
 

 

今日は懐かしいキャンパスで、ずっとずっと後輩の皆さんに仕事を含めた自分の半生

をお話しさせていただく機会を頂戴し、本当にうれしく思っています。 

「現代女性とキャリア」連携専攻の「女性と職業」というタイトルの授業ではありま

すが、女性という枠にとらわれずに、一人の人間として、これからの日本の社会変革

の一翼を担っていくであろう若い皆様に参考になるようなお話になれば、大変うれし

いです。 

正直言いまして、一時間半でお話しするには、あまりにも多岐にわたっており、 

社会的な問題も多く含んだ仕事をしているので、どのくらいお伝えできるか自信があ

りませんが、こんな生き方をしている人もいるのだなーと聞いてください。 

初めに、今の仕事に関連して、手話との出会い、聴覚障害について、ろう学校での英

語指導についてなど、日本語・手話・英語のクロスオーバーするところでどんなこと

ができて、何をしてきたのか、そして、これから何をしていきたいかという今の夢を

お話したいと思います。 

 

 

 

ここに書いてあるのは今、現在私がしている仕事ですが、いずれも日本語と英語、そ

して手話の 3 つの言語にかかわる仕事になります。 

自己プロフィールには地方公務員と手話通訳と書いてあります。昨年の 4 月から文京

区の障害福祉課で設置手話通訳者として、来庁する聞こえない人に対する手話通訳業

務を毎日行っています。それ以前は、都立の聾学校で 17 年間、非常勤講師として英

語を教えていました。 

どちらも、手話を使っての仕事です。 

日本女子大学修士課程を修了したのは 41 年前。大学となると 43 年も前になります。

皆さんはもちろん、もしかしたら、お母様も生まれていらっしゃらないかもしれませ

ん。 

当時は「女の結婚適齢期は 25 歳まで」と言われており、その言葉の呪縛にとらわれ

たまま、大学院在籍中に結婚をしました。親がまず「女の幸せは良き伴侶を得て、し



っかりした家庭を築くこと」という親世代の考え方もあり、それに疑いを持つことは

ほとんどありませんでした。仕事を持っている人も結婚を機に、退職をする人も多い

時代でした。3 人と男の子の母親として、子育てや家事に専念する毎日でしたが仕事

を続けている友人が会社で昇進したとか、大学で、助教授になったなどの話を聞くと、

心にさざ波が立ったというのは正直なところです。親に余計な授業料を出してもらっ

たのに、社会に還元しないのは申し訳ないという気持ちもありましたし、何よりも、

自分自身が、このままでいいのだろうか？と常に思っていました。何かがしたい、で

もまだ小さな子供がいる女に何ができるのか？もう少し待とう、もう少し大きくなっ

たら自分の時間が持てると思い続けました。 

 

 

 

