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僕は 、 左利 きで す。 その こと に 、何 の違 和感 もな く過ご してい ましたが 、小学 校入学 前に母 が
左利 きだ と 苦労 する こと がで てく る から と思 い、 左利き を直そ うと右 手ではさ みを使 わせた り、
右手 で箸 を使 わ せた り、 右手 で字 を書 いた り する 練習な どを毎日 させて たそう です。 その中で も
文字 に関 して は、 まだ 利 き手 でも うま く書 けな い のに利き 手では ないほ うで書 くのをす ごくい や
が っ てい たそ うで す。 母は 僕 に苦 労し てほ しく ない からと 思って やらせて いまし たが、 正直僕 は
そのこと自体に苦労を感じていました。
そ して 、そ の年 の 四月 小学 校に 入学 しま し た。 学校に は母もい ないの で、左 手で文 字を書い て
い まし た。 その 後、 母 と担 任の 先生 が話 をす る機 会が あった そうです 。その とき僕 が学校 では左
手で 文 字を 書い てい るこ とを 担 任の 先生 から 母に 伝え られたそ うです 。その とき母 は初めて 左利
きで 苦労 す るだ ろう と右 手で 書か せ てい たこ とが 僕にと っての 苦労だ ったのだ と気づ いたそ うで
す。
なぜ人間には右利きと左利きがあるのでしょうか。
左 利 きに なる 理由 は、 今も は っき りと は分 かっ ていな いけど 、もと もとの 脳の作り に違い があ
る そう です 。 それ と色 々な 説が あり ま す。 ひと つは 利き手が 決まる 、三～ 四歳ぐ らいのと きに左
手 を使 うこ とが 多 かっ た子 ども は左 利き に なる のでは ないか という 環境説 です。も うひと つは胎
内 での 成長 過程 もし くは 出 産時 に何 らか の原 因で 左脳 を圧迫 する事態 が発生 し、そ の左脳 のはた
らき を 補う ため に右 脳が 活発 に なっ て左 利き にな ると いう説も あるそ うです 。しかし 、はっ きり
とは 分か っ てい ない ので どれ が正 し いの か分 から ないけ れど、 こうい う説があ るそう です。 つま
り利き手を強制で直すのは難しいということです。
そも そも 、母 はな ぜ左 利 きは 苦労 する と思 った ので しょう か。実際 、割合 でいく と九対一 で圧
倒 的 に右 利き の方 が多 く周 りの 物 も右 利き 用に 作ら れてい るのが ほとんど です。 例えば 、はさ み
や 包丁 など の 刃物 やパ ソコ ンの マウ ス など たく さん あります 。だか ら左利 きは学 校生活で も、社
会 に出 ても 不便 で 苦労 する と母 は考 えた の かな と思い ました 。実際 、普通 のはさみ では左 手で切
れません。だから、左利き用のはさみを購入したこともあります。
しか し 、ド アノ ブや 自動 販売 機 など の公 共の 物は 左利き 用にはか えられ ないの で、僕 はそれに
対応 して き たの で左 利き であ るこ とを 不 便に 思っ たこと はあり ません 。むしろ 得した ことが 多い
です 。例 えば 、今 僕 が部 活で して いる 卓球 で は、 左利き の人はい つも右 利きの 人とし ているの で
大会 で右 の人 と当 たっ て も慣 れて いる から 、普 通 にできま す。し かし、 右利きの 人は普 段左利 き
の 人 と練 習を して いな いこ とか ら 、左 利き の人 と当 たった ときに 慣れてい ないの でやり にくい と
思 いま す。 だ から 左利 きの 人は 右利 き の人 に比 べて 有利だと 思いま す。野 球では 左バッタ ーのほ
う が右 バッ ター の 人に 比べ て一 塁が 近い ので 、 打った らすぐ 一塁に 走れま す。だか ら野球 でも有
利です。ということは左利きの人はスポーツ界では有利ということです。
しか し 、ま だま だ社 会で は左 手 でご 飯を 食べ るの は、行 儀が悪い とか、 左利き は不便 でかわい
そうと思っている方がいるのも事実です。
実際 は、 左手 は行 儀 が悪 いと いう 思い は右 利 きの人 の勝手 な思い にすぎな いと思 います 。人と
