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　このリーフレットは、これからインクルーシブな社会を作っていく学生のみなさんに

向けて作りました（インクルーシブな社会とは、障がいのあるなし、性別、年齢などに

関わらず多様な人々が仲間として共に生きる社会のことです）。内容は相談室を利用

している学生さん、授業、部活動などで一緒に活動している学生さん、周りで見守る

大人の想いや声も含まれています。

　その個性も、ストレスが重なったり、ストレスが長く続いたりすると、こころもからだも

不調になって、勉強がはかどらなかったり、気分が沈んだりする状態になるんですね。

心身の不調はどんな人でもなる可能性があると言われているので、実は他人事では

ないんです。

　しかし、自分が「不調」なのか「怠け」なのか、友人が「怠け」なのか「不調」なのか分から

ないこともありますよね。それは自分でも、友人でも、家族でも、もちろん私たちカウン

セラーでもなく医師が判断します。その場合「精神障がい」の分類の中の疾患名を

言われることもありますし、疾患名ではなく状態で説明されることもあります。この

リーフレットでは、その中の一部、身近な疾患を取り上げました。また、疾患ではありま

せんが、最近相談でも増えている「発達障がい」、「セクシュアリティ」についても内容

に含めることにしました。

　このリーフレットが、みなさんにとっても、私たちにとっても､自分のこととして考える

きっかけになればと思います。

＊いきなりですが、人はそれぞれ個性を持っています。

○ キャラクターでいえば　

　　　おおらかな人　几帳面な人　シャイな人　慎重な人　大胆な人

　　　にぎやかに騒ぐのが好きな人　一人の時間が大事な人　とか　

○ 身体も！

　　　冬が苦手　春が苦手　夏が超苦手　秋大好きとか

　　　朝は苦手　夜は超強い　早寝早起きが得意、、、

　　

○ 頭脳だって！

　　　理数は苦手、歴史・地理が好き　語学大好き　暗記苦手、論述が得意　

　　　聞いたことは忘れない、見たものは忘れやすい、あるいはその逆など

学生相談室
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統合失調症
統合失調症は100人に1人がかかる疾患です。
思春期から青年期（15歳～35歳頃）に発症することが多く、脳の働きがうまく調整できなくなり、
思考や感情をコントロールする・まとめることが難しくなると言われています。

本人への悪口や命令する声
複数の人のうわさ話をする声
自分を監視しているような声

根拠がないのに「自分は狙われている」「盗聴されている」としきりに言う
「みんながじろじろと自分を見ている」と外出を嫌がる
「自分のことがテレビで放送されている」
「全く知らない人にまで自分の個人情報が知られている」と訴える

生活リズムの乱れ、不眠
意欲が出ない
感情を適切に表せない
記憶力や注意力、判断力などが低下する
話や行動にまとまりがなくなる

※ 近年では治療薬の進歩により、これらの症状が改善されるケースが増えています。

※幻覚は、「幻聴」以外にも、視覚、嗅覚、触覚など色々な感覚に起こることがあります。

幻覚 ： 実際にはないものがあるように感じられること
　　　 「幻聴」がもっともよく見られる

生活面での困りごと

妄想 ： 明らかに誤った内容を信じ込み、
　　　  周りが訂正しようとしても受け入れられないこと

特 徴

自分の場合…

しんどいとき、「大丈夫？」と声をかけてくれるのは嬉しいです。
病人扱いせず、友達として普通に心配して見守ってもらえたらと思います。
しんどいときは、少し休むと落ち着くことも多いです。
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気分障がい
気分障がいは、気分のアップダウン（うつ状態と躁状態）の特徴があります。
代表的なものに、気分の落ち込みが長期間続く「うつ病」、
強い落ち込みと極端にエネルギッシュな状態を繰り返す「双極性障がい」などがあります。

気分の落ち込み、憂鬱が続くようになる
意欲や喜び、自信がなくなる（楽しく取り組んでいたことができなくなる）
集中力が続かず、考えがまとまらなくなる
「自分なんていない方がいい」などと、悪い方へばかり考えがちになる
不眠または過眠
（体内リズムの乱れや服薬の影響で、午前中は活動が難しい場合も)
食欲低下または過食
疲れやすく体がだるい

※気分障がいは、どのような性格の人でもかかる可能性があり、脳の働き、ストレス、環境の変化など
　いろいろな要因が重なって生じるとされています。

うつ状態

自分でも不思議なくらい、気分が高揚し、なんでもできそうな気分が続く
よくしゃべり、社交的になる
短時間の休息、睡眠にもかかわらず非常に活動的になる
色々なアイデアが思いうかぶ
（先のことを考えず衝動的に行動してしまう場合も）
ちょっとしたことでイライラしやすい

