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「上から目線」ではない福祉について 

枝を切られた樹は美しい実を結ぶ 

         上智大学  岡 知史 

1. 「かわいそう」ではなく、リスペクトする（尊敬する） 
2. 授業中にずっと眠っている高校生の話 
3. 児童養護施設の子どもたち, 「他者のために、他者とともに」(Men and 

women for others, with others) 
4. 障害児施設の子どもたち,  知的障害者施設の「会長」さん 
5. 認知症高齢者のボランティア活動,  Survivor’s pride 

 
問1. 一人の男子高校生がいます。彼は授業中ずっと眠っています。先生から何度注

意されても寝てしまう。本人も反省はしているが、やっぱり寝てしまう。彼をリ

スペクトできる（尊敬できる）としたら、どういう状況があると思いますか。ヒ

ント：彼は病気ではありません。家にお金がなくて夜もアルバイトしているとい

うことでもありません。 
 

問2. ある学生さん（Ａさん）は、児童養護施設に実習に行きました。Ａさんは子ど

もたちのことを「虐待で心に傷をもったかわいそうな人たち」と考えていた。で

も施設の子どもたちと関係をつくることができなかった。数ヶ月後、Ａさんは、

私に「やっと子どもたちと話せる関係できました！」と報告した。私は、その施

設に行き、Ａさんの話を伝えましたが、そのあと職員のかたが、おっしゃったこ

とにびっくりしました。その職員は何と言ったのだと思いますか。 
 

問3. 私は大学生のころ障害児施設にボランティア活動で行って、そこで子どもたち

に驚いて感心したことがあります。それは、どういうことだったと思いますか。

ヒント：子どもたちの障害は身体障害でした。パラリンピックの選手のように上

手に身体を動かした、ということではありません。 
 

問4. 私は大学のゼミで認知症の高齢者をゲストとして招きました。この認知症の高

齢者たちは、ボランティア活動をしています。どんなボランティア活動だと思い

ますか。ヒント：認知症の高齢者だけができる貴重なボランティア活動です。 
 

私の講演の記録等は、以下のサイトにまとめています（作成中）
https://researchmap.jp/tomofumioka/ 
「岡知史 リサーチマップ」で検索しても出てきます。 



以下のことが、授業前に担当教諭によって学生に知らされている。 
 
授業タイトル 
「上から目線」ではない福祉について：枝を切られた樹は美しい実を結ぶ 
 
経歴 
 
1958 年 8 月、兵庫県姫路市生まれ。富山大学理学部数学科に入学したあと、大

学 2 年生のころ偶然が重なり障害児施設にボランティアに行くことになり、社

会福祉学に興味をもつ。富山大学を卒業後、社会福祉について学ぶため、東京

にある日本社会事業大学に入学。そこで「自助グループ」（セルフヘルプグル

ープ）という概念に出会う。その後、大阪市立大学大学院に入り、自助グルー

プを研究。現在、上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授。 
 
授業内容について 
 
ある高校生が「大学で社会福祉を学びたい」とクラスメートに話したところ、

「かわいそうな人を助けてあげたいだね」と笑われたそうです。そこには「あ

なたは上から目線で人を見る人なんだね。私には、そんなことはできない」と

いう意味が込められていて、とても不愉快だったとか。私は、その話を聞いて、

高校生たちのなかには社会福祉について大きな誤解があるのかもしれないと思

い、「枝を切られた樹は美しい実を結ぶ」という話をしたいと思いました。枝

を切られずにのびのびと育った樹には、実がつかないそうです。それに対して、

枝を切られた樹には、大きな実ができるそうです。それと同じように、苦しく

辛い体験をしている人は、枝を切られた樹のように人間として美しい実を結ぶ

ことがあります。社会福祉の仕事のなかで出会う人たちには、苦しく辛い人生

を歩んでいる人が多いかもしれません。しかし、そこには人間の真実の姿を知

ることができる機会があります。社会福祉の世界で出会う人は、「かわいそう

な人」と「上から目線」で見られるべき存在ではなく、人間の強さや美しさ、

そして限りない可能性を私たちに教えてくれる人なのかもしれません。この授

業によって、社会福祉とその周辺で生きる人たち、またそこで働く人たちのイ

メージを変えてもらえたらと思っています。 
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とき：2019.02.25.（月）13:30-14:30-15:30（2 回連続） 
場所：上智福岡中学高等学校 
テーマ「『上から目線』ではない福祉について：枝を切られた樹は美しい実を結ぶ」 

上智大学 岡 知史 
 
内容 
1. 上から目線で人を見る？ 
2. 小学校の先生にたとえると 
3. 敬意をもつこと、リスペクトすること 
4. 授業中に眠っている高校生をリスペクトできる？ 
5. おじいさんが認知症だった 
6. 人間ってなんだろうなと考え始める 
7. 枝を切られた樹は、美しい実を結ぶ 
8. 大学生のお姉さんが心配だった子どもたち 
9. 相手に敬意をもつことが大事 
10. 人は価値があるものの近くで生きたいと願うもの 
11. 障害のある子どもたちの施設 
12. 知的障害者の会長さん 
13. 認知症高齢者のボランティア活動 
14. まとめ 
15. いま辛い思いをしている人へ 
16. サバイバーズ・プライド 

                                 

