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開会式（報告者：高木） 

 

 
▶参加者 

380～390人ぐらい（中継部屋除く）。約 400人入る会場で 8～9割埋まっていた。 
 
 
▶行ったこと 
 (1)3種類のオリジナルパロディ動画の再生（開会式前）。 
 (2)ひきこもり部屋や中継などのアナウンス（小学生の少年が担当） 
 (3)大会長より開会宣言 
 (4)総合司会３名の自己紹介 
 (5)大会長の挨拶 
・「終わりを悲壮感たっぷりな意味ではなく、『終わりがあるから、がんばれ
る』等、ポジティブな意味で考えたい」。 

・挨拶中に地震が起こる（会場の震度は 2）。プロジェクターが大きく揺れた
が、怪我人はなし。 

 (6)注意事項 
・飲食・お弁当案内・喫煙場所・バッグの中のふせんの使い方など 
・一日の流れのおおまかな説明 

(7)大会長の「うまい棒」にまつわる思い出話 
・「昔、同朋大学で質問をした時、『リストカットの略である”リスカ”と、うま
い棒の製造会社の”リスカ”は何か関係があるんですか？』と聞いたら、会場が
大爆笑だった。そして、それが登壇発表司会者との出会いに繋がった。」 

 (8)うまい棒を登壇発表司会に渡し、登壇発表へ 
 
▶参加者の様子 
・開始 10分前まではそれほど席が埋まらなかったが、開会宣言時にはほぼ埋まってい
た。 

・地震の時は少しざわついたものの、すぐに落ち着いた。 
・「うまい棒」の話の時は、会場が大爆笑に包まれた。 

 
▶担当者の一言 
・良い点：必要なことが伝えられた。大会が無事に開催できた。 
・おしい点：3人でのトークを出せなかった。 
・今後：参加者と一緒に何かやることがしたい。（インタビュー、質問、クイズ等） 

 
▶感想 
・緊張して変なテンションだったが、やりきれてよかった。 
 

1. 開会式（報告者：高木） 
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■2. 登壇発表（報告：樫本） 

 
 
 
登壇発表は 17 組の当事者研究発表がなされた。発表のための時間が 1組 6分間と

いうタイトなスケジュールであったが、どの研究発表も内容が凝縮されており、各々
の苦労との付き合い方やメカニズムに関して、ユーモアや仲間との繋がりを交えつ
つ、語られていた。会場の参加者も、まじめに熱心に聞き入りながら、時に笑い時に
感激し、中には、登壇発表の場が、ある種、熱気のあるライブ会場にいるような錯覚
に陥ったという感想もあった。私自身も、実際にワクワクしながら発表を聴いて、一
緒になって研究内容にのめりこむうちに、あっという間に時間が過ぎている感覚だっ
た。一方で、登壇発表では感想や質疑応答の時間が取れなかったため、続きはポスタ
ー発表で、という形となった。 
  

2. 登壇発表（報告者：樫本） 
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■3. シンポジウム（報告者：浦野） 
 
 
▶向谷地生良さんのお話し 

 
向谷地さんは、浦河赤十字病院に赴任された頃の具体的なエピソードとそのなか

で出会った人々のお話しを中心に、当事者研究の源流を辿り直すものだった。 
 
赴任された当初、向谷地さんが最初に関わりを求めたのが、浦河で一番苦労して

いる存在だったアルコール依存症を持つ人たちや、アイヌや朝鮮にルーツを持つ人
びとだったという。そして多様な苦労や苦悩を持つこうした人たちがともに語り合
うことによって回復の道を歩んでいこうとした営みが、2001年に始まる当事者研究
の源流にあるのだという。スライドに投影された写真のなかの人々の多くは亡くな
ってしまっているものの、こうした一人一人の生きた歴史（その多くは失敗と情け
なさの歴史だったという）こそが当事者研究の源流である、と向谷地さんはいう。 
 
このような回顧を踏まえながら、向谷地さんは当事者研究のネットワークについ

ても、具体的な一人一人の命の歴史のつながりとしてそれが広がっていくことが重
要であると述べられて、そのお話しを結ばれた。 

 
 
▶熊谷晋一郎さんのお話 

 
熊谷さんのお話も、やはり障害者運動と当事者研究の歴史を熊谷さんの個人史と

からめて振り返りながら、当事者研究の未来を構想しようとするものだった。 
 
熊谷さんが障害者運動に出会ったのは1980年だったという。それは、リハビリ

による障害の克服という思潮の衰退とそれへの幻滅のなか、むしろ障害とは社会の
側にあるのだと捉えさせた点で、熊谷さんに勇気を与えたという。こうした障害者
運動はその後の障害者支援制度の拡充をもたらし障害者の自立を可能にした一方
で、新たな問題状況をも生んでいるという。それはかつてより充実した支援体制の
もとで個々の障害者が相互のつながりから切り離され、孤立しがちな状況にあるこ
とだという（こうした状況を生んだ一因は、熊谷さんによると、自立を独立と捉え
るアメリカ流の捉え方に則った当事者運動そのもののにもあるという）。 
 
