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第 1 回 テーマ「あなたの個人情報が売られている～身元制度と本人通知制度～」 

講師 川口泰司さん アンケート結果 

申込み者数    １４０名 

当日参加者数   １３５名 

アンケート回答数 １０６通    受講者満足度平均 ９２点（100 点満点中） 

 

男女別                   年代 

   

この講座をなにで知りましたか？       身元制度・本人通知制度を知っていましたか？   

   

制度周知のための活動は何が有力ですか？   戸籍制度は必要ですか？ 

   

◎感想 

・部落差別問題がわかりやすく、又、講師自身の体験談。差別によって不幸になるのは誰？誰が不幸か

理解できた。本人通知制度も事例を紹介され、分かりやすかった。議員研修をして学習をしてほしい。 

・とても良い話でした。勉強になりました。 

・安芸高田市でも本人通知制度の導入を希望します。今回の講座に参加し、久々に心にしみる講演でし

た。今日の様な講演をお願いいたします。部落問題を（差別）について学びたいと思います。 

・普段の行動で何気なしに思っており、話をしてますが、深く考え、講演を聞けば、本当におそろしい

事と思います。 

・大変わかりやすく、久しぶりに良い講演でした。人権啓発をしましょう。 

・必要な時と（先祖のつながり）、悪用される事については必要でない。 

・個人情報の取り扱いは、今まで考えたこともない。個人情報は保護されるべきであるが、講演を聞い

て、大変危ういものと考え直された。今回の講演を聞いて学ぶこと多し。 

・部落問題の解析 

・個人情報が漏れている感じがします。良い方法がどうすればいいのか大切な問題です。 

・参加してよかった。 

・事例を踏まえての話は興味があった。永久の問題？ 

・第 1 回で部落差別をまっ向からとりあげられたことに敬意。講師の選定もよかった。むかしの同和教

育を思い出した。今後のテーマえらび、講師選びもまっ向勝負でのぞんでほしい 

・業務上利用することがあるため、業務上で言えば必要です。その他別紙に感想文あり 

・とても勉強になりました。個人情報の保護は難しい事ではなく、身近にあるものだと気付きました。

自分が出来ることをやっていけたらと思います。 

・ありがとうございました。普段気にしていないことでした。しかし、心にとめておかないといけない

ことと感じました。これからもがんばってください！ 

・個人情報については気をつけているけど、１００％だいじょうぶということはないですね。 

・個人情報についてよくわかりました。 

・大変わかりやすく、話も楽しく聞けました。今まで知らなかった内容もあり、今回参加出来て良かっ

たです。 

・人権についての素晴らしい講演でした。とても勉強になり、学ぶことも多かったです。 

・今まで全く知らない制度だったし、大切な制度だと思った。個人情報の大切さを改めて痛感しました。 

・分かりやすくよかった。 

・知らないということがいけない事だと思う。社会全体が必要でなくなったら、それでも良いと思う。

自分だけのルーツは知りたいと思う。 

・安芸高田市はどうして本人通知制度をとり入れていないのでしょうか。すべきではないですか？ 

・新しい情報を知ることが出来てよかったと思います。これからも、研修をしていきたいと思います。 

・司会者の最後の言葉が本当に大切なことだと思います。 

・すぐに通知制度を取り入れて頂きたい。一般にももっと啓発して欲しい。 

・話がスピード感があり、少し早すぎ感がありました。 

・本人通知制度を全市民対応望みます。 

・大変有意義なお話でした。 

・大変、研究や勉強されていて、良く理解できた。 

・本人通知制度の必要性がわかった。ぜひやってほしい。身近にいる人がどんな人か分からないことは

不安ーーー犯罪者がいる？とても分かりやすい話し方、部落差別の事も良くわかり、自分の問題であ

男性 

43% 

女性 

54% 

未回答

3% 

10代 

1% 
20代 

3% 
30代 

4% 

40代 

8% 

50代 

13% 

60代 

40% 

70代 

27% 

80代

4% 

個案内

17% HP2% 

市広報 

16% 

お太助

3% 窓口 

1% 

職場・

団体 

59% 

友人 

2% 

知って

いた

23% 

知らな

かった

56% 

わから

ない

