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〇江角さんのお話を聞いて、今の自分はとても幸せであるのだと感じました。命の大切さ・尊さを

改めて感じ、日々生きていることに感謝しようと思いました。私には、江角さんのように身近な人が

亡くなってしまうという経験はないが、私が今後このような経験を持つ人と関わる際に今日のお話

を活かしてその人の力になれるようになりたいと感じました。私は、生きたくても生きられない人が

いるということを胸に、生きていこうと思いました。 

 

〇お話をしていただき、ありがとうございました。 

 「あたりまえ」の反対が「ありがとう」であるという一言が今日のお話の中で最も印象に残りました。

お話の後から一人一人身近にいる人や生活をしている周りの環境を改めて客観的にみると、

様々な人や環境によって自分自身が生かされているということにきづかされました。 

 また、江角さんが悲しみは消えません、ただ「悲しみの質」が変わっていくとお話をされました。江

角さん家族の書かれた記事を見ると、それぞれが事故のことを徐々に受け入れ、受け止め方にも

変化がみられる一方で、大切な人を亡くした家族の悲しみはとても長く続いていくものだと感じまし

た。それぞれの持つ悲しみの内容や悲しみの質が変わる時間は個々で異なるということを改めて

感じ、今後看護職として働く者として一人一人としっかりと向き合っていく姿勢が大事になると考え

ました。 

 最近こそ飲酒運転に対して社会は厳しい刑罰を与えていますが、1999年当時は実刑 3年であっ

たという事実にとても驚きました。大切な人を失った後に、江角さんのように社会的な活動へ向か

う家族がいるからこそ、築けてきた社会だと分かり、改めて「ありがとう」と多くの人に感謝をしたい

と強く思います。また、同時に恨みの中で自死を選択する家族がいてはならないとも強く感じまし

た。その方々に対して、自分自身が何ができるのかと考えると、自分自身が加害者にならないこと、

そして今回江角さんの話してくださった内容を身近な人に伝えていき、加害者を増やさないことで

はないかと思います。 

 今回は、このような貴重な機会をいただき、ありがとうございました。 

 

〇今日は貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。江角さんのお話を聞きながら

いつの間にか自分のことのように置き換えて聞いていて、涙を堪えるのに必死でした。いつも一緒

にいて当たり前だった存在の家族が急に居なくなって、しかも加害者のせいで亡くなってしまった

ため、悲しみや怒り、憎しみで一杯だったと思います。もし私だったら…と考えると、江角さんご家

族のように前を向いて生きていけないのではないかと思います。しかし、それを乗り越え、今こうし

て悲しみをプラスのエネルギーに変えて、犠牲者を減らすために社会活動をされていて、とても素

晴らしいなと思いました。そして、江角さんご家族が前を向いて生きていくための助けとなった、仲

間（被害者遺族の仲間）の存在はとても大きなものなのだなと知ることができました。悲しいとき、



それを分かち合ってくれるひとがいるだけで半分になるという言葉がとても印象に残りました。だ

から、社会活動をしていく上で、被害者の存在を知ってくれる人や被害者のおかげで命のありが

たさについて気付いてくれる人がいることで、真理子さんの死が多くの人の助けになるということを

感じ、悲しみの質も変化していったのではないかなと感じました。今の私にはできることがすごく少

ないと思いますが、生命のメッセージ展のような会に参加し、ご遺族の方の思いやそのご家族の

話を聞くことで少しでも皆さんの力になれたらいいなと思います。そして、絶対に加害者にならない

よう責任を持って車を運転することを誓います。 

 江角さんのお話を聞き、改めて今自分が不自由なく生きていられること、家族が元気で生きてく

れていることにちゃんと感謝しながら生きていかなければならないなと痛感しました。生きていると

色々なことがあって、悩んだり、悲しくなったり、辛くなったりすることもたくさんありますが、それで

も命があって元気で生きていられること、未来があることを毎日感じながら生きていきたいなと思

います。 

 今日は本当にありがとうございました。 

 

