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マセソン美季さんは，1998 年の長野パラリ
ンピックのアイススレッジスピードレースで金メ
ダル3個，銀メダル1個を獲得したパラリンピ
アンである。現在，IOC（国際オリンピック委
員会）・IPC（国際パラリンピック委員会）の教
育委員として，オリンピックやパラリンピックの
理念をふまえた啓もう活動を行っている。

マセソンさんは，2019 年3月にNHK放送文
化研究所（以下，文研）が開催したシンポジウ
ム「共生社会実現と放送の役割」にも，パネリ
ストとして登壇した 1）。シンポジウムでマセソン
さんは，障害者である自分の体験を通じて日
本での居心地の悪さを率直に語る一方，日本
がパラリンピック大会を自国で開催することは
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共生社会への変革の機会であると捉え，障害
者スポーツを題材としたパラリンピック教育の
意義を分かりやすく語った。

現在，家族とともにカナダで暮らしている
が，東京2020 大会の準備のために，毎月の
ようにカナダと日本を往復している。そんな多
忙な中，私たちは，シンポジウムの打ち合わ
せや今回のインタビューを含め何度かマセソ
ンさんとお会いした。帰りのタクシーの乗車
では，マセソンさんが 1人で車いすから車内に
移り，行き先を伝えると，「付き添いの方はい
ないのですか?」と運転手は困惑した表情だっ
た。車いすの利用者は介助者と行動している
と思い込んでいる人は少なくない。マセソンさ
んは，こういう場面が 1つ1つなくなる社会，
誰でも自由に生きることができる社会を願って
いるのだと思う。

そのために力を注いでいるのが，日本の学
校におけるパラリンピック教育の普及促進で，
全国各地に赴き教師向けの研修を行っている。
選手時代と変わらない持ち前のバイタリティー
がその地道な活動を支え，パラリンピック教
育が放送と結びつけばインパクトを与えること
ができると，大きな期待を抱いている。シリー
ズ「パラリンピック・ストーリー」は，マセソン
美季さんのインタビューで締めくくる。

写真：久保田光一
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障害者のロールモデルを求めて

マセソンさんが出場した1998年の長野パラ

リンピックの放送は，自国開催とはいえ，大

会期間中競技の生中継は行われず，夜10 時

45分から11時までのハイライト番組『パラリ

ンピックアワー』など，関連番組の放送は数え

るほどしかなかった 2）。テレビを通じて，パラ

リンピアンとしてのマセソンさんの雄姿を記憶

した人は少数だったかもしれない。長野大会

は，マセソンさんが出場した最初で最後のパ

ラリンピックだった。

マセソンさんはその後，アメリカで障害者ス

ポーツの最先端にあった州立イリノイ大学の大

学院に留学し，障害者スポーツを学んだ。障

害者となって一度は諦めた，幼いころからの夢

だった教育の道を模索し始めた。

長野大会を機に，私が出場した競技はパラ
リンピックからなくなってしまいました。その
ころ，車いすマラソン 3）に参加し外国選手と出
会ったことで，海外に目が向き始めました。

当時の日本では，障害者は年金生活者とし
て生き，普通に仕事をしている人はあまり多く
なかったと思います。そういう中で，外国か
ら来た選手の中には，「自分たちはタックスペ
イヤー（納税者）だから」と言う人たちがいま
した。弁護士だったり，航空管制官だったり，
私の想像を超えた仕事に就いていました。「車
いすを利用する障害者でも道が開ける」とい
うことに驚き，海外に行けば私も道を開くこ
とができるかもしれないと期待して留学しまし
た。

行ってみたら，選手に求められることは文
武両道でした。学業成績が悪くなると練習に

参加できなくなるので，練習したかったら勉強
もしなきゃいけない。そして，休みの日はボラ
ンティア活動もしました。留学生活では，社
会の中に私の居場所があると感じました。

