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私は発達障害について今まであまり知りませんでした。名前を聞いたことがあるくらいで

す。一番驚いたことは発達障害は何種類もあって人それぞれ重さも違ったことです。だか

ら同じ障害の子どもでも出来ることとできないことがあるから気を付けようとおもいまし

た。耳の聞こえ方の障害があるととても怖く感じるし、大変だなと思いました。距離は離

れているのに聞こえてくる声の音量が同じだなんて、私だったら凄くストレスに感じます。

今後 障害の子と関わるときは今回のことを思いだして接していきたいです。 

 

私が中学の時、5,6組に障害を持った子が何人か生活していて、その子の中にも上手くしゃ

べれない子や、落ち着いて席に座っていられない子がいました。だけどその子たちは、何

かが出来ない代わりに一つのものがとっても優れていて、例えば顔を見ただけで誕生日が

ぱっと言えたり、給食を凄く美味しそうに食べたり、毎日楽しそうに頑張って生きてて、

いつもすごいなぁと感動していました。私は将来、保育士になることを考えています。そ

の子や、その子の親御さんにキチンと寄り添ってあげられるような人になりたいです。最

後の歌もとってもとっても感動しました。これからも活動頑張ってください！！ありがと

うございました。 

 

私がこの講座を聞いて心に残っていることは「そっち行っちゃだめ！」とか「こっち来て！」

という言葉では、自閉症の子たちや障害のある子たちは「そっち」「こっち」という疑問が

できてしまうということです。「○○ちゃんの後ろに並ぼうね！」と手を取って連れてきて

あげる、すると安心して言うことを聞けるのは、初めて知りました。そして講師の方の歌

の歌詞はとても心にぐっと来ました。障害のある子を向き合って寄り添ってきた”お母さ

ん”だから、思って作ることが出来た歌だと思いました。私は将来、保育士になろうと思

っています。保育士は言葉遣いから、という意味も分かりました。障害のある子を保育す

るようになっても、できるようなそんな自分を作りたいです。そして、講師の方たちのよ

うな、心あたたかい人になりたいです。 

 

今日「発達障害」について話を聞いて、たくさんのことを学ぶことが出来たし、感じたこ

とがありました。学んだことは、発達障害とはどういうものなのかということや、どうい

う風に接したり伝えたりすればいいのかということ、どういう視点・気持ちで発達障害の

方は生活しているのかなどです。私は小学校や中学校で発達障害の子と関わってきたけれ

ど、ときどき伝わっていないときがあって困ったことがあったので、今回「絵や写真を使

って説明してみて！」とか「詳しく説明してあげてみて」と教えて頂いたので、将来保育

者になったとき保育をする子の中で発達障害の子がいたら学んだことを生かしていける湯

にしたいなとおもいました！本当に”発達障害”についていろいろ聞くことが出来て良か



ったです！ 

 

今まで「自閉症」という言葉は知っていたけどどんな言葉なのか全く知りませんでした。

しかし、今回の発達障害講座で多くのことを知り学ぶことができました。実際に自閉症の

方がどんなことが出来にくいのかを体験すると とても難しくできないと とてももやもや

しました。そんな中でも自閉症の方たちは仕事についたり お手伝いもしっかりするという

お話を聞き、凄いなと思いました。 

これまで障害のある方たちを「かわいそうだ」と思ってしまう自分がいたけれど、私も障

害の方たちも幸せの感じ方は違い、障害の方を育てたお母さん方もしあわせと言っていて、

私の考え方は間違っていると学びました。弓立さんの歌感動しました。 

 

見え方聞こえ方などは自閉症の中でも個人差があるんだなということを実感しました。自

閉症を抱えているこどもがいる親の方々は 画像を使って耳が聞こえなくても伝えること

ができたり、カレンダーにして記憶を覚えさせたりなど、たくさん工夫されているんだな

と思いました。歌を聞いて、ほんとに感動しました。生まれてきてくれてありがとう。そ

ばにいてくれてありがとう。その言葉１つ１つ、全てに思いが感じられました。親にとっ

て子供の存在はほんとに大きいことや、大好きなこと、大切なことなど沢山のことを今回

の機会で学ぶことが出来たので、今回話を聞くことが出来てほんとによかったです。 

 

12 年間も自閉症のことについて知ってもらうために親の方が活動しており まずそれが凄

いなぁーと思いました。みなさんすごく明るくて、自閉症について分かりやすく教えて下

さり 今まであまり興味もなかったり それについて関わることも無かったので 知る機会

が出来たことに良かったなと思います。子供たちのお話を聞いた時、一人ひとり個性があ

ってまたそれを支えて明るく暮らしていてすごいなぁと思いました。みんな自閉症だから

といってもみんなちがうから その人によって分かりやすく接してあげることが大切なん

だろうなと思いました。私も何か役に立てることが出来るようにもっと学んでいき知識を

増やし行動できるようになりたいです。 

 

今日発達障害講座を受けて色々なことを学び、前よりも理解することが出来ました。発達

障害について知っているつもりでいたけど、どんな風に接したらいいのか分かっているよ

うで分かっていなかったので 今日学べて勉強になりました。今まで私は発達障害の方とあ

まり関わりが無かったけど、今後接する機会で活かしたいです。障害をもっていてもみん

なと変わらないって聞いて 前よりも視点が変わりました。お母さんたちの愛情にもすごく

感動しました。周りの人がしっかりとその子をサポートしてあげることで沢山の事が出来

るんだと思い、私もサポートできる人になりたいです。 

 



