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はじめに 

2020 年で、東京学芸大学でヒューマンライブラリーを始めて、5 年目になる。本年は、

コロナ禍ということもあり、初めて、オンラインで開催することとなった。また、日程もこ

れまでは、12 月第 2 週目の日曜日の昼間であったが、11，12 月の平日の夜の時間帯に開催

するということにした。異例の開催の中で、延べ 97 名（本 10,スタッフ 18,読者 69）の参

加が得られたことは、過去最高であった。また、ヒューマンライブラリーの特色として、少

人数で濃密な対話を行うことがあるが、オンラインで同じ効果が得られるのか、不安があっ

た。しかし、実際やってみるとオンライン上での様々な制約があるとはいえ、実際の対面に

劣らない成果を得られたのは良かった。オンラインの利点として、実際に足を運ばなくても

いいので、気軽に参加しやすい、遠方の参加者も参加しやすい、などの利点があったことに

よって、今回多くの申込が得られたように思う。特に学芸大学内で、学芸ポータルの呼びか

けで参加した学芸大生が多かった。また、一般としては、異文化間教育学会の ML によっ

て、参加した教員やそのゼミ生なども多かった。ただ、オンラインのデメリットとして、途

中で、通信が切断されたり、音がハウリングして聞こえにくくなったりして、コミュニケー

ションが途切れるトラブルも何度かあった。また、今回、視覚障がい者がオンラインでヒュ

ーマンライブラリーをするという困難性があり、お二方には、直接、大学の教室に来ていた

だき、スタッフが送り迎え、介助をすべて行いながら、実施した。視覚障がい者にとって、

音だけで読者の反応を見なければならないので、読者がミュートにしていると反応がわか

らないなど、何かやりにくさを感じさせてしまったようである。逆に、発達障害を持つ方に

は、カメラをオンにして、複数の人の顔が出ていると気分が悪くなるというような別の反応

も見られ、「本」の特性に応じて、オンラインのやり方も色々変えなければならないという

ことが分かった。 

今回のヒューマンライブラリーは、学芸大学 explayground に入ったことによって、担当

教職員の協力も得られ、特に、ZOOMでのグループの振り分けなど非常にお世話になった。

また、学生スタッフも、去年スタッフを担ってくれた 4 人に加え、新しく学部 1 年生の学

生、M1 の学生の協力が得られた。学内団体 IRORI の共催も初の試みであった。今回、学

芸大生の参加が広がったことを契機に、来年以降、学生主体にヒューマンライブラリーが運

営されることを期待したい。また、「本」に関して、スタッフの紹介で新たに 4 冊の「本」

が増えたことは嬉しいことである。「本」自体の新規開拓も今後の課題であり、益々のヒュ

ーマンライブラリーの発展に向け、来年以降も努力していきたい。 

 

東京学芸大学ヒューマンライブラリー2020 実行委員会 代表：岡 智之 
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開催案内 

東京学芸大学ヒューマンライブラリー

2020 開催案内 

ヒューマンライブラリー（人間の図書館）とは 

  

ヒューマンライブラリーは、お互い異なる文化的背景や身体、考え方を持った人々を生き

た「本」として迎え、「読者」との対話・交流を通じて、多様な生き方を認め合う、多様性

に対して開かれた社会の実現を目指す試みです。2000 年にデンマークで始まり、欧州を中

心に北米、オーストラリアなど世界各国で行われています。日本では、2008 年以来、駒澤

大学、明治大学などの大学や様々な団体、個人により全国で行われ、東京学芸大学でも、

2016 年以来、4 回ヒューマンライブラリーを開催しました。2017 年には日本ヒューマンラ

イブラリー学会が創立され、2018 年に 25 名の実践者を著者とした包括的な著作も出版さ

れました（下記参照）。ヒューマンライブラリーで「本」になってくださる方は、現在交渉

中ですが、在日外国人、セクシュアルマイノリティ、障がい者、教育支援者など多種多様な

方々を予定しています。なお、ヒューマンライブラリー開催理念から、本イベントはすべて

非営利目的のボランティア活動です。「本」として、スタッフ（「司書」）として、また後援・

協賛者として、本年もヒューマンライブラリーへのご協力をなにとぞお願い申し上げます。 

本年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、オンラインで、本学学生、また地域の

人も広く参加できるように、平日 2 回に分けて行います。 

参考文献：坪井健、横田雅弘、工藤和宏編著『ヒューマンライブラリー：多様性を育む「人

を貸し出す図書館」の実践と研究』明石書店、2018 

記 

● 開催日時：2020 年 11 月 13 日（金）、12 月 10 日（木）いずれも 18 時から 20 時まで 

● 開催方法：ZOOM によるオンライン開催 

● 主催団体： 東京学芸大学ヒューマンライブラリー2020 実行委員会（代表：岡 智之） 

● 連絡先 ：東京学芸大学留学生センター 岡 智之研究室（N 棟２F） 

       〒184-8501 東京都小金井市貫井北町４－１－１ 

       Tel&Fax. 042-329-7235  e-mail: okatom@u-gakugei.ac.jp  

 

mailto:okatom@u-gakugei.ac.jp
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企画概要 

 

１．企画理念・目的 

・生きている「本」と読者との対話を通して、多様な生き方を認め合う、多様性に開か

れた社会の実現を目指す。 

・差別や偏見のある社会に対して問題意識を持ち、すべての人が平和に暮らし、お互い

を尊重しあえる社会の実現を目指す。 

・将来、教員、教育支援者になる学生が、マイノリティや多様性を学ぶ場として位置づ

ける。 

・大学構成員、地域住民と「本」となるマイノリティなどの方を結び付ける試みとして

開催する。 

２．企画内容 

 在日外国人、セクシュアルマイノリティ、障がい者や教育支援者などに「本」として来

ていただき、彼らの話を聞きたい方と引き合わせて、個人的体験などについて、約 30

分単位で数回語っていただく対話のコーナー（1 人につき１～５人の聞き手）を作りま

す。講演などと違い、面と向かって自由に対話ができることがヒューマンライブラリー

の特徴です。 

３．本イベントの主たる対象者 

 東京学芸大学の教職員、学生、そして地域住民をはじめ、基本的に、本イベントの趣旨

にご賛同いただける方なら、誰でも参加できます。 

４．「本」としての協力予定者 

 現在、候補者をあげて、交渉の最中ですが、最終的に 10～12 名程度の協力者を確保す

る予定です。 

５．開催費用 

 準備過程での費用は、スタッフのボランティア活動によります。「本」としての参加協

力者も、基本的にはボランティア参加を条件とします。ただし、交通費（程度の謝金）

は主催者が用意します。。 

６．開催費用の収集方法  

  東京学芸大学地域連携事業費認定。協賛団体の協賛金・個人の寄付。 

７．注意事項 

 ヒューマンライブラリー開催の理念により、特定団体の宣伝や営利目的で開催すること

はできません。従って、本イベントも営利目的や宣伝目的での参加はご遠慮願います。 
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ちらし 

東京学芸大学 

ヒューマンライブラリー2020 

      オンライン開催 

                           東京学芸大学 explayground ラボ 

                     東京学芸大学地域連携事業                           

  

  