日本では，「あなたは障害者だから，車いす
だから，仕事もこんなこと」と，何もかも私を
障害者という枠にはめて，できることを決めら
れていると感じました。アメリカやカナダに行
くと，「私は○○をしたい」という自分のやりた
いことが中心になって，そこから道が開けてい
きます。日本にいると，選択肢を消去法で考
えなければならない。そんなふうに決められて
しまうことに疑問が湧き，イラっとします。何
をやりたいかを主張したところで，「前例がな
い」と却下されることも少なくない。道がこれ
までなかったのなら，自分が作っていけばい
いと思うようになりました。

アメリカに留学して本当によかったと思って
います。向こうに行って，私の抱えている障害
は，“車いすに乗っていること”ではなくて“言
葉”だったわけです，車いすなんてどうでもよ
くて。「環境によって障害が変わる」と気づけ
たことは大きな体験でした。

アスリートとして活躍できる時間はあと数年
だとしたら，違う道を進み，パラリンピアンの
価値を日本人に発信できるようなことをしよう
と思いました。具体的には分からなかったの
ですが，海外のアスリートたちが私にとって
ロールモデルになってくれたように，「こんな人
がいるんだ」と知るだけでも，前向きになれま
す。女性であり，障害者である私がそういう前
例を1つでも増やすことができたらと思ってい
ます。
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個を尊重しながら社会を作る

マセソンさんはカナダ人と結婚し，カナダで

の暮らしは20年近くになる。登壇したシンポジ

ウムでマセソンさんは，カナダ社会のダイバー

シティー化の1つとして，『マジック・スクール

バス』という，テレビアニメの長寿番組を紹介

した。コンピューター技術に長
た

け，難問を解決

する車いすの少年が登場するエピソードだ。

カナダは，“朱に交われば赤くなる”ではな
く，自分の色を残したまま自分の個性を社会
に活用している国だと思います。アメリカでは，
日本語のようなマイノリティーの言語を日本人
同士で話していると，周囲の目が気になるこ
ともありました。でもカナダにいると，さまざ
まな言語が聞こえてきて，話している人たちが
堂 と々した雰囲気を持っています。多くの人に，

「あなたに日本人のアイデンティティーがあるの
だったら，子どもたちにも日本語を教えなさい」
と言われました。そして私たちが住む地域で
は教育委員会が，文化の継承を目的に，公立
の学校で毎週土曜日に多言語の語学コースの
授業を提供しています。

カナダでは，いろいろな人がいてこそ，社
会が豊かになると考えられています。カナダに
住む私は，共生社会はモザイクアートだという
イメージを持っています。要は，小さいガラス
のかけらで大きなアートを作るわけですが，1
つ1つがさまざまな色を持ち，それをうまく組
み合わせて，お互いを生かし合いながらすば
らしい絵を作り上げるというイメージです。全
部同じ色だったらつまらない，どんな色が集
まってくるか分からない，集まった色を生かし
てキャンバスを彩るのです。

カナダでは多文化共生社会というビジョン
を持ち，モザイクアートを描いています。そし
て，その中には多民族共生も含まれますし，
LGBTや宗教，そして障害も含まれます。で
すから，障害のある人だけがスポットライトを
浴びることはありません。

先日，日本の民放局がカナダまで取材に来
ました。打ち合わせでお茶を飲んでいるとき
に，その関係者が「この辺りに病院があるの
ですか」と聞くのです。目の前の通りに，車い
すに乗った人たちが行き交う様子を見て，そ
う思ったのですね。日本とは違い，カナダで
は車いすの人が普通に外出して，生活してい
ます。特別な存在ではないので，周りの人た
ちも特別扱いをしません。

シンポジウムで紹介した『マジック・スクー
ルバス』を見ている息子たちの友人が，おも
ちゃを直してほしいと私に言ったことがありま
す。アニメの少年のように，車いす利用者の
私なら解決できると思ったのですね。カナダ
では，障害児と健常児を区別しない統合教育
が行われているという事情もありますが，そん
なふうに，障害があろうがなかろうが，その人
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が持っている能力やできることに注目するの
が当たり前になっているのが今のカナダだと
思います。