ただいま紹介していただきました岡と申します。本日は、このような機会をいただきま

して、どうもありがとうございます。私は、いまさっき先生からご紹介いただいたので

すが、上智大学の総合人間科学部の社会福祉学科というところで教員をしております。 

 毎年、上智大学の総合人間科学部から、教員がこのように、こちらの高校でお話する

機会をいただくということなのですが、みなさんのなかには、きっと、ですね。「ああ、

心理学科だったら、もっと面白いだろうな」とか、「社会学科だったら、きっと僕たちの

住んでいる社会について教えてくれるだろうから、きっと興味深いだろうけど、でも、

社会福祉か、福祉ってあんまり興味がないな」と思っているかたも、いらっしゃるでし

ょうね。「うん、50 分間、福祉の話か、よし、じゃあ、寝よう！」なんて腕を組んで寝

る態勢に入っているかたも、もう、ちらほらいるように思います。 

 なので、今回のお話は、みなさんが「おや、福祉って意外と面白いかも」と思っても

らうために原稿を用意しました。 
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 特に、ですね。今日のプリントにも書かせてもらったのですが、実は、今年度オープ

ンキャンパスとか、特別入試とかで、社会福祉学科に入学したいという高校生たちに、

たくさん会ってきました。社会福祉学科って、上智の他の学科に比べたら受験生が少な

いわけですね。それで、その「社会福祉学科を受けたい！」という高校生に「社会福祉

学科で勉強するっていうのは、とても面白いよ！」って宣伝してよ！と頼んだんですね。

そうしたら、その高校生は何と言ったと思います？ 

 「それは、すごく難しい」って。 

 
 上から目線で人をみる？ 

 

 どうして難しいの？って聞いたら「私が、社会福祉学科に入りたいって言ったら、ク

ラスの友達は、『ふーん、困っている人を助けてあげたいんだ。えらいね～！』って言わ

れてしまう」というんです。その言い方が、つまり「ふーん、あなたは上から目線で人

を見ているんだね」とでも言いたげな皮肉っぽい言い方だったというわけですよ。 

 それを聞いたとき、私は衝撃を受けましてね。「ああ、いまの高校生は、まだそういう

感じで社会福祉を見ているだな。だから、社会福祉学科に入りたいって、クラスメート

のなかでも言いづらい雰囲気になっているんだな」と思ったわけです。 

 ただ、ここで私が、そのことに衝撃を受けたっていうことを言っても、ちょっとまだ

理解できないかたもいらっしゃると思うのですね。「だって、福祉って、かわいそうな

人たちを助けることでしょ」「きれいごとを言っても、本当のところは、そうでしょ」

と、みなさん、思っていらっしゃるかもしれません。 

 でも、そうじゃない。実は、そうじゃないんです。それを説明するために、私は、い

つも小学校の先生を例え話として、使っています。 

 
 小学校の先生にたとえると 

 

 みなさんも、ついこのあいだまで小学生だったわけでしょ。4 年前は小学生だった。

そのときにね、二人の先生がいたとしましょう。 
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 ひとりは、Ａ先生。このＡ先生は、小学生の子どもたちのことを「かわいそう」だと

