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いろんな人がいることに気づいたなら、

自分の行動が変わるはず…

区内の小学校を対象に実施してきた小学生ユニバーサルデザイン体験教室。

ユニバーサルデザイン＊のはじめの一歩は、いろいろな人を知り、それぞれが抱えて

いる困難さに気づき、解決策を考える目を持つことです。そこで、企画会議を通し

て考えた今年のテーマは、「まちにはいろんな人がいることに気づくこと、そして、 

みんなで助け合うこと」。一緒に「気づき」の授業をスタートしてみませんか。　

＊ユニバーサルデザイン：障害の有無、年齢、性別、言語にかかわらず多様な人びとが利用しやすいように、あらかじめ都市や生活環境をデザインする考え方です。

障害が

あっても一緒

にできることっ

て、何だろう？

part 1 



発表会調べ学習

学校

体験学習

練馬まちづくりセンター

UD教室 企画会議

学校

調べる

きっかけ 予備知識
小学生の関心とテーマのマッチング

◆多様な人を知る
　・車いす
　・聴覚障害
　・視覚障害
　・子育て
　・高齢者
　・外国人　など
◆UDを考える
　・まち
　・スポーツ
　・身の回りにある物

質問に答える事前学習 関心をもつ

疑問をもつ 体験する
話を聴く

まとめる
発表する

UD教室の講師

[例]
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授業を始めるまでに

小学生ユニバーサルデザイン体験教室（以下、UD
教室）は、多様な人々の暮らしの様子を知ることで、
その存在やニーズなどから課題を発見し、解決策を
考えることで、相互理解を深めることをねらいとし
ています。

例えば『総合的な学習の時間』を活用し、子ども
達が中心となり学習を進めます。さらに障害がある方
をはじめ区民が講師となり、暮らしの話や、車いす体
験などを通じ学習を深めていきます。

UD 教室は、障害がある方など多様な人々やその暮
らしについて、①知ったり、関心をもつための「調べ

学習」、②実際に多様な方の話を聞いたり、体験など
を行う「体験学習」、③体験や学習したことをまとめ 

・共有する「発表会」の 3 つから構成されています。
平成 27 年度は、体験学習を練馬まちづくりセン

ター＊が中心となり実施し、事前学習と発表会は学校
（担当教諭）が実施しました。学校との体験学習の調

整方法は、8 ページ「学校の先生方へ」をご覧ください。

＊練馬まちづくりセンター：練馬区民が住み続けたいと思えるような快適な
生活環境と豊かな地域社会を実現するために、区民の主体的なまちづくり
活動を支援するとともに、区民・事業者・行政から独立し連携を図る、中間
的な立場から協働型まちづくり事業を推進しています。平成22年からは、練
馬区より「ユニバーサルデザイン推進ひろば」を受託しています。

■ 必要に応じて、練馬まちづくりセンターでは体験学習の前後の授業へも、学習の支援を行います。

小学生ユニバーサルデザイン体験教室とは



UD
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UD 教室を開催するにあたり、授業を行う講師
の方と一緒に UD 教室の内容を考えています。

これまでに、講師として参加された方は、練馬
区内にお住まいの車いす利用者、視覚障害者、聴
覚障害者、子育てをテーマに活動している団体、
ユニバーサルスポーツ・ボッチャを通して地域交
流を目指す団体の方などです。

企画会議を通して、子ども達に伝えたいことや、
ユニバーサルデザインのまちづくりについて議論
し、具体的なご意見をいただき、講師それぞれの
想いを授業に反映させていきます。

また、今年の授業には子ども達の安全管理や講
師のサポート役として、地域福祉パワーアップカ
レッジねりま※の受講生に参加してもらいました。

※地域福祉パワーアップカレッジねりま：地域福祉を担う人材
の育成をめざし、区が設置した常設の学びの場。

小学生ユニバーサルデザイン 

体験教室の企画会議を

行っています。

子ども達に伝えたいこと 

1. 手伝ってもらわなければできないこ

と＝手伝ってもらえばできること。

みんなが共に暮らすための発想力

をつけてほしいです。

2. 障害の有無ではなく、みんなが助

け合うことが大切ということ。

3. 本やインターネットには載っていない

ことを知ってほしいです。

4. ハード(施設など)の整備だけでなく、 

ソフト(思いやり)の意義を伝えた

いです。

企画会議で、こんな

意見をいただきました！
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UD教室を受講した子ども達の質問に、講師のみなさんから回答をいただきました。

今年度は、障害がある講師の方が中心でした。障
害というと『できないこと』に目を向けられがちです
が、子ども達の感想からは「目が見えなくても大根が
切れるなんてすごい！」「言葉がなくても身振りで何
を話しているか分かる！」など『 できること』に注
目する声が多くあがりました。

他には、「自分と違うところもあるけど一緒のとこ
ろもある」「工夫すれば一緒に遊べる」との意見も。

『自分とちがうけれど、同じ。同じだけれど、違う』 
ＵＤ教室は、違いを乗り越え、共にできることを考え
るきっかけづくりの場。今回の学びを生活の中でも活
かして欲しいですね。