躁状態

特 徴

自分の場合…

・うつ病は甘えだと言われるのはとてもこたえる。
安心するのは「とりあえず否定も肯定もせず」に聴いてくれる時。
心配して声をかけてくれるのも嬉しい。
（みんな同じじゃないけど）同じような経験をした話などを聴くと少しほっとする。
　・「私には分からないから」と言われることがあるけど、分からなくても
いいから、せめて聴く姿勢を持ってくれると、とりあえず安心する。
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高次脳機能障がい
スポーツや交通事故での怪我や、脳梗塞などの病気により、脳に損傷を負うことで
下記のような症状が起こることがあります。これらをまとめて高次脳機能障がいと呼びます。
身体的な症状がない場合は外見では分かりづらく、本人も自覚が難しいと言われています。

すぐに忘れてしまうため、何度も同じことを質問するようになった
新しいことを覚えられなくなった
大事なものの置き場所を忘れるようになった

記憶障がい

ボーっとしていることが多くなった
集中力が低下し、ミスが多くなった
複数のことを同時に行うと混乱するようになった

注意障がい

計画を立てて実行することが出来なくなった（指示が必要になった）
物事の優先順位がつけづらくなった

遂行機能障がい

意欲がわかなくなった（元気が出なくなった）
こだわりが強くなったり、後先のことを考えずに行動してしまうことが増えた
興奮したり、思い通りにならないと大声を出すなど、感情をコントロールしづらくなった

社会的行動障がい

特 徴

自分の場合…
親しい友達が障がいのことを調べて理解しようとしてくれた。
例えば、自分の場合はお酒を飲むとパニックが強くなる。
でも気を遣って飲み会に誘わないんじゃなくて、誘ってくれて、
彼らは飲むけど、自分は飲まなくてもいいよってさりげなく気遣ってくれる。
それが嬉しかった。

家族の場合…
急に「こういう障がいです」と言われ、本人は受け入れられなかったと思う。
家族もどうしたらいいか分からず、家族会に出たり色々勉強したりもした。
でも本人が前に進めたのはやっぱりそばにいてくれた友達のおかげだと思う。
家族だけだと乗り越えられなかったんじゃないかな。
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不安やこだわり
相談室には不安やこだわりに関する相談も多く寄せられます。
ここでは、代表的な「パニック障がい」、「社交不安障がい」、「強迫性障がい」を紹介します。

思いがけないときに突然、動悸、めまい、息苦しさ、このまま死んでしまうの
ではないかといった恐怖感などが起きることをパニック発作と言います。
これが繰り返されるとまた起こったらどうしようという不安（予期不安）が
強くなり、発作が起きた時に逃げられない場所（満員電車や人混みなど）、
恥をかくような状況を避けるといったことがみられます。

パニック障がい

人の前で話したり、何かを行う場面への不安や恐怖が非常に強く、緊張の
あまり手足が震えたり、動悸、発汗、赤面など様々な身体症状が出現します。
また、周囲から変に思われているのではないかと気になり、人と接する場面
を避けたり、たとえば授業でプレゼンテーションをしないといけない日は
休んでしまうこともあったりします。

社交不安障がい

「汚れたのではないかと気になり何度も手を洗ってしまう」、「人に危害を
加えてしまったのではないかと心配になり何度も確認する」など、本人も
不合理だと感じる考えが頭から離れず（強迫観念）、考えを打ち消そうとして
同じ行為を何度も繰り返します（強迫行為）。わかっているけどやめられない
ことが特徴で、背景には強い「不安」や「こだわり」があります。

強迫性障がい

自分の場合…

・１対１だと大丈夫なのに、初対面やグループワークになると、
人の目線が気になってしまう。
前は落ち込んだりもしたけど、今は「これは今の自分」だと思える。
　・自分の苦しみや不安は、誰かに代わってもらうことはできません。
でも「そんな自分を見守ってくれている人がいる」と気づいたことで、
「不安は尽きないけれども前へ進みたい」と思えるようになりました。
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発達障がい
発達のアンバランスさがあり、置かれている環境によって生活に支障がでる場合に、
発達障がいと診断されることがあります。発達障がいは、次の３つがよく挙げられます。

相手がどう考えているか、どう思っているのかを感じとったり、また、自分は周りからどう見えているか、
自分のふるまいが場にあったものかどうかを客観的にみることに苦手さがあります。

※以前は「自閉症」、「アスペルガー症候群」、「広汎性発達障がい」と
　分かれていましたが、今はひとつの連続したものとしてとらえる傾向にあります。

人とのかかわり方、人前でのふるまい、コミュニケーションの特徴

目に見えないものはわかりづらく、不安になったり混乱したりすることがあります。そのため、物の置き
場所、手順、スケジュールなどが分かりやすく決まっていると安心できます。