思っています。なぜ、「かわいそう」なのか。なぜなら、何にも知らないから。子どもた

ちは何にも知らない無知な人間なのだから、自分が教えなければいけない、自分が知識

を与えなければいけないと思っています。自分がたくさん価値あるものを持っていて、

それを何も持たない「かわいそうな」子どもたちに、あげたい！と思っている。これが

Ａ先生ね。 

 じゃあ、もう一人のＢ先生は、どういう先生なのかというと、子どもたちは、すごい

エネルギーをもっていると思っています。子どもたちには、すごい可能性があると思っ

ています。だから、こういうエネルギーがあって、すごい可能性をもっている子どもた

ちと一緒に学べることが楽しくてしかたがない。 

 Ｂ先生は、親たちから「先生、お仕事たいへんでしょ」なんて言われると、口癖のよ

うに「いやあ、子どもたちから、いっつも元気をもらっています。エネルギーをもらっ

ています！」って、言うわけですよ。 

 Ａ先生と、Ｂ先生の違い、わかりますか。Ａ先生は、いつも与える側ですよね。自分

の知識とか、もっているものを子どもたちに何も知らない無知な子どもたちに、与えて、

与えて、与えるというのが、Ａ先生。与える一方だから、どうしても疲れてしまいます

よね。 

 それに対してＢ先生は、逆に子どもたちから元気をもらっているわけです。「子ども

たちってすごいなあ」「すごいパワーだな」「こんな見方、感じ方ができるんだ、すごい

なあ」って、感動しながらお仕事をしている。だから、すごく働いているんだけれども、

疲れない。だって、エネルギーを子どもたちからもらっているんだから。 

 Ａ先生と、Ｂ先生、違いますよね。 

 じゃあ、問題です。どっちがいい先生だと思いますか。 

 「いい先生って、言われても、価値観がいろいろあるからわからない」と思うかもし

れません。だったら、みなさんが小学生のとき、このＡ先生とＢ先生が、みなさんの通

っていた小学校にいたら、どっちの先生のほうが好きですか。 

 まあ、たいていの人は、Ｂ先生のほうが好きだと思うんですよ。 

 なぜでしょう。 
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 敬意をもつこと、リスペクトすること 
 

 それは、Ｂ先生は、子どもたちをリスペクトしているからですよ。子どもたちを尊敬

しているんだね。やっぱり人間は自分をリスペクトしてくれる人、自分に敬意を払って

くれる人を好きになると思うんですよ。「おまえらは何も知らない、かわいそうな人間

なんだ」と言われて、思われていたら、いくら、その人が自分のために知識を与えてく

れたといても、あんまりいい気持ちがしないよね。それは、そこにリスペクトがないか

ら。尊敬の気持ちがないからなんだね。 

 実は、福祉も同じなんですよ。 

 世間の人たちは、社会福祉で働く人のことを「エライね～」とか、よく言っています

よ。それは「かわいそうな人たちに、ずっと、与えて、与えて」していると世間の人た

ちは考えているからだと思うんですね。 

 でも、必ずしもそうではない。 

 小学校に、かわいそうで無知な子どもに自分の知識を与えなければいけないと思って

いるＡ先生と、子どもたちをリスペクトして尊敬して、そこからいつもたくさんのエネ

ルギーをもらっているんだというＢ先生がいるように、福祉で働く人たちの中には、そ

こで出会った人たちをリスペクトして、その人たちから、たくさんのことを学ばせても

らっていると思っている人が、たくさんいるんです。 

 また、そういう人は、長く働けるんだよね。出会った人たちから元気をもらったりす

るので、疲れない。それに対して「かわいそうな人たちだから、自分が助けなければ」

と思っている人たちは、その時点で、与える一方なので途中で疲れて仕事をやめてしま

う。 

 だから、結論をいうとね、社会福祉というと、高校生のなかには「上から目線で人を

助けること」と思っている人がいるかもしれないけど、実際は、そうじゃないんだね。 

そういう人がいたとしても、その場合は与える一方だから疲れて止めてしまうんだ。 

 じゃあ、次の問題にいくね。みなさんのなかには、こういう疑問をもつ人がいるかも

しれません。「子どもたちをリスペクトするというのは、わかる。子どもには、すごい可

能性があるんだから、それは、わかる。でも、他の人たちは、どうなんだ。子どもたち

以外で、リスペクトできるって、そんなこと、あるのかな？」と思うかもしれませんね。 
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 そこで、ちょっと、ひとつ問題を出します。 

 
 授業中に眠っている高校生をリスペクトできる？ 

 

 ここに一人の男子の高校生がいるとします。その子は、授業中、ずっと寝ているんで

す。先生から注意されても、どうしても寝てしまう。「夜中にゲームでもやってんじゃ

ないか！」とか、先生にずっと叱られている。本人も申し訳なさそうに反省はしている

様子なんですが、やっぱり寝てしまう。 

 それで、この子をリスペクトできるとしたら、どういう状況だと思いますか、という

問題です。なんか理由があるんですね。 

 ヒントとしては、病気ではないんです。それから家にお金がなくて、夜もアルバイト

している、ということでもないんです。 

 他にどんな理由があると思いますか。ちょっと想像して考えてみてくれますか。1 分

ほど隣の人とお話してもいいので、考えてみてください。 

 

 はい、どうですか。 

 これは、私は福祉にかかわる人から、実際に聞いた話なんですが、高校の先生が「お

まえ、なんで授業中、いっつも寝てるんだ。どういう理由なんだ」と聞いても、学生は

「すみません。寝不足なんです」としか答えない。「じゃあ、さっさと寝なさい。ダラダ

ラと夜中に起きているんじゃないよ」と注意しても、「はい、わかりました」というだけ

で、実際には、また眠ってしまうんですね。 

 
 おじいさんが認知症だった 

 

 私が聞いた、その理由は、その子は、自分のおじいさんと一緒に住んでいたですが、

そのおじいさんが、認知症だったんです。 

 認知症って、わかりますか。昔は「痴呆」とか言っていました。いわゆる「ぼけ」で

すね。 



上智福岡中学高等学校・出張講義「『上から目線』ではない福祉について」       2019.02.25. 

 