ヒューマンライブラリーは、在日外国人、障がい者、セクシュアルマイノリティ、教育支援者など、生きて

いる「本」と「読者」との対話を通して、多様な生き方を認め合う、多様性に開かれた社会の実現を目

指すイベントです。本年は新型コロナウィルス感染拡大防止のためオンライン開催となります。生きた

「本」のタイトル、あらすじは、本ちらし 2，3 ページにあります。各日 3 冊まで本を借りられ、30 分ず

つお話しできます。下記予約フォームで希望する「本」を予約してください。ZOOM のリンク先をお知ら

せします。 

日時：11 月 13 日（金）12 月 10 日（木）18:00～20:00 ZOOM によるオンライン開催 

主催：東京学芸大学ヒューマンライブラリー2020実行委員会（代表：岡 智之） 

後援：小金井市教育委員会、小金井市社会福祉協議会 

協賛：東京学芸大学教職員組合   共催：IRORI（学内任意団体） 

問合せ先：東京学芸大学留学生センター 岡 智之 okatom@u-gakugei.ac.jp  

予約フォーム：https://forms.gle/QBdRwsvijRXhVZFS6 

申し込み締切：11/13 分は、11 月 5 日（木）、12/10 分は 12 月 2 日（水）まで。先着順

で一回のセッションの「本」一冊につき、5 人まで一緒に参加できます。 

 

  

mailto:okatom@u-gakugei.ac.jp
https://forms.gle/QBdRwsvijRXhVZFS6
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東京学芸大学ヒューマンライブラリー2020 

「本」のタイトル、あらすじ一覧 

＊下記の「本」を 3 冊まで借りられ、30 分ずつ対話できます。 

11 月 13 日（金）18:00～20:00 

作者名 カテゴリ

ー 

タイトル あらすじ 

ミルオ

ン 

ベトナム

人ベトナ

ム語・日

本語講師 

キャリアウー

マンの子育て

しやすい環境

を考えてみよ

う 

私は 2000年に国費留学生としてベトナムから来日、

日本語学校、専門学校、大学で、合計 5 年間日本語を

学んだ。日本は発展国で、何でもあって、本当に便利

だが、子育てと仕事を両立したがる女性の立場から見

ると、実現しにくい国だと思う。子供の数が減少して

いくのに、保育園が足らなく、優先順位より順番待ち

の状態で、入園申請の手続きは複雑で面倒だ。女性が

独りぼっちで子育てしているようで、精神的な病にな

りがちだ。キャリアウーマンに対して子育てしやすい

環境をつくってほしい。 

平良莉

（ひら

り） 

LGBT の

「L」と

「T」 

一見すると異

性愛者、でも

実際は同性愛

のトランスジ

ェンダー 

「身体性が男性で、恋愛・性愛の対象が女性」という、

傍目からはごく普通の男性にしか見えない、結婚もで

きるし子作りもできる私。しかし実生活では、レズビ

アンのトランスジェンダー（身体性は男性、性自認は

女性、恋愛・性愛の対象は女性）といった複数のマイ

ノリティ性を持つ人々の存在が世間ではあまりよく

知られていないために、その稀有な生きづらさを気軽

に相談できる相手がほとんどおらず、一人で思い悩む

こともあります。 

小山祐

介(コ

ヤ) 

鬱当事者 なりたい自分

になれなかっ

た君へ～自分

両親の愛がわからず、ひたすらに聞き分けのいい素直

で良い子で日々を過ごすも就職活動で挫折、システム

エンジニアで残業 100 時間以上の超過労働、常駐先の

パワハラが引き金となって 24歳で鬱を発症しました。

10 回近く転職しながらアートやエンタメの活動をし

ていたところ、鬱の実体験を活かした起業の機会をい
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(鬱)と共に生

きる～ 

ただくも大きく失敗と挫折。ただ、だからこそ気づき、

話せることがあります。その全て、包み隠さずお話し

ます。 

いくみ 肢体不自

由 

障害者の学生

生活（普通校

と特別支援学

校に通って） 

障害を持って生まれた自分の学生時代からのお話。 

小学校、中学校は、地元の公立に通い、高校は特別支

援学校へ進学。 

普通校と特別支援学校の違いや普通校を選んだ理由、

特別支援学校を選んだ理由、それぞれの学生生活、先

生方や友人達との関係など楽しくお話出来ればと思

います。 

大谷重

司(お

おたに

じゅう

じ) 