違う こと は特 別な こと で はあ りま せん 。左 利き だけ ではな く世の 中には 手や足が 不自由 であっ た
り 、 目や 耳が 不自 由で あっ たり す る人 がい ます 。僕 もその 人達を 見て「か わいそ う」と か「大 変
だ ろう な」 と 思っ てし まう こと があ り まし た。 でも 、自分が 左利き である ことに おきかえ たら、
確 かに 不自 由な 思 いを して いる かも しれ ませ ん が、人 と違う ことは おかしい ことで もかわ いそう
なことでもないことに気付かされました。
世の 中 、同 じ境 遇の 人ば かり で はあ りま せん 。世 の中が 色々な人 の存在 に気付 き、不 自由な思
いを せず 過 ごし てい ける 社会 にな って い けば いい なと思 います 。でも 環境ばか りを整 えるこ とが
解決 につ なが るわ け では ない と思 いま す。 一 番、 変わっ ていかな いとい けない のは人 の心だと 思
います。人々が人を思いやり、色々な人の気持ちに気付くことが大切だと思います。
僕 も左 利 きで ある こと に自 信を 持 ち、 人と 違う ことに 胸を張 って生 きてい きたいと 思いま す。
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「これ出来るか」
「あれ駄目って言われないか」
僕が何か新しいことを始めるときは、こう考えるようになりました。
家族 や病 院の 先生 に、 自 分が 出来 るこ と、 出来 ると 思うこ とでも、 足のこ とを考 えて、 やって
は い けな いこ と、 出来 ない こ とが ある と言 われ てい ます。 不自由 だなと思 うこと はあっ ても、 僕
にとっては、これが小さい頃からの当たり前の僕の足です。
僕 は、 生ま れつ き 足に 障が いを もっ てい ま す。 二才か ら装具を つけて います 。この 装具は、 僕
に とっ ては すご く嫌 な 物で す。 着け てい るだ けで 、い つでも 、どこで も、た くさん の人の 目を感
じてしまうからです。必要だとわかっていても、慣れることはありません。
「障がい者のくせに」、
「ロボットの足 」、「障がいがあって可哀相」今までいろいろなことを言われてきました。でも不
自由 なこ とは あっ て も、 可哀 相で はあ りま せ ん。 装具を つけてい ること で、人 を傷つ けたりし て
いま せん 。障 がい をも っ てい るか ら、 特別 扱い し てほしい わけで はあり ません 。今まで 、自分 の
ことを不幸だと思ったことは一度もないんです。
今 年は 、戦 後 七十 年で す。 戦争 につ い て調 べて みまし た。原 爆のこと 、特攻 隊のこ と、疎 開や
戦 時中 の暮 らし 、 そし て、 その 頃の 障が い をも ってい る人達 のこと 。障が いをもつ 人はた くさん
いました。
「体の不自由な人間は、武器を持って戦うことが出来ないから、生きている必要ない」
「兵隊になれないのは人間じゃない」
と、 国の ため に働 く こと が出 来な い人 は差 別 を受 けたり 、障がい のある 子供は 、学童 疎開から 取
り残されることもありました。
「障がい者はじゃまだ」
「障がい者はほっとけ」
今 と同 じよ うに 差 別は あり まし た。 でも 、 僕の 想像す る何倍 も辛い 、くや しい体験 だった と思い
ます。
今で も 、世 界で は戦 争や テロ 、 内戦 がお きて いま す。そ の戦いが 激しく なれば なるほ ど、負傷
し障 がい を もつ 人は 増え てし まい ます 。 戦争 は、 人権を うばう とても 恐ろしい ものだ という こと
です。
差別もなくなっていません。そして、今後もなくなることはないと思います。差別とは、
「ある
基準に基づいて差をつけて区別すること。扱いに違いをつけること。偏見や先入観などをもとに、
特 定の 人々 に 対し て不 利益 、不 平等 な 扱い をす るこ と」とあ ります 。人は 、自分 と違うと いうこ
と がと ても 重要 な こと で、 その 違い が差 別や い じめに つなが ってい くんだ と思いま す。僕 も、見
た 目や 考え 方が 自分 と違 う とい うこ とだ けで 、人 に嫌 な思い をさせて いるか もしれ ません 。無意
識に傷つけているかもしれません。そうなってはいけないと強く思いました。