このような新たな問題状況において注目すべきなのは、同じく社会における障害

3. シンポジウム（報告者：浦野） 
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者の普通の生活を目指してきたものの社会批判よりも仲間の対話を中心に据えてき
たべてるの家の歩みであり、そこで生まれた当事者研究であると熊谷さんは指摘す
る。すなわち、こうした対話が仲間のつながりを作りあげ、さらにはその内容が当
事者研究の形で公開されることは、マイノリティに対する社会の理解とその変革を
可能にするだろう、と。 
このような歴史理解を踏まえながら、当事者研究のこれからに向けての構想（当

事者研究のジャーナルやエピソードバンク、ホワイトボードの書き方研究）が紹介
された。 

 
▶感想 

 
お二人のお話はともに、それぞれの当事者の生きてきた歴史を受け止めながら当
事者研究のこれからを見据えようとするものだった。ネットワークと一言で言って
しまうとついつい没個人的で抽象的なコンピュータ・ネットワークのようなものを
思い浮かべがちになるが、当事者研究のネットワークの場合には一人一人の当事者
の生きられた歴史ぬきには成り立ちえないことをあらためて教えてもらったような
気がした。 
 
なお、お二人の話はそこからさらなる様々な対話の展開が期待できるものだった
が、大会スケジュールの制約でそれを聞くことがかなわなかったことが心残りだっ
た。 
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■4. ポスター発表（報告：樫本） 
 

 
 

ポスター発表では、昼休みの時間を使って、登壇した人や、ポスター発表のみの発
表者との間で、直接質疑応答ができる場となった。とはいえ、発表者に直接アクセス
できなくても、ポスターに付箋で、感想や共感や応援、アイデアなどを貼ることで、
伝えられるという方法も取り入れた。参加者からも、付箋で感想が書き込めて、研究
者に声を届けられるのがよかったとの感想があり、一方で、ポスター提示をした方か
らも、自分の研究に対して、参加者から付箋でメッセージをもらえたのが嬉しかった
との声があがった。 

  

4. ポスター発表（報告者：樫本） 
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■5. 初心者当事者研究（報告：矢﨑） 

 
 

▶参加者のおおむねの人数 
150~200人くらい 

 

▶分科会の内容 
(1) 「当事者研究に興味があるが、どうやったらいいかわからない」という人を対
象に、当事者研究について知りたいことをホワイトボードに書いてもらい、それ
を手がかりにしながら、向谷地生良さんとファシリテーター（矢﨑）とで話しつ
つ「当事者研究をどうやるか」について探りました。 

ホワイトボードに出された内容としては、「そもそも当事者研究とは何か」「自
己病名はどうやってつけるのか」などでした。参加者の中には、「当事者研究ら
しきもの」をやったことのある人もいましたが、基本的には「初心者」らしい質
問が多かったと思います。 

 

(2) 「どのようにやればよいのか」という点については、向谷地さんから「正しい
メソッド」みたいなものはない、勝手にやればよい、との助言がありました。把握
されているだけでも７００の当事者研究があり、７００通りのスタイルで当事者
研究が行われているから、それぞれの人が自分のできることを、できる範囲でや
りたいようにやればよいとのことでした。べてるの家から参加された浅野さんに、
どのように研究しているか尋ねたところ、携帯やノートにメモしたことをワード
やパワーポイントに書き起こしているとのことでした。 

 

(3) また、「当事者研究は一人でやってもいいのか、誰かと一緒にやった方がいい
のか」という質問も出ました。向谷地さんからは、「研究」だから、一人で練り込
んでいくよりも、他の人に相談したり対話したりしながらの方が深められるとの
指摘がありました。 

 

(4) さらに、個人的な「体験」をまとめたものではなく「研究」である、という点か
ら、当事者研究は公開性が重要だという指摘もありました。研究同士を付き合わ
せることによって、より新しい発想として広がっていくことができるとのことで
した。そのために、同じような苦労で悩んでいる人たちが先行研究を検索して参
考にできるようにするためのデータベースを作成中ですと紹介されました。 

 

 

5. 初心者当事者研究（報告者：矢﨑） 
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▶参加状況（質問や意見、反応など） 
(1) ホワイトボードにはたくさんの質問が書かれました。とはいえ、書いてくださ
ったのは参加者の半分以下だと思います。写真を撮り忘れました。 

(2) 「当事者研究らしきもの」をやってきた、という方から、自分の過去を振り返
るなどしてきたが、迷路に迷い込んだような心持ちで、いつ終わるのかという不
安があるとの質問がありました。何十年も迷いつづけると思うと苦しい、と。 

これに対しては、向谷地さんから、オープンダイアログについては不確かさ（答
えのないこと）への耐性、自分の試行錯誤に対する信頼が必要だとの回答があり
ました。 

病気が回復しないで入退院を繰り返し、一つのことが見出されるまで５年、１
０年かかるものであると。べてるの家に４０年くらいおられる早坂潔さんの例を
挙げて、早坂さんはずっと誤作動を繰り返してきたが、数年前に父親が亡くなっ
たとの連絡があってから変わったとのことでした。早坂さんは、届けられた父親
の遺影を見ることができず、べてるのスタッフに預けたままにしているそうです。
そこにいたって初めて、早坂さんには「厳格な父親」との間の葛藤という問題が
あったのだ、ということが、スタッフにも本人にも判明したとのことでした。何
十年もわからなかったことですが、そこで一つ気づきがあり、誤作動がなくなっ
たそうです。 