ダニエル・ラドグリフさんや、トム・クルーズさん等有名な人たちが障害を持っていても

頑張っていてすごいと思いました。一人ひとり得意、苦手がありそれを親御さんが理解し

ていて素敵な親御さんだなと思いました。軍手をして折り紙を折ってみました。すると思

っているように手が動かずとても難しかった。色んな体験をしてみて発達障害の子がどの

ような感覚か分かりました。その子にとって一番興味のあることを仕事にしていて、とて

も良いことだと思います。絵や写真、文字などで分かりやすく伝えてあげることが大切な

のだと思いました。紙芝居などで分かりやすく教えて頂きました。ありがとうございまし

た。 

 

私はあまり自閉症についてよく分かっていなかったけど、今回の講座を聞いて自閉症がど

んなものかが少しわかったし、私の周りに自閉症の人は居ないけれど、今後活かせること

があったら活かせればいいなと思いました。 

有名人にも自閉症の人が居ると聞いたのにはとても驚きました。ハリーポッターの主人公

の方やトム・クルーズも自閉症だったと聞いて、こんな有名人でも自閉症の人はいるんだ

なと思ったし 全く自閉症だということが分からなかったので、余計に驚きました。障害を

持つ人は自分たちの様に体が動かせなかったりするのに辛いだろうと思ったけれど、その

時に助けられたらなと思います。 

 

障がい者と関わったことが全くなく、ましては自閉症という言葉も知りませんでした。自

閉症の方は一人ひとり症状が違うということに驚き、体験した時には大変さを感じました。

折り紙を折っている時は全然上手に行かずイライラしてしまい、自閉症の人の気持ちが分

かった気がしました。将来どんな仕事をするのか全く決めていないけれど、障がい者と接

する機会があったときは自分が体験した気持ちを思いだしていきたいです。最後に聞いた

曲とても心に残り私にも元気づけて貰えたそんな気がしました。 

 

今回の講座で自閉症は見た目だけでは分かりづらいということを知りました。自閉症の人

達は会話することが苦手だったり、勉強することが苦手だったりする一方、何か特別なも

のに興味を持ち続けたり、得意なことがあったりというように素敵な面が沢山あると知り

ました。そういう人たちは彼らなりの人生を楽しんでいるという話を聞いて、それぞれの

個性があるってとてもいいことだなぁと思いました。今回の講座で、人の心を理解するこ

とはとても大変だと思ったと同時にとても大切で、素晴らしいことだなあという考えを持

てるようになりました。 

 

自閉症はテレビでいわれていたり自閉症の子が沢山出てきたりしていたので 存在は知っ

ていたけれど、一人ひとり症状が違うのでどんなもんなんだろうと気になっていました。

今日来てくださった 4 人のお子さんの症状を聞いて、自閉症の症状は 1 つじゃないんだ、



と知ることができました。”いうことを聞かない”んじゃなくて、しっかりと聞こえていな

かったり、言葉を理解できていなかったりしているんだなと気づきました。なので、叱ら

ず怒らずイラつかずに、その子としっかりと向き合って対応してあげられるようになりた

いと思いました。また、自閉症の子供たちは障害なく育ってきた私よりも何倍も小さな努

力から大きな努力まで、たくさんして、色んなことを乗り越えてきていたと思います。障

害差別なんてなくなるように自分が出来ることからやりたいと思います。本当にありがと

うございました。 

 

今回、このような機会を経て 今まで目を背けてきたと言っては大げさだけど、全くと言っ

ていいほど関心を持っていなかった発達障害の方についてお話を聞くことが出来、以前と

は違う考え方に変わったように思います。現在、私の周りに発達障害だという人はいませ

んが、今後出会った時には受け入れ、一緒に成長し、支えてあげれるようになりたいと思

いました。体験を通して、自分で出来ないことのもどかしさや人と違う悔しさ、分からな

いことへの恐怖がひしひしと感じられました。最後に聞かせて頂いた歌はとても心に響き

感動しました。今日は本当にありがとうございました。 

 

私は発達障害や自閉症などについては聞いたことがあったけど、具体的にどのような障害

があるのかは知りませんでした。 

なので今回このような機会で知ることが出来てとてもよかったと思います。今回のお話で

特に印象に残ったのは発達障害を持つ子の接し方についてです。例えば「遊ぼ」といって

も聞いてくれないのは何をすれば分からないからというのを聞いて、具体的に「ブランコ

で遊ぼ」と言ってあげることが大事だということが分かりました。また、一日の流れをし

っかり伝えることが大事なんだなと思いました。この絵は何に見えるかという体験をした

ときに私たちの中でも見え方は違うので、一人ひとり考え方が違うということを忘れずに

これからも生活していきたいです。今回は本当にありがとうございました。 

 

私は今日、発達障害講座を受けて、自閉症と発達障害は全く違うものだと思っていました

が、自閉症は発達障害の一種で、発達障害にも色々種類があって、本当に人それぞれだと

いうことが分かりました。また、体験コーナーでは、普段通りにきれいに鶴が折れないも

どかしさや時間制限という焦りを感じたり、一部分の写真だけを見て全体の写真を考える

難しさが分かったりして、今まであまり考えたことのなかった障害を持った方の感じ方や

物の見方を知ることが出来ました。今日は貴重な体験をさせていただき、ありがとうござ

いました。 

 