17% 

他4% 

講演

46% 

街頭 

啓発 

25% 

ポス

ター

18% 

他

11% 

必要

38% 

不要

19% 

どちら

でもな

い 

21% 

わから

ない

22% 



- 2 - 
 

ることもよくわかりました。 

・初めから説得力のある講演で、感慨深いものがあります。正しい認識のもとで生活したいものです。 

・2 年に 1 度くらい講座を聞かせてください。 

・元気の良い講演でたいへんよく分かりました。はじめての事がたくさんあり、少しは覚えておきたい

と思います。 
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第２回 テーマ「サニーフランシスの爆笑辛口メッセージ～日本人のここがヘン！～」 

講師 サニー・フランシスさん  アンケート結果 

申込者数      １６９名 

当日参加者数    １３６名 

アンケート回答数  １１７通    受講者満足度平均 ８６．９点（100 点満点中） 

 

男女別                   年代 

   

 

◎「日本人から見た外国人」のここがヘン！だと思ったことはありますか？ 

・外国人観光客が最近多いが、旅行などのマナーがよくないように思われる。ゴミを散らかすなど。 

・礼儀作法の違いで思うことはある。人種差別。 

・外国の人は良く勉強しています。 

・宗教へのこだわりが強い。 

・国は違っても考えることは同じだと感じた。 

・中国人の一部…柿や栗等をとっていいよと言うと遠慮する考えがないか全部を取る等。 

・慣習の違い 

・外国人にも色々ありますが、都合が悪くなると私は外国人だからわからないと言い訳をする。 

・日本語は難しいのに漢字が解りとても勉強されていますね。日本に住んで一生懸命に生活されている

のが分かります。自分はとても勉強になりました。ヘンな日本人より立派な人です。 

・講演の中にもありましたが食べたカラをポイ捨て、飲んだペットボトルをポイ捨て等が多いと思いま

す。老人会でのカン拾いや犬の散歩ついでにゴミ拾いしたりしている。 

・日本に来て勉強をよくされていた。話術もとても良い。日本の体験を通して色々な仕事が広範囲に受

けられて羨ましく思った。ユーモアがあり講演がとても上手でした。 

・それぞれ国の文化の違いがあるのでそれでいいのでは。 

・中国人の爆買い 

・トイレが汚いと思った(台湾等へ行ってみて) 

・日本人は言葉が話せないとガマンしてしまう事が多くあり同惑だと思う。日本語が話せて書けるのは

スゴイことだと思いました。 

・外国人だからヘン！なのか、その人がヘン！なのか・・・日本人から見てもヘンな日本人はいっぱい

いる・・・ 

・インドにない子供のころからの掃除はとても良い日本の文化だと思いました。 

・日本語が分かりません？？知りません 

・生活の見方が違っている 

・近所に住む中国人、共同生活共同作業ができない。 

・自己主張が多いが、何を考え、言いたいことかわかりやすい。 

・収得物を見つけたとき持ち主の対応が実例をあげてた話。なくしたものが返ってきた話。 

・ヘンだとは思わないけれど自分の意見をはっきり言う人が多いと思う。あまり外国人との付き合いが

なくてよくわからないです。 

・あまり外国人に出会わないので意見が出ない 

・気持ちが正直 

・別に変だと思わない 

・あります 

・土足で部屋の中に入る 

・あまり思ったことはない。文化の違いがあると思うから。 

・食事のマナーが悪い(例えば列に並ばなかったり礼儀がなかったりした) 

・順番に並んだりできない国がある。自己表現に乏しい、表情が暗い。 

・意外と日本人の方がヘンなのかも…。例は身体障害者や妊婦さんが車を置くところに健常者が置いた

り、障害者乗ってなく介護の人だけなのにそこに停めたり「自分だけ」の人が日本は多いと思います。

我が身を振り返ることが大切かも…。 

・日本で暮らしている外国人が日本語を使おうとしない変な人がいる。 

・国によって違いますが旅行に行くとアジアの人(特に中国人)のマナーの悪さに驚きます。中には良い

人もいますが…サニーさんが言われたように日本の教育、習慣の良さをつくづく感じます。数人の行

動が国全体の評価になるのも怖い感じがします。 

・外国の方を見てヘン！と思ったことは有りませんよ。 

・サニーさんは素晴らしい「日本人」になっておられ、日本の良さを取り入れられています。このよう

な方にしっかりめぐり会いたいです。 

 