 

(3) 自己愛性パーソナル障害と診断された姉を持つ方からの質問から、お姉さん自
身が「回復するのが怖い」と思っているのではないか、という話が出ました。 

べてるの家から参加された浅野さんに、「幻聴さんが治っちゃうことを望むか」
という質問がされ、浅野さんとしては、気心の知れた人と生活できるようにした
い、との回答でした。医学的には幻聴がなくなることが「回復」であるけれど、
当事者が望んでいるのは必ずしもそうした医学的な「回復」ではなくて、「気心
の知れた人たちとの生活」である、と。そこが「回復不安」と関係があるのでは
ないか、という示唆でした。 

 

(4) 当事者研究をやろうとしているが、元気なときは頭が冴えすぎてしまい色々な
ことを考えすぎて考えがまとまらなくなってしまうので、ノートに書こうにも何
もできないし、体調が悪いときは何もできないので、どうしたものか、という質
問がありました。 

向谷地さんからは、頭がシャープなときにほど研究は進む、あなたは研究に向
いていると励ましがありました。べてるのメンバーが通っている川村医師は、「そ
の人が研究しやすい頭の状態を作る」ように投薬を調整しているとのことでした。
従来は、「仕事どうしよう」「家族どうしよう」という色々な考えを薬によって
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曖昧にして、思考をストップさせてきたのであるが、当事者研究はそういう手法
には立たないで、色々なことを思考して研究するのだということでした。 

 

(5) 統合失調症と適応障害と診断されているという方から、幻聴、幻覚、イライラ、
悲しみによって日常生活が辛い、当事者研究によって治したい、との訴えがあり
ました。入院した方が命を守れるからということで入院も年に２～３回している
とのことでした。 

向谷地さんからは、幻聴や幻覚は一番研究データの多い分野なので、声や見え
るものとの付き合い方をどうするか、ぜひ研究してほしいとの回答がありました。 
べてるの家から参加された浅野さんに、聞こえる声が幻聴かどうかをどう区別
しているのか、という質問をしたところ、ウォークマンで（イヤフォンつけて）
音楽を大きな音でかけても聞こえてきたら幻聴で、聞こえなくなったら本当の声
だ、と区別しているとのことでした。また、向谷地さんなど他の人と一緒に歩い
ているときに悪口が聞こえたと思ったときは、一緒に歩いている人の表情をみる
とのことでした。というのは、歩いている人が浅野さんに対して悪口を言ったと
きには、隣にいる人にも聞こえるはずで、そうだとすると「なんてことを言うの
か」というような表情になるはずであるところ、一緒に歩いている人たちが何も
なく普通に過ごしているときは、その人達には聞こえていない、つまり幻聴であ
る、という区別だそうでした。そのような信頼できる人の表情をみるというのも
手だということでした。 

 

(6) 少年院で勤務している方から、当事者研究をしている少年がいるが、第三者へ
の発表は必要か、との質問がありました。 

これに対しては、研究である以上、発表は必要であるとして、向谷地さんもま
たどこかの少年院での少年達による当事者研究の発表の場に参加する予定である
と述べられました。 

 

▶よかったこと・もっとよくできること・これからしてみたいこと、その他 
(1)よかったこと 

・参加者から質問が出てよかった。 

・台本がなかったにもかかわらず崩壊せずに終わってよかった。 

・自分（矢﨑）の知りたかったことを知れてよかった。 

・いろいろな人たちが試行錯誤しているのだということを共有できてよかった。 
 

(2)もっとよくできること 
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・事前にどんなことをやるかもっと打合せが必要だった。全てアドリブだったた
め、時間も読めなかったし、向谷地さんにもっといろいろなことを話してもら
えただろうのにな、と思った。 

 

(3)これからしてみたいこと 

・自分自身が当事者研究をしてみて、発表したい。 

・いろいろな団体に所属しているわけでない人たちでも集えるように、「誰でも
当事者研究の発表をできる場」というのがあるとよいのかな、と思った。 
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■6 当事者研究の新たな展開（報告：入江） 
 
 

▶参加者  
約 60名 関心をお持ちの方（ジェンダーに関心のある方、場面緘黙・吃音の経験
者とそのご家族、など） 

 

▶登壇者 
近藤卯月（大会長） 

入江紗代（かんもくの声） 

熊谷晋一郎先生（進行） 

 

▶イベント内容 
・近藤（トランスジェンダー当事者）と入江（場面緘黙の当事者）による各自の当
事者研究との関わり、体験談。 

・お互いの体験談を入れ替えて読む「入れ替え」。 

・それらを踏まえた、熊谷先生のご自身の体験と当事者研究的視座によるお話。 

・挙手＋用紙による参加者との意見交換、質疑応答。 

 

