
映画『みんなの学校』をみんなでみよう

障害のある子もない子もひとりひとりに適した教育支援を目指すインクルーシブ教育が今、各方面で議論されています。
そのひとつのアプローチとして、いろいろな子どもたちが一緒に学ぶ学校という場所について、子どもたちと一緒に考えてみたいと
いうところを出発点に、学校の全面協力のもと実現したこの企画。道徳の授業の一環として先生方が映画『みんなの学校』を教材
に「世界一むずかしいリレー」というところにテーマを絞り、流れを組み立ててくださり、子どもたちからは等身大の感想を得ること
ができました。正解のない難しいテーマではありますが、子どもたちひとりひとりが抱いた感想がそのまま次の一歩につながる
ステップになったのではないでしょうか。観て終わりではなく、ここがスタート地点となるように、開催報告をまとめてみました。

1開催報告 2017.01.23
@ 鴨居小学校

横須賀のバリアフリー子育て情報局

sukasuka-ippo
http://www.sukasuka-ippo.com

すかすかいっぽ

開催までの準備
01．プレ上映会を開催し、鴨居小学校の先生方、ＰＴＡ代表者・地域の方、近隣の学校・幼稚園の先生方にご参加
　　 いただき、映画  『みんなの学校』を鑑賞しました。
 02．発起人の sukasuka-ippo から地域の方へ上映主旨の説明と協賛のお願いをさせていただきました。
03．先生方が上映内容・授業の流れを検討してくださいました。
04．学校から保護者への案内配布してくださいました。
05．sukasuka-ippo で保護者向けのパンフレットとアンケートを準備しました。

上映会の概要

対象 / 鴨居小学校 5-6 年生（各学年２クラス）・ 保護者
時間 / 2 時間目（授業時間 45 分）
上映内容 / 全編 106 分のうち抜粋した約 15 分間　　　
　　　　　　・子どもたちの登校・全校朝会
　　　　　　　・運動会の練習�
　　　　　　　　・運動会当日
　　　　　　　　　・修学旅行
　　　　　　　　　　・卒業アルバム作り�
　　　　　　　　　　　・卒業式当日

01．特別支援学級・司会の先生のお話

02．映画上映（約 15 分）

03．司会の先生のお話

04．児童感想記入

05．グループに分かれて話し合い。

06．司会の先生のお話

07．児童、感想を追記

08．感想を発表

上映会の流れ 今日の道徳の授業で、鴨居小学校の 5-6 年生のみなさんに考えてもらいたいことが
あります。
学校には いろいろなお友だちがいます。いろいろな友だちともっと分かり合って、
協力して学校生活を送ってほしいなと先生たちは思っています。
今から大阪のある小学校の映画を観ます。『みんなの学校』という映画です。全部
で 2 時間近くある映画ですが、全部を観ることはできないので、一部を観ます。
ビデオを観てからグループで話し合ってほしいと思います。
映画の中で、「世界一むずかしいリレー」というのが出てきます。どんなことなん
だろうとひとりひとりに考えてもらい、グループでも考えてほしいなと思います。

「この学校と同じ部分と、違うなぁという部分があったと思います。『世界一むずかしい
リレー』とはどんなことだったかなぁと考えながら、感想を書いてみてください。

「みんないろいろな考えがあって、１つにまとめるのは難しいと思います。今、グループで
話して、思ったことを先ほど自分が書いた感想に付け足してみてください。

（大空小学校の）全校の
ひとりひとりが、みんな
命の尊さを分かっていて、
すごいと思いました。

リレーで 6 年生がみんな走っていて、
足のはやさは関係ないような感じがあって、
ゴールした時にみんなで協力して絆を
深める意味があったんだなと思いました。
１人で走れないのか分からないけど、 
その子のことを手伝ったり、一緒に頑張って
走っていました。障害のある子のことも
仲間外れにせず みんな楽しく過ごしていて、
よかったなと思いました。