私は日本女子大の付属高校からです。大学に進むときに、英文科に進もうか、社会福

祉学科に進もうか迷い、高校の担任の先生に相談をしました。その先生が英語の教師

だったということもあり、英文科を勧められました。幼い頃にアメリカで暮らし、英

語が最初に習得した言語だったこともあり、英語が好きでした。しかし、とても青臭

い発想でしたが、人のために役立つ仕事がしたいとも思い続けていました。英文科に

入った後も、英語教授法の授業に刺激され、いずれ英語を教えたいという思いはあり

ましたが、健常児に教えることにはあまり興味がなく、英語を学ぶのに困難がある子

供に教えたいと漠然と考えていました。つまりなんとなくキーワードとして「英語」

そして「社会福祉」という思いが心の中にくすぶり続けていました。しかしその二つ

がどのようにドッキングし、どのような仕事につながっていけるのかは長い間わかり

ませんでした。 

そのくすぶりに少しの風を送り込み、火をおこしたのはある聴覚障害児との出会いで

した。 

 子どもを育てながら、家事をしながら、細々とでしたが英語を苦手とする中高生（聞

こえる）の指導をしていました。そんなあるとき、近くの公立中学へ通う中学生がお

母様と一緒に、英語を教えてほしいと来ました。 

私は叔母が難聴なので、聞こえない人が手話で話をするのを見たことがありましたか

ら、「手話はしないの？」と何気なく聞いたところ、お母様から「いいえ、この子は

手話は使いません。」ときっぱりと言われました。今では、手話をする聴覚障害者を

不思議そうに、奇怪なものでも見るように見ることはしなくなってきましたが、25

年ほど前は、手話を覚えると日本語の力がつかないという考え方がまだ、根強く残っ

ており、聴覚に障害のあるわが子が手話を使うことを拒む親御さんが多かったのです。 



その男子生徒は半年ほど通って来ました。その間、筆談と口話の読み取りで進めてい

きました。その後、次第に休みがちになってしまいました。後で学校の先生にうかが

ったところ、学校に来られなくなったというお話でした。このことは私にとって大き

な悔いとなって心の中に残りました。そしてその時、大学の時に、漠然と考えていた、

英語と社会福祉のドッキングということが鮮明になりました。それは「聞こえない子

どもに手話を使って英語を教えよう」というものでした。 

一番下の息子が幼稚園に入るのを待って、幼稚園にいる間の時間を利用して、地元文

京区の手話講習会に通い始めました。初めは一つ一つの単語を覚えるのが楽しく、週

一回の講習会を楽しみに通いました。ところが、回を重ねるごとに、次第に難しくな

ってきます。 

手話は一つの言語ですから、大変奥の深いものです。 

言語を学ぶというのは、表に現れる語彙、文章、情報内容を読み取ったり、表出した

りするという作業だけではありません。その言語の背景にある文化、歴史、土壌をも

含めて学ぶことなのだということは皆さんはもうご存知だと思います。手話も同じで、

聴覚障害とはどういうことか、それによって引き起こされる社会的不利益、不便は何

なのか、聴覚障害者が歩んできた歴史、おかれている現状を学んでいくことがとても

大切なのだと知りました。 

 

 

 

ここで、少し、聞こえない事（聴覚障害）について知っていただけたらと思います。 

聞こえないことを「ろう」といいますね。漢字はこのように書きますが、どうしてこ

のように書くのでしょうか。龍は耳ではなく、角で音を聞いていたので、耳が退化し

て落ちてしまった、という中国の話しがあり、それに関連して、聞こえない人のこと

を「聾」というといった説があります。本当かどうかはともかく、以前は聾唖者と唖

という漢字をつけていました。この「唖」というのは口がきけないということです。

「聾唖者」というのはつまり、耳が聞こえず、口がきけない人という意味になります。

なんとも残酷な音の響きだと思います。最近では、この「唖」を取って、ろう者と呼

ぶことが多いです。 

ろう者は耳が悪いために、自分の声や話したことがフィードバックされず、声を出す

ことを次第にしなくなる、あるいは言語獲得以前に失聴した人の場合、体系だった音

声による伝達手段を身につけられないために声を出さないということがあります。 

 15 歳で聴力を失った人の手記からの抜粋を読ませていただきます。 



私は多分、聞こえないことによって、話すこともできなくなるだろう。言葉というも

のは一度聞けばわかるというものではないし、話すということは話しながら、聞き手

の反応を見ながら正しい発音、話し方を維持していくものではないだろうか。聞くこ

とも話すことも経験を必要とし、聞こえなければ発音の調整が困難になっていく。声

を出さなければ、当然機能は低下し、声は出なくなる。私は自信を持とうとしても、

もてない状況に置かれている。 

 

 

「聴覚障害者」とは英語でいうと「Hearing Impaired」となります。耳が聞こえ

ないあるいは聴覚に障害を持つ人のことを総称していいます。 

この聴覚障害者の中には「ろう者」、そして軽度難聴から重度難聴をもつ「難聴者」

や、成長してから失聴した「中途失聴者」が含まれます。医学的には両耳が１００ｄ

B 以上の聴覚障害者を「ろう」と言いますが、その言葉には文化的な側面も含まれ、

聴力の軽い人でも、手話をその言語とする人を「ろう者」というとの考えもあります。

ろう者自身は自分のことを「ろう者」と誇りをもって言います。 

両耳で７０ｄB になると身体障害者手帳が交付され、日本にはこの交付を受けてい

る聴覚障害者が約 36 万人ですが、「耳に不自由を感じる」という人は全国で 600 万人

とも言われています。 

 

 

一口に、「聞こえない」といっても、その程度は様々です。補聴器を装着してかな

り聞こえるようになる人もいれば、全く効果がないために補聴器をつけていない方も

います。聞こえなくなった年令も様々です。遺伝的な要因もあれば、胎児のときの事

故に起因するものや母親が妊娠中に風疹に罹り、胎児に影響を及ぼすということもあ

ります。1965 年、沖縄で風疹が大流行しました。その結果、風疹による聴覚障害児

４０８人が誕生しました。この子供たちが中学生高校生となる 6 年間にだけ限定した

ろう学校も作られましたが今は廃校となっています。山本おさむの「遥かなる甲子園」

はこのろう学校の野球部の生徒たちが甲子園への県予選に出場するまでの苦難と苦



闘の物語です。突発性難聴といって、成人した後に聞こえなくなる人もいます。高齢

による老人性難聴もあります。 

 