▶参加状況 
・約 60名（出入りあり）と各自の関心から多くのご参加をいただけた。 

・配布した用紙にご意見、ご感想、ご質問もいただけたので、参加者のお立場や
所感に触れることもできた（挙手での発言が難しい方や、時間内に取り上げられ
なかった点もフォロー）。 

・熊谷先生には、「見えやすい・見えにくい障害について」「自分の物語の見直
しについて」など語っていただけた。 

・イベント内での質問としては、「場面緘黙を知って、自分もそのような体験が
あったかもしれないと思った」「場面緘黙で？飲み会が苦手な苦労をどうしてい
るか」「発達障害などのグレーゾーンと診断について」「クライアントの症状の
意味を見い出すためにはどのような方向性に持っていけば？」などがあった。 

 

▶担当者より 
・よかった点は、当事者の体験談と当事者研究との関わりを通し、当事者の苦労
として生の声を聴いていただけた点。「入れ替え」による半演劇的な効果。熊
谷先生のお話が午前中のシンポジウムの内容とも通じるものであり、分科会だ

6. 当事者研究の新たな展開（報告者：入江） 
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けにとどまらない広がりの中で聴くことができた点。用紙にご記入いただいた
参加者の声を運営委員内で共有、今後の展開にフィードバック可能な点。 

 

・改善点としては、主題である「当事者研究の新たな展開」についてもう少し掘
り下げる時間があるとよかった。また、マイクやビデオカメラなど機材関係の
確認、構成や進行方法、分科会担当内での役割について、打ち合わせや準備が
不足していた点。進行やイベント構成についても、「これでいいのか？」と不
安があったので、分科会担当外でも前もって相談できる人を探し模索しておけ
るとよかったかもしれない。これをきっかけに、様々な当事者性とその苦労、
当事者研究的視座に関心を持っていただけたなら幸いである。これからは、名
古屋で当事者研究を実践する仲間づくりをしていきたいし、その思いを強くし
てくれた今大会と運営委員の皆様に感謝している。 
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■7.  
 
 

……こんなに楽しいのにナゼだろう？当事者研究が流行らないのは in 名古屋 
 
▶プロローグ 

当事者研究が流行らない、行き詰まりを感じている私はこの状況を分析、実験、
確認して今後の展望を図ってみたいと思い運営委員会の承認を得て仲間を募り分科
会の 1つの開催準備に取り掛かりました。 
当事者研究をじっくりと取り組むのではなく、いつでも、どこでも手軽な感じで

当事者同士が「今日の自己病名」を語り合う向谷地先生が言う「開かれた当事者研
究」を名古屋で広めたいと日頃から思っていました。 
企画は当事者のみ行いました、その思いは「当事者の当事者による当事者のため

の当事者研究」で当事者の苦労は当事者しか分らないのではと言う疑問からです。 
そして苦労を丸投げせず当事者が主体的に行動できるのではないかと日頃から思

っていました 
顔を突き合わせてくつろいでかつ考える対話の場としてワークショップ形式で共

に学び合える場を提供したい 
遠方の仲間との打ち合わせに無料通話アプリ LINE 電話会議を十回、直接会って

の打合せは一回でした。 
打合せは同床異夢で最初は方向性が全く見えませんでしたが、たたき台を作り意

見を述べるように変えていくとその後はスムーズに進行しました。 
独りよがりに陥らないように大学の先生を訪ねてご意見を伺いました。 

 

▶当日 
参加者は約５０名、見学者５名。 

たたき台となる試案から草案を八回改変を繰り返した「開かれた当事者研究」の
説明は威厳に満ちて立派すぎる、気後れする、話づらいと思われ、無謀かもしれな
いが、あいさつの冒頭に運営側が馬鹿なこと、頼りないこと、情けない事をお伝え
して参加者がしっかりしなければという雰囲気になりました。また、当事者研究初
心者もベテランも分け隔てることなく共に学べたのではないかと思います。 

４～５名に分かれて和気あいあいな雰囲気のワークショップで自己紹介から始ま
り「今日の自己病名」「今日の気分」「今日の気づき」をＢ紙に書いたりイラスト
を描いたりして、それから説明をされ、最後に全員で振り返りました。 

参加者は否定的な感想は見当たらず、肯定的な「実りがあった」「また来たい」
と別れ際伺い、やりがいと感謝の気持ちでいっぱいです。 

7. 開かれた当事者研究（報告者：田中） 
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個人的な感想を述べさせてもらえば「今日の自己病名」を伝え合うことは小さな
草庵で俳句の句会を開いているようでした。季語の代わりに気語を使い自分の心の
中に立ち入りその気持ちを同じ思いの参加者と共有する場が気分の無限の広がりを
持つのではないか思いました。 

東海三県からの参加者に手を挙げて頂いたら意外にも参加者の大半がこの地方の
方でした。 

当事者研究にご関心のある方は多いもかもしれません。 

 