今回この講座を受けて、自分の中にあった自閉症のイメージが凄く変わりました。ずっと

自分の中にあった自閉症のイメージは、漢字の通り、閉じこもっているようなイメージで、



全くそういったものとは思っていませんでした。本人が一番つらいと思っていたけど、そ

れ以上に支えている人の努力が多くあって、凄く心に響きました。色々な体験を通して、

不自由さを知りました。このような機会があって、自閉症について知れて、本当に良かっ

たと思います。今回、本当にありがとうございました。 

 

私は今まで障害とは自分には関係のないものだから何となく一線おいていたのだけど、今

回の話を聞かせて頂いて、見方が変わりました。そして今自分が「みんなと同じ」と思っ

て生きていれることはとても貴重なのだなと感じました。びっくりしたのはハリーポッタ

ーに出てくる子がそんな風だったということです。別に何も変わりのない同じ人間なのに

いじめを受けていると聞いた時はなんだかすごく心が痛くて、自分が知らないところで沢

山の悩みを抱えている人が居るんだなと分かったし、自分の悩みは大したことないなと思

いました。自分の考えが当たり前ではないし、もし見た目では分からないけど救いを求め

ている人を見かけたらそっと手を差し伸べていきたいと思います。最後に歌って下さった

方の曲も良くて心に凄く残りました。貴重な時間を本当にありがとうございました。 

 

私は幼稚園教諭を目指しています。今回とても勉強になりました。小学校のころ発達障害

をもった子と触れ合う機会があり、もっとはやく知っておけば正しい声掛けが出来たなと

思いました。私は「あそこに行こう」などその子に会った対応が出来ていませんでした。

しっかりとその場所に手をつないだりしていくなどもっと違う方法があったなとわかりま

した。その子たち一人ひとり出来ることできないことがあります。折り紙を折っていて感

じたことは常に誉め言葉を言って下さり最後まであきらめてはいけないと思えました。今

回学んだことを将来に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

発達障害という言葉は知っていたけれど自閉症等少し踏み込んだお話を聞かせて貰うのは

初めてでした。普通の人が出来ていることが自分だけ出来ないということを体験し向き合

うことで少しばかり障害を持っている子の気持ちに寄り添えたと感じました。弓立さんの

歌と演奏がとても素晴らしかったですし、その前に話されていた言葉がとても印象に残っ

ています。皆同じように生まれてきて大切な一つの命。自分の命も周りの人の命も大切に

生きていこうと思いました。どの話も勉強になるものばかりでした。貴重な体験をさせて

いただきありがとうございました。 

 

自閉症という障害をあまりよく知らなかった。きこえない、話せないとか、私達には簡単

にできることが簡単にできないことを体験を通して知ることが出来た。自閉症の子を持つ

親は同じような仲間がいることにより助けられているときき、それはそのことに関してだ

けではないのだなぁと感じた。自閉症の人と接するとき、細かく分かるように説明をする

ことで理解できたり分かることが増えるとおっしゃっていたので、私ももしこの先に関わ



ることが出来たとき、理解できるように何度もおしえたり仲間として見ていけるようにし

ていきたいと感じた。年齢に関係なく助け合っていく中で人は成長していくことが分かっ

た。 

自閉症や発達障害について何となく知っていたけれど、今日体験したような、どんな風に

見えるか、どんな風に聞こえるか、どんな風な感覚なのかはすべて初めてで、なぜ同じこ

とを繰り返して言ったり”もの”の絵を描くとき一部のみを書いたりするのかが分かり、

この人たちにはこんな風に思っているんだなと思いました。また、私は以前障害を持った

方々との交流に何回か参加していたことがありましたが、会話というよりも私は笑いかけ

るだけになってしまっていました。でも、今日のお話を聞いて写真を使ったりするなど、

言葉だけではないんだなと思いました。今後また機会があれば生かしていこうと思いまし

た。 

 

自閉症の人は 100 人に 1 人いることが分かりました。障害の人は見え方、聞こえ方、感じ

方が少し違うことが分かりました。4つの体験をしました。一つ目は軍手を使って折り紙を

折りました。普通に折るよりとても大変でした。なかなか開かなかったです。二つ目は見

え方のクイズをしました。一つのものを見ると全体が見えなくなります。私達でも一つだ

けを見ると全体のものが分からなくなるので障害の子はとても大変だと思いました。四つ

目は言葉が分からないってどんな気持ちなのかを体験しました。言葉が分からないと大変

なことが分かりました。自閉症って言葉は聞いたことはありますが、どんな障害なのか分

からなかったけれど、今回講座を聞いて分かりました。自閉症の人への対応も分かったの

で対応していきたいと思いました。今日は本当にありがとうございました。 

 

自閉症にも色々あることを知りました。自分の知っている有名人も自閉症の人が居て、と

ても驚きました。自分たちの息子についても話してくれてとても大変な生活をしているん

だなと感じました。軍手を付けて折り紙を折る体験は全然完成できなくてなんか悔しさを

感じました。一斉に動物の特徴を聞き取るやつも一つの動物しか聞き取れなかったです。

自閉症の大変さを身をもって体験出来てとてもいい経験が出来て良かったと思います。心

にしみる歌も聞かせて貰っていい経験になりました。ありがとうございました！ 

 