想像力（イマジネーション）の特徴

特定の音（エアコンなどの生活音、怒鳴り声、赤ちゃんの泣き声など）が苦痛だったり、にぎやかな
場所で、たくさんの音の中から、相手の話し声だけに耳を傾けることが難しいという人もいます。また、
暑さや寒さに鈍感で、夏なのに厚手の服を着たり、冬でも薄着という人もいます。

たとえば…
　・授業中にピントのずれた発言や、質問をたくさんして
　 授業をストップさせてしまうことがある
　・仲間とトラブルになることや、孤立することもみられる

感覚のアンバランスさ（過敏さ、鈍感さ）

自閉症スペクトラム障がい（自閉スペクトラム症：ASD）

自分の場合…

・人の気持ちが分かりにくいことがある。
何気なく良いと思ってしていることが迷惑な時、
その場でどんなことがまずかったのか伝えてくれるとわかりやすい。
　・苦手なことはあるけど「向いていない」の一言で終わられるととても傷つく。
　・忘れやすさにはメモをとるなど工夫はしている。
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発達障がい

たとえば…
　・指示を聞き間違えたり、聞き逃したりすることが多い
　・優先順位をつけることが苦手なため、締切や約束に間に合わない

注意を持続することが難しいため「忘れ物が多い」、「物をなくしやすい」、「片づけられない」といった特徴
があります。また、注意の配分や切り替えが苦手なため、「ボーっとしていて、話を聞いていないように見え
る」、「興味があるものには集中しすぎてしまい、切り替えが難しい」といった状況も起きます。

不注意

「授業中に歩き回る」、「落ち着きがない」、「よくしゃべる」などの行動（多動）は、子どもの頃には見られ
ますが、大人になると目立たなくなると言われています。また、タイミングや状況を考慮せず、思いついた
ことを口にしたり、行動してしまうので、待てないといった特徴もあります。

多動―衝動性

注意欠如・多動性障がい（注意欠如・多動症：ADHD）

たとえば…
　・話を聴きながら、ノートを取ることが難しい
　・読むのに時間がかかる
　・相手に分かりやすいように筋道立てて話したり、
　 考えをまとめて文章にすることが難しい（レポートなど）

学習障がいは、知能など他の能力に問題がないのに「読む」、「書く」、「計算する」、「聞く」、「話す」、「推論
する」のどれかあるいは複数に著しい困難があり、学業や生活の中でつまずきが起こることを指します。
読み書きの困難さを例にあげると、まったくできないということではなく、「滑らかに読めない」、「間違い
が多い」、「長文を目で追っていくのが難しい」などの苦手さがあります。

学習障がい（LD）

※これらの特徴によって、周囲から「だらしない」、「あてにならない」と
　誤解を受けやすく、本人も自信をなくしたり、自己嫌悪に陥ることがあります。

※これらの特徴は学習障がいと認識されず、
　周囲からは「単に勉強ができない学生」と誤解されることもあります。
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セクシュアリティ
みなさんは自分のセクシュアリティについて考えたことがありますか。
セクシュアリティとは人間の性のあり方の全般を指します。

こころの性が「女性」で、性的指向が「女性」の人

こころの性が「男性」で、性的指向が「男性」の人

性的指向が「女性」、「男性」両方の人

自分の割り当てられた性に違和感がある人

Lesbian （レズビアン）

Gay （ゲイ）

Bisexual （バイセクシュアル）

Transgender （トランスジェンダー）

１．セクシュアリティの４つの要素　　

セクシュアリティは本来十人十色ですが、社会の中では「これが普通」、「こうあるべき」と言わ
れている性のあり方があり、それとは異なる性のあり方をしている人は「セクシュアル・マイノリ
ティ」と呼ばれることがあります。

2.セクシュアル・マイノリティ　

1） 生まれた時に割り当てられた性（生物学的な性、からだの性）

女性，男性，不明

セクシュアル・マイノリティを指す表現のひとつに「LGBT」があります。
「Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender」の頭文字をとった言葉です。

※母子手帳ではこの3種類のいずれかが選択されます。しかし、出生届では男性・女性の
　いずれかの選択になるため、戸籍上は男性・女性の2種類に分けられます。

4） 自分がどういう相手に対して、恋愛感情、性的魅力を感じるか（性的指向）

女性を対象とする、男性を対象とする
女性・男性の両方を対象とする（バイセクシュアル）
性別にとらわれず、恋愛感情、性的魅力を他者に対して感じる（パンセクシュアル）
恋愛感情や性的魅力を他者に対して感じない（Aセクシュアル）など