パラリンピック委員会とメディアの連携

IPCが正式に発足したのは1989年。その

設立に尽力し初代会長に就任したのが，カ

ナダのロバート・ステッドワード（Dr. Robert 

Steadward）氏 4）だ。2001年までの在任中，

IOCと連携して，障害者スポーツをエリートス

ポーツへと昇格させ，共生社会を構築するパラ

リンピック・ムーブメントの基礎を築いた。そ

して，カナダでは2010年の冬季バンクーバー

大会以降，放送を含め大会全体の運営は，

CPC（カナダパラリンピック委員会）が推進役

を担っている。

2010 年のバンクーバー大会の招致が決定し
たころから，CPCはパラリンピアンと大会をよ
く理解してもらうために，積極的にメディアに
関与してきたと思います。スポーツ放送権につ
いては詳しくないのですが，CPCは放送権を
所有し，それを公共放送のCBCや商業局に
サブライセンスして放送を行ってきました。つ
まり，CPCがパラリンピックの放送では強い立
場にあり，放送上の表現などのガイドラインを
設け，放送するときに「“障害を持っている人”
と言わないでください。“障害がある人”と言っ
てください」とか，「そういうかわいそうな伝え
方ではなく，こういう見方で伝えてください」な
ど，徹底できます。パラリンピックを運営して
いる母体として，伝えたいメッセージをメディ
アを通して伝えることができますから，日本の
JPC（日本パラリンピック委員会）とNHKとの

関係とは少し異なると想像しています。
NHKには，どう伝えたらよいのかと模索し

ながら伝えているイメージがあります。CPCの
ように，日本でも伝え方の道しるべのようなも
のを出したら，放送する側も伝えやすいかもし
れません。パラリンピック団体と放送局との間
で，「視聴者はこういうことを求めているので
す」といった対話が生まれれば，もっとよい放
送ができるのではないかと思います。

パラリンピックと共生社会のつながりを
表現する

2016年のリオ大 会からNHKのパラリン

ピック放送は，時間と規模が大幅に拡充され

た。そして，障害のあるパラリンピック放送リ

ポーターも起用し，東京2020大会に備えてい

る。IPCは，パラリンピック大会を共生社会に

向けた社会変革運動だと捉えている。このこと

を，大会の放送を通じて視聴者にどのように

理解してもらえるのか，放送事業者はどのよう

に大会を表現したらよいのだろうか。

今，パラリンピックをやれば共生社会が自然
と出来上がるみたいな妄想を抱いて，何となく
同じ文脈で話をする人がいますけれど，なぜ
パラリンピックと共生社会がつながるのかとい
うことを完全に理解している人は非常に少ない
のではないかと思います。

パラリンピックの中にある工夫のしかたや発
想の転換を競技の中から学び，それを社会の
不公平の削減に役立てていけば，共生社会
につながるのです。パラリンピックの選手が
競技場で活躍できるのは，そうできる環境が
あって，用具が工夫されていて，ルールの変
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更が行われているからです。でも，その人が
実社会に出たときに，パラリンピックと同じよ
うに自分の限界に挑戦したくても，社会の中
ではまったくそうできない。選択肢がものすご
く限られてしまうか，あるいは選択肢をまった
く与えられないこともあります。ですから，こ
ういう格差が生まれてしまう背景や理由に目を
向けてもらったときに，社会の中にあるバリア
に初めて気がつくのだと思います。そのバリア
を取り除くためにどうしたらよいのだろうかと
考え始めると，パラリンピックで使われている
ようなルールの変更や考え方，概念そのもの
が，とても役に立つと思います。

パラリンピックの中継放送は，かっこいい，
すごいところを伝えてもらえればよいと思いま
す。あまり理屈っぽくなったら，見る気がうせ
てしまいますからね。ですから，障害者の目
線で，選手の考えや思いを当事者として引き出
すことができるパラリンピック放送リポーター
の役割は欠かせません。そして，競技のパ
フォーマンスを最後にまとめるコメンテーター
の存在もすごく重要だと思います。

私の経験から説明してみますね。教師向け
の研修の一環で，先生たちにゴールボール競
技の教え方を伝えています。子どもたちの前
で先生がゴールボールをやってみせたときに，