僕は小中学校を障害を持った子と関わる機会が多くありましたが、何回も同じことを聞い

てきたり、無視をしたり、言うことを聞いてくれなかったりということを経験してきたた

めに、自分の中で苦手意識をもっていて関わらないようにしてきました。今回の講座を聞

いて僕は凄く後悔した気持ちでいっぱいです。今までの行動がどれだけ浅はかだったかが

凄く分かりました。高校生になったら障害を持つ子と関わることが無くなってしまいまし

たが、社会に出たときにそういう機会が来た時には優しく相手に伝わるような言葉を使っ

て接していきたいと思います。今日はありがとうございました。 



 

正直私は今まで障害に対して「かわいそう」だったり「大変そう」とかマイナスなイメー

ジを持っていました。しかし今回この講座を通して私たちと同じようにできることがあっ

てできないことがある様に一つの個性なんだなと思うようになりました。軍手をはめて折

り紙を折る体験をした時、手先が思うように動かなくてとてもイライラしてしまいました。

出来ないということはこんなに苦しいことなんだと思いました。でもゆっくり折れば折れ

たので、一人ひとりのスピードがあって良かったです。どんな対応がその人に合っている

のかを探りながら、焦ることなくコミュニケーションを取っていこうと思いました。あり

がとうございました。 

 

今回の福祉実践教室を通して今まで障害を持っていることを特別な事だと捉えていたけど、

一人一人違って記憶力がとっても良かったりすごい力があったりして みんなと同じよう

に日々を生きているってことが分かって障害を持っているということを改めてしっかりと

考えることが出来てとても良い経験になりました。最後に聞いた歌が凄く心に刺さってと

ても感動しました！！貴重な体験をありがとうございました。 

 

障害を持っているのにそれでも頑張って有名になっていて、それは私たち以上の努力があ

ってのことで凄いカッコいいなと思いました。わたしたちも努力しないなと思いました。

そして障害のない人たちは障害を持っている人たちが少しでも普通の生活が出来るように

お手伝いするべきだと思います。それが障害が無く生まれてきた役割だと思いました。小

学校の時に障害を持った子にそっけなくしちゃったことがあるので今では本当に反省して

います。その反省を今後しないように生きていこうと思います。そんな風に思えたのはみ

なさんのお陰です。本当にありがとうございました。これからも頑張ってください。 

 

発達障害ってよくひとくくりで言われるけれど、人それぞれ症状も違って色んな人がいる

んだなと思いました。体験コーナーでは絵の一部を見て何かを当てるものは、実際生活し

ている時にモノの一部しか見えていなかったら大変だろうなと思いました。最後に聞いた

歌はとても感動しました。私たちが出来ると当たり前に思っていることでも障害を持って

いる人にとっては難しかったりすると言っていたけど出来たときの達成感は凄いだろうし

毎日がキラキラして楽しいんだろうなと思いました。貴重なお話有難うございました★ 

 

自閉症というものについて今日まで深く考えたりすることはありませんでした。今回、こ

のような機会を頂いて、自閉症について知ることが出来ました。私は将来保育士になりた

いと思っています。保育士になってクラスに発達障害の子がいたらお話をして頂いたよう

に、しっかりとその子に寄り添って怒るのではなく分かりやすいように写真で示すなどし

て ストレスの無いように良い教室を作りたいです。また、みなさんのように強いお母さん



になりたいです。私はまだまだ障害について知らないのでこれからもっと知りたいと思い

ます。今回はお話を聞かせて頂きありがとうございました。 

 

今まで実際に障害のある子の気持ちを体験したことがなかったから、ただかわいそうとし

か思っていなかったけれど、今日体験したことによって実際どんな気持ちか分かったし、

どうすればいいのか（声掛け）等が少し知れてよかったです。また、発達障害を持ってい

る人でも凄い有名で偉業を果たしている人が居て、発達障害だから人より何も出来ないの

ではなく、人より優れている部分もあっておざなりなことがあることも知って驚きました。

みんな私達よりも不便なことがあるかもしれないけれど、今日の話を聞いて幸せそうだな

と思って考え方が変わりました。 

 

今日の福祉実践教室で初めてしっかりと「障害」について深く考えることが出来ました。

今回一番びっくりしたことは自閉症の子を持つ親の人がこんなにも明るくて、こんなにも

幸せそうに自分の子の事を話すんだと思いました。感動しました。辛いことがあるはずな

のに、それを乗り越えてきて、それを子供と一緒に乗り越えて今生活している人が幸せと

感じていることを知って私たちのちっぽけな悩みよりもたくさん辛いと思うことがあるは

ずなのにとてもキラキラで素敵に生きているカッコいい先輩方をみて、自分も小さなこと

を当たり前と思わず、一つ一つ大切にして幸せをかみしめていきたいです。ありがとうご

ざいました。 

 

今までは「イヤーマフ」の存在を知らなかったので、外で大きなイヤホンを付けている人

を見ると少し不思議なイメージを持ってしまった。しかし今回の福祉実践教室を通して気

持ちを和らげるためなどにイヤーマフを使うということを知って不思議というイメージが

無くなりました。また、その他にも自閉症のことも知っているようであまり知らなくて今

回の講座を通して知ることで少しは理解できるようになったと思います。知らないことを

知るという良い機会が今回の講座を通して持てました。ありがとうございました。 

 