▶エピローグ 
べてる的福祉不毛の地と思われた名古屋で多くの参加者と分科会を通じて楽し

く交流、対話が出来たと思います。特に分科会協力者とは事前のミーティングを
頻回行ったためその関係性が随分と近くなりました。 
1 人 1 人が自分と他者を思い悩みながら社会との関わり合いを模索するきっか

けになりました。 
そして当事者自身が内に籠ることなく一般社会へ障害者主体を訴える運動（例

えばプラカードを持ってデモ行進など）に進展することになればもう少し一般社
会は障害に目を向けて眼差しが変わってくるかもしれないと密かに期待していま
す。 

 

▶分科会スタッフの振り返り 
(1)良かったこと 

・「登壇発表後で頭が飛んでいた、心ここにあらず」 

・「一階のベンチで腰かけていた潔さんにお願いして分科会で当事者研究について
語ってもらって皆が良い雰囲気になった」 

・「潔さんが話す言葉が重く、こころに響いた。当事者研究に対する姿勢がいい」 

・「こじんまりとした分科会で良かった」「少人数でのお話が楽しい」 

・「南部さんから１５０名集まると言われ何となく嫌だったが５０名は丁度いい感
じだった」 

・「PSWの池松さんに加わってもらいありがたかった」 

・「なかまの杜の人たちも色々な話をして聞くことが出来て楽しかったと喜んでく
れた」 

・「司会で話をしていて参加者の反応が嬉しかった」 

・「今日の自己病名」を表やイラストにしてワークショップで話せた 

 

(2)苦労したこと。 

・「池松さんを LINEグループに入会手続きするのに手間取った」 

・「なかまの杜の仲間に分科会に入ってもらった、自分は煙草を吸いたかった」 
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・「当事者研究理念ミーティングをする事を忘れた」「分科会終了後の大ホールで
の振り返りをわすれた」 

・「初めての運営担当、司会、LINE電話会議打ち合わせ、何もかもが苦労といえば
苦労だったが、打ち合わせ自体が当事者研究をしているみたいだった。良い気付
き、学び、少しづつ自分が変わっていくように感じられた、育ちかも」。 

 

(3)さらに良くしていく点、今後の展望 

・「もうお腹いっぱい、良くしなくても良い、それは欲張りだ」 

・「関東当事者研究交流集会のように名古屋でもこれを機会に交流集会を作ってみ
てはどうか」 

・「名古屋では「ちたの会」が活発なので、もう一度声掛けしてみる。」 

・「仲間の助けを借りて行うのが当事者研究だから」 

・「潔さんといつかゆっくり腹を割って話したい」⇒「それはむずかしいと思う
よ」 

・「当事者、支援者が共に手を携えて仲間としてやっていきたい」 

・最後に分科会スタッフの名前を尊敬と感謝の気持ちを込めて記しておきたいと思
います。 

 

 

敬称略 

・伊藤知之（べてるの家） 

・池松麻穂（べてるの家） 

・川本 浩 （札幌なかまの杜クリニック） 

・虻川麻友美（札幌なかまの杜クリニック） 

・高橋伯宗 （札幌なかまの杜クリニック） 

・佐藤里美 （札幌なかまの杜クリニック） 

・伊藤訓之 （名古屋うつ病友の会） 

・ばっち 

・亀沖昌睦 （精神保健ボランティア一歩会） 

・田中博祐 （名古屋と当事者研究会） 
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■8. 当事者研究×教育×子供 
「なぜ今、教育に当事者研究が必要か」（報告：安本） 

 

 

▶講師 

立教大学文学部教育学科教授 河野哲也氏 

▶司会 

安本志帆 

▶登壇者 

安本 晃 

▶参加者 

約 50 名 

 

▶内容 

私は名古屋大会の運営委員で、分科会を企画しました。「今こそ教育に当事者研
究が必要だ」という私の提案、チャレンジでした。 
「当事者研究×教育×こども」を考えるにあたり、「みんなの当事者研究」の中で

「当事者研究と教育」についてご執筆もされている、子どもの哲学(E テレ Ｑ～子
どものための哲学～監修)でお馴染み、河野先生に来ていただきました。 
実際にやってみてどうだったかというと…… 
息子の研究(チャンスの先延ばし症候群)は、まあまあ笑いをとりました。 
息子はその笑いに応えながら、自宅にいる時と変わらぬナチュラルな様子で、発

表をこなしておりました。そして、分科会のスタイルとしては、斬新な学びの場に
なったのではないか…？と思います。 
どう斬新だったのかというと、参加者が、河野先生にむけて質問をされているの

に、その質問に、ことごとくヒカルが答えていくという…斬新さです（これは意図
的なねらいは一切なく、ヒカルが主体的にドヤ顔で参加した結果です）。 
ここまでだけでも十分おもしろくアクティブでしたが、ここからが画期的な学び

の場となりました。 
ヒカルが質疑に答えたことによって、河野先生による、ヒカルをまずは尊重し、

意見を拾い上げ、更に意見を引き出すという、対話の「核」ともいえる、一連のリ
アルな実践を私達は見ることができたこと、そして、ヒカルが答えた「質問の答え」
こそが質問をされた方に対する「答え」なのだという、河野先生の「態度」を私達
は実際に感じることができたこと、そして、ヒカルの自由さと河野先生のアクティ