人の 意識 は 簡単 には 変え られ ませ ん。 だ から まず 、自分が 自分の ことを 一番に 理解する こと、
一人一人個性があって、人と違うのは当たり前、という意識をもつことが大切なんだと思います。
日本 の障 がい 者の 数は 、 七百 八十 七万 九千 人。 十六 人に一人 が障が いをも ってい ることに なり
ま す 。障 がい 者は 、人 より もお と る存 在と 思う 人も いるか もしれ ません。 しかし 、障が いをも ち
な がら 、い ろ んな 分野 で活 やく して い る人 達が たく さんいま す。陸 上選手 のウサ インボル ト、書
家 の金 澤翔 子さ ん 、ピ アニ スト の 井 伸行 さ ん。 障が いは関 係なく 、一人の 人間と して結 果を残
しています。不自由な分の努力は大きいんだろうなと思います。
僕は 、 やる 前か ら出 来る わけ な い、 と決 めつ けて 色々な ことから 逃げて きまし た。そ れは、自
分に しか 出 来な いこ と、 を見 つけ るチ ャ ンス を逃 してい たのか もしれ ません。 これか らは、 やっ
てみないとわからない、という思いでいろんなことにチャレンジしていこうと思います。
自分 のこ とを よく 理解 し 、強 い気 持ち をも つこ と。 そして、 無関心 になら ないこ とが人権 を守
ることにつながるんじゃないかと思います。
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余計 なお 世話 だっ た んじ ゃな かっ たん だろ うか 、声 をかけ て迷惑だ ったん じゃな いだろ うか、
私 は、 エレ ベ ータ ーの 中で ずっ と、 考 えて いま した 。その時 は、エ レベー ターの 中一階に 着くま
での 時 間が もの すご く長 く感 じ られ まし た。 ショ ッピ ングモー ルでエ レベー ターに乗 ったと きの
こと です 、エ レベ ータ ー の前 に車 いす の男 の方 が 待ってい らっし ゃいま した。 私はなに も考え ず
に その 方の 横 をす り抜 けて エレ ベー ター に 乗り 込み ました。 そのあ ともお ばさんが 二人乗 り込ま
れま し た。 私は エレ ベー ター の 開く のボ タン を押 しなが ら、車 いすの 男の方 が乗り込 まれる のを
待っていましたが、一向に乗られる様子がありません。私は「どうぞ。
」と声を掛けました。する
と その 男の 人は 驚 いた よう な顔 をし て、 そ れか ら目を 伏せて 、ゆっ くり車 いすを動 かして エレベ
ータ ーに 乗 り込 まれ まし た。 エレ ベ ータ ーの 中は シーン として います 。私は、 いけな いこと をし
たん だろ うか 、あ の時 一人 で 待た れて いた のに 、横 をすり 抜けて 、先に 乗った私 のこと を怒っ て
い るん だろ うか 。 私の 心は 重く 苦し くな りま し た、悪 い思い ばかり が頭に浮 かびま す。早 く一階
に着 いて と 願っ てい まし た。 やっ と エレ ベー ター が一階 に着い てほっ とした私 はその ままず っと
エレベーターの開くのボタンを壁に顔を向けたまま押していました。女の方２人が降りられた後、
私に車いすの男の方が「ありがとう。」とやさしく声をかけてくださいました。びっくりして振り
返る と、 その 方 は笑 顔で ゆっ くり と車 い すを 動か しなが ら下り て行かれ ました 。私は ホッと しま
し た 。自 分は 迷惑 な行 動を とっ た わけ では なか った んだ。 やっと 心が軽く なりま した。 と同時 に
行 動す る難 しさ も実 感 しま した 。こ の出 来事 を、 夜、 姉に話 しました 。姉は 一つの 昔話を してく
れま した 。そ れ は姉 が小 学校 の時 のこ と です 。学 校の玄 関で掃 除をして いると ボラン ティア 交流
会に参加されて面識があるＡさんが階段が二段ある玄関入口で、入られずに困っていたそうです。
「こんにちは。
」と声を掛け、どんな用事ですかと聞きたかったけれど姉は話す方法がわからなか
った そう です 。 Ａさ んは 両足 がな く、 耳も 聞 こえ ず、話 すことも できな い多く の障害 がある方 だ
っ たの で す。 外は 雨が 降り 始め て いま す。 早く どう にかし て差し上 げない と、雨 がひど くなった