「大変だったね」とか「やっぱり目が見えないと
怖いね」とか，そういう表現で終わってしまう
と障害の理解にはつながりません。でも，「目
が見えなくて最初は怖かったと思うけど，ほ
かのお友達が具体的な指示を出してくれたか
ら，安心してできたよね」とか，「用具を工夫
してボールの中に鈴が入っていたから，目が見
えなくても競技を楽しめたよね」とか，「手で
触ると分かるラインがあるから，自分の居場所

が分かったよね」という言い方をすると，子ど
もたちの見方が変わってきます。次に，「今度
学校に目の不自由な人が遊びに来るとしたら，
駅から学校までの道のりをどうやって説明しよ
うか」と問いかけると，子どもたちは，地図を
見せずに説明するとしたら何がポイントになる
のだろうかと，それまで考えたことがない視点
で自分の住んでいる社会を見るようになるので
す。

ですから，コメンテーターが，パラリンピッ
クの放送で気づきや考えるポイントをさりげな
く伝えることが重要で，社会とパラリンピック
とのつながりを記憶に残してもらえるのではな
いかと思います。そういうコメントの長さは実
際に30 秒なのかどうかは分かりませんが，端
的にズバッと指摘すれば，それをきっかけに，
見ている人は考えたことがないことを考えてみ
るようになるのではないでしょうか。私のアイ
デアですが，競技が終了したら，解説者の代
わりに毎回，例の「チコちゃん」が登場するの
はどうでしょうか。チコちゃんが問題提起をし
て決め台

ぜ り ふ

詞の「ボーっと生きてんじゃねーよ！」
で終わるのです。それくらいのインパクトがな
ければ，パラリンピック放送で社会を変えるこ
とはできないように思います。

パラリンピック教育と
教材「I’mPOSSIBLE」の全国展開

マセソンさんが現在進めているのは，「I
アイム

＇m 

P
ポ ッ シ ブ ル

OSSIBLE」5）という教材を利用したパラリ

ンピック教育である。「I＇mPOSSIBLE」は，

IPCの公認教材で，JPCなどが日本版を開発

した。パラリンピックを題材に共生社会への気

づきを子どもたちに促す教材で，小学生版と
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中学生・高校生版の2種類ある。2017年度

には全国の小学校約2万3,000校へ，2018

年度からは，小・中・高・特別支援学校の合

わせて約3万6,000校に無償で配付されてい

る。

日本版の開発に携わったマセソンさんは，教

師としての経験を生かして，「I＇mPOSSIBLE」

を使ったパラリンピック教育の教師向けの研修

を各地で行い，学校現場にも出かけている。研

修に参加した教師はこの3年間で8,000人を

超えた。東京2020大会の閉会式では，「I＇m 

POSSIBLE」を活用し，インクルーシブな社

会の実現に向けて特に優れた活動を行った学

校が表彰されることになっている 6）。

日本で「パラリンピック教育」というと，「体
育の先生がやれば」とか，「スポーツの歴史や
ルールを学ぶだけでしょ」とか，勘違いをされ
る先生もいます。パラリンピック教育とは，パ
ラリンピックについて知ってもらう教育ではな
く，パラリンピックを題材に，ともに生きるこ
とを考えるためのメッセージを子どもたちに伝
える教育なのです。

「I＇mPOSSIBLE」には，自分が得た 
気づきをもとに問題意識を持ち，子ど 
もたちが話し合って解決する授業の流
れを盛り込みました。学校の道徳の授
業では「相手の立場に立ったコミュニ
ケーションを行う」というテーマが取り
上げられますが，授業を通じて知識で
理解していることと，それを自分の実
際の行動に落とし込むことにはズレが
あります。そのズレを埋めるための教
材が「I＇mPOSSIBLE」なのです。思
えば，自分が教師だったときに願い，

そして2人の子の母親として願い続けているの
は，子どもたちが知識だけでなく，臨機応変に
対応できる，いわばサバイバル力を身につけるこ
とでした。そのためには，問題解決に向けてい
ろいろなアプローチを経験させることが大切で， 