8. 当事者研究×教育×子供 
「なぜ今、教育に当事者研究が必要か」（報告：安本） 
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ブさによって、私がこの分科会の参加者に、一番見せたかった「核」の部分が生で
起こせたという奇跡的なもの、すべてにおいて画期的でした。 
冒頭、河野先生はお話の中で、「医者や大学教授の言うことは疑え」というお話

をされました。 
そのお話と起こった生実践は、まさにリンクしていて、大学の先生の言ったこと

だから聴く、子どもの言うことだから聴かないというのは、それぞれ「言ったこと」
には注目しておらず、誰が言ったかという「人」に注目しているという、まさに当
事者研究の「〈人〉と〈事〉をわける」という理念のとおりです。 
この理念は当事者研究をしている人にとってはあまりに有名だけど、これがどう

いうことなのか、を参加者の皆さんと一緒に考えることができたことは、とても意
義ある時間でした。 
しかし、この理念を全うするためには哲学的な態度が必要で、そして内的な問題

を外在化し現象と捉える為には対話の力が必要です。 
だから私は哲学対話と当事者研究は親和性が高いと感じているのだと思います。 
子どもの当事者研究の場合、子ども固有の難しさは「子どもの言葉を大切にする

こと」にあるのかなと感じました。 
私にとっての子どもの哲学での一番のモットーは「子どもの言葉を大切にする」

ことです。これは自分が幼稚園教諭だった時代からそうです。 
でも、息子と当事者研究をしたことによって、これは、まだまだ未知で、だけど

わかったつもりになりがちな、極めて難しくデリケートなことなのだと理解し直す
ことができました。 
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■9 家族のかたち（報告：南部） 
 

 

▶ファシリテーター：高山京子（NPO法人びすた～り） 
▶協力：共存共生共依存の会（家族の当事者研究会）3名 
▶参加者：38名    
▶資料：家族のための 9つのステップ＋まかせるということ 
 
▶内容 

共存共生共依存の会のメンバー3 名から、①自己病名②苦労のプロフィール③当
事者研究に出会って良かった点、苦労した点の報告をしました。 

 

出てくる苦労のプロフィールはびっくりするようなたいへんな内容ばかり、にも
かかわらず何故だか笑ってしまう『問題は解決していないのだけど解消している』
当事者研究の不思議です。 

 

会場から「どうしてそんなに明るいのですか」とご質問がありました。 

 

苦労の当事者は自分自身であったという気付き、起きている苦労に名前を付けて
みる、実験をしてみる、替え歌を歌ってみる（ユーモアが大事）、仲間とともに研
究するときに魂が喜んでいる、そして何にも変わっていない（にもかかわらず笑っ
ている）、苦労に対する向き合い方が変化するなどなど、当事者研究をしてみてよ
かった点が次々と出てきました。 

 

参加された方も様々な思いや苦労が交錯したようで『泣き笑い』の分科会となり
ました。 

 

  

9. 家族のかたち（報告者：南部） 
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■10. 支援者当事者研究（報告：大山・樫本） 
 
 
▶参加人数：定員50名に対して60～70名が参加。 
 
▶内容 

この企画の約束事として、 
１. この場で見聞きした他者の言動やエピソードについて、他の場で話さない、
書き込まない。 

２. この場が安心して研究できる楽しい場となるよう、各自が自分の言動につ
いて配慮を行う。 

の二点を確認。 
 
当事者研究の理念について大会抄録に記載されているものに皆でざっと目を通し、
その後、支援者としての苦労を今回皆と一緒に当事者研究することを事前に了承し
ていただいていた二名の方に、それぞれの支援者としての苦労の内容を紹介してい
ただき、会場の参加者からは、質問や感想、応援メッセージなどの発言があった。 
 
苦労を発表していただいた二名からは、職場ではこのように自分の苦労を話せな
いので、話せてよかった、会場から暖かい反応を感じられてよかった、などの感想
をいただいた。会場の参加者からは、発言希望が相次ぎ、時間が足りないほどであ
った。また、最後に、ホワイトボードに記載された当事者研究の記録を写真に撮ら
れる方も多数おられた。 
 
今後、同様の企画をする場合には、もっと長時間のスケジュールを組み、時間的
余裕を持たせられるとよかった。また、当事者研究の理念の紹介だけでなく、安全
な当事者研究の場とは？そうなるための具体的な振る舞い方の約束事、などについ
ても、時間をゆっくりとって説明できるとよかった。 

 
▶感想 

50 名を超える参加があり、支援者自身が、支援に携わる自らの当事者研究を行い
たいという、切実な思いを感じた。参加者の中で 2人から、この機会に出してみた
い研究テーマの呈示があったため、前半後半に分けて、2 題の当事者研究をその場
で即興で行った。わいわいがやがやと参加者からも、様々な質問や考えや同じよう
な体験や苦労がフィードバックされ、場の中でエンパワメントが起きている印象を