ら Ａさ んが 困る 、手 話も で きな い姉 は焦 った そう です 。母はＡ さんを 見ると すぐに Ａさんの 手を
持って手のひらにゆっくり文字を書きました 。「どうされましたか。」するとＡさんが、カバンか
ら 印鑑 を取 り 出さ れま した 。母 とＡ さ んは 、話 をす ることが できた のです 。用が 終わった Ａさん
は 、先 生方 が送 りま すと 言う の を断 って 強く なっ た雨 の中、車 いすで 帰って いかれ たそうで す。
姉は 、こ の出 来事 で いろ いろ 考え させ られ たと 言 います。 姉はＡ さんに 対して 、どう話 しかけ た
ら いい か悩 ん でい たの に、 母は 手話 が でき ない のに 簡単に話 すこと ができ た。ど うしてな のか、
姉は 、 心の 中で 、話 しか けて も わか らな いだ ろう 、会話 するの は無理 だと決 めつけて いたの かも
しれ ない と思 った そう で す。 ボラ ンテ ィア 交流 会 で「可哀 想な人 だと思 わない でくださ い。ち ょ
っと変わっている人と思ってください。」といわれた意味がその時やっと姉にはわかった気がした
と言っていました。姉は言います、私は口で話すことができる、ろう者は手で話すことができる、
違い はそ れだ け、 私は 足 で歩 く、 足が 不自 由な 人は 車いす で移動 する、 違いはそ れだけ 。心を 伝
え るに は伝 える 手 段が 違う だけ 心の 壁を な くせ ば同じ 立場で 向き合 うこと ができる んだよ ね。姉
の話 を聞 き なが ら、 雨の 中、 濡れ な がら 車い すで 帰って いくＡ さんの 強くてた くまし い姿が 目に
浮か びま した 。そ の姿 は昼 間 あっ た車 いす の男 の人 と重な りまし た。私 も昔の姉 のよう に、障 害
の ある 人に 対し て 、大 変だ ろう など 毎日 の生 活 の不便 さを思 い気を 使い、逆 に、行 動する ことを
躊躇 して し まい まし た。 心に 壁を 作 って しま って いたの です。 障害が あるから 大変だ 、可哀 想、
そ う 思っ てい た自 分が いま し た。 障害 を持 って いる 人が不 幸で、 持ってい ない人 が幸せ 。これ は
思 い上 がり です 。幸 せ か不 幸せ かは 、自 分自 身 が決め るもの です、 周りが決 めるも のでは ありま
せん 。私 は、 あ の日 、エ レベ ータ ーで の 出来 事で 、色々 なこと を考える 機会を 得るこ とがで きま
し た 。そ して 、姉 の貴 重な 経験 と 考え を聞 くこ とも できま した。 昔の母の 行動に も驚か されま し
た 。母 の行 動や 姉の 考 えを 聞き 二人 を尊 敬し まし た。 そして 自分も二 人のよ うに、 なりた いと思
いま した 。明 日 から 、自 分は 考え 過ぎ る こと なく 、困っ ている 方を見か けたら 、手を 差し出 す勇
気 を持 ち ます 。相 手の 心を 理解 す るこ とは 難し いけ れど、 自分の心 を伝え たい。 分かり 合ってい
きたいと思いました。
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「 周り のク ロー バ ーと 葉っ ぱが 違っ てい る 、四 つ葉の クローバ ーを見 つけた とき嬉 しくなる で
しょう、人間も同じだといいね。
」
こ の言 葉は 、祖 母か ら 母へ 、母 から 私へ と教 えら れた 言葉で す。幼い ころか ら、幾 度か聞 かされ
た 言葉 でし たが 、あ まり ピ ンと きま せん でし た。 しか し、この 夏、私 は、そ の言葉 の意味が わか
る出会いがありました。
私が 、二 時 間半 ほど バス に揺 られ 、 鹿児 島県 鹿屋 市にある ハンセ ン病療 養所「 星塚敬愛 園」を
訪問 した のは 、 八月 の初 め、 雲一 つな い 夏空 の日 でした 。小高 い丘の、 青々と した緑 が茂り 、セ
ミの合唱が聞こえるその場所は、とても、ゆったりとした時間が流れていました。お店や理髪店、
郵便 局や 図書 館、 教会 、 浴場 など があ る「 小さ な 町」に住 んでい るのは 、ハン セン病後 遺症を も
つ人々です。
二 度 ほど 訪問 して いる 、看 護 学生 の姉 の勧 めで 訪問事 業に参 加した ものの 、正直、 ハンセ ン病