「I＇mPOSSIBLE」にはそのような思いも反映
させました。

例えば，次のようなシナリオを用意して，子
どもたちに問いかけます。「1組には，車いす
を使う，ショウタくんという男の子がいます。2
組には車いすを使う人はいません。玉入れを，
どちらのクラスも公平に楽しめるようにするに
はどうしたらいいでしょうか？」。子どもたちに
全員が楽しめるようなルール作りに参加しても
らうのですが，大体どの学校でも出てこない
のが，「車いすに乗っているショウタくん本人
がどうしたいのかを聞いてみる」という発想で
す。そこで，一とおり子どもたちの発言を聞い
たあとに「ショウタくんに聞いてみるのはどう?」
と私が投げかけると，「私だったらこうしたい」
という意見が出てきて話し合いが深まっていき
ます。日本の子どもたちはルールを守るのは得
意なのですが，この授業を受けると，子ども

画像提供：I’mPOSSIBLE日本版事務局



70 DECEMBER 2019

たちの中に「自分でルールを作って
いいんだ」という意識が芽生えて，
ほかの授業でも，「みんなでするに
はこうしたほうがいい」という提案
が自発的に出るようになるそうです。
たった1回の授業でも，子どもは変
わるのです。

また，日本の子どもたちは，10
歳にもなると，自分が本当に聞きた
いことではなく，先生がいいと思っ
てくれるような質問しかしなくなる
ようです。授業を見学しても，子ども自身が
聞きたいと思う核心ではなく，「ここまでなら
聞いてもいいだろう」といったフィルターをか 
けて質問をする様子が伝わってきます。そこ
で，まずこのフィルターを取り除いて子ども
たちが話をできる環境を作ろうとしています。
願っているのは，子どもたちがセルフ・エス
ティーム，つまり自己肯定感を高めることです。 

「I＇mPOSSIBLE」に登場するパラリンピアン
に触発されて，「どうせ自分なんか」と思って
いる子どもたちも，「自分は自分のままでいい
んだ」とか，「いろいろな人がいて当然なんだ」
ということに気づくでしょう。すると，初めて
のことや困難なことが立ち現れたときに，そ
れまでは最初から「失敗したら恥ずかしいか
らやらない」とか，「自分にはできない」と諦め
ていても，これからは「いや，もしかしたらで
きるかもしれない」とワクワクしてくれるように
なるかもしれないのです。パラリンピック教育
は，子どもたちが人生を送るうえで大切な，人
としての資質を伝えることができると思ってい
ます。

学校で私がよくする話ですが，カナダでは
満員のエレベーターが到着して私が待っていた

ら，知らない人同士でも何人かがエレベーター
から降りて私に譲ってくれます。でも，日本で
はそんなことは一度もなくて私は残念に思って
います。このことについて，ある男の子のお母
さんからこんな話を伺いました。家族で満員
のエレベーターに乗っていたところ，到着した
ある階で車いすの人が待っていました。すると
男の子が家族にエレベーターを降りるように声
をかけたので，車いすの人は乗ることができま
した。なぜエレベーターから降りることを思い
ついたのかとお母さんが尋ねたところ，男の
子はパラリンピックの授業でマセソンさんの話
を聞いたからと答えたそうです。お母さんによ
ると，この男の子は周りから問題児だと言わ
れていたのですが，初めて彼のことを誇りに思
われたそうです。男の子がこのような行動を起
こせたことはすばらしいことで，エレベーター
に乗り合わせた周りの大人は，自分が降りる
という選択をしなかった，あるいはできなかっ
たことに何かを感じたことでしょう。この男の
子のように，1人でも2人でも行動を起こせる人
が増えてきたら，徐々に社会は変わるのではな
いでしょうか。力ずくで一気に変えるのではな
く，地道でも，行動する人，行動できる人を

画像提供：I’mPOSSIBLE日本版事務局
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少しずつ増やすほうが，長続きして浸透してい
くように思います。