電動と手動の

車いすは、

どちらが不便？

手話と

紙に書く以外、

他に伝える方法

はありますか。

子育ては

大変ですか？

困ったことは？

障害があって、

不便なことや

困ることは、

どんな

ことですか？ 

はっきりした口形でゆっくり話す（口話、読唇術）、空書(空中に文字を書くこと)、身振り、メール、テレビ電話などがあります。

聞こえる聞こえないに関 係なく、みんなと同じだと思います。困ったことは、夜中に子どもが体調を崩した時に緊急の電話ができなかったこと。

車いす利用者

聴覚障害者

聴覚障害者

聴覚障害者

視覚障害者

車いす利用者

電話ができないのは不便。

外見から障害が分り

にくいので、耳が聞こえな

いことを理解してもらいにく

い。警戒音や音声アナウン

スが聞こえないので、災害

時は避難情報が分かるか

不安です。

知らない場所に行ったり、郵便物の整理、話しかけてよいかなど周囲の状況把握などが難しいです。実際はできることなのに、何もできないと思われてしまうこともあります。

自分が行きたいところに行けなかったこと。外出中に、電動車いすが壊れて動かなくなった時。行ったことのない場所は、事前に道順を調べることも大変です。

障害や状況に応じて車いすを使い分ける ことがあります。車いすをこげない人も、電動 車いすだと自分の意志で行きたい所に行けます。
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UD教室を受講した子ども達の質問に、講師のみなさんから回答をいただきました。

手話が

わかる人でも、

通じない時は

ありますか。

しゃべるときに

使っていた

機械は、

何ですか？

真っ暗で何も
見えないから、
心細くなったり、
怖くなったり
しないですか？

目が見えない

のに携帯電話

の使い方は、

どうやって

知ったの？ 

階段しかない

場所は、

どうやって通る

のですか？

盲導犬は、

道をわすれたり

間違えたりする

ことは

ありますか。

手話にも方言があるし、若い人と年配の人とは手話が違うので通じない時はあります。通じないときは指文字で表したり、
どうしても通じないときは、筆談で伝えます。

トーキングエイドという機械です。私は喋ることもできますが、ことばをはっきりと言うことが苦手なため、会話する時に使っています。知らない人に話かけられても、それで会話します。

知らない所で一人にされたら、怖くて心細いですが、見えないことに慣れていくので、怖くなくなるのですよ。

最初にしっかり設定してもらい、最低限の使い方を教えてもらいます。あとは点字の説明書を読みながらやり方を覚えます。

手動車いすで出かけます。手動車いすは、大人４人がいれば大体持ち上げられるからです。どうしても通れない場合は、あきらめるしかないです。

盲導犬は見えない人の指示で歩きます。何回か歩くと犬は道を覚えますが、二人で道に迷うこともあります。迷ったら、周りの人に聞きます。

視覚障害者
聴覚障害者

視覚障害者

視覚障害者
車いす利用者

車いす利用者

★ 平成27年度ご協力・ご回答いただいた講師のみなさん ★
【視覚障害者】金澤茂雄さん／河相富貴子さん／内藤喜和子
さん【車いす利用者】鴨治慎吾さん／大江崚太さん／今田裕
子さん／塩尻輝雄さん【聴覚障害者】手輪るサロン～手話る
子育て交流会～（聞こえないママと聞こえるママが一緒に、手話

を交えた交流会やイベントを開催している子育て団体）

こんにちは

液晶画面

文字表
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授業の内容

■ 視覚障害者との体験

普段の暮らしを知ってもらいたい

「『かわいそう』ではなくて、
普通に暮らしていることを伝
えたい」という講師の方の意
見から、『暮らし』をテーマ
に授業を行いました。

まず、お出かけについて。
さわれる時計のこと、お金の
判別の仕方。洋服選びは、親
しい方やガイドさんに見てもらったり、色を音声で知
らせてくれる用具を使うことを教えていただいたりし
ました。「そうか、こんなことが不便なんだ」ハッと
した表情を見せる子ども達も、「色んな工夫をしてい
るんだな」と合点。その他にも、子育てにまつわるエ
ピソードや、パソコンを使ってメールを音声で読み上
げる機能も紹介いただきました。

最後はみんなで校庭へ。草花の香り、池の音、スギ 
の木の手触りを楽しむうちに、「どうやって話しかけ
たらいいのかな？」という戸惑いも消えて、「こっち
だよ！」と元気に案内ができるようになりました。

【具体的な授業内容】

・点字・ガイドヘルプ体験

・日常生活についてのお話し（お金の見分け方、まちの歩きかたなど）

・趣味についてのお話し（写真、お琴・ハーモニカの演奏など）

・盲導犬のお話し

・コミュニケーションの方法（声かけ、メールの使い方など）

今年の UD 教室体験学習は、企画会議とUD 教室実施校

の先生方との相談を通して、「ぎゅぎゅっとコース」（１回 

集中）と「じっくりコース」（３回連続）の２コースを試

行しました。体験学習後には、子ども達による気づき

の発表や、講師へのお礼の言葉もあり、どちらのコー

スにも、それぞれのよさがあることがわかりました！

お昼休みの時間を使って…
気持ちがほころぶ時間は、より一層、子どもの主体
性を育むことができます。



給食を、

一緒に

食べよう！
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■ 聴覚障害者との体験■ 車いす利用者との体験