という病気のことについて、全くと言っていいほど知らず、ただ漠然と「怖い 」、
「 うつる 病気な
のではないか」
、そして、訪問して意味があるものなのだろうかと思っていました。
し かし 、そ の「 小 さな 町」 に着 いた とき 、 私の 想像し ていた暗 いイメ ージと は全く 違い、そ こ
で生活する元ハンセン病患者の方々は、にこやかな表情でした。
「 暑い 中、 遠い 所ま で来 て くだ さり 、あ りが とう ござ います 。今日、 来てく ださる のを楽 しみに
し てい まし た。 私が 経験 した こ とは 、隠 さず にお 話し するから 、何で も聞い てくだ さいね。 その
かわり、外の世界を知らずに生活してきた私に、学校のことや色々な話を教えてくださいね。」
私に 、ハ ン セン 病に つい て、 教え て くだ さっ たの は、発病 してか ら六十 九年間 もの間、 療養所
で生活されている、穏やかで丁寧に話されるＮさんでした。
ハン セン 病は 「ラ イ 病」 と呼 ばれ 、そ の治 療 や、人 にうつ らない ようにと いう考 えから 、人里
離れ た療 養所 に隔 離さ れ 、監 視さ れた 療養 所の 中 で、外に 出るこ とは許 されな い生活を 送って い
たそ うで す。 私は 、強 制隔 離 の現 実や 、ま た、 子供 を持つ 権利や 新しく 生まれる 命まで 奪われ て
い た と知 り、 とて も驚 きま した 。 医学 が進 歩し 療養 所も徐 々に改 善されて いきま したが 、ライ 予
防 法が 廃 止さ れた のは 隔離 が始 まっ て から 、約 九十 年も経 っていま した。 その間 、Ｎさ んは、故
郷 に帰 りた い 、祭 りが 見た い、 親兄 弟 に会 いた いと 思いなが らも、 だんだ ん病気 を受け入 れ、今
で は、 この 病気 に なっ て知 った こと もた く さん あるし 、こう して、 訪問し てくれた 人とお 話しも
で き、 あり がた いと 思 うと 話さ れま した 。穏 や かな顔 に刻ま れたシ ワと、は にかん で照れ たよう
に 笑う Ｎさ んは 、長 い時 を 経て 、自 分と 真正 面か ら向 き合う 、とても 寛大な 心の持 ち主で した。
その 中 で、 この よう に自 分の 病 気や 、生 活を 受け 入れ るまでに は辛い ことも あった と話され まし
た。 Ｎ さん が、 まだ 、療 養所 に来 て 間も ない 幼か った頃 、園の 門をぬ け、道 路の脇に 咲いて いる
ヨモギを摘んでいると、通りがかった仕事帰りの人から、
「なぜ出てきているのか、お前はその中に住む人で、こっちに住む人ではない。
」
と罵 声を あび させ ら れ、 恐ろ しい 目で にら み つけ られた 時、何も 悪いこ とはし ていな い、なぜ 、
同じ 人間 なの に差 別を 受 けな けれ ばな らな いの だ ろうと悲 しかっ た、そ して、 ハンセン 病に対 す
る 周 りの 思い がわ かっ たそ う です 。現 在ハ ンセ ン病 は、免 疫力の 向上や 衛生状態 、栄養 事情が 良
く なっ て いる ため 、感 染力 が弱 く 、感 染し たと して も発病 するこ とは極め てまれ であり 、現在は
治 療法 も確 立 され てい る病 気と 言わ れ てい ます 。私 も、療 養所を訪 問する までは 、病気の ことを
理解していませんでした。Ｎさんの話を聞いて、姉の、
「自分の目で見て、正しいことを知るべき
だ 」と 言っ た言 葉 の意 味が わか りま した 。そ し て、祖 母が母 に、母 が私に伝 えた言 葉の意 味も理
解できたのです。
人 間は 、同 じ人 間で あり な がら も、 どこ か違 って いたり 、個性 を持った 人に対 し、偏 見や差 別
をし た りす る。 とこ ろが どう で しょ う。 四つ 葉の クロー バーは 、周り のクロ ーバーと 葉っぱ が違
い、まわりと異なっていても、見つけたときに「ラッキー。
」と歓声をあげ、大切に本にはさんで
押し 花に した り 、幸 せな 気持 ちに なっ た りす るの です。 私は、 私たち人 間もそ うあり たい、 そう
なれたらなと思うのです。
Ｎさんとの別れ際、私が握手を求めると、
「私は幸せ者ね。」
と、Ｎさんは微笑みました。
Ｎさんとの出会いを、やわらかな手の感触を、これからも私は、忘れることはないでしょう。