東京 2020 大会のレガシーとしての
パラリンピック教育

文研では，2018年10月1日～ 12月21日

に，全国の小学校の教師を対象に「NHK小

学校教師のメディア利用と意識に関する調査」

を実施した。調査の中で，重視する教育課題

を16項目の選択肢から複数回答で選んでも

らったところ，1 ～ 6年生の教師全体（有効

回答数 2,440人）で多かったのは，「コミュニ

ケーション能力の育成について」（72%），「言

語活動の充実について」（54%），「いじめ問

題について」（48%）で，「オリンピック・パラ

リンピック教育について」の割合は3%であっ

た 7）。この結果について，マセソンさんは，

東京2020大会はパラリンピック教育のゴール

ではなくスタートだと語る。

私は，パラリンピックがただのスポーツでは
ないことを知ってほしいと思っています。選手
だったころは，やはりスポーツとしてかっこい
いから見てほしいと思っていましたが，今はそ
の一歩先の，社会の変革を見据えた賛同者を
増やそうとしています。そして，そのために進
めているのがパラリンピック教育なのです。う
れしいことに，「I＇mPOSSIBLE」を授業で使
われた先生は，繰り返し授業で使ったり，知
り合いの先生に広めてくださったりしています。
それは，授業を通じて，先生が子どもたちの
変化を実感できるからで，このような先生の輪
の広がりが私たちの活動の原動力になってい
ます。

ただ，「I＇mPOSSIBLE」の研修に集まって
くださる先生は，基本的にパラリンピック教育
を行う意思を持って参加されています。これに
対して，テレビやメディアは，パラリンピック
教育に興味や関心を持っていない先生たちに
も訴求することができます。私たちの活動だ
けでは届かない先生に向けてリーチできるこ
とは大きな力だと思います。私たちの目標は，
研修への参加者が1万人を超えることですが，
テレビだともっと多くの先生に届くことでしょ
う。テレビで取り上げられれば，付加価値を
持って見てもらえますしね。

また，テレビにはトレンドを作り出す力もあ
りますね。15 秒程度の短い映像でいいので，
例えば他人への思いやりをテーマにした映像
を繰り返し放送すると効果的ではないでしょう
か。東京2020大会に向けて力のこもった長
尺の番組が多く放送されるでしょうし，それも
人々の注目を集めるうえで重要だとは思います
が，振り込め詐欺防止キャンペーンのように，
共生社会に向けたキャンペーンを短いメッセー
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ジで毎日発信するほうが，知らず知らずのうち
に人々の間に浸透していくように思います。

そもそもパラリンピック教育は，大会の
機運醸成のために行われてきました。でも， 

「I＇mPOSSIBLE」という教材は，単に東京
2020大会のために開発したわけではありませ
ん。大会が終わったらそこでパラリンピック教
育も終わりではなく，むしろそこからがスタート
です。パラリンピック教育は，東京2020大会の
レガシーなのです。すでに「I＇mPOSSIBLE」
で授業をされた先生には，東京2020大会が
終わっても，子どもたちの教育に役立つと思っ
たことはほかの授業で小出しにして生かしてほ
しいと思います。きっと子どもたちの琴線に触
れることもあるでしょう。先生にパラリンピッ
ク教育の意義を理解してもらい，授業を通じ
て子どもたちが変化することは，共生社会へ
の変革を考えたときに大変意味があることだ
と思います。

東京2020大会の終了後，2030 年の冬季大
会は札幌市が開催を目指しています。もし招
致が決まって，大会開催までの10 年の間，パ
ラリンピック教育を継続すれば，東京2020大
会の招致のときとは異なるアピールを世界に発
信できることでしょう。そのころには，「I＇m 
POSSIBLE」で授業を受けた子どもたちも成
長して，きっと共生社会への変革を担ってくれ
ているはずです。もしかしたら，日本で共生
社会が実現しているかもしれません。その日を
願いながら，パラリンピック教育を着実に広げ
ていこうと思います。