世界一むずかしいリレーの場面を見て、障害を
持っている生徒も一緒に走っていて、大空小学校は
団結していてみんな楽しそうでした。
鴨居小学校では、選ばれた人しか走れないし、
１人だから違うなと思いました。

私が 1 番印象に残ったところは、卒業式に校長先生が
カズキに言った言葉で、「自分のためにがんばれ」と
いう言葉です。みなさんもこれから中学生になったり
するとたくさん大変なことがあると思いますが、
自分のために頑張ってください。（保護者）



　支援の必要な人とみんなが助け合ってできた「世
界一難しいリレー｣ なんだと思う。もしそこでみん
なが助けなかったらリレーは出来ないと思った。だ
から鴨居小学校も支援が必要な人とみんなが力を合
わせていい学校にしていった方がいいと思った。

今回、鴨居小学校の 5-6 年生が鑑賞したのは抜粋した約 15 分間。
『世界一難しいリレー』というテーマで感想を書いてから

グループで話し合い、感想を共有しました。
映画『みんなの学校』は、実に多くの視点を含んだ映画です。
映画を観て、それで終わりというのではなく、自分が感じた
ことを足掛かりに、今後、どのような一歩を踏み出すかを
考えることこそが大切。ヒントがいっぱいのダイジェストです！

子どもたちの感想

ダイジェスト

世界一難しいリレーについて・・・

　大空小学校のふれあい運動会の中で一番感動した
のはリレーです。なぜなら練習できつくても頑張っ
てた事。それが１つ。２つ目は、障害者の人と同じ
スペースで走ってあげた事です。他の人は本気で
走る人もいれば、障害者の人と同じようにゆっくり
走ってあげている子もいました。
　一緒に走ってあげている子は本当は速く走りたい
と思っているかもしれないのに優しいと思いまし
た。

　自分は運動会が１位２位だったら怒ったり悪口を
言ったりすると思うけど大空小学校の全校の人たち
は優しく言っていたと思うから僕も助けたり優しく
言ってあげたいと思います。

 世界一難しいリレーって何？って思いました。
一人一人が人のことを思い、どこにいたら良い
の？この子は何をしたら良いの？と考えながら
もリレーをする。その事でした。リレーってた
だ走って勝てば良い。それだけではないという
ことがこの映像で誰もがそう思ったと思います。

　リレーのれんしゅうの時は、大空学校の 6 年
生が運動能力の事でもあたまを使いしょうがい
をもつ子をどうやって走らせるかをかんがえて
いるところがいんしょうにのこりました。

 世界一むずかしいリレーで思ったことはみんな
心を 1 つにしてたと思いました。なぜかという
とみんな自分が走っている時は全力で、走って
いない時は仲間の応えんしていたからです。

リレーは走ることが難しい人たちも
いれてみんなで走っていたので印象
に残りました。そういう人も他の友
達に手を引いてもらったり一緒に走
れば走れていたので友達ってやっぱ
りすごいなと思いました。

　障害を持っている子は普通の子よりも少し違
うところがあるのにみんなと一緒に頑張ってい
る姿を見てとても感激しました。リレーはバト
ンパスがとても難しいです。この映画は他の学
校の子にも見てほしいと私は思いました。

世界一むずかしいリレーはかちまけ
がないと思いました。みんながリ
レーにでるから 1 人 1 人がんばらな
きゃいけないし、1 人 1 人という言
葉が強くつたわりました。

私が思うに、世界一むずかしいリ
レーは、全員で協力をして運動会を
成功させることだと思いました。障
害のある人も仲間はずれにしないで
協力していてすごいと思いました。

友達の意見は運動会で力を抜くと楽
しくなくなるということが、そうだ
と思いました。

特別支援学級（鴨居小学校では『さくら級』）について・・・

映画の中で遠足で障害者の人は砂を
手に持っていたりして、校長先生が
手を洗わせていてその時の校長先生
はすごく笑っていて遊んでいるよう
でした。

鴨居小学校は、さくらの子が走るの
を助けてあげたり、一緒に走ったり
しないけど、大空小学校は、すごい、
みんなで助け合っていた。

世界一むずかしいリレーで障害のある子を一緒にリ
レーをしていたので一人一人の思いやりがすごく伝
わりました。そしてその障害の子もすごく頑張って
いてすごいと思いました。やっぱり一人一人の思い
やりというのがすごく大事だと思いました。