◎文化の違いを活かす場面を増やせば、どのようなことが実現可能だと思いますか？ 

・相手の立場になって物事を考える姿勢が可能になる。 

・接することが多いだけ理解できる。行事等でもよい。 
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・人はみんな平等です。 

・世界の平和が生まれる。 

・グローバル化 

・理解度が増す 

・インドは家庭の中はきれいだけど一歩外に出るとゴミが多いとのこと。日本と違うとのこと。 

・文化祭に参加して頂き自国の文化を公開して頂く。 

・トイレ掃除や落し物の話。話が印象深い 

・友好・平和 

・人間の価値観は上がると思います。 

・世界平和の実現に近づくと思う 

・外国人から日本を見れば信用される、騙されないことは親切だという印象ですが、日本の伝統を崩さ

ず外人さんにいい印象を与えられたと思います。 

・ゴミの整理等日本人ではエチケットとしてごく自然なことですが、インドでサニーさんが代表者にな

ってきれいな国にしてください。 

・いろんな国の方と仲良くできたらいいな 

・自分の常識が覆されれば新しい発見ができる？ 

・旅行でも前もって資料を調べていくことが大事だと思いました。英語をもう少し勉強していかなけれ

ばいけないと思いました。 

・ひとりひとりがフランシスのような気持ちを持てば、平和な世界に近づけるような気がしましたよ。 

・お互いに相手の文化を理解すれば少しは争いがなくなると思うので外国人の講師を招きお話を聞く機

会を多くしたい。 

・トイレに書いてあること(きれいに使ってくれてありがとう)日本の文化であろう。 

・生活がより楽しくなるかな 

・文化の違いは当然あります。それぞれの良さを理解して互いに良いところを合わせていくとまた新た

な価値が生まれると思います。 

・親しみが増す 

・お互いの文化を知ることができる。 

・争いが減る 

・理解できると思うが、現実的にうまくいくかどうかわからない。 

・いろんな面でむずかしい問題が多い。宗教の違いで移民難民の問題など？ 

・異文化交流をすれば分かり合えて、手を貸したり自分からアプローチしたりして分かり合えるんじゃ

ないかと思います。 

・日本の心地よいおもてなしの心、細かい技。自然を大切にしている文化の素晴らしさ。 

・こういった外国人の講座を増やしていってはどうですか？いろんな人の話を見て聞いてと小さいとき

からの経験が必要では？(もちろん大人も大事ですが…。) 

・他文化の人たちと交流しやすくなるように思う。 

・いっしょに出来るイベントを開催し交流を図る。 

・心を広くして色々な人とつながれるようになる。 

・同じ人間として分かり合え、許し合い、尊重し合えると思います。 

・サニーさんに日本の良さをたくさん気づかせていただきました。文化交流の大切さに気付きました。 

・差別の解消 

 