自閉症、発達障害と一口で言ってもみんな個性があって十人十色なんだなぁということが

分かった。私達とは少しだけ感じ方が違うから理解してもらえない行動をとってしまうこ

ともあると聞いた時は実際にその見え方、感じ方の霊を知ることができたので少なくとも

今日この講座に参加した子たちはそういう行動もきっとこう見えたからこうやっていたん

だろうなと推測しようとできるんじゃないかと思った。発達障害の子を持つお母さんは、

ドキュメンタリー番組とかで見ることもあるけど、凄い大変で疲れてるってイメージがあ

ったので 今日講演して下さった皆さんが生き生きとしてて子ども中心の生活ではなく自

分の活動もしていけることが一番の驚きだった。 

 



今日は貴重なお話をありがとうございました。私は自閉症という名前は知っていました。

でもすべての音が同じように聞こえるとか 一つのものに目が行ってしまうとか どんな症

状なのか、また種類があることは初めて知りました。私は施設にボランティアに行ったと

きに、どう声を掛ければ良いのか分かりませんでした。けれど実際 今日 軍手で折り紙を

折ったりして 頑張れだけが声掛けじゃないなと気づくことが出来ました。今後 障害の方

がいたら広い視野を持って接したいと思いました。 

 

今日 自閉症や発達障害のことについて知ることが出来、良い学びが出来良い体験になった

と思います。今まで名前を知っていても実際どのようなものかを知らなくて、一人ひとり

症状が違うことを知って同じ発達障害でもこんなに違うのかと思いました。体験ではいつ

もは早く折れる折り紙が、軍手をすることによって全く上手くできず、見え方も自分が見

ているものとは全然違ったり、同時に同じ音量で聞こえることによって全然わからなかっ

たり、発達障害の子たちの世界はあまりに自分と違くて、この事を知って接するのと知ら

ないで接するのでは全然違うと思いました。発達障がい講座を開いて下さりありがとうご

ざいました。 

 

福祉実践教室を受ける前に私の母が発達障害の子が来る学校のようなところで働いていた

ので接し方など教えてもらったことがあったけれど、細かい所までは知らなかったから と

てもいい機会となりました。またお母さん方の説明も分かりやすく実際に発達障害の事で

合ったら一戦したいと思いました。それから障害の子と出会ったら実践したいとお見まし

た。それから障害の子を持つ親の気持ちを歌った歌はとても感動し、どんな子でもどんな

親でも親子なんだなと感じました。 

 

自閉症という名前は今まで聞いたことはあったけどどういうものかは知らなかったので今

回よく知ることが出来てとてもよかったです。それぞれ種類があって会話はできなくても

コミュニケーションはとることができるので積極的に関わっていこうと思いました。様々

な体験を通して障害者の気持ちや感覚がよく分かったので相手のことを考えてあげること

が大切だと思いました。 

 

発達障害講座を開いたり、体験などをして発達障害の方々だけでなく、その親御さんのお

話から沢山の事を学ぶことが出来ました。体験の軍手を使った折り紙では、いつもなら直

ぐおれてしまうような鶴がいつもの倍以上てこずってしまうことが発達障害の方々には難

しくなってしまうことは知っていたけれど、実際体験してみると予想していたよりも難し

く大変だということに気づくことが出来ました。今回の講座で今まで思っていた考えが間

違っていて、もっと違う考えがあることを知ることができました。 

 



今日自閉症の話について聞いて、あまり聞いたことが無かった病気なので、自閉症につい

て少し知れてよかったなと思いました。自閉症にはたくさんの症状があり人によって違う

し、有名人でもなる可能性はゼロではないと知ることが出来た。100人に 1人の病気だから

仕方ないので、自分も少し勉強して自閉症についてもっと知って少しでも多くの人が助か

る様に成長していきたいなと感じた。弓立さんの歌は凄く気持ちがこもってて感動した。

良い歌詞で凄いなと思いました。 

 

自閉症の人は私達より出来ないことが多いと思っていました。でも過去や未来の日にちを

分かっていたりする私達にはない能力を持っていることを知りました。将来自閉症をはじ

め多くの障害を持っている人に出会うと思います。なので、今日聞いたことや体験を生か

してこれからの人生に役立てていきたいなと思います。どんな障害でも社会で生きていく

ことが出来るのが素晴らしいことだと感じました。障害でも社会で生きていくことが出来

るのが素晴らしいことだと感じました。そして支えてる親は沢山悩んだりしていたと思う

けど、子供への愛が凄く伝わってきました。このような活動は出生前診断などへの理解に

もつながると思いました。 

 

初めに、芸能人の発達障害の方が紹介されて、意外な方もいてすごくびっくりしました。

発達障害だからと言って出来ることの範囲を狭めるのではなく、できることを生かして新

たにできることを生み出すというのは凄いことだなと思いました。私の母は耳が聞こえま

せん。発達障害とは違いますが、これからはもっと母のことを気にかけていきたいと思い

ました。これから、今回学んだことを生かして、説明するときは細かくしたいなと思いま

した。お話して頂きありがとうございました。 

 