〇 「死んだら何もできない。」「死んだら周りの人が悲しむ。」など、私は人の死について分かって

いたつもりでした。しかし、今回江角さんのお話から、今まで知らなかった事故後の遺族の行動や、

その時の心情を具体的に聴いて、改めて「一人の死は、その人だけの将来、人生を狂わせるので

はなく、周囲にいる縁ある多くの人が影響を受ける。」ということを実感しました。そして、自分が加

害者にも被害者にもならないためにも、生命のメッセージ展などの活動を自分の周りにも広めて

いきたいと思いました。 

 よく「失ったときにそのありがたみに気付く」と言いますが、自分が今生きていることも、家族がい

ることも何もかもあたりまえではなく、有難いことだと、失う前に気付くことができて良かったです。

これからは、あたりまえにありがとうと言えるようになりたいと思いました。 

 悲しみのかたちについてでは、今まで遺族の悲しみは時間と共に消えていくものだと思っていま

したが、実際は悲しみが消えることはなく、質が変わっていくのだと知り、グリーフケアでは死を受

容してもらうことより、遺族が死の悲しみを抱えながらも生きることができるようになることが重要

だと思いました。そして、グリーフケアの際には、遺族の心の変化を過程に当てはめようとするの

ではなく、一人一人のニーズに合わせた支援をすることが必要だと考えました。 

 

〇本日は普段聴くことができないような内容を講義といった形で聴くことができた。 

 今日の日本では奪われてしまうべきではないたくさんの尊い命が、不条理な事故によって 

奪われていることに対して何とも言えない気持ちになった。今、彼女たちが生きていたなら同い年

くらいかな、先輩かな、と考えるだけでとてもつらかった。亡くなった当時 20歳であるなら今の私た

ちと同じ年代で、将来の夢など決まってきたり、両親への感謝をより感じ、少しでも支えていけるよ

うに頑張ろうなどと、今後、生きていくであろう将来についてより考える時期だなと感じた。私たち

は生活している限り、加害者にもなりうり、被害者にもなりうる。どちらにもならないように生活する



ことが最小限であり、最大限でもあると思った。 

 また、私は”グリーフ・ケアが唱えるように、遺族から悲しみが取り除かれるかは疑問だ。遺族か

らすると、悲しみは消えません、ただ「悲しみの質」が変わってゆきます。”といった言葉がとても心

に残っている。愛する家族の死は家族全員に悲嘆などのかたちで影響し、また、遺族らの心は、

それぞれによって違う。支援していくなら、遺族が何を求めているのかじっくりと聞く必要があると

分かった。 

 最後に、今私たちが生きていること自体がとても奇跡で、あたりまえのことではないと強く感じた。 

今ある命、全てに対してありがとうであると考えることができた。 

 とても貴重な講義をありがとうございました。 

 

〇今日の話を聞いて、あたりまえのことを何も思わず過ごしている自分に気づきました。たくさん

の人たちに支えられて今の自分があるので、日々感謝の気持ち「ありがとう」を忘れずに生きて行

こうと思います。 

大切な家族を亡くして、深い悲しみを乗り越え飲酒運転の啓発に取り組んでいる姿に勇気をも

らいました。ありがとうございました。 

 