もし自分の学校だったら「まだかなぁ｣とか「お
そっ｣ とか言う人がいるんではないか、とも
思ってしまいます。もしそのような人がいた
らなおしてもらいたいです。これからはさく
ら級の子（クラスにはいないけど）大事にし
ていってもっと仲良く接していきたいです。

僕たちの学年（６年）にも Y さんがいます。Y
はあいさつをよくしてくれます。やっぱり障
害者は何もみんなより上なのです。

学校のみんなが障害の子に鼻水を拭いてあげたり、
遠足の時手を繋いだり、みんなすごいな、と思いま
した。それも校長先生がそういう姿を見せ、みんな
がそういうことをやっているのかな、と思いました。
わたしも人の役に立つことをやりたいです。

子どもたちはこんなところにも注目！？子どもの率直な感想

【修学旅行で】原爆ドームの近くの外
人に質問していてどんなことを聞いた
のかわかりませんが知らない人に声を
かけれる事がすごいと思いました。

電車の中で女の子が男の子の鼻をかん
であげていたことがしょうげきでし
た。さりげなくしててすごいとおもい
ました。

卒業式の時には一人一人に校長先生が
言葉をかけていいと思いました。とく
に「自分のために頑張れ｣ という言葉
が心に残りました。

大空小学校は男女関係なく仲良くして
優しくしているところがとても良くぜ
ひ鴨居小でもやってみたいです。

　学校は一人一人が作っていくと言うのを知り
ました。ビデオで見た校長先生は厳しい。だけ
どそうだから子ども達が育っていくのかと思い
ました。

大空小学校（大阪）の校長先生は「学校は誰が
作るの？｣ と聞いて、子供たちは自分と答えて
いて、鴨居小学校も自分たち（一人一人）で自
分が思う小学校を作りたいです。

今日 DVD をみて思ったのは [ 友達のいる大切さ、
ありがたみ、素晴らしさ ] 平等な立場の私達、色々
な人と関わっていくなかで色々な感じ方がある。

「その人に対する気持ちの変化のしかた ] で起き
ることは変わると思う。DVD の小学校の人達は、
一人一人を大切に、立場をそれぞれ分かってい
たので良かったと思う。

僕はこの DVD を見たことがあって、でも２回
目でも何見ても、飽きたりしないです。本当は
あの DVD は全部見ないとほとんど分からない
と思います。

映画がもっと上映されて一人一人の細かいこと
を知れればいいと思いました。

　最初は「これはなんのビデオなんだろう｣ と
思っていました。運動会のこともビデオに出て
くる人達が障害者ということも分かりませんで
した。けど、意見の交流で色々と分かりました。
僕は理解力はありませんが、自分は自分なりに
できることをすればいいと思います。

みんなの意見を聞いてそういう考えもあるんだ
と思いました。

今見た DVD は家族とかにも見せてあげたいと
思いました。（大切だから）

別紙にて子どもたちの感想を全文掲載。併せてご覧ください！



先生方の感想
開催校となった鴨居小の先生方に

感想をいただきました

教師同士の連携がしっかりしていた。児童 1 人ひと
りに対して粘り強い対応が必要だと改めて感じた。
児童は支援の必要な子との関わり方に様々感じると
ころがあったようです。

自分たちが学校を作り上げていく、という気持ちが児童にあるとやはり学校は良くなっ
ていくと思う。いろいろな環境やいろいろな過去がある、いろいろな性格の子がそれぞ
れ背負っているものが違うが、人間として一番大切なこと「違って当たり前」が通用し
全員が安心できる居場所を学校が作るべきと感じた。