今まで自分が知らなかったことが多く知れてよかったです。体験コーナーでは私達でも分

かりやすいようなことをさせていただいて、楽しく知ることが出来ました。歌も歌って下

さって凄い上手だったのでビックリしました。折り紙は思った以上に難しくて大変だと分

かりました。これから見かけたら優しく接していきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 

聞いたことはあるが、詳しくは知らなかった自閉症や障害のことについて知ることが出来

て良かった。自分の知っている有名人にも障害を持っている人が居るとは思っていなかっ

たのでびっくりした。SWING のみなさんの子どもたちも色々な障害を持っているうえで、

それぞれ色々工夫して生活をしていることが分かった。障害を持っている人を「かわいそ

う」と思うのではなく、どうしたら障害を持っている方でも同じように生活できるかと考

えることを大切にしたいと思った。実際に体験するコーナーでは障害の方ならではの苦労

を少し知ることが出来た。これからも障害に対する理解を深められたらいいなと思う。約



一時間、障害について教えて頂きありがとうございました。これからも頑張ってください。 

 

今回発達障害者の中にも人によって、何が出来て何が出来ないのか人それぞれなことを知

ることが出来ました。出来ないことをどうやって解決していくのかとても大切だなと思い

ました。なので、一人ひとりの個性をしっかりと理解することが大切だと分かりました。

これから医療の道に行く限り、多くの人と出会います。その時に今日学んだことを生かし

て毎日を過ごしていけたらいいなと思いました。そのためにも今からできること、障害に

ついて調べたり、本を読んだりしていきたいと思います。今日はありがとうございました。 

 

自閉症について、名前は聞いたことがあるけれど、どういうものなのか知りませんでした。

今回、色んな発達障害について知ることが出来、また障害があっても自分で出来ることは

しっかりやって仕事をして社会に役立っていることを知り私も頑張ろうと思いましたまだ、

今は自閉症とか発達障害があるというと、差別だったり少し偏見を持ってしまう人が居ま

すが、障害という壁を取れるようになればいいなと思います。障害があるとかないとか関

係なくその人の個性だと捉えていこうと思いました。 

 

自閉症の人のことを全然知らなかったけど、今日の話を聞いて見た目では普通の人と変わ

らなくても苦労しながらでも一生懸命生きている人とたちが 100 人に 1 人もいるというこ

とを知って、普段からもっと周りを見て困っている人が居たら助けてあげないとと感じま

した。最後に聞いた歌は凄く心に響き感動しました。人それぞれ特徴は違うけど、その人

その人みんな自分にやれることを精いっぱいやって生きている姿を見て本当に感動しまし

た。本当にありがとうございました。 

 

私は以前自閉症についての漫画を読んだことがあります。その時、カードを使ってコミュ

ニケーションを取っていることに驚きました。だけど、それは本当にやっていることだと

知りました。実際に色んなことを体験して、特に軍手を付けて折り紙を折ることが難しか

ったです。折ることはできるが、角などが綺麗に折れなくて、嫌な気持ちになりました。

手軽なもので体験できることも知りました。歌った方が一人ひとり違っていいんだとおっ

しゃっていました。私はそのことにとても共感しました。普段人とペースが合わせるのが

苦手で、一人で行動したりします。それでもいいんだということが分かりました。今日は

大変貴重な話が聞けて良かったです。また、考え方も大きく変わりました。ありがとうご

ざいました。 

 

今回話をして下さった方々の話を聞いて今まで知らなかった様々なことを知れました。ま

ず、私が普段見ているテレビ・映画に出演している方で、有名な役者さんも発達障害を持

っている方がいて、何かの障害を持っているから損しているとかそういう風ではないと改



めて具体的に知れました。また、発達障害や自閉症にも色々種類があり、人によって得意・

不得意も異なると知ることが出来ました。3つのことを体験して、言葉で理解しづらいこと

も少し共感出来ました。最後の歌もとても感動しました。 

 

私にも保育園からの友達で発達障害の子がいます。だから私は発達障害の子の気持ちが少

しは理解している方だと思っていました。ですが、障害を持った子供の親の立場での話を

聞くことは今までありませんでした。いつも元気で明るい友達のお母さんは今回の講座で

知った、先が分からなくて不安な気持ちを抱いていたとは想像したことも有りませんでし

た。どんなに頑張っても出来ないことがあるっていうことが私達にもいくつかあるけど、

それが周りのみんなが出来ることだった時の気持ちを考えたことがありませんでした。も

っと障害を持っている子の気持ちを理解できるようになりたいと思いました。ありがとう

ございました。 

 

先日は素晴らしい講座を開いていただきありがとうございました。障害を持っているから

大変そうという私の概念を取り払う、本当に素晴らしい時間でした。言葉でコミュニケー

ションを取ることが難しいなら、写真や絵で会話したり、一つの言葉で伝わらなかったら

他の言い方をしてみるなど自閉症の方も私たちと何も変わらず色々な方法でコミュニケー

ションをとっていて、本当に何も変わらずただ少し苦手なことがあったり得意なことがあ

ってみな同じというのをとても強く感じました。私は将来教員になりたいと考えています。

様々な場面で障害を持った子や自閉症の子たちと関わると思います。この講座で学んだこ

とを生かし沢山の子と関わりたいです。本当にありがとうございました。 

 

