本人たちが希望する職種がここで授業を受け
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て取る必要がある職種だということです。例えば食料品店の販売員になりたいという希望

だと大学レベルの授業ではなくて他の生活スキルを身に付けるだけでいいからです。

重度のクラスの学生たちも一般就労を目指しています。一番始めに観ていただいたクラ

スは就労を目指しているけれど大学レベルの教育が必要な種類の就労ではありません。オ

レンジ郡の障がい者のための様々なプログラムをコミュニティカレッジの近くでやってい

ます。大学の中で学ぶというのがこのプログラムだけれども、大学の中で教育を受けて資

格を取るのが CtoCです。共通の障がいを持つ障がい者のみのクラスの授業を受けていて、

そこで成績がよく、自分にこれができると分かったら、じゃあもっと学びたいといいうこ

とで CtoCのプログラムに申し込むことになります。

今日観ていただいた授業の中には CtoC はありません。今日授業を受けていた学生の中か

ら CtoC に上がっていく学生がいるかもしれません。はじめの頃のプログラムに比べて

CtoC は自立した複雑なプログラムになっています。だからいきなり高校から CtoC に来る

よりも時間管理だとかキャンパスでの人と人との付き合い方、一般の生活支援などの授業

を受けて、それから CtoC のプログラムに来ることを推奨しています。プログラムの年数

は、もともと３年のプログラムですが、目標が何であるかということや習得の仕方によっ

て変わりますからだいたい１年から３年です。CtoCを修了した学生の就職率については、

始まったばかりですがプログラムを続けた学生はとりあえずみんな就職しています。プロ

グラムを終了した学生は９０％以上が就職しています。

CtoC で教える人は修士号を持っています。アメリカでは学校の先生になる人はだいた

い博士号を持っています。ここのプログラムで教える人は全員修士号を持っています。他

の職業訓練的な授業があるところだと自動車ならば関係する機械に関する修士号をもった

人が教えていますし、各分野の専門家が教えています。障がい者に対する教育をしていく

ためには州の教育庁で決められた条件があって、心理学や特別教育あるいは障がい者との

コミュニケーションといった専門領域で修士号を持っていることが必要です。

ここでは重度の障がい者を受け入れることにした理由は、このプログラムについては、

理事会が非常に理解があって、それで大学レベルの授業だとかあるいは障がいが軽度な人

たちだけに門戸を開くのではなく、希望者全員を受け入れようとする態度をとっています。

なぜかというと、重度の障がいを持った学生たちに化学だとかそういう授業は理解できな

いけれども、大学のキャンパスに来てここで学ぶということが本人にとって、また、地域

社会にとっても非常にいいことだからです。学ぶということはただ単に難しい授業を受け

るということだけではなく、生活の支援になるような料理だとかコンピューターの使い方

だとか、そういうことを少しでも学んで社会の一員となることも意味します。

学生たちの生活は、学生センターに行って他の学生と友達になったり、大学の中のシア

ターに行ったり大学の授業でエクセサイズやヨガの授業を受けたり、あるいは学内のサー

クルみたいなものでバスケットボールなどのチームに参加したりしています。土日や平日

の夜は、学内に、障がいを持った人をサポートするグループがあります。そのグループが

いろいろとイベントを考えたり週末の活動の計画を立てたりしています。その他、自分で

交通機関を使って移動するというプログラムがあって、市バスの乗り方などを身に付け、

ディズニーランドに行こうとかショッピングセンターに行くのに何番のバスに乗って、ど
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こで落ち合って何かをしようといた活動範囲の広がりもあります。やはり障がいを持った

人は孤立しがちですから、私たちとしてはプログラムに参加している間にできるだけ同じ

クラスの中でもあるいはキャンパスでも他の学生たちと友達になることを推奨していま

す。するとプログラムが修了して就職しても、その友人関係がつながっています。友達を

つくることについてはキャンパス内での活動も推奨していますし、友達ができない学生に

ついては友達ができるように支援をしています。人間関係や性的なことについても教えて

います。

一般の学生と知的障がいを持つ学生がキャンパス内で一緒に活動する意義や一般学生た

ちの変化ですが、一般の学生からも、障がいを持った学生がキャンパスにいることでキャ

ンパスライフが豊かになり、自分たちのためになっているという言葉が聞かれます。実際

に学生たちは障がいを持った学生のために手伝いたいからここでボランティアしたいとい

って申し出てくる人が後をたちません。その理由はいくつもありますが、一つは純粋で障

がいを障がいと思わないで一生懸命に頑張っている姿から学ぶことが多い、それと純粋だ

からその人たちがいるだけでハッピーになる、みんなにこにこしているからです。実際に

ここの大学の総長（実は私のパートナーなのですが）の体験ですけれど、彼も障がいを持

った学生たちを受け入れていろいろやることについては今まで力を入れてきたんですけれ

ど、その気持ちをさらに強くしたのは、一度肩のけがをして手術を受けたのです。肩が全

く回らなくて普段できることができなくなって落ち込んでいたのです。そんな時、障がい

を持った学生たちがにこにこ笑いながら通るのを見て、何で私は一時的に肩が使えないく

らいで落ち込んでいるんだ。自分よりずっと大変なのに、彼らはあんなにハッピーじゃな

いか、と元気をもらったのです。他の学生たちも同じ気持ちになるようです。また、それ

はキャンパスの学生だけではありません。キャンパス内のいろいろな部署にジョブシャド

ウというプログラム（職業教育の一つで、企業等で働く従業員に密着し、職場での仕事に

ついて観察するプログラム）で障がいを持った学生が週一回、ちょっとした手伝いをしな

がら１時間か２時間見学するのですが、はじめは障がいを持った学生たちが来てもお荷物

になるだけだと思って見ていた人たちも、実際に来てみると一人の人間として性格もいい

から気に入って、友達というか仲間になるということもあります。次の年にシャドウイン

グをするときはぜひ今年もうちに来てくださいということになります。
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