10. 支援者当事者研究（報告：大山・樫本） 
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もった。研究自体もその中で、苦労の輪郭が立ち上がり、メカニズムが浮かび上が
ってきそうな、そんな生き生きとした空間が生じた。 
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■11. ご当地当事者研究（報告：高木） 
 
 
 

分科会「ご当地当事者研究」を担当しましたが、企画人＆メイン担当者の池松さん
とほぼ打ち合わせなしで、ぶっつけ本番でした。 
自分の趣味（日本のローカルもの）出しまくりで、あとから考えると、池松さんよ

りでしゃばっていた……とちょっと反省。とても楽しかったんですが。 
あと、他の分科会が思ったより真面目だったので、ちょっと考えさせられる一言と

か言ってもよかったかもしれません。 
 
 
 
 
 
  

11. ご当地当事者研究（報告：高木） 
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■12. Special Live 無脳薬音楽人「高松信友」（報告：湧井） 
 
 
 
▶出演者 
高松信友(しんすけ）さん 

高山京子さん 

４名の仲間のみなさん 

  

▶内容  
プロフィールに－幼少期から抱えていた生きづらさや淋しさ、抱いてきた想い、
それでも人として生きる意味や回復とは？ などをストレートな歌詞とメロディー
で表現すると自己紹介する信友さん。 

「当事者研究のうた」の弾き語りが会場いっぱいに響き渡る。 

いつしか、彼の熱唱と仲間の皆さんのパフォーマンスに引き込まれ、会場もスタ
ンディングの手拍子となった。 

 
 
 
 
 
  

12. Special Live 無脳薬音楽人「高松信友」（報告：湧井） 
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■14. 全体振り返り（報告：川合） 
 
 

▶参加者 

340～380人くらい 

 

▶内容 

(1)分科会の報告。 

・各座長より報告（「開かれた当事者研究」は座長が行方不明）。 

(2)ラーメン交換 

・次回九州大会代表（岩崎茜）と名古屋大会長（近藤卯月）が、味噌煮込みうど
んとマルタイラーメンの交換。 

・表彰式の歌「見よ、勇者は帰る」を数名まわりの運営委員が歌いながら。 

(3)バスの時刻と乗り場などの案内。 

(4)閉会式 

・大会長が閉会式、なんかありましたっけ？ と言う。 

・南部さんがない！というと会場笑いに包まれ、キヨシさん呼ぶ。 

・べてるのキヨシさんより閉会の挨拶。 

・高松さんのCDの再度PR。 

(5)閉会挨拶 

・総合司会3人が同時に長い間ありがとうございました、の挨拶。 

・大会長が再度、閉会の挨拶。 

 

▶参加者の反応 

・麺の交換会の時は温かく見守ってくださった。 

・閉会の挨拶後、すぐ席を立つ方が多かった（臨時バスの案内をしたからだろう
か？）。 

 

▶担当者の一言 

・大会長のお誘いがなければ私はここにいませんでした。大会長とこの会に関わっ
た全ての皆さん、ありがとうございます。 

・最初、総合司会の3人が「どーもー。」「こんにちはー。」「初めましてー。」と
登場するネタを考えたのですが実現出来ず残念ではあったものの、台風がそれ、
余震もなく、私事ですが、知り合いの方が数名参加してくださり良かったです。 

・あとは自分自身、がんばり足りなかった気がするがこれ以上がんばるのも難しい
とも思った。 

13. 全体振り返り（報告：川合） 
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■15 そのほか（運営方法について） 

 
 

▶榎本 
当事者研究の全国大会を計画して実行する、そのものがとても大きな学びであ
ったと思う。人がみな、それぞれ異なる価値観・世界観の中で生きていること
を、楽しく、時に厳しく感じさせられたのが、本大会の企画・運営に関わって感
じたことだった。 
 
いわゆる当事者性の有無にかかわらず、我々は多くの場合、自分たちなりの
「場の空気」や「世間一般の常識」に基づいて意思決定や行動をしており、同時
に他者に対しても自らの意思決定や行動が共有されうると、根拠なく信じてい
る。そして、それを明示・非明示を問わず他者へ強いており、多くの場合その事
実に無自覚であると思う。 
 
しかし、本大会の企画・運営において、真に共有されていない「空気や常識の
押し付け」に対しては、常に疑問が発せられ、時にお互いを否定し合うような言
葉のやり取りがあった。どちらかが正しいを争うのではなく、「どう正しいと考
えているか」の認識について、遠慮なく話し合った経験は、決して愉快なことだ
けではなかったが、その意義は大いにあった。そして、それは（あくまで私の視
点からであるが）、当事者研究の全国大会を、地方有志の力で執り行うには欠く
ことのできないプロセスであった。 
 
さまざまな世界を持った多様な人々との共生とは、単にあいまいな相互理解の
「気分」を共有することでなく、"違いは違い"、"容認できないことは容認できな
い"という事実によって立つものであるだろう。そして、そのような共生のあり様
とは、見てくれのよい何らかの「かたち」よりも、終わりのない相互認識のプロ
セスであるに違いない。本大会の企画運営は、まさにそのような真の相互理解へ
向けた長い長い過程の端緒であったのだと強く感じている。 