「( 映画 ) 全体の中の一部分を見て十分に伝わったか」という不安な面もあったが、感想
を読むと概ね分かっていた感じがする。いろいろな友だちがいることを理解するきっか
けには良かったと思う。友だちのことを理解するというのは日々の指導や繰り返し指導
が必要であるので、ビデオを見て交流だけでは深まるところまでは達しない。本音を引
き出しながら、小グループや学級で時間をかけ指導する場も必要だと感じる。

職員がこういう学校もあるんだと知り、クラスののけものにされてしまいそうな子たち
を巻き込んでいく様子を学ぶためには良いと思います。しかし子どもに見せるというこ
との決定の手順や職員の周知のされ方、見せるとしたらどのように授業で行っていくの
か等で戸惑う場面がありました。ビデオ自体は職員が見るには価値のあるものだと思う
ので、私のためにはなりました。

鉛筆の先が減っていることが嬉しい、というお母さんの言葉が印象的で、親にとってそ
うした小さなことが大切なことなのだなと感じました。学校へ行き、友だちと一緒に勉
強し、家へ帰って来るという当たり前のことができているということがどれだけ尊いこ
とかと思いました。自分と違うから排除するのではなく、その違いを受け入れてみんな
が当たり前の幸せを感じることができる学校にしていきたいなと思っています。

「みんなの学校」とても考えさせられる映画でした。
40 人の担任をしていると見えなくなりがちな視点を
改めて教えていただきました。私たち職員こそ見た
い映画だと感じました。ありがとうございました。

「みんなの学校」を見るのは 2 回目で今回も新しい視点から見させていただいたのです
が、劇中の校長先生の言っていた「支援の必要な子を変えるというよりもその周りを取
り巻く社会を変えていかなければならない」という言葉に特に共感しています。そのた
めに学校や教室、授業がどのようなあり方になっていけば良いのかというのは大空小学
校も 1 つの重要な問題起だと思いますし、教職員以外の皆さんも考え続けることだと思
います。そうした意味では授業という枠、子どもという対象に縛りをかけず、地域の人

「みんな」に上映会などで見ていただきたいなと感じました。

職員の 1 人ひとりのやる気と協力がなければ大空小
学校レベルの指導をすることは難しいと感じた。

個別の支援が必要な児童に対して学校全体でどのよ
うに対応しているかを見ることができ勉強になりま
した。また、そのような児童に対して他の児童が温
かく迎え入れている学校の雰囲気がとてもいいと思
いました。

大人向けの内容だと感じましたが、子どもも見て感
じとれるところもしっかりあると思いましたので、
その部分を見せたことは子どもにしっかり伝わった
のではないかと思います。

保護者の感想
当日参加された保護者の方々に

アンケートにご協力いただきました。

遠足で行った先で砂いじりをしたマァちゃんと、
繰り返し「やられたー｣ と言いながら「楽しいや
ろー｣ と手を洗う先生。その後おだやかな表情で
友達と手を繋いで列に加わって歩く姿が心に残っ
た。キリキリとして心にゆとりのない自分。

「自分がされていやなことは人にしない、言わな
い｣やり直しの部屋に行かなくては…と反省です。

卒業式で校長先生がカズキにかけた「自分のため
に頑張れ｣ という言葉。カズキくん、家庭環境が
原因で遅刻が多いとのこと。運動会にも遅刻して、
着いて早々セリフを言う場面がありましたが、間
違えることなく言い切った姿を見て、本来はすご
く力のある子なのだと感じました。年齢的に生活
環境が大きく影響しているのがとても残念だし

「大人｣ として「親｣ として自分は大丈夫か？と
反省しています。ぜひ全編を保護者で見たいと思
います。

運動会で手を取り合って走っていたところ。卒業
式での校長先生の言葉。

リレーで一人で走れない子と一緒に先生ではなく
クラスの子と走るところ。

最終の校長の一人ひとりに話しているところが良
かったです。

印象に残ったシーンがありますか？

映画「みんなの学校 ｣についての感想をお聞かせください。

映画「みんなの学校 ｣をみんなでみようという
　   今回の企画についての感想をお聞かせください。

抜粋しての放映だったので、内容がちゃんと分からず感想を書けませんでした。

　　　　途中をとばしながらの上映だったので全部を通して観てみたいと思った。

運動会や修学旅行などの行事を通してハンデのある友達の手を自然に取る子供たちが印象
的でした。それは差別無く子供の視点に立てる先生 ( 大人 ) がいる環境だからでしょうか。
この学校の子供たちが大きく成長する姿が楽しみであると同時に羨ましいと思います。