〇私はこの講義を聴いて、命はとても尊いものであり、人の命も自分の命も大切にしていかなけ

ればいけないと改めて感じました。 

 どこかに自分が生きているのはあたりまえ、家族、周りの人たちが生きているのもあたりまえと

いう考えがあり、あたりまえのように繰り返される毎日に感謝をすることはほとんどありませんでし

た。しかし、「あたりまえという素晴らしいことを喜ぶのはそれをなくした人たちだけ」という言葉を聞

いて、とても考えさせられました。自分の日常に置き換えて、これがなかったら、あれがなかったら

と考えると本当に自分は家族に何不自由なく生活させてもらえていると感じました。このことは本

当に「ありがとう」だと思います。あたりまえの日常に感謝をして、家族にも感謝の気持ちを言葉で

伝えたり、行動で示すなどもっと家族を大切にしていきたいと思いました。 

  事故後の遺族の悲しみは大きく、一人の死が周囲にいる多くの人に影響を与えることを今回と

ても感じました。看護職はその人々と関わることが多い職業であると思います。その職業を目指す

者として、悲しみは経験した人にしか分からないものであり、正義感を持ち合わせたような態度を

示すことは遺族に対して失礼であることを知っておく必要があると思いました。また、遺族の悲し

みは回復しているのではなく悲しみの質が変わっているのだということもです。私は、消えることは

なくても徐々に回復していくものだと捉えていました。看護職になる前にこのことを知れたことはと

ても貴重で、看護に生かしていきたいと思いました。また、自分の考えで決めつけることなく、遺族

の求めているものをしっかり聞くことが大切であることを学びました。 

 今回のお話で交通事故での死を多く聞きました。今回だけではなく、ニュースでも放送されない

日はないくらい、悲しい交通事故のニュースを目にします。これは車を運転する者として人事では

ありません。人を殺すつもりがある人なんてほとんどいないと思います。しかし、そういう人達が事



故を起こしている現実にあると思います。ちょっとした気の緩みから始まっていくと思うので、運転

は責任をもって行い、まず私が加害者にならないことを誓いたいと思います。 

 自分があたりまえに生活を送られていることに感謝をして、自分の人生を一生懸命生きていきた

いと思います。また、この縁を大切にして、今後少しずつでも広めていけたらと思います。 

 

〇 今日、お話を聞いて一緒にご飯を食べたり出かけたりできる家族がいることはあたりまえでは

ないんだとすごく感じました。毎日を過ごしていて、家族と会話できて挨拶できていることを私たち

はあたりまえのようにしているけれどそのあたりまえの日常が突然終わりを迎える時がくるかもし

れない。そう考えるともっと毎日を大切にしてありがとうとたくさん伝えられる日々にしていきたいな

と思いました。 

  一緒に過ごしてきた家族を亡くすことはその人だけでなく周囲にいる縁ある多くの人が影響を受

けるという言葉がすごく心に響きました。私も昨年病気で友人を亡くしました。彼女が病気というこ

とは知っていて、お見舞いにも何度か行っていましたが、亡くなったことを聞いたときは全く実感が

わきませんでした。ご家族の方と彼女の話をして徐々に実感がわき涙が止まりませんでした。彼

女がいなくなって初めて彼女の大きさを知りました。今でも思い出すと涙がとまりませんが、彼女

が生きられなかった分も生きようと思っています。  

遺族の会や本に出会ったことで正常なグリーフワークを歩むことができ、それが今の社会活動

につながっているのだと思いました。今後臨床の現場で家族を亡くされた方に会うこともあると思

うので、今日得た情報を伝えていける医療職者になっていきたいと思います。今日は貴重なお話

ありがとうございました。 

 

〇わたしは今日の講演を受けて命の大切さ、尊さを改めて感じました。 

人はいつか亡くなるのは誰もが同じことだけれど、いつどこでどう亡くなるのか全く同じ死はないこ

とから、改めて人の命のことを考えて日々を大切に自分を大切に相手を大切に感謝を大切に生き

ていかなくてはいけないなと思いました。また、今日の講演や手記から悲しみだけでなく悲しみと

付き合い社会に発信していくという「家族の力」というものを感じました。 

 わたしは先月祖父を病気で亡くし、「ありがとう」を伝えられなくなってから気がつく感謝があり、

あたりまえにみんなで暮らしていた時のありがたさを感じました。また、今までは看護学生として医

療者側から「看護」という勉強をしたり実習をしていましたが、今回患者の家族という立場になって

家族のなんとしても助かって欲しい、治ってほしい、どうにか命だけは助けてほしいとひたすら願う

思いも感じました。 

 看護師、保健師として人の命に携わっていく者として、まずは生きられていることに感謝して、そ

して自分を含めて命というものをさらに大切に生きて行こうと思いました。また、ありがとうは感じる

だけでなく伝えていきたいと思います。 

 