 

 

▶川合 
・来てくださった参加者の方が楽しそうで良かった。 
・地震のしばらく後 LINE が繋がらなかったという、知り合いの声があった。 

 

14. そのほか（運営方法について） 
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▶大山 
・発表者の方から、「様々なミス(抄録を９月半ばには発送すると告知されていたの
に来なかった、発表者に対する連絡ミスがあった、など)が見られたが、それは、
様々な締め切りが大会の直前すぎるためと思われる。今後もし同様の企画を行う
なら、参加締め切りや発表締め切りを大会の数ヶ月前に締め切るか、運営委員の
人手を増やすなどして、委員の負担を軽くするとよいのではないか？」とのアド
バイスをいただきました。 
・また、発表者の方から、「自分の細かい要求に対応してもらえてよかった」「丁
寧な対応をしてもらえた」との感想もいただきました。 

 

 

▶高木 
・それぞれの得意な事と苦手な事、苦手の対策が、あらかじめ分かっていればもっ
とスムーズにできたかもしれません。 

例）得意な事：パソコンを用いた文章のまとめ、Excel などのビジネス向けソフ
ト、要約、簡単な挿絵、計画を立てること 

   苦手な事：イラスト系ソフト（解析度・解像度などはわからない） 

議事録（聞きながら書きながらは難しい） 

電話連絡（静かな場所でないと聞き取れない） 

突発的なこと（予想外がかなり苦手） 

苦手の対策：依頼時には連絡がほしい（電話だと出ない可能性があるので、
メール推奨） 

想定外なことが起こる、と想定する 

・はじめにやっていたかもしれませんが、私は今年の 2月からの参加だったのでメ
ーリングリスト事件は予想外でしたが、もしこうなると予想していたら運用ルー
ルを決めていればよかったでと思いました。 

 

 

▶浦野 
・自分自身について言えば、肝心の時に運営委員会を休まざるをえなかったり、仕
事の事情のためにたいした仕事ができていない分際でおこがましいかもしれない
けれど、みなさんの考えや意見をゆっくりと聞くことができ、その人となりに少
し近づけたことがとてもよかった。そのような経験ができるためには、しっかり
行き詰まるという経験が必要なんだ、と実感した。これがなによりの収穫だった。 
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▶湧井 
・当初は、運営上の混乱・困難があったが、後半は、運営員会・事務局会議・メーリン
グの形がうまく機能し、運営委員の一人ひとりが個性・得意な一面を発揮し、できる
形で補い合い、絶妙な味わいを引き出し、皆さんが良い役割を果たすことができた
と思う。 

・事務局であった愛実の会の戸田さんが担われた仕事量は、かなり過重であったことを
確認しておきたい。戸田さんと愛実の会に敬意を表し、「名古屋大会事務局」を閉め
るにあたり、何らかの形でお礼を表したいと思う。 

・共催であった「愛知淑徳大学福祉貢献学部」の瀧先生のご活躍には、多くを助けられ
た。運営経費の軽減という側面だけでなく、運営上の問題（会場の部屋数・駐車場台
数など）の出現に気づくと、先んじて考え、大学と交渉し改善策を提案して下さった
ことは、ものすごく今回の大会を健全運営に導いた。教員の先生方（5名）や学生ボ
ランティア（23名）、バイト学生（2名）の応援も含めて、会場である大学と共催と
いう形でなければ、私たちの力量だけではできないことだったと思う。 
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■16. そのほか（内容について） 
 

 

▶高木 
分科会「ご当地当事者研究」の取材に入られた記者さん（たぶん）より、登壇発表
が短すぎないか、「なかまの森」の人たちが多すぎないか、と聞かれました。 

前者は発表者希望者全員の希望を叶えたかったため、今回はそうしましたと返答
しました（大阪が少人数・時間たっぷりだったことも指摘あり）。 

 

 

▶湧井 
・私自身は、総務部を担当し、加藤さん浅野さんとチームを組んで、それぞれに十分に
働いたと思う。会場内で進行している内容をじっくり参加することができなかったと
いう残念さはあるが、名古屋大会の運営に関わり充分な達成感がある。 

・何にもまして、今回の運営委員の皆さんの「人」を知り、友人としてつながりができ
たことが喜びであり、とても幸いな人生の一ページだと思われる。 

・私自身の好みで、欲を言えば過密スケジュールが気になったが、参加者の皆さんがど
ういう感想を持たれたのか知る機会があればうれしい。 

・「当事者研究」の文献を振り返り、向谷地さんの以下の文章が心に留まった。 

̶̶当事者研究では、どんな困難な状況にあっても、その場と自分や仲間の経験の
中に、困難を解消する「知恵が眠っている」と考える―― 

今回の名古屋大会の準備を通して、この言葉を理解するような経験を積むことが
出来た。 

私自身が大いに学ばされ、これから出会うだろう困難な人生を励まされる「当事者
研究」となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. そのほか（内容について） 
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