上智大学 岡 知史 6 
 

 認知症は、人によっていろいろ出てくる症状が違いますが、よくある症状の一つに、

夜、昼の区別がわからなくなってしまうというのがあるんですよ。その彼のおじいさん

も、夜、昼の区別がわからないんですね。だから夜中の 2 時、3 時に、玄関から出よう

とする。そして、出たら、こんどは帰り道を覚えていないから帰れなくなってしまう。 

 なので、その高校生は、毎晩、毎晩、玄関で服を着たまま、柱にもたれて目をつぶっ

て休んでいたんです。パジャマになったら、おじいちゃんが家の外に出てしまった場合、

追いかけられないでしょ。だから、ずっと外の服を着て、目をつぶっていたんです。そ

れから、ぐっすり寝てしまうと、おじいちゃんが玄関から出るのに気づかないからね。

熟睡はできないわけです。両親は、共働きで、家のローンとか、いろいろあって、どち

らか介護で仕事を辞めるわけにはいかないということで、高校生の彼が「じゃあ、僕が、

玄関で寝るよ」ということで、自分から、おじいちゃんの面倒を見ていたわけですよ。 

 学校で寝てばかりいるということを、両親も知らなくて、そのまま、その男の子だけ

に負担がかかっていたんだね。彼も自分が大好きだったおじいちゃんが、認知症で、わ

けがわからなくなっているということを誰にも言いたくなかったわけだね。 

 じゃあ、こういう彼を、どう社会福祉の立場から援助するかというと、まず認知症と

いうのは、誰にでもなる病気なんだよ、ということを伝えたいですよね。レーガン大統

領というアメリカの大統領も、サッチャーというイギリスの首相も、どちらも現代史に

残る業績を残した有名な政治家ですが、二人とも年をとってから認知症になってしまっ

た。だから、その人が、若いころからモノを考えなかったから「ぼけ」たんだと言う人

がいますが、それは全くの間違いで誰でも認知症になる可能性はあるんですよ。 

 それから、社会福祉として援助できる方法は、こういう認知症のかたが使える福祉施

設というのは、実はいろんなものがあって、それを使えるようにお手伝いすることがで

きるんですね。それで、その子は、お父さん、お母さんが、なかなか仕事で動けないの

で、家の代表みたいな形で、おじいさんと、いろいろな施設に行ってみたり、福祉のサ

ービスについて市役所の人から説明を受けたりしていくわけですよ。 
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 人間ってなんだろうなと考え始める 
 

 それで、そういうことを通して、高校生の彼は「人間ってなんだろうな」とか、「人間

にとって老いるというのは、どういうことなんだろう」とか、「家族ってなんだろう」と

か、あるいは「人間にとって働くということはどういうことか」とか、いろいろ真剣に

考えるわけですよ。 

 一方では、普通の彼のクラスメートは「なんとかさんは、すごく可愛い」とか、「なん

とかの授業は、面白いとか、つまらない」とか、ごく高校生の日常の狭い範囲で、思考

が回転しているわけですね。 

 そんななかで、クラスメートの誰かが、彼が自分のおじいさんの介護というか、世話

をしていることを知って、「おまえって、かわいそうなヤツだな」って、言ったとした

ら、みなさん、どう思う？ 

 かたや、クラスの女子のこととか、つまり狭い学校の日常のことだけを考える学生が

いて、その学生が、人間の老いの意味とか、人生の意味とか、そういうことを自分のお

じいさんを見ながら真剣に考えてきた彼に向かって、「上から目線」でね、「おまえ、か

わいそうだよな」というのは、ちょっと違うと思うんですね。 

 なぜ、違うのか。 

 
 枝を切られた樹は、美しい実を結ぶ 

 

 それが、今日の授業のタイトルにもある「枝を切られた樹は、美しい実を結ぶ」とい

うことですよ。枝を切られない樹はね、枝をどんどん自由に伸ばしていくんだけれども、

実がならないんだってね。いつまでも自由に伸びるからって安心しきっているから、実

ができない。それに対して、枝を切られた樹は、樹がびっくりするんですってね。「あ、

これは危ない」ということで、実を大きくすることに樹のエネルギーとか栄養が向かっ

て、結局、大きな実ができるんですって。 

 まあ、植物学の立場からいえば、そんなに簡単には言えないと思いますが、いまは、

たとえとして言っているんですね。だから、ここでいえば、玄関で寝ていた彼が、枝を
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切られた樹なんだね。こういう辛い思いをしていたから、いろいろ深く考えられるよう

になるわけですよ。人間としての成長というか、魅力も出てくると思うわけですね。 

 

 じゃあ、また、ひとつ問題を出します。 

 私が勤務している社会福祉学科では、学生たちが実習で、いろいろな施設にでかけま

す。そのひとつに児童養護施設というものがあります。児童養護施設には、親からの虐

待を受けたり、あるいは受けそうになったりしている子どもたちが多く生活しています。 

 それで、ある学生さんが、そういう児童養護施設に実習に行きました。というのは、

その学生さんは児童虐待に興味をもっていたんですね。特に虐待されたことによって、

子どもたちの心にできた傷というか、トラウマに関心をもっていました。だから、子ど

もたちのことを「心に傷をもったかわいそうな人たち」というように理解していたんで

すね。 

 でも、子どもたちの施設に毎日、通って、実習をしても、なかなか子どもたちと関係

をつくることができなかったんです。学生さんは、それがとても辛いと言っていました。 

 それから数ヶ月たったとき、その学生さんが、私の所に着て「先生、やっと子どもた

ちが、私になついてくれるようになりました！」と嬉しそうに報告にきました。私は、

「良かったね。がんばった甲斐があったね」と、その学生に言いました。 

 それで、大学の教員は学生が福祉施設に実習に行っているときに、その施設に訪問を

して、職員のかたから学生の様子を聞いたりするんですが、そのときに、私は、こんな

話をしたんです。 

 「先生、うちの学生も、最初は、かなり戸惑ったみたいでしたが、なんとか努力して、

子どもたちとの関係も作ることができたようで、良かったと思います」と言ったんです

が、そのあと、職員のかたが、おっしゃったことに、びっくりしたんです。もう、これ

は私が 30 年以上前に経験したことなのですが、まだ、はっきりと覚えています。 

 その職員のかたが、なんて言ったかというと「いいえ、違うんですよ」と言ったんで

す。学生ががんばって子どもたちとの関係を作ったというように思っていたんですが、

職員のかたは「いえ、そうじゃないんですよ」というわけですよ。 

 さて、職員のかたは、なんと言ったでしょうか。それが問題です。また、ちょっと 1

分ぐらい考えてみてくれますか。 
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 はい、みなさん、どんなことを想像されましたか。 