　　　　内容が全部ではなかったので機会があれば全部見てみたいと思います。

映画のタイトル通り、みんなの学校感があった。みんながひとつになってる学校に思えた。

　　　　一人一人の自分の学校になっていたと思う。

子供には分かりづらい映画だと思う。

　　　　助け合うことが出来ている。

この映画は全学年が見ても良いと思いました。

企画は良いと思います。全放映で見てみたいです。( 保護者だけでも )
わたしは感想を書けなかったけど、子供たちはしっかり感想を言えていてすごいと思い
ました。鴨居小も支援級があり普段から支援級の子と接している子供たちだからこそい
ろいろわかるのだな、と思いました。

それぞれの立場で自分の日常とおきかえて、たくさん考えられることができる映画だと
思う。みんなで観ることにとても大きな意味があると思うので、ノーカットでもう一度
観たいです。

本編を見ているので全部を見せられないのが残念ですが、考えるきっかけになったらい
いなと思います。ぜひたくさんの子供たちに見てもらい、考え、学ぶ場所になってほし
いと思います。

色々な立場から見るとそれぞれ違った見方ができると思うので、ぜひ「みんなの学校｣
を広めてもらいたいと思います。

理解がむずかしい内容だったので、みんなでみてみんなで話し合える映画なのかもと思っ
たので、みんなでみる企画でよかったと思います。

この企画は良いと思います。もっと分かりやすい映画だったら全校で見ても良いと思い
ます。

高学年にとって良かったのかと思いました。



SPECIAL THANKS
地域のみなさんや学校の先生方、そして映画会社など
たくさんの人がこの映画の上映を支えてくれました！

かんがえる力をのばす�
もっとつながる
いのちを大切にす�る

横須賀市立鴨居小学校
〒 239-0813 横須賀市鴨居 3-1-6

子どもたちと学校を全力で応援します�！

横須賀市ＰＴＡ協議会
〒 238-0006　横須賀市日の出町 3-19-16
横須賀三浦教育会館内５F

みんなの「 やってみたい！」 が叶う場所

岩波幼稚園
〒 239-0813 横須賀市鴨居 2-56-12

大切な感性と、 たくましい心を育む

鴨居幼稚園
〒 239-0813 横須賀市鴨居 3-9-1

人が集い、 地域がつながる

鴨居八幡神社
〒 239-0813 横須賀市鴨居 3-5-5

地域に根差した安心リフォーム 

永瀬建築
〒 239-0813 横須賀市鴨居 3-65-5

鉄工 ・ 配管 ・ 設備のことなら

田中工業 
〒 239-0828 横須賀市久比里 1-7-5 有限会社 

映画『 みんなの学校』 他配給 

東風
〒 160-0022　新宿区新宿 5-4-1 新宿Ｑフラットビル 306 号室 

応援者の皆さんからいただいたコメント

　私たち幼少期の障害児を育てる保護者が集まり、横須賀のバリア
フリー子育て情報サイト『sukasuka-ippo（すかすかいっぽ）』を立
ち上げたのは昨年・2016 年４月のこと。
　教育の現場では障害のある子もない子も共に学ぶという「インク
ルーシブ教育」についての議論が活発になされていたようですが、
我々、保護者にとっては言葉の意味すら難しいと感じてしまうのが
正直なところでした。

・・・
　それならばまずは支援教育って何だろうということに当事者・保
護者が興味を持つところから始めよう！そんな思いで、昨年 9 月末
に一般の方を対象に開催した映画『みんなの学校』の無料上映会。
　開催が平日午前中であったにもかかわらず 300 人弱の方にご来場
いただき、この映画への関心の高さを実感しました。また、この時
に映画を観た方々からいただいた率直な感想アンケートをサイトで
公開し、フィードバックしようとしたところ、「是非、子どもたち
にも観てほしい」という感想が多いことに驚かされました。