◎感想 

・本日の話は公共でのマナーなど具体的行動に関しての話が多く、ユーモアを交えての話で理解しやす

かった。人権問題に関する映画や演劇などの機会をお願いします。 

・楽しかった。日本を愛してくださってることを感じ、国を超えて人として受け入れられた。もっと厳

しいヘン！が出るのかと思っていました。 

・フランシスさんは良く勉強されています。 

・日本人をほめてくれる内容だった。日本人にとって当たり前のことがサニーフランシスさんから見て

すごいという事がよくわかった。もう少し辛口に日本人のことを言ってもよいのかなと思う。 

・異文化交流で面白く学ばせて頂きました。積極的に外国の人とかかわることはないのですが、色々な

国の人と仲良くしていきたいものです。 

・ユーモアを交え、面白く聞かれた。 

・人権の話がなかった 

・あまり辛口のメッセージではなかった。移民問題の話の方が面白かった。 

・ユーモアたっぷりで非常に楽しく有意義なひと時でした。 

・日本語学を完全にマスターできたサニーさん、日本でしっかり永住してください。私たちは 11 月

に神戸に旅行に行きますので是非神戸で面会したいと思っています。 

・楽しかったです。いねむりする時間がなかった(ごめんなさい・・・） 

・初の外国人の講座でしたが上手な言葉でわかりやすかったです。 

・日本人のマナーの良い事を知らせて頂き今後も日本人の良い事を守って行きたい。楽しく聞かせてい

ただき良かったです。 

・少し早口すぎて聞き取りにくかった。ユーモアがあり聞きやすかったが、内容？テーマがもう少し絞

られて、これを言いたかった！がはっきりするとよかったのでは・・・ 

・とても楽しくわかりやすい話でした。 

・少し早口なので判らないことがあった 

・インドを少し知ることができて今は子どもたちの心遣いが違っていますので子どもにも言葉の大切さ

を言っていかなければいけない。30 年の日本の生活でも世界は 1 つで人と人のかかわりあいで学ん
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でいくと思いました。人を大切にする行動ができる人作りをしなければいけない。 

・今日はホームステイをして次のところへ送ったところです。 

・分かりやすい話で日本人より日本人らしい人のように思う。今は日本人も隙あらばと思う人がいる中

考えさせられました。ありがとうございました。 

・普段気が付かない日本のいいところも外国人だから感じること、目線の違いにも気づかせてもらうこ

とができました。とても楽しい講座でまた聞きたいと思いました。ありがとうございました。 

・初めて参加しました。やはり自分から進んでこんな機会を増やさないと駄目だなと感じました。お話

が上手で途切なしによく話されました。感心です。日本がお好きなのがよくわかり嬉しかったです。 

・このような講演を度々実施してほしい 

・とても面白かった。日本人の良いところをよく見ておられた。また機会があれば話を聞きたい。 

・とてもいいお話でした。 

・話の中で時々声のトーンが大きくなり聞きづらい場面があった。 

・すごく面白かった。 

・戦争がなくなる。 

・言葉の大切さが分かりました。日本語以外の言葉でしゃべれるようになっとく力をつけることが必要

なんだなあと思いました。 

・日本の良さ・・・改めて感じることができた。楽しく人権についてのことを学ぶことができました。 

・とてもよかったです。またよろしくお願いします。 

・昔からの日本人の心の良さをもっと出さなくてはと思った。 

・実体験での話を聞くことができ、外国人の人から見た日本人について聞けて良かったです。 

・日本人の変なところ？どこかなー よくわからない すごく正直なところが変なのかなー 日本人が

ほめられたような気がした 

・どこの国で暮らすにせよ、サニーさんの言われたように暮らす国の文化、まずは言葉を大切にすれば

人と人の繋がりが深まると感じました。 

・日本を、日本人をよく見て頂いてありがとうございます。フランシスさんは日本に来てとても良い方

達と出会われましたね。良い人には良い人が寄ってくるんですって！フランシスさんは心のきれいな

人なんだな～と思い、私もあたたかい気持で帰れます。お帰りの道中気をつけて～ね。 

・参加してよかったです。またお願いします。 

・カースト・差別のことを聞きたかった。 
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第３回 テーマ「クラスにひとりは必ずいる！～セクシャルマイノリティの子どもたち～」 

講師 杉山文野さん アンケート結果 

申込み者数    名 

当日参加者数   １１２名 

アンケート回答数  ９０通    受講者満足度平均 ８５．２点（100 点満点中） 

 

男女別                   年代 

   

この講座をなにで知りましたか？        講座に参加して   

    

話の内容は    

   

◎LGBT についてどう思いますか？ 

・理解できる(60 代) 

・身近にそんな人がおられないと思うので初めての話を聞き、大分わかってきたように思います(70 代) 

・此講師様もこうなられる前にいろんな苦労、計り知れない悲しみがあった事と思う。それを乗り越え

られた事はとっても精神の強い人、強くなられた方と思う(80 代) 

・自然で有る(70 代) 

・日本ではまだ認知度が低いと思う(50 代) 