 
 大学生のお姉さんが心配だった子どもたち 

 

 その職員のかたがおっしゃったことはね、こういうことでした。「実はね、（その学生

さんを、ここでＡさんと呼んでおきますが）実は、先生（私のことです）、Ａさんが、ず

っと施設のなかで、ひとりぼっちで座っているのを、子どもたちが、すごく心配してい

たんですよ。『あの、お姉ちゃん、かわいそう。なんとか、してあげたい』って、女の子

たちが、話し合っていたんですよ。でも、うまく話せるかどうかなって、心配になって、

私に相談に来たんです。それで、私が『だいじょうぶよ、声をかけてごらんなさい。大

学生のお姉ちゃん、喜ぶよ』というように励ましていたんですって。それで、その子た

ちは、すごく不安だったけど、思い切って話しかけて、そのあと職員のかたに、また報

告にきて『うまく話せたよ』って言ったと。」 

 いやぁ、私は、それを聞いて、もう涙が出ましたね。もう 30 年も前のことなのに、

いまでも思い出すと泣けてくるんですね。 

 

 施設の子どもたちというのは、誰も好きで児童養護施設に入ってきたわけではないん

ですよ。なんで自分は、この施設に来なければならなかったんだろうと、きっと悩み、

最初のころは、すごく寂しい思いをしたんだと思うんですね。だから実習生が一人で、

寂しそうに部屋の隅にいると、なんとかしてあげなくっちゃって思うんでしょう。 

 でも、私が小学生のころ、そんなことを考えられたかというと、全く考えていなかっ

たですね。誰かが寂しい思いをしているんじゃないかとか、それに対して自分には何が

できるだろうかとか、そんなことは考えてみたことも無かったように思います。すごい

な、この子たちはすごいな、と思うわけですね。 

 これもまた「枝を切られた樹は、美しい実を結ぶ」という事例ですよ。 

 この子たちは、きっと、すごく辛い子ども時代をすごしたのだと思いますね。でも、

だからこそ、実習生の気持ちにまで寄りそうことができるというか、小学生のこどもが、

そこまで考えるか、ということまで考えているわけですよね。 
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 さっきの女子学生は、なぜ子どもたちとの関係がつくれなかったのかというと、ひと

つには、そういう子どもたちの深い気持ちまで想像できなかった、ということだと思う

んですね。その学生にとっては、児童養護施設の子どもたちは、トラウマというか、心

の傷をかかえた「かわいそうな子どもたち」にすぎなかった。だから、子どもたちが、

まさか自分の孤立している姿を見て、心をいためてくれていたなんて考えないわけです。 

だから、子どもたちと話ができたのは、もっぱら自分の努力の成果だと思い込んでいる

わけですね。 

 こういう話を聞くと、児童養護施設の子どもたちをリスペクトする気持ち、尊敬する

気持ちが出てきませんか。 

 
 相手に敬意をもつことが大事 

 

 福祉ではね、相手を尊敬する気持ちが大事なんですよ。レスペクトする気持ちね。「か

わいそう」という気持ちは、相手を下に見ているわけじゃない。「あなたは、かわいそう

な人間だね」と友達に言われたら、いい気持ちがしますか。しないでしょ。それは、そ

こに尊敬の気持ち、リスペクトする気持ちがないからですよ。 

 

 私の経歴は、ちょっと変わっていて、もともと大学では数学を勉強していたんです。 

それが、いろいろ偶然が重なって、障害のある子どもの施設にボランティアに行くよう

になったんです。それで障害のある子どもたちと出会って、じゃあ、こういう子どもた

ちにかかわる仕事をしたいと思って、社会福祉を勉強するために、もう一回大学に入り

なおしたんですよね。 

 そのときだって、障害のある子どもを「かわいそうだ」と思ったから、社会福祉を勉

強しようと思ったわけではないんですよ。これは、私はよく学生たちに言うことですが、

相手を「かわいそう」と思ったら、福祉の仕事はできないです。 

 なぜでしょう。 

 それはね、「かわいそう」というのは、結局、自分が恵まれた立場で、相手は不幸なん

だということで、いまの言葉でいえば「上から目線」でしょ。はっきり言ってしまえば、
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相手を自分の下に見ているんだね。人間として価値があるのは、本当は、自分であって、

相手は、自分よりも価値がない人間だと思っているわけだよ。 

 
 人は価値があるものの近くで生きたいと願うもの 

 

 でも、人間というのは自分にとって価値があるものの近くで生きたいものなんだよね。 

だから、一時的な気持ちだったら、「かわいそうな人」というか、自分が一段下の人間と

みなしている人のために働くことができるだろうけど、長くは働けないと思うのですよ。 

最初に言ったように「かわいそうな人」のために働くのだったら、自分が与えて、与え

て、与えて、ということになって、疲れてしまうんだよね。 

 だから、最初の話にもどると、私は障害のある子どもたちと出会うことで、社会福祉

の勉強をしたいと思うようになったんですが、それは障害のある子どもを「かわいそう」

と思ったからではないんですよ。そうではなくて、障害のある子どもたちをリスペクト

する体験をしたからなんですね。つまり、ああ、この子たちは、すごい子たちだ。この

子たちとかかわって生きてみたいと思ったからなんです。 

 