 

 聴覚障害のある部位によっても聞こえ方が異なります。 

外耳、中耳までの障害は伝音性難聴といって、音を伝える空気の振動を感知しにくい

ものもありますし、内耳、聴神経の障害によって、音を脳に伝える道が何らかの形で

阻まれている感音性難聴もあります。この両方が混在している場合を混合性難聴と言

います。このように、聞こえないすべての人が同じ状況にあるわけではないというこ

となのです。 

 

 

 

 

 

 

ｄB(デシベル)は音圧を示し音圧の高い音ほど大きな音となります。聞こえの程度を

表すｄＢはこの音の聞こえの状態を表しています。聞こえが「４０ｄB」と言えば、

オージオグラムという機器で４０ｄＢ以上の音が聞こえるというわけです。 

０～２０ｄBは正常、３０～４０ｄBは軽度難聴、5０～６０ｄBを中度難聴、７０～

９０ｄBを高度難聴、１００ｄB以上を聾（ろう）と区分されます。７０ｄB以上の高

度難聴では人の怒鳴り声が聞こえない、１００ｄB ではガード下にいて頭の上を走る

電車の走行音が聞こえない状態です。 

 

 

 「きこえないと何が不便か？どういう事例があるか考えてみましょう。 

 

「生活音が聞こえない」― お湯が沸いた音、玄関のベルの音、目覚ましの音、車の



クラクション、自転車のベル、電車内や駅の放送 

 

就活中のあなたは明日が第一志望の会社の面接です。絶対に寝坊はできません。でも

目覚ましをセットしてもベルの音は聞こえません。さて、あなたはどうするでしょう

か？ 

カーテンを開けておく。家族に起こしてもらう。バイブを枕の下に置く。 

扇風機やクーラーのタイマーをセットしておくのです。 

 

指で耳栓をして「おなかがすいた」と声を出してみてください。手でふたをしても自

分の声は聞こえますね。先ほどの図の感音性難聴のばあいは、その発話も響きとして

感じられても、音声の内容までは理解できません。ろうあの「あ」は話せないという

意味を持っているとお話しましたが、聞こえない人のほとんどは、聴覚機能の不全と

いう一次障害を持っているだけで、声は私たちと同じように話せる機能をきちんと持

っています。ところが、自分の声がどのように回りに聞こえているか、自分で認識で

きないために、声を出すことに臆病になり、出さなくなります。使わなければ当然、

機能は衰えてきます。「私はこう考えている」「こうしてほしい」「こうやりたい」と

自己主張する手段がなく、聞こえないことによって、場の雰囲気を読み取ることもで

きないので、黙っている、このような繰り返しが。 

  

エレベーターに一番最後に乗ったとき、ドアが閉まらず、周りの人があなたを見てい

ます。どうしてでしょうか？ 

そうですね。重量オーバーなのですから、最後に乗った 1 人が下りるというのが、一

般常識ですね。 

でも最後の人が聞こえない人だったら、どうなるでしょうか。そうです。聞こえない

ためにどうしてじろじろ見られているかわからないのです。分からず、じっとしてい

ると仕方なく、舌打ちをしながら、他の人が降ります。ここで、周りの健常者は「最

後に乗って、ブザーが鳴っているのに、下りないで、他の人を下ろさせた非常識な人」

と思います。今では、聞こえない人もその失敗をくり返し、混んだエレベーターには

乗りたがりません。少しでも混んでいると次のを待ちます。見ただけでは障害を持っ

ているとは分からない、障害者のつらさです。 

 静かな電車の中で、友達と手話で話すときに声を出す人もいます。これは口話教育

を受けてきた若い世代に比較的多いのですが、自分の声が聞こえないために、どのく



らいの大きさで話しているのかが分からず、つい、熱が入ってきて回りの人の白い視

線を感じることで、はっとすることになります。 

 後ろから来る自転車のベルに気づかず、避けないでいると、追い越し際に「どけ！

聞こえないのかよ！」と怒鳴られてこともあります。そこから見て分からない障害の

大変なところです。 

  

 

 

聞こえないから、音声によって自分の思いを伝えられないから、手話を使うわけです

が、では、聴覚障害者がみんな手話を使えるのか、というとそうではありません。そ

こには、聞こえない人と手話の厳しい歴史があるのです。 

 