視覚障が

い 

（ベンチプレ

ス）世界チャ

ンピオンにな

るまで 

私は２４才で視力を無くしました。日ごろから思うこ

ととして、断絶されることへの反感です。近所のテニ

スクラブには自分は参加できない。やりたいとした

ら、障碍者スポーツセンターでボールの中に鈴を入れ

たものでテニスをしないといけません。それはサッカ

ーでも野球でも同じことでしょう。町内の人と同じ場

所で身体を鍛えることはできないのか？そんなこと

をある日、適えられることができたんです。視力障害

が特別なことではなくなるのが、ベンチプレスでし

た。これはバリアフリーで社会参加の実感でした。 

12 月 10 日（木）18：00～20：00 

作者名 カテゴリ

ー 

タイトル あらすじ 

長谷川

留理華 

ロヒンギ

ャ 

迫害にもいじ

めにも負けな

いから今ママ

になれた 

私はミャンマーのアラカン州（ラカイン州）で生まれ

たロヒンギャ民族で、3 歳までアラカン州に暮らして

いました。父はアラカン州の公立学校で高校教師を務

めていました。1988 年、ミャンマー全国で暴動が起き、

たくさんのロヒンギャ民族が拘束されたり、殺害され

たりしました。その後、私が暮らす村にも、軍が父を

探しに来ました。ロヒンギャの教師はほとんど拘束さ

れました。父は国内で身を隠すのは限界があると考え、

日本へ行きました。その後の人生について。 
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山口 

通 

全盲の元

高校教員 

中途失明

―――コミュ

ニケーション

は光 

① 失明→職場同僚の力、リハビリテーションの力、

家族の力、音訳ボランティアの力→職場復帰へ 

② 障害という言葉から、そろそろ卒業しませんか。 

武井誠 CODA CODA って知っ

てる？～ろう

者と聴者の狭

間で～ 

両親ともろう者の元に生まれた聴者である私。聞こえ

ない世界と聞こえる世界を行ったり来たりしつつ、つ

いでに母親がアメリカ人で日本文化とアメリカ文化の

間を行ったり来たり。ろう者や手話が大嫌いだったは

ずなのに、気が付いたら手話でご飯を食べていました。

そんな半生をろう文化・聴文化・日本文化・アメリカ

文化 4 つの視点からお話しします。 

寺田留

架 

セクシュ

アルマイ

ノリテ

ィ・クリ

スチャン 

「キリスト教

では LGBT って

罪なの？」の

ど真ん中にい

ます 

物心ついてからずっと感じてた性別違和、それが自分

の「性自認」だと理解して、やっと受け入れたら、こ

んどは信じてる宗教のタブーってどういうこと？！神

様を恨みもしたけど今はこのように造ってくれてあり

がとうと思っている、そんな僕の信仰とセクシュアリ

ティに折り合いがつくまで。 

ふーち

ゃん 

元教員,

サードプ

レイス,

学校外の

教育支援 

元教員が語る、

学校とサード

プレイスそれ

ぞれの魅力 

2016 年度に東京学芸の B 類国語科を卒業し、2 年間

さいたまの公立中学校で教員として働 きました。昨

年の 4 月から、認定 NPO 法人カタリバの職員とし

て、中高生の居場所づくりに 携わっています。 学校

教育と学校外の教育の両方に携わった視点から、それ

ぞれの良さや難しさ、ユース ワークやサードプレイ

スの役割などをお話ししたいと思っています。私の働

く、“中高生の 秘密基地 b-lab”の様子についても

お伝えします。 
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〇当日までの活動 

・explayground のラボとして登録 → 担当の金子先生の協力を得る。 

・2020 年地域連携事業費獲得。 

・7 月 27 日(月)昼休み 実行委員会準備会 Microsoft Teams Web 会議 

スタッフの参加 安井、江口、近藤 

  日程とオンライン開催の決定、「本」の選定 

・8 月 7 日 昼休み 任意団体 IRORI(旧学芸カフェテリア・カフェメイツ)との打合せで共

催を決定。スタッフ：吉田、野月、田村（2 人の学部 1 年生が参加） 

・8～9 月 本との打合せ、後援団体（小金井市教育委員会・社会福祉協議会）、協賛団体（大

学教職員組合）の決定など 

・第 1 回実行委員会：2020 年 10 月 22 日（木）昼休み Microsoft Teams Web 会議 

参加者： 岡 智之、安井由美、吉田真琴、江口典子、田村理華、野月そよか、金子先生、

藤村さん 

 当日スケジュール、宣伝方法などについて話し合う。 

・10/23（金）グーグルフォームを使った WEB 申し込みを開始。学芸ポータル、facebook、

異文化間教育学会 ML などで宣伝。2 週間ほどでほぼ予約が完了。 

・11/5（木） 昼休み 第 2 回実行委員会会議 （岡、藤村、中村、江口、安井） 

・11/6（金）18-18:30 来週の「本」との打ち合わせ（岡、金子、江口、川鍋、ミルオン、

近藤） 

・11/8（日）13-14:30 ニイガタヒューマンライブラリー（オンライン開催）に参加 

・11/13（金）17:40 本・スタッフ集合打ち合わせ（中村は大谷さんを迎え引率、吉田、近

藤と N313 に集まり、大谷さんの介助と進行）、18-20 ヒューマンライブラリー開催 20-

20:30 全体振り返り会 

・12/3（木）昼休み 11 月の反省と 12 月に向けての打ち合わせ（岡、金子、江口、吉田）。

18:00-18:30 本との打ち合わせ（岡、武井、寺田、ふ～ちゃん、田村） 

・12/10（木）17:40 本・スタッフ集合打ち合わせ（安井は山口さんを迎え引率、江口と N313

に集まり、山口さんの介助と進行）、18-20 ヒューマンライブラリー開催 20-20:30 全体振

り返り会 

・12/17（木）昼休み 反省会議（岡、安井、江口、野月、田村、藤村） 
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東京学芸大学ヒューマンライブラリー2020 実行委員会 反省会議 

 

日時：2020 年 12 月 17 日（木）12:00-12:50  

参加者： 岡、安井、江口、野月、田村、藤村 

 

１．参加者 総計 97 名 読者 69（異なり数 51）、本 10、スタッフ 18（異なり数 10） 

 11 月 13 日 読者 36 スタッフ 10、本５  

  12 月 10 日 読者 33、スタッフ８、本５ 

・読者内訳：一般 27（教員 17, 他 10）、学生 24（学芸大生 17（留学生 2）、他大学 5、高校

生１） 

・何で知ったか：友人・知人・先生からの紹介 31、学会 ML7、学内ポータル 19、facebook1 

★ 学芸大生の参加が増えた。異文化間教育学会 ML など教員の参加が多い。 

 

２．日程、オンライン開催について 

・11 月、12 月の 2 回に分け、夕方 18 時～20 時という時間が案外参加しやすかったようだ。

ただ、2 回するのは結構労力もかかって大変だ。 

・オンライン開催という点で、気軽に参加しやすいというメリットもあったようだ。 

・事前に読者の質問をつのっておく。(江口)－予約制 

・スタッフがカメラをオンにしていて、動いたので目障りだったのか。⇒基本はオフにした

方がよい。(江口) 

・11 月、12 月という時期は結構忙しい時期なので、時期の設定を考えた方が…(江口) 

 

３．「本」の設定について 

・今回新しい本が 3 冊開拓できた。ジャンルのバランスはいいが、もう少し新しい本を増や

していってもいいかと思う。―本の集め方 

 

４．広報・宣伝について 

・ 学内ポータルや学会の ML から結構来ていた。小金井市報や、Facebook からもあまり

ない。 

・ やはり、先生、知人の紹介で結構来ている。知名度が上がってきているようだ。 

 

５．当日の運営について 

・ オンライン開催での各種の不具合があった―ZOOM に入れない。途中で途切れた。ハ

ウリングがするなど。 
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６．その他 

・ 卒業生も今後スタッフや本としてかかわっていく。(安井) 

 

７．今後の予定 

・ 報告書の作成 スタッフの感想文（年内まで）、野月さんの GR 

・ 来年は、春学期に夜体験会（1 回）と、秋学期に本開催をやってもいいのでは。 

・ 学生主体の運営。IRORI、Explayground の関わり。 

 

当日のグラフィックレコーディング 

 今回、オンラインにより、当日の写真などが取れないことがあったが、学部 1 年生の野月

さやかさんが、「本」のグラッフィックレコーディングをしてくれた。すごい才能である。

「本」の特徴をよく捉え、話のあらすじもよくわかる。すべての「本」についてのものがで

きなかったのは残念であるが、新しい試みであるかと思う。(次ページ以降、掲載) 
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読者アンケート 

11/13  
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今日読んだ「本」との対話から感じた気づきや感想、あるいは「本」へのメッセージ 

＜大谷重司さんへ＞ 

・ベンチプレスに真摯に取り組まれている姿勢が良かったです。また年齢を重ねても、何か

にチャレンジする機会があって、賞までとられていてすごいなと感じます。 

・150キロ、また目指されることを応援しております。頑張ってください！ 

・大谷さんの挑戦をこれからも応援したいとおもいました。また、来年もお聞きしたいと思

います。 

・マイクがオフで読者の反応を届けられなかったのが残念です。時間が短いなあと思いまし

た。アスリートとしての大谷さんに質問がたくさんあります！ 

・障害を気にせずに生きられる生活が生きがいかナと感じました。 

・大谷さんのお話の際も、緊張してしまい、あまり感想をお伝えできなかったので、こちら

のアンケートを通して感想をお伝えさせて頂きます。大谷さんのお話を聞いていて、大谷さ

んは「挑戦する心」をお持ちなんだなと思いました。私もコンプレックスなどありますが、

大谷さんの様に色々な事に挑戦してみようと思いました。世界チャンピオンになるまで、沢

山の努力をされたと思います。自分も努力を続けられる人間になりたいと思いました。大谷

さん、貴重なお話をして下さりありがとうございました！ 

・開始の時などの声かけが曖昧になってしまい、進行がもう少しスムーズにできるようにす

るべきでした。パワーリフティングの話では勝ち負けが明確である競技性について知るこ

とができました。ブルースリーに勝つという話は面白かったです。ありがとうございました。 

・大谷さん 全盲の方にとって、zoom での対話は空気感も感じ取れず、苦しいのではない

かと感じました。どうすればいいのかはわかりませんでしたが。 

・いろいろなことに挑戦する姿勢がすごいと思った。国際試合でのエピソードなども、とて

もおもしろく聞かせてもらった。これからのが活躍も応援しています。 
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＜ミルオンさんへ＞ 