 じゃあ、また問題ね。 

 私は、大学生のころ、障害児施設にボランティア活動で行って、そこで子どもたちに

驚いて、感心したことがあります。それは、どういうことだったと思いますか。 

 ヒントは、このときの子どもたちの障害は、身体障害でした。それから、決して、パ

ラリンピックみたいに、障害があっても身体をうまく動かせるとか、そういうことじゃ

なかったんですね。ちょっと 1 分ほど、考えてもらえますか。どうぞ。 

 
 障害のある子どもたちの施設 

 

 私の行っていた施設では、子どもたちは、身体の障害のために、いろいろ医療的な問

題をもっていることが多くて、家族とはなればなれになって、その施設で生活していた

んですね。 
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 家に帰ることができるのは、1 ヶ月に 2 回の週末だけでした。それも重い障害の子ど

もさんの介護ができない家庭の場合は、子どもたちは家に帰ることができないんですね。 

だから、子どもたちは、もう親が恋しくて恋しくてしかたがないわけですよ。 

 私は、そこにボランティアとして行っていたわけですが、それは、親代わりのオトナ

ということで、すごく甘えてくるんですね。ボランティアに行ったら、子どもたちが、

ワーッと集まってきて、両手、両足、それから後ろから首に抱きついてきたりして、す

ごい状態になるんですよ。 

 で、そのなかで、ひとり、どのボランティアにも抱きついてこない女の子がいたんで

すね。その子は、小学校 1 年生か 2 年生だったか、そのくらいの小さな子だったのです

が、両親が離婚してしまってね、その子は、お母さんが大好きだったのに、お父さんが、

その子を育てる形になっていました。だから、大好きなお母さんには会えないし、お父

さんは、自分からお母さんを奪った憎い人、みたいになってしまって、すごく寂しい思

いをしていました。 

 その子は、まあ、チーちゃんと僕らは呼んでいましたが、チーちゃんは、さっきも言

ったように、抱きついてきたり、甘えてきたりはしないんです。ただ、近くに来て、「あ

っちに行け！」というんですね。「ああ、僕のこと、嫌なんだな」と思って、遠くにいく

と、チーちゃんは私のことを追いかけてきて、「あっちに行け！」というんですよ。 

 この気持ち、わかりますか。「あっちに行け！」と言いながら追いかけてくるんです

ね。人を求めていながら、同時に人を拒否しているわけですよ。 

 私が感心したのは、チーちゃんの同級生の、やっぱり小学校の 1 年か 2 年ぐらいの小

さな子たちが、私の手をじっとにぎりながら、「岡さん、チーちゃんところに行くんで

しょ？ 行ってあげなよ」というんですね。自分も、とっても寂しいのに、自分よりもも

っと寂しい思いをしている友達のことを優先していいんだよと、言っているんだよね。 

私は、自分が小学校 1 年、2 年のとき、そんな友達のことを考えて発言したり、行動し

たりしていたかなと思うと、全くしていなかったように思うのです。 

 その子たちは、本当に小さいのに、障害の進行というか悪化を防ぐために、何度も何

度も痛い手術をしなくてはいけなくて、しかも、お母さん、お父さんと月に何回かしか

会えない状況で、本当に、究極の状況ですよね。そのなかで、自分よりも寂しい思いを
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している友達のことを考えるなんて、なんで、こんな小さな子にできるんだろうと驚き

ました。 

 これも「枝を切られた樹は、美しい実を結ぶ」という例ですよね。こういう厳しい状

況にあるからこそ、その子たちの持っている心の美しさが、大きく見えてくる。 

 それから、いまお話しした子どもたちは、まだ松葉杖とか、車椅子で移動できるのだ

けれども、その施設には、障害の特別に重い子どもたちが集まっている建物があって、

そこでは、みんな障害が重いから、動けないし、うまくしゃべることもできないわけで

すよ。それで、子どもたちは、ただ、タタミの上で、ねころがっているだけ、というか、

ねころがるように床に置かれているだけ、という状態だったんですね。 

 そこに両手と両足がない女の子がいて、やはり障害がとても重い子どもとして、その

建物のなかにいました。でも、この子は、両足がないんだけれども、足首が直接、胴体

についている感じなので、身体をゆさぶって歩くことはできるんですね。それで、口で

新聞をくわえて、新聞のスポーツ欄を読むのが好きな子のところまで持っていってあげ

るわけですよ。その子は、両手、両足には障害があるけど、話すことについては、全く

障害がないので、その新聞を声に出して読んであげるわけですよ。その重度の障害の子

どもの建物には、たくさんの動けない、しゃべられない子どもたちがいたけれども、そ

の両手、両足の不自由な女の子が、一生懸命、他の子どもの面倒を見ていました。やっ

ぱり、まだ小学生ぐらいだったと思うんですよ。すごいなあと思いましたね。 

 これもまた「枝を切られた樹は、美しい実を結ぶ」という例だと思うんですね。 

 こういう例は、福祉の世界にいくらでもあるんですよ。 

 
 知的障害者の会長さん 

 