 「障害者は家の恥」と考えられ、家の外に出してもらえない時代が長くありました。

家の中では、聞こえない子どもと親との間でだけ通じる各家独自の「ホームサイン」

があり、昔はそれでコミュニケーションをとっていたのです。 

時代の流れと共に、障害者にも教育が必要だと、日本では 1878 年に、最初のろう学

校が京都に設立されました。最初の生徒数は 31 人だったそうです。当時は、手話を

使って授業がされていましたが、次第に、ろう学校では、手話で教育する方法と口話

法という、ろう児に発音を教え、相手の口の形を読み取らせる教育方式の 2 つの流れ

に分かれて、長い間、論争・対立していました。これは、日本に限ったことではなく、

世界の他の国でも、その流れがありました。 

1880 年、ミラノで開かれた国際ろうあ教育会議で、口話法が優位と宣言され、手話

法や手話は影の立場に追いやられました。日本でも 1933 年、日本のろう学校で時の

文部大臣がその教育法を口話法に転換させ、学校の授業では手話を使って教えること

ができなくなりました。その頃、小学生、中学生だった、聞こえない人たちは、当時

の学校の様子をよく、語ってくれますが、授業中に手話を使うと、後ろ手に手を縛ら

れ、声をだすように強く言われたそうです。 

 授業中はその使用を禁止された手話でしたが、聞こえない人たちにとっての言語で

すから、決してなくなることはありませんでした。それは私たち健聴者が日本語とい

う音声言語を話し、聞いているのと同様に、手話は聞こえない人の大切なコミュニケ

ーション手段なのですから。 

 このような「手話の暗黒時代」を経て、それでも、聞こえない人たちが自分の権利

を主張するためにも、自分の耳の代わり、声の代わりをする手話通訳者を必要とする



ようになってきて、その数もどんどん増えてきました。 

 

手話言語法の制定に向けての基盤づくりが全国各地で進んでいます。 

《手話の 5 つの権利》 

 手話で学ぶ  

 手話を学ぶ 

 手話を獲得する 

 手話を守る 

 手話を使う 

 

 私自身の手話との出会いに話を戻します。 

聞こえない子どもに英語を教えるのには手話だと確信した私は、区の手話講習会、東

京都の手話講習会に通いました。一つの言語を別の言語で説明する、それも手話で説

明するのだから、通訳ができるくらいでなければいけないと思い続けました。講習会

を地域で無料で開催する目的は、地域の聞こえない人のための手話通訳者の養成です。

私のように、英語を教えたいからという人はいませんでした。そのため、続けて技術

のレベルアップのためには、手話通訳者になるための試験を毎年、受けていかなけれ

ばなりませんでした。手話の学習を始めて８年目にろう学校で教える話が来て、その

年に手話通訳士になりました。 

 初めて、ろう学校の英語の授業を見学に行った時は本当にショックでした。中３な

のに、中１の教科書をやっていました。先生は教科書を読み、生徒はその後を続いて

音読するだけです。その発音は不明瞭で、眼は死んだようで、ただひたすら授業が終

わるのを我慢して待っているようでした。 

英語を初めて学ぶ中学では、教師の使命は英語を学ぶ楽しさを教えることと思ってい

ましたので、その状況に怒りを覚えました。 

手話で英語を教えられる教師を探していた当時の校長先生からの依頼で、非常勤講師

として英語指導を始め、「ろう学校では英語力は身につかない」という定説を 17 年間

かけて覆すことができたと自負しています。 

 

ろう学校ではどのように手話を使って英語を教えているかの様子をご覧ください。 

大変少人数で授業が進められます。そして、手話での説明能力と同時に、生徒が出し

てくる手話を読み取る能力の双方向のコミュニケーション力が必要になります。 

 



 

 

①聞こえる私たちには英語学習の場は至る所にありますが、聞こえない人が学習でき

る場はほとんどありません。さらに盲ろう者となるとゼロといっていいでしょう。盲

ろう者は二重の障害を持っているためにろう者よりも厳しい状況にあると言えます。 

視覚障害の部分が特に個人差のあるところです。 

盲ベースかろうベースか？という言い方をしますが、先に目が悪くなり、後で聞こえ

が悪くなった人は「盲ベース」と言って、点字を先に身につけますし、先に聞こえに

障害があり、その後に視覚障害となったひとは「ろうベース」と言って手話を先に習

得します。 

光を感じることさえできない人もいれば、視野狭窄と言って部分的に見えるがそれ以

外は見えないという人もいます。 

これから見ていただくビデオは視野狭窄のある盲ろうの方の英語学習の様子です。

（ろう学校での英語授業では手が届かない部分を補いたいと 12 年前に聴覚障害者を

対象とした英語塾を立ち上げました。そこでは英検や TOEIC や TOEFL、そして盲

ろう者の英語指導をしています。） 

 