・子育ての大変さが伝わりました。外国の方が助けを求める身内の方が、近くにいないのは大変

な事だと思います。 

・仕事のやり直しはできても、育児のやり直しはできない。心に響くものがありました。ありが

とうございました。 

・仕事はやりたい気持ちがあれば体力のある限りいつでもできるが、子育てはやり直しができな

いという言葉が一番心に残った。 

・子育てと結婚は時期が決まっている、というお話を聞いて、私もしっかり自分の将来と向き合

わなければいけないなと気づきました。ミルオンさんのお話をきっかけに、自分がやりたいこと

の優先順位を決めていきたいと思いました。また、子育てをしながら仕事もできるように、心と

身体は大切にしようと思います。今日はありがとうございました。 

・育児の負担が重く仕事を辞めたり、非正規雇用で働かなければならないという講演者の方が苦

しんでいた問題は、日本の人も同様に苦しめられていて、女性が自身のキャリアを諦めなければ

子育てができない現状は、非常に深刻な問題であると思った。無理のない範囲での仕事と、身体・

精神の両方の健康が大事とお話しされていて、共感するとともに、女性が正規雇用でも子育てが

普通にできる社会にならなくてはならないと思った。 

・ミリオンさんのお話を聞いて女性が働きながら子育てしやすい環境づくりの大切さを感じた。

私は将来ミルオンさんのようなキャリアウーマンになりたいとおもっています。そのために、必

要な事を考えていきたいと思いました。 

・本（ミルオンさん）を心から応援したいです。これまでよくがんばられましたね。これからも

貴女を助けてくれる人・環境との出会いがありますことを祈ります。 

・緊張しすぎて、あまり感想をお伝えできなかったので、このアンケートを通して感想をお伝え

させて頂きます。 ベトナムと日本の子育ての違いなどを知ることが出来ました。ベトナムの事

も詳しくお話をして頂きました。私は、ベトナムの事をあまりよく知らなかったので、お話を聞

くことが出来て良かったです。ミルオンさん、貴重なお話をして下さりありがとうございまし

た！ 

・改めて。なのですが、子育てや 1 人の人が日本という社会で生きていく困難さを感じました。

社会は変わらない、自分がそこに合わせて如何に生きて行くのか。自分を保ちつつ、大事なこと

を守っていくのかという葛藤をとても素直な言葉で聞けました。本当にある現実なのだと。金沢

で不登校の関係の人に関わる中でも感じる必死に自分のやり方を探す姿勢は。状況は違えど同

じものを感じました。また是非お話を聞きたい。こんな機会を与えてくれてありがとうございま

した。 

・ミリオンさん：優先順位をつけて生きる、という言葉に感動した。何となく、育児と仕事の両

立は両方 100％でなければいけない、という固定観念をもっていたが、ミリオンさんのお話を聞

いて、もっと肩の力を抜いて生きていこうと思えた。 

・異国での奮闘ぶり、またストレスによる病の克服。自分にはない強さを感じました。 
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＜いくみさんへ＞ 

・貴重なお話ありがとうございました！ヘアバンド、素敵でした。 

・私自身、特別支援教育の勉強をしており、普通校か特別支援学校かを選択するということにつ

いて興味を持っていました。特別支援教育専門という立場からメリット、デメリットを話し、そ

の子にあった学校を選べるようにサポートできるといいなと思います。今日はありがとうござ

いました。 

・「本」として参加されたのは初めてだとおっしゃっていましたが、初めてとは思えませんでし

た。どんな質問にも丁寧に答えていただいて、ありがとうございました。実際に２つの種類の学

校に行かれた当事者としての声をお聞きできて良かったです。 

・一番印象的だったのは、「じろじろ見ないでほしい」というコメントでした。そこにいくみさ

んの本来の明るさ強さが見えました。慣れて緊張しなくなったら、素晴らしい語り手になるだろ

うなあといくみさんの秘めたポテンシャルを感じています！ 

・社会が障がいを持つ人に対する態度とか、支援体制とか、改善するべきところはまだたくさん

ある。 

・生の語りをお聞きできた価値は大きいと思います。特別支援学校の先生が外出を強力的に勧め

たり友達と楽しめたりしてよかったと思います。決してあきらめないという姿勢に共感しまし

た。また、普通学級が良いのか特別支援学校が良いのかは性格によると伺い、個々にとらえるこ

との大切さを実感できました。 

・まずは全くの無知であること。情報でしか、想像でしかない事を実感する事が出来ました。率

直にわたしはこうなのだとお話して頂き、障害者という大きく括られた枠を自分の中で少しで

すが外すきっかけになったように思います。まずは知り合いに。関わる場面を私の日常に増える

ことが大切なのだと思います。お互いのためにも。わかっていた事なのでしょうが、今回話を聞

いてみて想像してただけのことがあって見える風景が変わりました。本当にありがとうござい

ました。 

・本の依頼をしてから結構練習をしてもらったようでその成果が出ていました。話も上手にまと

めてもらって、本当に感謝しかないです。ありがとうございました。 

・今回は貴重なお話をありがとうございました。いくみさんが養護学校へ転校したこと、合わな

かったらまた他を考えようと思っていたことなど、いくみさんの考え方が素敵だなと思ってい

ます。私はネガティブに考えてしまいがちで良い方向へ進むように考えられるいくみさんの姿

勢に自分の考え方についても考えさせられました。 

 

＜ひらりさんへ＞ 

・要領を得ない質問で失礼しました。丁寧にお答えいただいたおかげで、ひらりさんのこと

が、もう少しわかったような気がします♪ 

・自分の嗜好やアイデンティティと周囲からあてはめられたカテゴリーに違和感を持つこ
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とは私もあると思うと同時に、人それぞれなのだということも実感した。 

・非常に貴重な時間でした。当事者の方の悩みや苦悩を 100％理解することは難しいかもし

れませんが、まずは相手のことを「知る」「理解しようとする」ことが大事なのかなと思い

ました。また、セクシュアルマイノリティの方に対する偏見などは、教育などで減るものな

のかという新たな疑問が生まれました。 

・SDGs などで取り上げられているのにもかかわらず、教育者側の教育が進んでいないとい

う課題、子どもへのカミングアウトの体験談を聞くことができてよかった。多文化共生を考

えるうえで今後も欠かせない議題であると思うので、機会があるときには自分から情報を

つかみに行きたいと思う。 

・LGBT の方々に配慮して、中高の制服は廃止すべきと、判を押したように、また取って付

けたように書いている学生が多く、気になっていました。そのような決めつけこそが偏見で

はないのか。立ち止まって考えを深めるように、学生に伝えようと思いました。その際には、

今日ひらりさんにお聞きしたお話しを参考にし、伝えたいと思います。ヒューマンライブラ

リーには初めて参加しましたが、大きな収穫をいただきました。ありがとうございました。 

・公立学校の教員の無理解に唖然としました。まだまだ世間には偏見があふれていると改め

て感じました。あきらめずに戦ってほしいし、何か協力できることがあれば協力したいと思

いました。 

・LGBTの方と会話することは私にとってとても貴重な体験です。今 LGBTを理解しはじめた

人が増えていきますが、ほんとうに彼等の立場から考えている人がまだ少ないと気づきま

した。本当にありがとうございました。 

・親から子どもへのカミングアウトについてとても興味深かったです。 

・肉体的な性・性自認・性的思考の 3 つの概念が独立したものであることは理解していた

が、実際にそれが複雑に交錯した人を前にして話を聞くなかで、自分自身が「あたりまえ」

にとらわれていて、たびたび混乱をする自分自身に戸惑いを感じた。 

 