 他の例としては、知的障害って、わかりますかね。知的な能力に障害のある方ですよ

ね。私がまだ 20 代のころですけど、知的障害のオトナの人が住んでいる施設を訪問し

たことがありまして、その施設では、障害者の自治会があってね、その会長さんという

方が、施設の案内をしてくれたんです。 

 その会長さんにも知的障害があるんですよ。だからなんでしょうけど、施設の説明が、

すごく単調でね。たとえば「ここが食堂で、僕たちは、ここで楽しく過ごすんだな」「こ
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こが、娯楽室で、僕たちは、ここで楽しく過ごすんだな」「ここが、お茶を飲むところ

で、僕たちは、ここで楽しく過ごすんだな」という感じで、すべて「僕たちは、ここで

楽しくすごすんだな」という説明なんですよ。 

 私も、だんだん「僕たちは、ここで楽しくすごすんだな」という説明に飽きてきたの

で、ちょっと質問をしてみたんです。たとえば「そうですか、じゃあ、ここで、どんな

ことをするんですか」とか、「どんな人が、ここを使うんですか」とか質問したんです。 

 すると、会長さんは黙って考え込んでしまったので、「ああ、質問しても、この人には

質問の意味がわからないんだな」と思って、私も質問をやめて、「僕たちは、ここで楽し

くすごすんだな」という会長さんの繰り返しを、まあ、仕方が無いかなという感じで聞

いていたんです。 

 それで施設をぐるっと回って、すべて終わったときに会長さんが、突然「ごめんね」

と私に言うんですよ。「え、何がですか？」とびっくりして聞いたら、「ごめんね、僕ね、

うまく説明したいんだけど、考えようとすると、わけがわからなくなってしまうんだ。 

ごめんね、ごめんね」と何度も言われるんですね。「いえ、大丈夫です」と私は答えたん

ですが、会長さんは、ずっと「ごめんね、ごめんね」と言っていて、私は、ここで胸が

いっぱいになってしまってね。 

 ああ、会長さんは、僕のために一生懸命、説明してくれていたんだなって。でも、そ

れを私は、すごく軽く流してしまっていて、「ああ、この人には、難しいことは、わから

ないんだ」というような小馬鹿にしていたような態度をとっていたんじゃないかと思う

と、私のほうが「ごめんね、ごめんね！」と言いたくなって、とても恥ずかしかったで

す。この会長さんの一生懸命さ、それから謙虚さ、これも私がリスペクトしたいという

ところですよね。 

 

 はい、いよいよ、授業も終わりに近づきました。 

 最後に、こういう福祉の場面で私たちが出会う人というのは、尊敬されるべき人とい

うだけではなく、すごく社会的に影響力がある場合があるということを言いたいと思い

ます。そこで、また問題を出しますね。 
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 認知症高齢者のボランティア活動 
 

 私は、大学のゼミで、認知症の高齢者をゲストとして招きました。この認知症の高齢

者たちは、ひとつ、ボランティア活動をしています。さて、どんなボランティア活動だ

と思いますか？ ということですね。ヒントは、認知症の高齢者だけができる、貴重な

ボランティア活動です。ちょっと考えてみてください。はい、どうぞ。 

 

 はい、どうでしょうか。認知症の高齢者が、ボランティア活動なんて、できるんだろ

うかと思いますかもしれませんね。 

 私の大学のゼミは午前 11 時から始まるのですが、そこにゲストとして、認知症のか

たのボランティアグループに来てもらったのですが、なんと 11 時からの集まりに朝の

9 時から来て待ってくれていました。2 時間も早くきて待っていてくれたんですよ。な

ぜだかわかりますか。 

 待ち合わせの時間を、みんな忘れてしまうからですって。だから「明日、11 時に、上

智大学集合ね」といって、11 時ということを忘れてしまうんでしょうね。「何時に行く

んだ！俺は、聞いていないぞ！」なんて怒っている人もいて、「もう何度も言ったよね」

ってという話なんですが、本人は聞いても忘れてしまうんですよ。だから 11 時からの

ゼミなのに朝の 9 時から来て待っていてくれたわけです。 

 それで、じゃあ、どんなボランティアかというと、「認知症とは何か」ということを、

社会に知らせていく活動をしているんですよ。 

 私のゼミでも、ある方が、こんな話をしてくれました。「みなさん、社会福祉学科の学

生ですよね。だったら、認知症とはどんな病気なのか、知っていますね。いろんな本や

教科書に認知症とはどういうものか書いてありますね。でも、そこには、どんなことが

書いてありましたか。まず、時間がわからなくなる。場所がわからなくなる。それから

目の前にいる人が誰なのか、わからなくなる。こんなふうに、認知症になったら、こう

いうことができなくなります。こういうことがわからなくなります、と。ネガティブな

ことばかり書いてありますでしょ」と。 

 うーん、たしかにそうなんですね。 
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 「だったら、あなたは認知症ですって診断されたら、どんな気持ちになりますか。も

