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首都医校看 護学部、
心理学講師の 松村香先
生をおまねき してハー
トフル講演会 「みんな
ちがってみん ないい」
を開催しまし た。まず
発達障害とは なにか、
その分類や定 義につい
ての説明がありました。
そして知能検 査によっ
て子供の特性 や個性、
社会生活を営むにあたっ
てなにが弱点 となって
いるかを発見 すること
が障害を持つ 子供への
支援・療育に とって必
要なことだと いうこと
をとても分か りやすく
説明していた だきまし
た。
知的障害と 精神遅滞
は同じ意味の ように誤
解されている ことが多
いのですが、 じつは同
義語ではなく 、知的に
遅れがあって も社会生
活に適応して いる人は
精神遅滞とは 言えない
のです。知的障害によっ
て社会的な生 活が困難

たちとむきあうなかで、
しっかりと環境を 考え
てきたいとおもいます。
Ｂさん 最
: 近いろいろ
な発達障害の種類 を聞
くことはあったが 、い
まいち違いについ て理
解できていません でし
た。今日の話を聞 いて
よくわかりました 。職
場に問題行動を起 こす
子も多いのですが 、し
かるべき環境が必 要と
認識できました。
Ｃさん 発
: 達障害につ
いてとてもよくわ かる
講義でした。知識をもっ
たうえで接するの と、
知識がないのとで は大
きく差があり、そ の子
ひとりひとりを理 解し
ていくことが大切 だと
感じました。
Ｄさん と
: ても分かり
やすく参考になり まし
た。子供の幼稚園にも、
発達障害らしきお 友達
がいますが、その 子に
対する知識・理解 もつ
いたと思います。

風の谷保育園にて

Ａさん Ｉ
: Ｑや障害な
ど、いろいろな 面で誤
解をしてました 。
本当はどんなも のか、
そして障害に対 して大
切なことがとて もよく
わかりました。 私のお
いっこや職場の こども

参加者の感想

な場合を「精神 遅滞」
というのです。
では知的障害・発達
障害があっても 社会生
活に適応させる にはど
うすればいいか という
と、それには周 囲の理
解と適切な支援 が不可
欠です。本人に 合った
環境を用意して 、自尊
心をきずつける ことの
ない療育・教育 をしな
ければなりません。
みんなちがった個性・
能力を持ってる 。でも
みんなそれでい いんだ
よ。子供たちを みんな
で育てていこうよ！
そんなハートフ ルな想
いに満ちあふれ た講演
会となりました。
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Ｅさん こ
: のようなお
話を聞く機会をも てた
ことに感謝。みん なち
がっての言葉どお り、
その子らしさを発 揮し
ていける社会にな った
ら本当にいいと思 いま
す。小さな一歩か らで
も自分が動くとい うこ
とが大切だと思う ので
行動にうつしてい きた
いと思います。
Ｆさん 会
: 場の建物に
驚かされました。 木の
におい、温もりも 感じ
られる場所ですね 。講
義もとてもわかり やす
く子供の環境を提 供し
ていくことで、ス キル
を伸ばしていく療 育の
大切さを学びまし た。
我が家にも発達障 害の
子がいますが、今 後子
供のペースにあっ た教
育をすすめていけ るよ
うにしたいと考え てお
ります。
Ｈさん そ
: の子らしく
育つように早めの 対応
が必要というのが よく
わかりました。私 は保
育士ですがそのこ とを
つたえていきたい と思
います。

Ｉさん 知
: 能検査の内
容や、なんのため に検
査するのかがよく わか
りました。我が子 も自
閉症ですが、これ から
もよいところをど んど
ん伸ばしていきた いで
す。大人になって 働い
たり生活するには どう
していけばいいか 、青
年期～成人の具体 例の
話なども今後聞け たら
うれしいです。
Ｊさん 市
: の発達セン
ターへ２歳から通 って
いましたが、そこ では
何の説明もなく、 的確
な指導もないまま 今春
小学生になります 。い
ろいろ不安を感じ てい
ましたが、今回と ても
勉強になりました。
松村先生ならび に講
演会にご参加くだ さい
ましたみなさまに 御礼
もうしあげます。