＜小山さんへ＞ 

・ちょっとしたきっかけで良い方向に行くこともあれば、悪い方向に行くこともあるのだと

感じた。また、人とのつながりがあることで外に踏み出すきっかけとなることも分かり、ま

だまだ人の力は捨てたものではないと感じた。 

・うつ当事者の方のお話を伺う機会は今まで無かったので、非常に貴重な体験をさせて頂き

ました。自己分析をすること、力を抜くこと、受容してくれる人の大切さ、アドバイスが欲

しい時とただ聞いて欲しい時のちがい、など、私の生活にすぐに活かせそうなことを沢山聞

くことができ、非常に勉強になりました。ありがとうございました。 

・話し合う場となる居場所を複数作ることによって、過重労働やパワハラによって生じてい

た抑うつ状態が改善していったという話は、人との付き合いが余り無い自分にとっては非
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常に参考となる話だった。講演者の方のように趣味や仕事を通じて、人との関係を積極的に

広げ、深めていく姿勢が居場所を作るヒントとなり得ると思った。 

・小山さんのお話を聞いて、鬱という病気についてはじめて知ったことが多かった。当事者

から直接意見を聞けることの大切さを感じた。 

・世間は鬱病に対して、いろいろなイメージを勝手に作ったり、偏見を持ったりしています

が、実は鬱病が様々で、一言でまとめられません。そして、うつ病患者と話す時、アドバイ

スより、同感を表したほうがいいと分かりました。本当にありがとうございました。 

・他人とのかかわりの大事さを改めて気付いた。 

・ご自身の経験と集まった読者の方と上手に対話されていたのが印象的でした。ありがとう

ございました。 

・鬱に関しては、本当に一般的な知識しかなかったが、当事者の話を聞く中で、「やっぱり

そうなんだ」という部分と「意外だった」という部分の両方があって興味深かった。 

・コヤさん 今話せる勇気があることが素敵なことだと思いました。貴重なお話、ありがと

うございました。 

・小山さんの話し方や、私の質問に対しての返答、相槌がとても丁寧で素敵だなと思いなが

ら聞いていました。人の話を肯定もせず否定もせず傾聴するという大切さを再認識しまし

た。私も将来は福祉職に就きたいと考えており、参加してよかったなと思います。貴重なお

時間を本当にありがとうございました。 

・小山さん：うつで苦しかった時の経験や失敗を乗り越えて、いまこうして活動されている

ことに感銘を受けた。居場所の大切さを知ったので、私自身も色々な居場所を持てるように、

そして周りの人にとって私が居場所の一つになれたらいいと思った。 

 

＜本の皆さんへ＞ 

・「本」となった方がほとんどの時間お話になったため、十分に対話できる時間が持てなか

った。また、質問の仕方もまずかったのか質問の意図がうまく伝わらなかった気がした。 

・実際に当事者の方と話すという体験がテレビで見るよりもこんなに実感を伴ったものと

して感じられるんだと驚きました。 

・ちょっと思っていたイメージと違ってびっくりしました。自分のことも考えてみようと思

うきっかけになりました。最後に話しておられた具体的エピソードに触れる機会。探してみ

ましたが、ネット上では見つからずやはり足を使ってリアルな場所を見つけなくてはなら

ないのかと。これは難しそうだぞと思いました。あと、今回の本の方とお友達になって、も

っとお話がしてみたいと感じました。今回初参加で 3 冊とも思いがけない出逢いがありあ

りがとうございました。 

・私自身がヒューマンライブラリーへの参加が初めてだったが、「本」も同様に初めての経

験であったことから、「本」がどのような理由で参加をしたのか、どのようなこと w「読者」

に期待して参加したのか、といったことを聞くことができて興味深かった。 
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・ヒューマンライブラリー後もまだまだお聞きしたい話が出てきて、自分も勉強し直したり

色んな人のお話を聞いてみようと思いました。貴重なお話を本当にありがとうございまし

た。 

・自分にはない視点で世界を見ていらっしゃるなと感じました。そして今回それに触れるこ

とができて本当に良かったです。視野が広がったように感じます。また機会があれば参加し

たいです。ありがとうございました。 

・普段の自分の考えや経験が限られたものであることを実感した。自分の知らない世界や価

値観、考え方に触れる機会となりました。また機会があれば参加したいです。本役の方に感

謝申し上げます。 

 

 

イベント運営やスタッフの対応はどうでしたか、何かご意見がありましたらお書きください。 

・役割分担が明確でよく統制されていると感じた。また、学生スタッフが多いという印象が

あった。 

・ブレークアウトセッションに分かれた際に、スタッフの方に仕切っていただけると本も読

者も話しやすくなるのではないか。 

・とてもスムーズであったと思います。 

・オンラインは沈黙の時間ができてしまうとかなりきびしいです。スタッフは疲れたと思い

ます・・・・。 

・質疑応答の時間をもう少し長くしてはと思いました。 

・ちょっと手間取りましたかね。それも愛嬌ですかネ。 

・とても感じがよくて、優しく丁寧に対応して下さいました！ありがとうございます！ 

・一時画像が途切れても動ぜず、安心できました。本を包み込むような対応で、すてきでし

た！ 

・初めて参加でしたが、問題なく入れて心地の良い時間が送れて本当に感謝です 

・グループへ入るのに少し時間がかかったので、はじめの方の話が聞けず残念でした。 

・開始時や終了時などの声かけなど、出過ぎてしまうのではないかと心配になりました。

「間」を大切にしたい読者の方がいたら、私の進行はうるさすぎたかなと反省しました。 

・非常に事務的に準備されているのが感じられて、不満棟はありませんでした。 

・いくみさん、小山さんのブレイクアウトルームについてらっしゃった女性のスタッフさん

の対応、話し方がとても素敵でした。自分も質問したり話しやすかったです。 

 

 

イベント全体についてのフィードバックがございましたらご記入ください。 

・オンラインの準備はいろいろと大変だったと思います。どうもありがとうございました 

・zoom でこのような機会を設けてくださりありがとうございました。これからもこのようなイ
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ベントがあれば是非参加させていただきたいと思います。 