・・・
　そこで気付きました。共生することの意味を支援する側である大
人が議論する一方で、このような映像を通して実際に障害児と同
じ学校に通う子どもたちの感性に直接問うことも必要なのではない
か。「仲良くしよう！助けてあげよう！」という感想をゴールにす
るのではなく、まずは自分の周りの様々な個性に興味を持ち、どう
感じたかをそのまま受け止める。その小さな感想・興味をひとりひ
とりが成長の過程で積み重ね、広げていくことで横須賀の未来は変

わるのではないか、と。
・・・

　学校で上映するということの難しさ、子どもたちにどう伝えるか
という難しさなど色々ありました。しかし、学校の先生方が中心に
なって授業を組み立ててくださり、地域の方々のご協力を得て、無
事に横須賀市の小学校での記念すべき第１回の上映会を開催するこ
とができました。

・・・
　そして結果、得られたものは子どもたちの感じた率直な想いです。
感じ方・受け止め方は人それぞれ、でもそれでいいのだと思います。
感想の中には「よくわからなかった」という感想もあり、また「特
別支援学級の子ともっと関わりたい」という感想もありました。そ
して、それぞれの感想をグループトークというかたちで披露し、お
互いの考えの違いに驚いていた子どもたち、それでいいのだと思い
ます。

・・・
　最後になりましたが、この上映会を支えてくださった皆様には、
心から感謝いたします。本当にありがとうございました！
　この一歩が次につながるように、私たちはまだまだ頑張ります！

映画『みんなの学校』をみんなでみよう！プロジェクト発起人 sukasuka-ippo 代表・五本木 愛

すかすかいっぽsukasuka-ippo
横須賀のバリアフリー子育て情報局

http://www.sukasuka-ippo.com

　ひとりの男の子の児童がよく手が出てしまい、生活発表でしょうか、
保護者が見守る前で読んだ作文で「もう友達をたたいたりしません」と
涙しながら読み上げていたシーンのほか、校長先生が「『もうやりませ
ん』って言ってるけど、きっとまたやる。でも『もうやりません」って言っ
ている今、この瞬間は本物』と言っていたシーン・言葉がとても印象に
残りました。
　時々、胸が痛くなるようなシーンもありましたが、校長先生をはじめ、
ひとりひとりの職員がとても一生懸命で、全員で情報を交換しあい、そ
の全員が子どもひとりひとりを見ているとてもすてきな学校だと思いま
した。
　この映画で感じるものや自分の今までの考え方などが変わりました。
今回の企画については、大人だけではなく、子どもたちが見ても色々感
じるものがあると思います。もっと他の人たちにも見てもらったほうが
意識や考え方が変わると思いました。（アンケートより・岩波幼稚園職員）

　授業参観で男の子が泣きながら「暴力や暴言をはなないようにしたい」
と発表していたシーンが印象に残りました。
大空小学校のようにみんなで作り、みんなで支え合う。支援の必要な児
童もそうでない児童もお互いに支え合っているのだと思いました。まさ
に学校とはそれを支え合う
みんなの学校だと思いました。
　今回の企画については、いろいろな立場の方が一緒に見て、それぞれ
いろいろな思いを持つということは良いなと思いました。ありがとうご
ざいました。（アンケートより・岩波幼稚園職員）

　授業参観や卒業式で自分の気持ちを発表しているシーンが印象に残り
ました。
　共生社会を作り上げていくための大切な教育だなと思いました。学校
だけでなく地域全体で見守っていく姿はすばらしいと思うとともに、少
しずつでもこの学校のような考え方をもった学校が増えたらいいなと思
いました。
　みんなで観ることでいろいろな見方・意見が出るので良いと思いまし
た。みんなでそれぞれの立場になって考える良い機会ができました。

（アンケートより・岩波幼稚園職員）