・感覚的にどうなんだろうと思います(60 代) 

・身のまわりに LGBT の人はいないと思いこんでいたので、今日の話でもしかしたらいるのかもと思

いました。いろいろな考え、人がいても良いと思いました(40 代) 

・社会の中で少数派というだけで、どこにでも当たり前に存在する人たちだと思うので特別何かを思っ

たことはないです(20 代) 

・今まで知らなかった。これから知っていこうと思う(50 代) 

・みんなちがって良いことだと思う(未記入) 

・心の病気や精神の病気は、頭では分かるが、苦しみなどの理解は判らない(60 代) 

・表にされていたもので、いろいろなタイプがあることに初めて気付かされました。決して特別でなく、

いろいろな人のタイプがあるのと、同じようなものなのではないかと思いました(40 代) 

・ぼんやりと理解していたものがはっきりしました。皆同じ人間なんですよね。いろんな分野において

も同じだと思いますが、“本当の平等”を考えなければいけないと思います(未記入) 

・これからも関心をもちつづけ勉強したい(70 代) 

・一人で悩まないで、母親に相談できなかったのでしょうか。完ぺきな人間はいないのでは(未記入) 

・色々な分類分けがあると思います(60 代) 

・これからは変な目で見ない様にしたいと思います(未記入) 

・遠い世界の出来事(テレビや外国)として身近なこととして考えることができていませんでした。身近

に「いない」んじゃなく、「いえない」社会が今の社会であること、言えなくて苦しんでいる人がた

くさんいることをしっかり考えていきたい(50 代) 

・E テレで何度もみてましたが、直接聞けて良かったと思います。つらい想いをしている人がおられる

と思うとつらいです(60 代) 

・LGBT という言葉は知らなかったが、性同一性障害については関心があり、今回多少なりとも理解で

きた気がする。LGBT のことを知り、理解して受け入れることが必要ではないか(60 代) 

・どこにでもおられる方。自分と同じ方と思うこと(70 代) 

・この講座で初めてこのような話を聞きました。何か不思議な気持ちになりました。この世の中には男

と女しかいないものだと思っていましたから！(70 代) 

・初めて聞く言葉で理解することはむずかしい(もう少し勉強して理解を深めたい)(70 代) 

・今日の講演を聞いて、見方・考え方が変化したことは確かです。「きちんと知らない」ということは、

「多くの人が持つイメージ」にとらわれるということなのだなぁと改めて思いました(40 代) 

・見えないところで悩み苦しんでいるのではないか(50 代) 

・多様性を認め合える社会の実現を改めて思います。そして LGBT が語られるようになってきたこと

もすばらしいことだと思います(60 代) 

・私達には想像がつかない悩みがあるんだなーと思った(80 代) 

・上辺だけでなく、こういう事かとよくわかった(50 代) 

・LGBT という言葉をはじめて聞いた。いろんな人がいるんだと思った(30 代) 
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未 

7% 

個別 

6% 

広報 

20% 

お太助 

2% 

窓口 
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職場 

団体 

70% 

友人 

1% 

良かった

64% 

やや 

良かった

31% 

やや 

悪かった 

5% 

わかり 

やすい 

56% 

やや 

わかり 

やすい 

34% 

やや 

難しい 

7% 

難しい 

3% 
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・自分自身が LGBT の当事者にあたらないけれど、世間の常識の枠にきれいにはまらないことによる

悩みをもつというのは、どんな人にでもあることで「あたりまえ」に苦しさを感じる機会が多い分、

厳しい想いをすることがたくさんあるんだろうなと思えた(30 代) 

・あることはとうぜんであると思います(40 代) 

・個性があってもよいのでは。別に変わったことではないと思いました(60 代) 

・本音な言葉を聞いてよくわかりました。心と体の不一致がよくわかりました(60 代) 

・個人の心と体の問題なので、良い悪いで決めつけることはできないと思うが、世間はまだまだ特異な

目で見たり、聞いたりするのが現実だと思う(60 代) 

・短時間では理解できない(60 代) 