・もう少し早い時間に開催してほしい。 

・「ヒューマンライブラリー」というものに初めて参加させていただきました。もしかして通常

の開催形式と違うのかもしれませんが、オンラインでも満足しました。また機会があれば参加さ

せていただきたいです。ありがとうございました。 

・視覚障害の方にはマイクをオンで反応を届けましょう。 

・意義深い時間でした。ありがとうございました。 

・とても勉強になったイベントです。はじめて zoom でやったそうですが、とても順調に進めて

いました。これからも参加したいです。 

・今回、初めて参加させて頂きました！とても緊張していて、発言する際もあたふたになってし

まい申し訳ないです。緊張していましたが、とても充実した、有意義な時間を過ごす事ができま

した！このようなイベントに参加することは初めてでしたが、とても楽しかったです！来年も

是非、参加させて頂きたいと思います。コロナウイルスが落ち着いたら、対面でもお話をお聞き

したいなと思いました。オンラインでのイベントの開催でしたが、本の方の思いなどが伝わって

きました。また、自分の知らなかった事なども沢山あり、詳しくお話をして頂いたため、充実し

た時間となりました。12 月のヒューマンライブラリーも参加させて頂きますので、どうぞよろ

しくお願い致します！ 

・最初の 1 回だけの参加で失礼しました。わがままを受容いただき、恐れ入りますが、よい体験

をさせていただきました。 

・是非また外部の人も参加出来る企画おまちしてます。 

・開始時や終了時などの声かけなど、出過ぎてしまうのではないかと心配になりました。「間」

を大切にしたい読者の方がいたら、私の進行はうるさすぎたかなと反省しました。 

・オンラインでおこなうことによって、「本」と「読者」のいずれもが物理的な移動から解放さ

れるといったメリットもあるので、コロナが収束した後でもオンラインの可能性を探っていっ

てほしい。例えば、本として参加を希望していても、匿名性をより確保した形で参加したいとい

った方もおられるような気がします。その場合には、オンラインでの開催というのは、そのよう

な参加の仕方にとってプラスに働くような気がします。 

・休憩をはさんでいただいたことが良かったです。前後の本との間隔をあけることは、自分の頭

の中を整理することにもなって良かったです。 

・もう少しお話の時間を長くしていただけたらありがたいと思いました。 

・初のオンライン開催でしたが、手軽に参加出来て良い方法だと思いました。 
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12月 10日分アンケート 回答 14名 
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今日読んだ「本」との対話から感じた気づきや感想、あるいは「本」へのメッセージ 

＜長谷川ルリカさんへ＞ 

・ミャンマーのロヒンギャ難民の苦難の歴史と日本人としてそのなかでたくましく生きて

きた方の前向きさに触れることが出来て自分の視野の狭さを感じた。 

・報道で見聞きするロヒンギャの現実について、当事者から直接お聞きすることができ、報

道されない側面を聞くことができたことがよかった。もっと「本」との対話の時間が欲しか

った。 

・長谷川さん：私たちにとって当たり前の平和な日常生活をこれから大切にしたいです。長

谷川さんの夢を応援します！ 

・当事者の方からロヒンギャ弾圧の背景など、聞くことができてよかったです！長谷川さん

のパワーにも圧倒されました。 

 

＜寺田ルカさんへ＞ 

・LGBT とまた何か他のマイノリティでｗマイノリティ。宗教的な考えでまだまだ受け入れ

られていないこと 

・今までに何人かのセクシャルマイノリティの方のお話を聴いたことがあるのですが、皆さ

んそれぞれに違う個性をお持ちで、興味深いです。もっとよく知りたいとも思いました。寺

田さんのクリスチャンとしての価値観も素敵です。 

・男性の体で女性の心を持つ方や、同性愛者の方の声は聞いたことがあるが、女性の体で男

性の心を持つ方の生の声を聞く機会は初めてで貴重な経験となった。 

・LGBT に関してカミングアウトしない友人（その時点で友人と思われていないのかもしれ

ませんが)、どう接したらよいのか困るときがあります。カミングアウトする人、しない人、

そこにはどんな考え方の違いや事情があるのでしょうか。 
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・セクシュアリティや宗教に関するたくさんの葛藤を乗り越えてきたのがお話から伝わっ

てきました。自分にしか出来ないことに取り組んでいる姿がカッコイイと感じました。 

・当事者の声は心に響くものがあることを実感した。聖書の箇所と LGBTの関係（解釈）に

ついて、もっと聞きたかった。 

・信仰を杖にし得たことで獲得された寺田さんの強さに触れました。 

・寺田さん、ご自身についてとてもわかりやすく話してくださり、ありがとうございました。

ダブルマイノリティという言葉を初めて聞き、マイノリティの複雑さのようなことを感じ

ました。もっとお話が聞いてみたかったです。ありがとうございました！ 

 

＜武井誠さんへ＞ 

・CODA という言葉を初めて聞きました。テレビの話がとても衝撃で…。筆談したらいいじ

ゃないか→日本語は他の言語というのも。今までで手話をしてるときの頭の中に日本語が

あると思っていたけど、あるのは手話なんですね。 

・武井さんのお話はとてもテンポが良く、面白く、あっという間でした。時間を忘れるほど

で、質問することができなくても大満足でした！でも、この先機会がありましたら、お話し

してみたいです。 

・健聴者と聾者の双方の世界を知る人の貴重なお話、面白かったです。お疲れ様の手話、覚

えました！ 

・サービス精神溢れる語りを堪能しました。自分にもろう夫婦の従兄弟がいるのですが、(二

人は音声日本語も使えることもあって)姪っ子たちの内面世界の奥までは思い至っていな

かったなぁと知らされました。 

 

＜山口通さんへ＞ 

・自分も将来、地歴公民の教員免許を取得したいと考えています。なので、山口さんが倫理

の先生とお聞きし、非常に興味深いお話でした！自分も「面白い授業」を作れるように頑張

りたいなと思いました！ありがとうございました！ 

・視覚障害のある教師の方の話しから障害のあるなしに関わらず情熱が持てる仕事がある

ことが人を生き生きさせるのだと感じた。また、障害があるから仕事が出来ないという決め

つけを周囲がせずに障害があっても当事者が望む仕事ができる環境を作ることや障害を持

ちながら仕事に打ち込んでいる人達の声を届けることが重要だと感じた。 

・教壇で教員が話すイメージが強い社会科の授業だが、対話形式を多くとることによって目

が見えなくても生徒の反応が分かるようにしているというのが印象に残った。 

・山口さんのスタッフとして参加しましたが、残り時間のご案内が行き届かず失礼しまし

た。 

・障がいではなく障生という言葉がとても心に残りました。 
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・山口さんのお話を聞いてリハビリなどに対する認識が深くなりました。とても親切で明る

い方で、これから機会があればまだお話したいです。 

・山口さん、中途失明ということで心身ともにご苦労されたと思いますが、とても明るく生

活を語ってくださって、元気をもらえたように思いました。ありがとうございました！ 

 

＜ふ～ちゃんさんへ＞ 

・お話がとても聞きやすく、自分のやりたいお仕事の話をして頂けたので、聞いていてとて

も楽しかったです！ふーちゃんさんがクイズが好きと仰っていて、自分もクイズが好きな

ので、なんだか嬉しい気持ちになりました！自分が教師になるとしても、b-labo やカタリ

バのような場所を作るとしても、今後のためになるお話を聞けました！ありがとうござい

ました！ 

・このようなサードプレイスの存在を知り、地元にもと強く思いました。 

・教員になりたいと思った理由などに共感する部分が多かった。素敵な取り組みを紹介して

頂き、もっと詳しく知りたいと思った。 

・ふーちゃん、出会いの尊さやふーちゃんの気づきを教えて頂けて、とても勉強になりまし

た。ありがとうございます！ 

 