聞こえない人のための工夫と、手話の魅力

「みんな、耳が聞こえないと、どんなことが不便だ
と思う？」

子ども達に問いかけると、「友達と遊ぶ約束ができ
ない」「電話ができない」といった声が。そんな意見に、

「じゃあ、実際に聞こえないママに聞いてみよう！」と、
今度は聞こえないママが前に出て、手話で話します。

聞こえない人が生活を送るために工夫しているこ
とや道具の紹介に、子ども達は興味津々。また、同
じ「聴覚障害」でも、発
話と手話を同時に使った
り、手話だけで話したり、
人それぞれであることを
学びました。グループに
分かれて、講師の方か
ら手話と指文字を使っ
ての自己紹介も教わり
ました。一緒に話す中
で、子ども達から質問
が次々出ていました。

一緒にまちを歩いてわかったこと

授業では、講師の方から車いすを使うようになっ
た経緯についてお話をいただいた後、車いすを使う際
に注意することの説明がありました。その後、二人一
組で車いす体験を行い、坂道（スロープ）の押し方や
おり方、車いす利用者への声のかけ方などについて
教えてもらいました。子ども達と車いす利用者のみ 
なさんが、一緒にまちに出たときには、歩道に止めら
れた自転車などが車いすの障害になることや、車いす
利用者はエレベーターで移動することに気づき、ユニ
バーサルデザインのまちづくりを考えるきっかけとな
りました。

【具体的な授業内容】

・車いすの種類や操作方法についてのお話し

・車いすの試乗（段差、スロープ、狭い通路を体験）

・日常生活についてのお話し（電車・バスの乗り方など）

・車いす利用者と一緒に、まちのバリア探し体験

【具体的な授業内容】

・聞こえない疑似体験とお話し

・生活用具の紹介 （補聴器、目覚まし時計、来客を伝えるフラッシュライトなど）

・コミュニケーションの方法（ジェスチャー、筆談、手のひらに書く、手話など）

・手話クイズ、手話ソング

・エプロンシアター

講師の方を囲んで給食を食べました。緊張した顔

もほころび、授業中は聞けなかったことも質問で

きたようです。「子ども達と道端で再会したとき

『あの時の先生だ！』と声かけてくれるのが嬉しい」

と講師の方は言います。食事を共にすることで、

交流がより深まるようです。

ミニコンサート
をひらきました。

給食を、

一緒に

食べよう！

お昼休みの時間を使って…

授業が終わった後、視覚障害者によるお琴とハーモ

ニカによる伴奏でミニコンサートを開きました。『小さ

な世界』の曲に合わせて、子ども達は、聴覚障害者

と一緒に手話をつけながら、車いす利用者を囲んで

歌いました。

このように、自分でできることや得意なことに加わり

ながら、みんなでひとつの音楽を奏でることは、まさ

にユニバーサルデザインの体験といえます。
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だれもが安心して暮らし、らくらく出かけられ、便利に生活できる環境。いろいろな人が一緒に暮ら
していることに気づき、認め合う地域社会。それが、ユニバーサルデザインのまちです。ユニバーサ
ルデザイン推進ひろばは、みんながもっとワクワクしながら出かけられる “ ねりま ” になるために、
区民・事業者の皆さんの「出会い」「学び」「行動」のお手伝いをしています。

■ 学校の先生方へ

■ 体験学習までの流れ

http://blog.canpan.info/udsquare/

【お問い合わせ】

練馬まちづくりセンター内　ユニバーサルデザイン推進ひろば

電話：03-3993-5451  FAX：03-3993-8070 E-mail：machi@nerimachi.jp

UD 教室は、今年で 3 年目を迎えました。実施した小学校の
先生方からは、毎年「普段接する機会の少ない方と触れ合う
ことができました」、「子ども達のやる気が伝わってきまし
た！」と感想をいただいております。
練馬区内の小学生と一緒にユニバーサルデザインのまちづく
りを考え、子ども達の多様な気づきのきっかけにつなげたい
と考えています。ご依頼、お申込みをお待ちしております。

（謝礼等は練馬区が負担します）

■ UD教室を、

一緒に運営しませんか？

一緒に UD 教室を企画し運営してくだ
さる方を募集しています。みなさまの
ご参加をお待ちしています。ちょっと
関心がある方、少し話を聞いてみたい
方も、お気軽にご連絡ください！

UD 教室をはじめる前に、授業計画（授業方針、内容など）を確認した後、練馬まちづくりセンターで体験学習の企画書を作成し、学校と 
具体的に話し合いしながら授業内容を決めていきます。講師との連絡・調整や車いすなどの準備は練馬まちづくりセンターが行います。 

ユニバーサルデザイン推進ひろば

このハンドブックの点字版をご希望の方は、練馬まちづくりセンターまでお知らせください。