この方は生まれたときから聞こえず、まず手話を身につけ、目の移植手術を受けて、

視野には限りがありますが、拡大文字を読むことができます。いつ全盲になるかわか

らないという切迫感の中、日本の盲ろうの人たちのために、できることをアメリカで

学びたいと留学のために英語を勉強されています。普通のテキストをスキャンして、

PDF に取り込み、タブレットで拡大表示しています。接近手話のやり方の他、教材

に作り方についての勉強ができて、私自身も勉強になっています。（映像はここで映

写することをご本人についてお話しすることの了解を得ています） 

 

【ビデオ映写】 

 

②英語の知識があることで、当然この分野の手話通訳は やりやすいです。大学に入る

聴覚障害者が増え、学歴が高くなっている現在、高等教育の手話通訳ができる人のニ

ーズが高まっています。 

 



⓷④ 世界手話通訳者協会（WASLI）という組織があります。世界各国の手話通訳者

団体の上部組織と考えていただいていいかと思います。4 年に一回、大会が開かれ、

そこでそれぞれの国の手話通訳事情、ろう者との連携や各国が抱える課題を話し合い

ます。そのような国際的な場面では、当然公用語として英語と国際手話が必要になり

ます。国内外の情報の送受信の活動ができ、この分野では日本はまだ、西洋の進んだ

国から学ぶことは多いです。 

 

今日の私の話はそろそろ終わりに近づいてきました。 

最初にこの年になっても夢を持っているとお話をしましたね。 

この一時間半の間に私は少しですが、夢に近づくことができました。どういうことか

わかりますか？ 

私の夢は一人でも多くの人に、聴覚障害という障害をもつ人のことを知ってもらうと

いうことです。ろう者のことばである手話のすばらしさを知ってもらい、一人ひとり

が持っている力を障害をもつ人たちのためにほんの少しでもいいので分けてほしい

ということです。なにもボランティアをやってほしいとか、福祉の仕事をしてほしい

ということではありません。 

つい先日、聞こえない子供を持つ母親から聞いた話ですが、ある大手の自動車会社の

イベントで、子供向けの自動車の試乗アトラクションを「聞こえない」からという理

由で断られたというのです。一昨年からスタートした障害者差別解消法という法律が

ありますが、会社はあらゆる人が参加できるように配慮をしなければならないのに、

今の時代、そのような悲しい思いを子供や親御さんにさせてしまうこと、皆さんはど

のように思われますか。 

皆さんが入る会社に聴覚障害者がいるかもしれません。今日私の話の中にあった聴覚

障害者の不便を思い出し、「大丈夫？困っていない？」とか「できることある？」と

自分から声をかける、そんな勇気を持ってもらえれば、今日の一時間半は、私にとっ

てこの上もない、実りのある時間だったということになります。でも私にとってだけ

ではないと信じています。皆さんにとっても、もしかしたら、今日の「点」が、これ

からあるかもしれない聴覚障害者との「出会い」という「点」とつながって、未来の

皆さんのある部分を形作っていくかもしれません。 

 

スティーブ・ジョブスがスタンフォード大学の卒業式で言った”Connecting the 

Dots”はあまりにも有名なことば、考え方ですが、私も実感しているところです。ア

メリカで生活した私が、難聴の叔母が友達と話すときに使った手話を見て、「英語」

と「福祉」を結びつけた仕事がしたいと漠然と思い、それから 10 年以上の歳月を経

て、難聴児と出会い、手話の学び始め、今このように日々聴覚障害者に英語を教えた

り、手話関連の仕事をしていることを思うと、まさにそれぞれの「点」と「点」がつ

ながりあって今の道に続いているのだと痛感します。 

その時は自分にとって大した意味がないと思えたことやつらいだけと思われた人生



の一点一点が、来た道を振り返った時に、今の自分につながっていることが見えてき

ます。それは人との出会いであったり、自分の決断だったり、逆境であったりとその

形は様々ですが、あらゆるものが自分を形成してくれると実感しています。 

  

子育てに明け暮れながら、家庭の世界でできることを探し求めた、いわゆる「貯め」

の期間があったからこそ自分が本当にやりたいこと、なりたい自分を見つけられたの

だと思います。 

今日の話を聞いて、ここにいらっしゃる人の数だけの受け取り方があります。私はが

発信した話をどのような形にせよ、ほんの少しでも心にとめていただければ幸いです。 

 

最後に私から皆様にお伝えしたいメッセージです。 

 

 

自分を大切にいとおしみ、自分の内なる声に耳を傾け、自分の力を信じて進んでくだ

さい。かけがえのないこの世で唯一無二の自分を大切にしてください。 

Live your own life, not someone else's 

  

  