＜本の皆さんへ＞ 

・教育というものに自分も携わっていけたらと思うので、非常に参考になりました。質問を

したい事が沢山あって時間が足りませんでした。感想ですが、ご自身の弱さであったり、葛

藤についてもう少し掘り下げられたら、印象的な話になるかと思います。 

・皆さん本の聞かせ方がとても気さくで、良かったです 

 

イベント運営やスタッフの対応はどうでしたか、何かご意見がありましたらお書きください。 

・とても感じの良い雰囲気で、ご丁寧に対応していただきました！ありがとうございまし

た！ 

・チャット書き込みにスタッフさんがもう少し気づいてもらえたらと思いました。 

・司書の方の役割が重要だと感じた。 

・山口さん)途中でパソコンの電源が落ちてしまい、席を移っていただきました。PC開催の

ノウハウ不足でご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした。 

・どんな質問にも対応していて良かったです 

・丁寧に準備くださり感謝します。 

・スタッフの方のおかげで、前回よりも参加しやすかった。 

・運営のみなさん、こんなに素晴らしいイベントを開催してくださってありがとうございま

す。 

・自分の職場も慣れぬズームでのサービス提供に試行錯誤中で、アルアルだなぁと思って拝



27 

 

見しておりました(^_^ )；(共同ホストでないと録画できないとか)。場数でノウハウは蓄積

されると思います。 

・大学でお手伝いをしたので、無駄に動いてしまうので画面上で目障りだったかなと心配し

ています。反省会の時に聞いてみたいです。 

 

イベント全体についてのフィードバックがございましたらご記入ください。 

・スムーズな進行でした。 

・とても充実した時間を過ごすことが出来ました！緊張していた場面もありましたが、とて

も楽しかったです！ありがとうございました。 

・このような機会を提供していただきありがとうございました。ヒューマンライブラリーっ

てなに?というところからの参加でしたが、とても楽しかったです。PTA の講演会とかにで

も、こういうのがあればいいなと思いました。本当にありがとうございました。 

・全体的にスムーズな運営だと感じました。途中で本の方がカメラから消えたりカメラに写

らなくなるというハプニングがありましたがオンラインではこうしたことはつきものだと

思います。運営側だけでなく参加者も慣れていくことが必要だと思います。お疲れさまでし

た。 

・教室内のハウリングが気になりました。リモート参加のスタッフの方々に 313 教室の音

声がどう聞こえていたかきうかがってみたいです。 

・また次回も参加したい。 

・とても有意義なイベンドです。これから機会があればぜひ参加したいです。 

・オンラインでし、世界中から参加が可能なのは嬉しいことですし、とはいえ、生身の「本」

の方と出会える場が早く復活してほしいとも思いました。 

・ブレイクアウトルームの作業がとても大変だったと思います。金子先生ありがとうござい

ました！ 
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本のアンケート 

イベントにはどのくらい満足されましたか 

大変満足 7名  ４満足 1名 

 

本日の「本」としての感想はいかがですか。読者とうまく対話できましたでしょうか 

・今回、初めて本としてお話させて頂きました。とても緊張して、うまく話せなかったのですが

読者の方の質問や感想もあって時間はあっと言う間に過ぎてしまいました。読者の方の質問や

感想を聞いて、障害者に対する思いなど新しい気付きもありました。 

・はじめて参加したので、緊張があって、話の内容が不順序になってしまいました。 

・対話できたと思います！ 

・今年も楽しかったです。学生さんが意欲的な子が多くてありがたかったです。 

・トーク 20 分、QA10 分という感じで自分としてはわりと予定していた通り話すことが出来

ました。参加者の皆様が良い質問をしてくださり感謝でした。 

・お世話様です。 

今回はとても内容がよかったです。１のとても満足でした。 

読者との反応がよかったです。 

 

 

イベント運営やスタッフに関するご意見がありましたらお願いします。 

・スタッフの方に助けてて頂きながら、進行出来たので良かったと思います。 

・初めての御参加の皆さんも、多かったかもしれませんが、「読者」のご質問 

やご意見が、少ないように感じられました。 

どしどしと、ご質問やご意見が出てくると盛り上がりますね。 

雰囲気作りも、必要なのでしょう。 

 

・イベント運営やスタッフの方がとても良かったです。 

・オンラインで戸惑う部分もたくさんあったかと思いますが親切丁寧な対応をしていただき本

当に助かりました！！ 

・山口のガイドおよび援助をしていただいた、お二人の院生には、大変お世話 

になりました。 

ナイス フォローです。 

おかげさまで、「本」として、ゆったりとお話ができました。 

感謝です。 

来年も、よろしくご指導願います。 
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イベント全体についてのフィードバックがございましたらご記入ください。 

・こういった場で色々な方と交流することは、私にとって良い刺激になりました。ありがとうご

ざいました。 

・オンラインでブレイクアウトルームを使用する場合は時間がくると強制的に退出になってし

まいますので、最後に挨拶や一言を伝え合える時間を２〜３分スタッフ側で案内しても良いか

なと思いました★ 

・読者の方がどんなことを聴きたいのか、事前に知れたら内容をそれに合わせられるなと思いま

した！ 
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スタッフ感想 

 

ヒューマンライブラリー感想 

M20-7002 江口典子 

昨年は読者として参加したのですが、今年は実行委員会として関わることができとてもい

い経験をすることができました。授業とは関係なく、学校の活動の一環としてヒューマン

ライブラリーがあるのは、多くの本に触れる機会がより多くの人に与えられているように

感じました。また、授業で行われると単位取得や成績を意識することもあるので、純粋に

ヒューマンライブラリーを楽しむためにも、授業外で行うことの方がいいように感じてい

ます。しかし、準備や運営の負担は多く、授業外で行うことの難しさを感じました。 

新しい本も検討してくださるということで、今回は 4人の方に声掛けを行いました。一人

は本として参加してくださった、川鍋さんでした。最初は参加について悩んだようです

が、新しいことを始めようと前向きに取り組んでくれました。参加した後も、いい経験に

なったと前向きな意見ももらえました。他は在日 3世の方でしたが、この方とは日本語支

援の場で出会ったので多文化共生にも理解はあるのですが、ご本人が自分のマイノリティ

性を強調して人に伝えるのが、しんどいということでした。また、国際交流基金シドニー

事務所の図書館司書にもお願いしたのですが、海外で働くことについて話してほしいと言

ってしまったのが災いし、会社名を出さずに話すのは難しく、出してしまうとなると上長

の許可が必要になるとのことで断られてしまいました。もう一人、脳性麻痺の方にもお願

いしたかったのですが、会話に時間がかかってしまうのと、オンラインでの会話の難しさ

などから、強くお願いができなかったこともありました。話すことには尽きない程の話題

を持った方々だとは思うのですが、やはり「会」としてお願いすると気軽には応じてもら

えないこともわかり、次回、依頼の仕方にも工夫が必要だと感じました。話してもらうこ

とについて丁寧に説明していくことや、東京学芸大学におけるヒューマンライブラリーの

開催の意図など丁寧に伝えていきたいと感じました。オンラインという良さを利用し、
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「海外で日本人としてマイノリティで生きる」ということを話してもらえる人がいると更