・生まれながらにしてだから仕方ない。ありのままを受けとめ、違うんだということを理解していきた

いし、これからもチャンスがあればまた学習したいし、目に見えず辛い事をたくさん経験されている

んだと心がつぶれそうになった(60 代) 

・娘の友人にもたくさんいるようで、隠れた中にたくさんいるといっていました。身近に感じています

(60 代) 

・知らないことがいろいろあり教えてもらってよかった(60 代) 

・多様な性があることを社会が認識するためには時間が必要かもしれないが、やらなければならない(60

代) 

・短い時間でしたが基礎的なことが分かりました(60 代) 

・１つずつの単語については知っていましたが、詳しく知ることができました(20 代) 

・いろいろ教えていただきありがというございました(60 代) 

・率直に言って上記のような質問をしなくても済むような社会に少しずつでも変わっていけばよいと思

います（40 代) 

・どこにでもいるんだなと思った(30 代) 

・特別なことではないんだと思いました(60 代) 

・全ての人が同じというわけにはいかないので中にはそういう方がおられるというのは不思議なことで

はないと思うし、そのことでその人格がどうこう言われることはないと思う(60 代) 

・自然なことなんだと思います。みんな母にとって当たり前になるといいです。現在左利きの人はそん

なの少ないと感じます。LGBT の人も増えるというか自然であることが認められるように変わってい

くと増えるのかもしれないと思いました(40 代) 

・今頃のこと。何とも思わない(70 代) 

・個性。まだまだ苦労が多く、大変なんだと思いました(40 代) 

・別に良いとも悪いとも思わない。色々な人がおられるんだと思った(60 代) 

・人口の７％以上を占める人々に理解を深める必要あり(70 代) 

・自分をしっかり持っていれば全く生活に関係はないのでは？と思います(70 代) 

・人それぞれ個性が有る。自分にあった考えで正しい道を進むと良いと思う(70 代) 

・初めてそういう方のお話を聞き、障害の１つだと理解した。私もそのように理解させてもらおうと思

った(60 代) 

・世の中にいろんな人がいるんだなと思った。LGBT という言葉を初めて聞いて、知ることができまし

た(40 代) 

・田舎の人口の少ないところではまだまだ住みにくいと思われます。理解の啓発活動が必要と思われる

(70 代) 

・普通の人と思う。時々そのように見える人と会うが、気にならない(当たり前)(70 代) 

・初めて聞く言葉です(40 代) 

・悩んでいることが多くいること、話ができない人が多いと思いました(40 代) 

・「目に見えない」 どう対応すればよいのかわかりません(60 代) 

 

◎LGBT への理解を深めるためにはどのようなことが必要だと思いますか？ 

・正しく知ること(60 代) 

・特別な目で接しない、同じ人間として生きていこう(80 代) 

・相手の気持ちを察する(70 才) 

・交流をすること。受け入れること(60 代) 

・男女を意識するのではなく同じ人間とみんなが思えば良いと思います。そうすれば、人種も、同和も、

障がい者も、ジェンダーなどの差別がなくなるのではと思いました(40 代) 

・考えてみます(20 代) 

・やはり伝えてもらわないとわからない。差別しようとは思わない(50 代) 

・LGBT の人に向けてのコマーシャルやもっと正しく伝えることが大切だと思う。価値観みんなちがう。

それはどれか悪いとかいう事ではない。ものさしは沢山ある。それがみんなにわかればいいと思う(未

記入) 

・同性婚を認める(60 代) 

・「会う」といっても、言われていたように、会っていても気づいてないのでは・・・たとえ会っても

瞬間、一時的な会うでは理解には至れないのでは・・・今日のように話を聞くことで、ほんの少しだ

と思うのですが、知ることが出来たように思うので「会う」のではなく「出会う」機会にめぐりあえ

たら良いかと思いました(40 代) 

・むずかしいと思いますが、ひっこみじあんにならず、前に向いてアピールしていかなくてはと思いま

す。すぐ近くにある世界・・・皆共有できるといいですね(未記入) 

・いろいろな人たちと生活していることを前提に、ありのままの他人をみとめることを大切にしたい(70

代) 

