Background 自己紹介
・ I graduated from a Deaf school in Hokkaido. I went on to study at Soka University in Tokyo,
where I received my Bachelor’s Degree in Education.
- ろう学校出身、創価大学にて教育学を学ぶ
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・ I visited deaf schools in America when I was 22 years old.
【This was my initiation to bilingual bicultural education】
- 22歳（1996年）
アメリカのろう学校を見学（バイリンガル・バイカルチュラル教育を知る）
・ At the age of 25, I established an informal school, Tatsunoko Gakuen, which is now known as
the NPO Bilingual-Bicultural Education Center for Deaf Children
- 25歳（1999年）
デフフリースクール 龍の子学園を設立
・ I started working for the Social Welfare Corporation, Ishikawa Deaf Association, Ishikawa Deaf
Center when I was 32 years old
- 32歳（2005年）
社会福祉法人 石川県聴覚障害者協会にて勤務
・ When I was 34, I established the NPO Humanistic Education Center for Deaf Children, better
know by the name of “Shuwaemon”
- 34歳（2007年） NPO法人 しゅわえもん設立（教育団体）

It is often said that…
that…..
よく言われることは・・・
・ Deaf children lose out on a lot because they receive education in spoken languages. We
want to give them a chance to receive education in their own language (ingenious sign
language).
- ろう児は自分の言葉で教育を受けていないので、自分の言葉で受けさせたい。
ろう児は自分の
児は自分の
ろう児は自分の言葉で教育を受けていないので、自分の言葉で受けさせたい。ろう
言葉である手話で教育を受けていない。教育は自分の言葉で受けさせたい。

What is the aim of education for Deaf
children?
ろう児（全ての聞こえない子ども）の
ろう児（全ての聞こえない子ども）の
教育の目的
とは？
教育の目的と

教育の本来の目的
What is the fundamental purpose of
EDUCATION for all children?

・あらゆるこどもたちはさまざまな学習を通して幸福に
あらゆるこどもたちはさまざまな学習を通して幸福に
なること
- To enable them to become HAPPY through
studies and acquisition of knowledge.

・ Deaf children should not be denied of their right to live freely as they will.
- 否定されることなく、のびのび生きて欲しい。
・ We want Deaf children to get the same quality education as hearing children through sign
language and written language.
- 聞こえる子どもと同程度の学力を身につけさせたい。
聞こえる子どもと同程度の学力を身につけさせたい。
・ We want Deaf children to have identity as a Deaf person and to live with dignity and selfesteem.
- ろう者としてのアイデンティティをもったうえで、
一人の人間として生きてほしい。
の人間として生きてほしい。
ろう者としてのアイデンティティをもったうえで、一人

Different Approaches to Education of
Deaf children
ろう児の教育アプローチ
Oral
口話法
Cued Speech
キュードサイン法
Total Communication
トータルコミュニケーション法

A conflict of ideologies
イデオロギー 対

イデオロギー

Bilingual Education
バイリンガル法
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What I consider to be important
現状を打破するためには

力の形態（Joseph S. Nye Jr.）

Use of Power
Hard Power

・ Adult Education and empowerment of adult Deaf persons
- 成人教育の重要性（リーダーシップの育成）
・ Development of a good educational environment for the Deaf in
collaboration with Deaf Associations, Deaf Schools, and local resources.
- ろう協会、ろう学校、地域の資源を用いながら教育環境を整える
・ Working with hard and soft power to achieve the goals.
- ソフトパワーを核としたハードパワーの用い方

Definition of Soft Power
ソフトパワーの定義
・ The ability to shape the preferences of others through
attraction and influence not enforcement.
- 強制や報酬ではなく、魅力によって望む結果を得る能力
・ Soft power would expand if it is used right.
- 正当性があるものであれば、ソフトパワーは広がる。
・ Soft power can’
can’t be created if the sense of value is not
universal and/or the culture is restricted.
- 普遍性のない価値観と偏狭な文化ではソフトパワーは生み出
せない。

What we should do?
ソフトパワーを身につけるには？
・ Importance of constant communication and exchange of
ideas
- 対話の積み重ね
・ Communication with persons in
different positions and with different ideas on Deaf education.
- 色々な立場の人たちと対話を重ねる
Majority
マジョリティ
Minority

Soft Power

ハードパワー
行動の種類
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制度

価値観 values

institutions 文化 culture

政策 policies

ソフトパワー

Soft Power
・ Treat the correlation between one and one the same (never
exclude)
- 個から関連する関連性を大切にする
(決して排他しない)
・ Working with two to achieve goals
- ソフトパワーの核なるもの
・ (Finding the means through a process of overcoming a
psychological dilemma)
- （精神の戦いの過程から創り出す）
・ Struggle →Conflict→Hesitation→Deliberation→Decision
- 苦悩→葛藤→逡巡→熟慮→決断

Conclusion
おわりに

Education is about people. Education is
influenced by the people involved.
Education continues throughout life.
教育は人なり。一生涯続くものである
Education means learning from all the
different people who are around us.
全ての人間から学ぶ

マイノリティ
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Thank You!
ご清聴ありがとうございました。
karryasia@gmail.com
http://www.shuwaemon.org
NPO Humanistic Education Center for Deaf
Children the “Shuwaemon”
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