に多様性度が増し、大学生にとっても世界が広がると思うので、来年オンラインを一部、

行うようであれば、他の方に当たってみたいと思います。 

自分のマイノリティ性について語るというのは、いろいろな思いがあることに改めて気づ

かされました。ヒューマンライブラリーに参加してくださる本も読者もマイノリティ性に

ついて深く考えてこられて方達とも感じました。皆さんの多くの思いから、自らの人生を

問い伝えていくことの大切さを今回参加して気づきました。また、現職の教員や教員を目

指す学生にとっては多様性を体験してもらういい機会になるので、できるだけ多くの大学

生に参加してもらいたいと感じました。30分という短い時間でも、読むことができた本に

ついて考えるいい機会を得ることができたと思いました。来年も実行委員として運営のお

手伝いをしていきたいと感じました。本当にありがとうございました。 

 

 

ヒューマンライブラリー2020感想 

C類特別支援教育教員養成課程４年 吉田真琴 

まず、今年はオンライン開催ということで、PCの操作や本と読者の距離感など心配しな

がら迎えた本番でしたが、これらはほとんど杞憂に終わりました。50人近くが zoom上に

会して一つのイベントを開催できたのは、大きな成功だと思います。技術面で支えてくだ

さった先生方と、コロナ禍でも開催を諦めることなく準備を進めてくださった岡先生に、

感謝しています。 

今回改めて、生の声を通して様々な本と対話することができるヒューマンライブラリー

は、これから目指していく共生社会の実現において重要な役割を果たす試みだと感じまし

た。そのような社会的な意味に加えて、読者と本の一期一会の出会いも、ヒューマンライ

ブラリーの魅力です。今回の参加で初めてヒューマンライブラリーを知り、とても興味を
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持ってくれた読者もいたので、これからも学芸大学のヒューマンライブラリーが続き、発

展していってほしいと思います。 

 

 

ヒューマンライブラリーを終えて 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿多文化共生コース 1年 田村理華＿＿ 

今回大学の先輩に誘われ、ヒューマンライブラリーのスタッフとして、読者として初めて

参加した。今年はコロナの影響により、例年対面で行っていたものができなく、初のオン

ライン開催となった。私自身も初めてであり、開催者側も初めてのオンライン開催だった

ため手探りで準備が行われた。何度も打ち合わせをし、本番に臨んだ。何回か通信トラブ

ルが発生したが、初めてにしてはよくできた方だと感じる。読者の視点から見ても、今ま

で出会ったことの人との出会いがたくさんあり、本を３冊に絞ることができないほど充実

しており不自由ない内容だった。何より、場所を選ばず参加できたというのが利点だった

と思う。そのため、様々な年齢層の方の集客ができたのではないだろうか。興味があるが

開催場所まで遠く移動できない人や知らない人の中に飛び込む勇気が出ない人でも、オン

ライン開催では気軽に参加できる。また、２回目では本と読者をつなぐということもでき

た。講演会などでは、その場限りの関係で終わってしまうことが多い。しかし、このヒュ

ーマンライブラリーでは、出会いを繋がりに変えることができる場でもあるのだ。 

このような経験をできる場所は近年少ない。そのため、ヒューマンライブラリーはとても

大きな役割を担っていると感じる。来年、スタッフとして活動するかはわからないが今後

も関わっていきたいと思っている。 
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【感想】 

 

多文化共生コース 1年 野月そよか 

 

 今回初めてスタッフとして参加させていただきました。参加前、私はマイノリティの方

の気持ちを慮ることができているという風に思い込んでしまっていましたが、お話を聞け

ば聞くほどに自分の想像と異なっている部分が感じられました。理解できていないという

前提に立って対話すること、知ろうとすることの大切さを学びました。より多くの方にヒ

ューマンライブラリーへ参加していただきたいです。 

 

 

ヒューマンライブラリー2020に参加して 

             

次世代日本型教育システム研究開発専攻修士２年 安井由美 

 

昨年に引き続き、今年もヒューマンライブラリーにスタッフとして参加した。当初からオ

ンライン開催ということは想定されていたので、ＰＣ関係の運営はどうするのだろうと思

っていたが、Explayground の先生が２名参加してくださり、安心して参加することができ

た。11月はリモートスタッフとして参加し、12月は視覚障害の方のサポートを大学で行っ

た。リアル開催とオンライン開催の両方を体験してみて、感じることが多々あるので、 

オンライン開催でよかったこと、検討すべきことについて私見を述べたいと思う。 

 

１．オンライン開催でよかったこと 

 今年も複数の本のセッションに参加したが、まず確認しておきたいことは、今年もたくさ

んの新しい学びや気づきがあったことだ。初めてお話しをきく本も、２回目にお会いした本

も、大変、有意義な体験を話してくれた。ヒューマンライブラリーはオンラインでも、成果

のえられる活動ということがよくわかった。 

オンライン開催でよかったことのひとつは、集客の容易さだ。用意した席は数日で埋まり、

全国から参加者が集まった。オンライン開催は、本、読者それぞれが、自宅やオフィス、学

校から参加することができて、移動の手間が省け、効率的だと思う。また、通信やソフトウ

ェア環境も昔に比べて整っており、システムトラブルがなかったことも驚きだった。 

 

２．今後のオンライン開催にあたり検討すべきこと 

当日は、リアルの会場と同じイメージで、ZOOM 上でいくつかのセッションをつくり、そ

こに５～６名が集まって本の話しを聞く形をとった。ヒューマンライブラリーというのは、

本と少人数の読者が会話しながら、一つの世界をつくりあげていく、双方向コミュニケーシ
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ョンを実感できるのが、その醍醐味だと思っているのだが、今回の形式だとその親密な空気

感をつくることができなかったのが残念だった。本ひとりに対して、読者が 20名でも、今

回と同じような雰囲気はつくれるのではないかと思う。 

ネット上では、講演者と聴講者（質問者）の垣根を崩すのは、むずかしい。今後の検討事

項として、親密な空気感をつくるための仕掛けを考える必要があると思う。 

しかしその点には目をつぶり、運営のシンプルさを目指すことも一つの考え方としてあ

るのではないか。今回は１日に５セッションを３回行うなど、テクニカルサポートを含め、

スタッフワークが複雑になっていたと思う。毎週、定時に１セッション、20 名程度を対象

にすれば、スタッフの労力をあまりかけずとも、安定した運営ができるのではないだろうか。 

親密な空気感を楽しむリアル開催、気軽に自宅から参加できるオンライン開催と、そのよ

いところを生かした活動をしていくことが、結果としてヒューマンライブラリーが広く社

会に浸透していくことになると思う。 

 

自分は今年度で修士課程を終え、学生の立場ではなくなりますが、これからも小金井市民

として、この活動のお手伝いをしていけたらと思っています。岡先生はじめスタッフの皆様、

今後ともよろしくお願いします。                                      

 

 

感想 

 

中村優希 

 

オンライン開催という初めての試みでしたが、想像以上の反響がありスタッフとしてうれ

しく思いました。3年連続でスタッフを務めましたが、例年以上に読者の参加が多く、遠

方から参加してくださった方もいました。例年は少人数でアットホームな雰囲気があり、

とても濃い時間を過ごさせていただいておりましたが、オンラインでもその雰囲気は変わ

らず活発な交流がありました。今年も自分の価値観をいい意味で覆され、よい経験となり

ました。 