・ネガティブにならない。他に障害を持って生まれ出る人もたくさんいます。自分の立場だけでなく、

広い範囲で人を思いやる気持ちで生活していけば、汝恐れるなかれ(未記入) 

・知識の収集も必要かと思います(60 代) 

・カミングアウトした人たちへのあたたかいまなざしで耳をかたむけてあげたいと思います(未記入) 

・いろんな人がいること、自分の出来るところから、事実をしっかり伝えていくことからはじめていき

たいと思います(50 代) 

・杉山さんの講演がわかりやすくていいです。頑張って伝えて欲しいと思います(60 代) 

・男性であれ、女性であれ、一人の人間としてはかわりない。理解が必要(70 代) 

・相談場所を明確にして今回の様な研修を何度も。学校授業保健体育でも伝える(未記入) 

・今回の様な講演を増やして、世の中に広めると良い(70 代) 

・今日のような会に参加し、まず知ることです(50 代) 

・正しい知識を持つこと。どの人に対しても、相手をそのまま受け入れる心を小さい頃から育てること

(40 代) 

・人としての理解が大切。個として認め、存在を絶対的なものとしてのとらえが必要である(50 代) 

・いろいろな形で語られること。こういう研修もとても必要なことですね(60 代) 

・わからない(80 代) 

・特別なことだと特別視しないこと(50 代) 
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・今日みたいな LGBT について話を聞く機会がたくさんあればいいと思う(30 代) 

・LGBT の人たちやその在り方について、自分や世間で多数を占める価値観で判断・評価をするのでは

なく、事実をそのまま受けとめることが必要だと思う(30 代) 

・やはり、理解を深める為に、今日のような会があればよいと思います(40 代) 

・興味本位で人を見てはいけない。互いに認め合うことが大事だと思います(60 代) 

・「人間の性をよく知りたい」と思う。機会があれば(60 代) 

・本当に理解するには、時間がかかりそうです。機会がある度にいろいろ啓発していけば良いと思う(60

代) 

・完全に理解を求めるのは無理と思う(60 代) 

・本人と会って、会話をしたり心のうちを聞くことだと思う。コミュニケーションが大事、また、学習

することが大事(60 代) 

・オープンにすることが大切。オープンにできる環境づくりが大切(60 代) 

・中学生以上対して教えることが大事ではないかと思います(60 代) 

・LGBT 者が集う場が飲食店関連が主となっていることが残念ですね(60 代) 

・ご自身がカミングアウトするまで苦しまれていたが、現にこの世の中にたくさんいる・・・認めるこ

とのできる人になりたい(60 代) 

・いろんな情報を知り、少しずついろんな方にも知ってもらうことだと思います(20 代) 

・優しい社会へ(60 代) 

・「だからこそ」の「そのまま」を受け入れる必要があると思う。それに合わせてみんな知る必要があ

る(30 代) 

・子どもの時からいろんな人がいることを教えていかなければと思いました(60 代) 

・広く世の中に知らせ、正しい知識を基に正しい理解を深めることだと思う(60 代) 

・本人が普通に生活すること(70 代) 

・いろんな人がいて当たり前という気持ちで過ごすこと(40 代) 

・皆で声を掛け合って理解し合うしかないと思う(60 代) 

・引き続き講演を聞くこと(70 代) 

・今日のような啓発活動の機会を一つでも多く持つことだと思います(70 代) 

・世界の中には色々な人がいる。理解を深め、良い理解者と成る事が大切(70 代) 

・存在をまず知り、そこから色々受け入れていく問題なのだと思った(60 代) 

・まずは認知・理解していくことが大切だと思います(40 代) 

・日本では憲法に妨げがある(同性婚に対し)(70 代) 

・このような講座を度々開く必要がある(70 代) 

・大人から子供まで講演会等で知っていくしかないと思う。子どもには保健体育の時間でテキストでの

話などで知っておく必要があると思う(40 代) 

・目に見えるものがすべてではないことを心に響きました。ひとりのひととして関われないといけない

と思った(40 代) 

・まず、知る事。今回初めて LGBT のことを知りました。どうすればよいのかわかりません(60 代) 

 

◎感想 

・文章としての説明が必要(70 才) 