（2019 年 8月28日，NHK放送文化研究所）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

シリーズを終わるにあたって
マセソンさんは，東京2020大会のレガシー

を見据えて一直線に進んでいる。このシリーズ
で語った人たちはみな，それぞれの立場で共
生社会が創造された未来を想像し，それぞれ
の活動の歩みと挑戦を続けている。

イギリスでは，2012年のロンドン大会の放
送が，障害者を含め，さまざまな社会的少数
者とされる人たちのテレビ業界への参画の道
を開いた。第2回（2019 年10月号）で紹介し
たアディ・ロウクリフさんのように，テレビ番組
に社会の多様性（ダイバーシティー）を反映す
るための権限を持った役職が放送業界に生ま
れている。公共放送のBBCも試行錯誤しなが
ら，今年（2019年）10月に，初めてDirector 
of Creative Diversity（ 番 組 上のダイバー
シティー責任者）を任命し，BBCの経営会議

（Execut ive Committee）のメンバーに加
えることとなった。テレビ業界は確実に内側か
ら変化しつつある。そして，テレビ業界が社
会の多様性を反映する動きは不可逆的なもの
であり，例えばオーストラリアでもダイバーシ
ティー憲章が設けられ，業界全体で改善を進
めている。

放送事業者の方針が変化すれば，おのずと
番組を委託制作するプロダクションの多様化も
進む。第3回（2019 年11月号）で取り上げた
Whisperのほかにも，イギリスで取材したプロ
ダクションのBettyは，障害者を出演させる番
組制作を専門として経営が成り立っている。イ
ギリスでは障害者は社会的コストがかかる存
在ではなく，社会的，経済的に大きな価値を
生み出すと捉えられている，あるいはそう捉え
られるべきだと考えられているのではないだろ
うか。
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インタビューをした人たちは「パラリンピッ
ク大会を開催したからといって，簡単に共生
社会が実現するものではない。それには長い
道のりがあり，長い時間がかかる」と語ってい
た。2020 年の東京パラリンピックはそのスター
トであって，ゴールではない。放送の持つ可
能性に改めて思いを巡らせながら，2020 年 8
月25日の開会式を迎えたい。

（なかむら よしこ/わたなべ せいじ）

注：
 1） 山田潔 / 中村美子 / 渡辺誓司 / 越智慎司 / 大

野敏明（2019）「NHK 文研フォーラム 2019　
シンポジウム 共生社会実現と放送の役割～東
京 2020 パラリンピックをきっかけに～」『放
送研究と調査』2019 年 8 月号，20-37　

［https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/pdf/20190801_9.pdf］（2019 年 10 月
11 日閲覧）

 2） 『パラリンピックアワー』は，総合テレビで放
送されたあと，日が変わった午前 0 時 20 分か
ら BS1（当時はアナログ衛星第 1）で，翌日
の午後 0 時 30 分から E テレ（当時はアナロ
グ教育）で放送された。

 3） 大分国際車いすマラソンは，1981 年に世界で
初めて「車いす単独のマラソン国際大会」と
してスタートし，毎年開催されている。

 4） ステッドワード氏は，カナダのアルバータ大学
の学生だったころに車いすバスケットボール
の選手たちに出会い，それ以後，障害者スポー
ツに関わり続けた。アルバータ大学で修士号，
米オレゴン州立大学で博士号を取得し，1970
年から 2001年までアルバータ大学の教授を務
めた。

 5） 「I’mPOSSIBLE」という名前には，不可能 

（impossible） だ と 思 え る こ と も， 少 し 工
夫さえすれば何でもできるようになる（I’m 
possible）というメッセージが込められている。

 6） 「I’mPOSSIBLE アワード」の名称で，2019 年
10 月 1 日から 2020 年 1 月 31 日まで，全国の
学校から授業実践を募集している。詳細は次
を参照。

［https://www.parasapo.tokyo/iampossible/
award/］（2019 年 10 月 7 日閲覧）

 7） 調査の概要やその他の結果については次を参
照。宇治橋祐之 / 渡辺誓司（2019）「進むタブレッ
ト端末の利用と学習におけるメディア利用の可
能性～ 2018 年度「NHK 小学校教師のメディア
利用と意識に関する調査」から～」『放送研究
と調査』2019 年 6 月号，32-61

［https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/pdf/20190601_7.pdf］（2019 年10月
7 日閲覧）