※性的指向は「からだの性」ではなく、「こころの性」を基準にします。

2） 自分自身はこの性だと認識している性（性自認、性同一性、こころの性）

女性，男性，まだ分からない、模索中（クエスチョニング）、
割り当てられた男性、女性いずれでもない性を選択する（Xジェンダー）　など

3） 社会から期待される性（性役割）

性別によって期待される行動・役割（見た目、服装、しぐさ、言動など）
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セクシュアル・マイノリティの人たちを「当事者」と表現するのを耳にしますが、
セクシュアリティはすべての人にとって自分自身を作る大事な要素のひとつです。
　
最近、新しく「SOGI」という言葉が使われ始めています。「SOGI」は「性的指向と性
自認（Sexual Orientation and Gender Identity）」の略語で、「LGBT」のように
セクシュアル・マイノリティだけを指すのではなく、性のあり方の多様性の中にすべての
人がいる、すべての人がセクシュアリティの当事者であるという考え方です。このよう
にセクシュアリティの考えや用語は時代の流れとともに変化しています。

３．セクシュアリティはすべての人が「当事者」！　　

「性同一性障害（性別違和）」は医学的な診断名で、割り当てられた性に違和感があり、こころ
の性にからだや生活を合わせたいと感じて社会生活が困難になっている状態を指します。
この診断を受けることで、こころの性にからだを合わせていくための治療が可能となり、
要件を満たせば戸籍を変えることもできます（これらはガイドラインで定められています）。
 
トランスジェンダーの人すべてが診断や治療を望むわけではありません。からだの性に違和感
があっても、身体的、社会的にどのようにありたいかは人それぞれです。

＊ 性同一性障害（性別違和）について ＊

自分の場合…

・警戒心が強くて、常にバリアを張ってた。何か分からない「劣等感」みたいなの
があって、わかってもらえないって思ってたし、わかってもらえないでいいって
言ってた。でも自分ってうそつきだったなって、ずっと心開ける人を探してたん
だって今は思う。
　・カミングアウトがゴールのように言われてるけど、カミングアウトすることが必ず
しも幸せなのかどうか分からない。でも「一人だけでも言える相手がいて、わかって
くれる人がいる」のはほんまに何よりもの経験になるってことは自信を持って
言える。
　・大学ではゲイだってことを友達に言えなくてうそをついてごまかしていた。（たと
えば「別れたばかり」とか「遠距離恋愛」って言ってた）。休日はゲイの友達と過ご
すことが多くて、長期休暇明けとかになるとそのギャップがしんどかった。

Column
性同

C
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みれば理解が深まる！？

ここでは、リーフレット作成で参考にした
サイト、ガイドブック、映画を一部紹介します。

サイト

・「精神障害者と共にはたらくための知っとこガイドブック」
（京都府）
 
・「教職員のための障害学生修学支援ガイド 平成26年度改訂版」
（独立行政法人日本学生支援機構 JASSO）
 
・「LGBTと医療福祉」（QWRC）
 
・「性はグラデーション」
（大阪市淀川区・阿倍野区・都島区 ３区合同ハンドブック）

ガイドブック

映画

統合失調症  「ビューティフル・マインド」  ロン・ハワード 監督

気分障がい  「ツレがうつになりまして。」  佐々部清 監督

高次脳機能障がい  「ガチ☆ボーイ」  小泉徳宏 監督

・みんなのメンタルヘルス（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/
 
・「UTU－NET」（一般社団法人うつ病センター）
http://www.utu-net.com/index.html
 
・「統合失調症ナビ」（ヤンセンファーマ株式会社）
http://www.mental-navi.net/togoshicchosho/
 
・「発達障がいとは」（あいち発達障害者支援センター）
https://www.pref.aichi.jp/hsc/asca/disorders/disorders.html
 
・「高次脳機能障害とは」（京都市高次脳機能障害支援センター）
http://koujinoukinou-city-kyoto.jp/shogaitoha/#hpb-page-title
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みなさんは「Nothing About Us Without Us

（私たちのことを私たち抜きに決めないで）」という言葉を知っていますか。

これは、2006年12月の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」を

作る際、障がいのある人々の共通の想いをあらわす言葉として使われました。

でもこれって障がいがあるないにかかわらず誰もが思っていることですよね。

「自分たちのことは自分たちで決めたい」とか、「自分の想いは自分の言葉で伝えたい」とか。

このリーフレットもその考え方を大事にして、さまざまな学生からの声をお届けすることに

しました。

また、2016年4月1日には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（通称、障害者差別解消法）」が施行されます。

これは障がいを理由に不当な差別取扱いをしてはならないというもので、

障がいがある人もない人も誰にとっても生きやすい社会への大きな第一歩です。

人にはさまざまな違いがあります。

見た目、言葉、性、国籍（出身地）、習慣、障がい、好み、価値観など、

同じなんてありえなくて、みんな違って当たり前です。

違うからこそ、時にすれ違ったり、誤解することもありますが、

違うからこそ、分かりたいという気持ちも生まれてきます。

違う者同士『Te to Te』をとって生きていきたいですね。

おわりに
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