・自分が LGBT であることを隠している方たちがカミングアウトしやすい環境をつくるためにどうし

たらよいのか考えさせられました。まず、カミングアウトしてくれないと、気付けないまま知らず知

らずのうちに傷つけてしまっていることがあるかもしれないと思います。でも、カミングアウトまで

の道のりは本人もしんどいだろうし、カミングアウトしたらしたで、理解してくれない人がいて辛い

だろうし・・・むずかしい問題だと思います。今回の講座をきっかけに、自分自身しっかり考えてみ

ようと思います。ありがとうございました(20 代) 

・近い未来に、目の悪い人はメガネ、足の悪い人は車イス、その事で人から何も言われない様に、LGBT

も普通になる時が来る気がした。すべての人権につながる運動の 1 つだと思った(未記入) 

・このような勉強の機会を大切にしたい。いくつになっても勉強ですね(70 代) 

・司会者のまとめが長すぎました(未記入) 

・よくわからなかった(未記入) 

・自分の人権感覚が、少しにぶってきていたようで、新たな刺激をうけることができました。いろいろ

な人の話を聞くこと、本を読むこと・・・いろんな事を通して日々学んできたいと思いました。今日

はありがとうございました(50 代) 

・実体験の話が聞くことができ良かった(70 代) 

・“身近に当事者がいる”実は外見上では判別できない。当事者の言葉があってこそ判る。理解するこ

とがなかなか出来ない。初めて聞いた講演なのでもっと勉強してみたい(70 代) 

・映像も多く、わかりやすかったのですが、少し早口に思いました。でも“伝えたい”という思いはと

ても伝わってきました。何事も、知らないで勝手にイメージを持つということは怖いことだなと思い

ました。今日、お話しを聞くことができ、よかったです。ありがとうございました(40 代) 

・貴重な講演をありがとうございました(50 代) 

・杉山さんには子供が作れるのかな？と思った。外見が男で、心が女に生まれ、性転換した人は、妊娠

することが可能なのだろうか？と感じた(80 代) 

・スピード感があって判りやすく、ききとりもしやすい。とてもよい講座でした(30 代) 

・とても、人間力の感じられる話し方です。そして、杉山さんの心の温かさが感じられました。これま

で、悩み苦しんでこられて、それを乗り越えてこられたからこそ、語られる時によく伝わり、生き様

の中に人間としての美しさを感じました(40 代) 

・ちょっと話が早口だったかな(70 代) 

・私は、身体共に健康で良かったと感じています。早口で説得力がなかった。ゆっくり話して参加者に

説得力を持つ必要があると感じました(60 代) 

・正しい取り上げ方をメディアが努力する必要がある。学校教育に取り入れることも大事ですね(60 代) 

・もし近くにいれば助けてあげられるかもしれない(60 代) 

・講師の方の特徴でしょうが、私達年代の人は早口なので理解できにくく残念でした。若い講師の方だ

からでしょうか？(60 代) 

・性とは。愛とは・・・哲学の原点に帰らなければならないと思います(60 代) 

・分かりやすい話でした。ただ少し早すぎた(少し耳が悪いので)聞き取りにくいところがありました。

もう少しゆっくり話してほしかったです(60 代) 

・いい内容ではありましたがことばが早口で聞きづらかった(60 代) 

・３回とも参加させていただきました。知ることがとても大切だと思いました。また参加させていただ

きます。ありがとうございました(40 代) 

・初めて聞いた。また聞きたい(70 代) 

・ありがとうございました。とてもいろいろな勉強もされているのを感じました(40 代) 

・あまり感じたことがなかった。初めて多くの方がおられることを知りました(60 代) 

・学校の授業等で広く啓発して行ったらどうでしょうか?(70 代) 



- 9 - 
 

・2020 年に世界から多くの人が集まる(トイレの問題)など、早急に解決すべきことが多い(70 代) 

・話し方が早口になり、聞き取りにくい時があった。メモを書き取ろうとしても画面が早く変わる(70

代) 

・良い経験をさせていただきました。出会えたことに感謝です。ふだんの２倍の話を聞かせてもらった

ようです(60 代) 

 