今日は私たちの為に福祉実践教室を開いていただきありがとうございました。私は今まで

電車の中や街中で見かける発達障害の方々に偏見を持っていました。しかし、今日の講座

を通して、発達障害にもたくさん種類があり、人それぞれ違うことが分かったし、私たち

と同じように毎日学校へ通って、難しい気の遠くなるような作業や勉強を一生懸命やって

いる姿を見て、今まで感じていた偏見が無くなりました。最後の弓立さんの歌披露は本当

に感動して凄く涙が溢れました。この経験を将来生かしていけたらなと思います。 

 

初めはどんなことをするんだろうと思っていました。プレゼン室にいて軍手が置いてある

のを見て不思議に思っていました。話を聞いてみると発達障碍者についてだったり、どん

なものであるのかという内容で、私にも発達障害を持っている兄弟がいるので、とても興

味深いと思いました。小さい頃はお世話をするのにも大変だなとか物事をするのに苦戦し

てしまうと客観的にみていたけれど、いざどれだけ大変なのか体験してみるとすごく苦戦

することが分かり、もっと兄弟に寄り添っていきたいと思いました。 

 



今回の発達障害講座を聞いて、僕は素直にすげぇなと思いました。自分がその立場に立っ

たらあんなに積極的に社会貢献できないなと思ったので本当に尊敬しました。家族も発達

障害を持っている子に不自由なく日常生活を送ってもらうために色々な工夫をしていて、

そう接していけば良いんだなとかとても勉強になることが多かったです。こういう風に障

害を持った子には何を伝えたいのか何を言いたいのかをくみ取ることがとても必要となっ

て来ると思います。そうゆうのは経験あるのみだと思うので少しボランティアなどに参加

してみるということをやってみたいです。 

発達障害や自閉症については名前ぐらいしか知らなかったけど、発達障害や自閉症の中で

も人によって個人差があり、一人ひとり症状が違うことを知りました。障害を持っている

人は大変だ、苦労しているんだろうなという偏見を持っていたけれど、親や周りの人の助

けがあってのびのびと生活でできているんだと思いました。私は将来保育士になりたいと

思っています。保育士になったらきっと一人や二人関わっていくと思います。その時は今

日学んだことを生かして関わっていこうと思う。今日は貴重な体験をありがとうございま

した。 

 

今日お話を聞いて自閉症について少しは知ることが出来ました。今までは障害のある人は

自分たちと違い出来ないことが多いと思っていましたが、そうではなく確かに私たちと同

じように出来ないことがあったとしても人にはそれぞれ得意な事があると知りました。実

際に今日軍手を使って折り紙をしたり一斉に話しているのを聞きとったりするのは自分の

思い通りにいかなかったり、上手く聞き取れず、いつも自分の感じているのは違っていつ

もこのような感じ方をしているんだと知りました。今回お話を聞き自閉症への認識も変わ

り知ることが出来ました。ありがとうございました。 

 

話を聞けて良かったです。私は将来ほぼ必ず発達障害を持った子に会うと思います。会っ

た時にはその子の事をちゃんと理解して、その子が安心して生活できるようにサポートし

ていきたいと覆いました。小学校・中学校の時に特別支援クラスだった人たちのことを見

下していた気がして申し訳ないくなりました。その子たちに謝りたくなりました。もっと

優しく接すればよかったです。気づかせてくれてありがとうございました。 

 

僕は高校の活動で岡崎特別支援学校の生徒と交流する機会があります。なので今日の話を

聞いて知識を増やして関わり方などを学ぶことが出来て良かったです。特に写真を使って

コミュニケーションを取ることが印象に残りました。言葉で上手く伝えられなくても、や

り方次第で上手く伝えられるんだなと思いました。今日の話を通して自閉症の人の考えて

いることや気持ちが凄く分かりました。この経験を今後に生かしたいと思います。ありが

とうございました。 

 



授業を通して、発達障害の人達と私たちとでは、見え方や聞こえ方が大きく変わるという

ことが分かりました。私たちは全体を見て物を認識することが出来るし、人の声を聞き分

けることも、言葉を直ぐに理解することができます。でも、発達障害の人達はそれらをす

るのが困難だったり、少し遅かったりしてしまうということを体験することが出来るとて

もいい機会でした。また、会話をするのが困難だけど、写真や絵を通してコミュニケーシ

ョンをとれるし、記憶力も良いし、決められた予定をしっかりこなしたり、運動が得意だ

ったり、みんなそれぞれの長所があってとても羨ましいと思いました。 

 

今回この福祉実践教室を通して自閉症について結構知っているつもりでいたけど、全然知

れていなかったなと思いました。私は障害を持っている人の特徴など色々な種類があるこ

とを知っているけど今回 4 人の方々のお子さんの障害のことを詳しく知って本当に様々な

特徴があるんだなと思いました。でも障害だからと決めつけず前向きに考えてきたお母さ

んたちは素敵だなと思い、とてもいい会に参加できてうれしかったです。 

 

今日は沢山のお話をして頂きありがとうございました。今日の体験を通して、障害を持っ

ている人が日常生活をどれだけ苦労しているのか、実際に感じることが出来てとてもいい

経験になりました。私には自閉症のいとこがいます。いつも言っていることが分からなく

て親戚の人に助けて貰っていたけれど、自閉症の人も伝えたいことが伝えられなくて困っ

ていることを改めて理解したので、わたしは理解してあげる努力をしようと思いました。

また、将来保育士として働いた時、障害を持つ子にも対応できる保育士になりたいです。 

 