う絶望しかないんじゃないですか。でもね、そうじゃないんです。認知症になっても、

人生を楽しむことができます。認知症になっても、旅行をしたり、友達と食事をしたり

して生きていくことを楽しむことができます。だって私たちも認知症なんだけれども、

人生を楽しんでいますよ。旅行もできますよ。こうやって講演活動をしたりもしますよ」

と、こういうお話をされるわけです。 

 つまり認知症のかたがたのボランティアは、同じ認知症のかたに希望を与えることが

できるわけですよ。これは自分自身が認知症の人だけができることですよ。 

 どんなに偉いお医者さんだって、できないですよ。なぜなら、認知症は、たとえば、

アルツハイマー病は、いまの医療では治せないですからね。お医者さんが「認知症です。

でも希望をもって生きましょう」なんて患者さんに言っても説得力がないですよね。 

「希望を持てって言われても、それは他人事だから、そんなことが言えるんでしょ」と

いうようになるよね。 

 だから、認知症の人がボランティアになって「認知症になっても大丈夫。人生は楽し

めますよ」と言っていくのは、すごい活動で、社会的にもインパクトがあると思うんで

すね。これなんかも「枝を切られた樹は、美しい実を結ぶ」という例だと思うんだよね。 

認知症って診断されて、すごく辛い状況におかれたから、そこで、その人の人間として

の深い部分が、ふわっと現れる感じなんですね。 

 
 まとめ 

 

 さて、そろそろ 50 分の授業も終わりになってきましたので、まとめに入りたいと思

います。 

 復習するとね、社会福祉って、世間では「かわいそうな人たち」を助けることだと思

われているようだけど、そういう「かわいそうな人たち」を助けたいという姿勢の人は、

相手を「下」に、自分を「上」に見ているから、あんまり長く続かないんだよね。 

与えて、与えて、与えてということ考えているから、結局、自分が疲れてしまうという

ことですよ。 
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 それに対して、福祉の世界で本当に生き生きと仕事をしている人たちは、そこで出会

う人たちをリスペクトすることを知っていますよ。なぜリスペクトできるかというと、

なぜ尊敬の気持ちが持てるかというと、それは何度もいうように、枝を切られた樹は、

美しい実を結ぶからですよ。ああ、人間って、こんなに強いものなんだとか、ここまで

誰かを思いやることができるんだとか、私たちの価値観がガラッと変わるような、価値

観が変わって、ますます人間が好きになったり、あるいは人間であることが好きになっ

たりする仕事なんですよ。 

 だからね、ぜひ社会福祉の学問に、あるいは社会福祉の仕事に関心をもってもらいた

いと思います。 

 
 いま辛い思いをしている人へ 

 

 最後にひとことだけ言っておきます。 

 みなさん、ここに 80 人いらっしゃるということですが、80 人いらっしゃったら、み

なさんのなかには、けっこう毎日辛い思いをしながら生きているかたが、いらっしゃる

と思うわけです。 

 たとえば、お父さんの暴力の問題で悩んでいるかたは、きっと何人かいらっしゃると

思います。お父さん、お母さんのお酒の問題で悩んでいるかたもいらっしゃると思いま

す。あるいは、家に帰ったら、ずっとお父さんとお母さんがケンカをしている。それが

辛くて辛くて、ケンカの声を聞いてるだけで、体中のエネルギーが奪われてしまうとい

うような思いで毎日の生活を続けている人は、けっこういらっしゃると思います。 

 これ、みんな児童福祉の問題なんです。児童福祉法という福祉の法律では、みなさん

は、まだ 18 歳未満ですから児童なんですよ。 

 母子家庭で育った女子高校生で、家に帰ったら、母親の愛人がいて、じっと自分をい

やらしい目で見ている、ということで、夜も家にいられないんですね。だから、夜にな

ると、外を出歩く。すると少年非行だということで、警察に補導されたり、学校に連絡

が入ったりするけど、本当は悪いのは、その子ではなくて、その母親だったり、その愛

人だったりするわけですよ。でも、自分の母親のことを悪く言えないから、その家のこ
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とは言えないんですね。あるいは、それを言ってしまったら、その愛人から何をされる

かわからないという恐怖感があったりするわけですね。 

 だから、みなさんが、もし生きる上でいろんな困難があったとしたら、3 つだけ、ア

ドバイスさせてください。 

 一つは、信頼できるオトナに相談すること。最初に、毎晩、朝まで玄関で寝ている高

校生の話をしましたが、その子も、誰か信頼できるオトナに相談すれば良かったと思う

のですね。 

 それから、もう一つは、相談したオトナに裏切られても諦めないで、他のオトナを探

してください、ということです。福岡市には、福岡市こども総合相談センター えがお

館、というのがあって、24 時間、夜中だって相談を受け付けていますよ。相談するとい

うのは、勇気がいりますからね。多くの人が 1 回 1 人の人に相談して、それでダメだっ

たら、そこで諦めてしまうんですよね。そうならないようにお願いしますね。 

 
 サバイバーズ・プライド 

 

 そして 3 つめは、今日のお話と関係しますけれども、枝の切られた樹は、美しい実を

結ぶということですよ。すごく辛い思いをしていても、そこから自分の人間としての深

みというか、強さが生まれることがあるんです。 

 「だから、黙って耐えてください」というのではないですよ。信頼できる人に相談を

することは、大事です。でも、それと同時に自分が体験したことをすべてマイナスに捉

えなくていいんですよ、ということです。 

 それをね、社会福祉の世界では、サバイバーズ・プライド(survivor’s pride)というん

です。つまり、これだけ辛いことも、私は耐えてきた、生き残ってきた。生き残ってき

た者（survivor）としてのプライドですね。この 80 人のなかには、きっと、すごく辛い

思いをして毎日を生きている人がいると思う。その人たちに、私は、サバイバーズ・プ

ライドという言葉を贈りたいと思います。プライドをもって、誇りをもって生きてくだ

さい、ということですね。 

 はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。 