今回の話を聞いて思ったことは、私の周りに発達障害というものは身近になくてそこまで

知識もなかったけれど、自分が親になったときの為や、社会人としての常識として絶対に

知っておくべきだと思った。話を聞けてとても感動しました。これからも興味をもってい

ろんな話を聞いていきたいと思いました。 

 

今回自閉症という病気について知れて、自分が当たり前にできていることが出来ない子も

いるんだなと思って、そういう子が周りに居たら仲間外れとかにするのではなく、きちん

とサポートしてあげたいと思いました。なかなか自閉症について話を聞く機会がなかった

ので、貴重な体験が出来ました。今日は本当にありがとうございました。歌もとっても感

動しました。これからも息子さんたちと元気に楽しく過ごして行ってください。 

 

私も実際「自閉症」というワードを書いたことはあるけれど詳しくは分かりませんでした。

今日の話を聞いて、自分の子どもがもし自閉症の子どもだったら絶対悲しいとか思うと思

います。しかし、今日沢山体験したりして考え方がプラスになり、私も障害がある方の少

しでも出来ることをこれから接し続けていきたいと思いました。また、最後の歌は本当に



感動し”お母さん”の大切さを再び学んだ時間でした。 忙しい中講義をして下さってあ

りがとうございました。 

 

授業を通して自閉症だったり発達障害の子がどうゆう生活を送っていたのか、また僕たち

が当たり前にやっていることが発達障害の子たちにとっては本当に難しいことなんだなと

痛感しました。実際に折り紙を折ったりするといつも通りに折りたためないし、普段当た

り前に会話だっても複数の人の声が入っちゃうし本当につらい状況の中で生活していて改

めて凄い人たちだなと思いました。今日は僕たちの為にこのような会を開いていただきあ

りがとうございました。このような会のお陰で発達障害について知れたり大変さが分かり

ました。これからはこうゆう人たちと接するときには優しくそして丁寧に話していきたい

と思います。 

 

私は今まで自閉症についてほとんど知識もないしそのような病気があるということしか知

りませんでした。その中で自閉症は発達障害の一種だと知りました。世界で活躍するよう

な有名人の中にも、発達障害の人が居て、その人たちは私たちが出来ることが上手にでき

ないけど、努力して出来るようになって普通の人よりよっぽどすごい人だと思いました。

一人ひとり見え方、聞こえ方、感じ方がちがうということなので、その人は何が出来るの

か理解できるようにしていきたいです。よい経験になりました。本当にありがとうござい

ました。 

 

今回は私たちの為にお話しして下さりありがとうございました。私は自閉症と聞くとコミ

ュニケーションが上手くとれないというイメージばかりでした。でも今回の授業を通して

聞こえ方の違いや見え方の違いの一部を知ることが出来ました。数字に強いイメージもカ

レンダーの話を聞き改めて感じることが出来ました。父の仕事柄、みんなより理解はある

と思っていたけど折り紙の体験で swing の方が声を掛けていたのを他の場面で同じことを

やってしまっているかもしれないと思ったのでこれから気を付けていきたいと思いました。 

 

発達障害を持った友人が昔いて、その子は本当に心が優しい子でした。障害を持つ持たな

い関係なしにその子にはその子なりの優れているところがあって、その魅力を理解しない

人たちが許せませんでした。今回の実践教室で、皆さんがどれほど自分の子を愛している

かが伝わってきました。歌を聞いて、自然と涙が流れてきました。心が温かくなりました。

人間はみんな平等だとは限らない時もありますが、それでも生まれてきた意味が一人ひと

りちゃんとあると思っています。とても勉強になりました。ありがとうございました。 

 

今回は私たちの為にお話をして下さりありがとうございました。私は将来障害のある方や

その家族を支えることがしたいと考えているのでとても楽しみにしていました。正直障害



のある方と接するのはとても大変だし怖いなと思っていました。でも、今回お話を聞いて、

考えが変わりました。一人ひとりが自分のペースで凄く努力して、仕事したり学校に行っ

たり、ほんとにすごいと思いました。最後の歌も凄く感動しました。親の方の想いがほん

とに伝わってきました。今後に生かしていきたいです。本当にありがとうございました。 

 

発達障害や自閉症については薄っすらとしか知らなかったのでこの機会のお陰でより深く

知ることが出来て良かったです。色んな方々のお話を聞いて、その人なりに頑張って過ご

しているのはとてもすごいと思ったし、自閉症とか関係なくみんなで過ごせたらいいなと

思いました。特に感動したのは弓立さんの歌です。思いが凄い込められていて泣きそうに

なりました。将来きっとかかわっていくことが絶対にあるのでこの経験を無駄にしない様

に心にとめておきたいと思いました。 

 

とても考えさせられる話を聞くことが出来た。ぼくのいとこも自閉症であまり話が出来な

い。本人が考えていることをしっかり理解して接することの大切さをより知ることが出来

た。最後の歌で発達障害の親の考え、辛い所、楽しい所、色々知ることが出来た。障害を

持った方だけでなく、その親まで支えられるような人になりたいと思った。誰かに寄り添

える力を今後もたくさん身に付けることが出来るように今日の講座のような「知る活動」

をもっと積極的に増やしていきたいと思った。より一層福祉の仕事へのやる気が出た。 

 

 