〇講義の中で、悔しいという言葉が印象に残っている。被害者の方やその家族の方など経験しな



いと本当の気持ちは決して理解できないと思うが、講義を聞き、声や表情から交通事故で娘さん

を一瞬にして亡くされた悔しさが伝わってきた。一人の死は、その人の将来、人生を狂わせるだけ

でなく、周囲にいる縁ある多くの人が影響を受けることを学んだ。また、悲しみは時間の経過ととも

に消えるものではなく、形や質が変わり、悲しみとの関わり方が変わっていくことで、乗り越えてい

くものであると学んだ。家族は、とても結びつきの強いものであると改めて感じた。家族を大事にし

たい。 

 まだ、親になっていないので、親の気持ちはわからないが、講義の中で、親にとって子どもは絶

対的であると言っておられて、それほどまで自分を大切にしてくれている親を大切にしようと思った。

今までは、心配して言ってくれる言葉を適当に聞いていたりしたが、私のことを思って言ってくれて

いるということを忘れないようにしたい。そして、お父さんとお母さんがいて今の自分がいること、こ

こまで大切に育ててくれたこと、遠く離れていてもいつも気にかけ、支えてくれていることに感謝し

たい。 

 子育ては、「命の尊さ、大切さを教える」という言葉から、さまざまな人生や家族の形があるが、

私は、家族の発達段階をたどることで、生きるということを学んでいくのではないかと考えた。命の

バトンタッチをすることで、はじめて命の尊さや奇跡に気づけるのではないかと感じた。 

 今こうして生きていることは奇跡であると気づくことができた。講義を聞いた後のご飯はとても美

味しく感じた。食べることができること、話せること、帰る場所があること、支えてくれる人がいるこ

となど、普段は当たり前に感じていること、生きていること、すべてに感謝して生きていきたい。こ

の気持ちを忘れないようにしたい。 

 生きている時間を大事にしたい。そして生きていることに感謝の気持ちを忘れないようにしたい。

今後、いのちに関わる仕事に就くことに誇りと責任を持って行動したい。江角先生と出会えた縁に

感謝の気持ちでいっぱいである。 

 

〇家族はモビールに例えられることがありますが、家族の誰か一人に何かあるとそれは他の家族

全員に大きな影響を与えるということがよく分かりました。 講演を聞きながら自分の祖母が亡くな

ったときに母が皿洗い中などふとした瞬間に泣いていたことや従姉の食欲がかなり落ちたことを

思い出しました。祖母は病気で余命宣告もされていたので、ある程度家族は心の準備をしていま

したが、亡くした時の悲しみと影響は予想以上に大きかったです。 

講演を聞いて、心の準備もなく突然にましてや他人の過失によって家族を亡くしたらと想像する

だけで心が痛かったです。私も 3人姉弟なので、ご姉弟が書かれた文章から家族が感じる怒りや

無力感が伝わってきて、もし私や弟がいなくなったら……ということを考えずにはいられませんでし

た。 

 講演を通して今家族全員が健康に過ごせていることに感謝しようと感じました。ご飯が美味しく

食べられる、暖かい布団で眠れるなど私の生活の中に生まれた時からあるそれら一つ一つがが

有り難くて尊いものだということを忘れずに生きていきたいと感じました。 



 自分や家族、周りの人々また医療職を目指す者として患者さんや療養者さんの命を大切に考え

守ることのできる人でありたいと思います。 

 

〇今回お話を聞いて、久々に家族のことについて改めて考えさせられました。家族が突然いなく

なってしまったら自分はどうなるのか、また自分がいなくなってしまったら家族はどうなるのか、こ

れほど深く考える機会は今までありませんでした。そして、自分が生きてこうして大学にも行けて

いることがとにかく幸せなことなのだと痛感しました。 

今回抱いた気持ちは、看護職として働く人間としては絶対に忘れてはいけないことだと思います。

これからどこでどのように働くことになっても、この思いだけは絶対に胸に留めておくようにしたい

です。 

 

〇今回のお話を聞いて、僕は普段から話している自分の言葉を思い返しました。喪失体験をした

方とそうでない方が話すときに、何気ない一言やそのつもりがない一言でも、図らずも本人に精神

的苦痛を与えてしまうことを学びました。僕や友達は、冗談で「死ね」という言葉を使うことがありま

あす。しかし今ではその言葉の持つ重みが前とは違って感じます。今までは取り返しがついてい

ましたが、一歩間違えればこの言葉はとても危険だし、今では使っていたことを恥ずかしいと思っ

ています。「大切な人が生きてるだけでいい」と言っている人が動画で出ていて、僕たちの家族も

同じことを考えていると思うと、やはり冗談でも言っていいことと悪いことがあると思いました。言葉

は言ってしまうと取り返しがつかず、他者を傷つける危険なものであることを再認識できました。 

逆に普段から言っている「ありがとう」をもっと大切にしたいです。ありがとうが言えることは素晴ら

しいことなのだと気づきました。 

 江角弘道先生、由利子さん、今日は本当にありがとうございました。 

 

〇本日はご講演ありがとうございました。命の大切さについて深く考えさせられる時間となりました。 

 今、私たちが生きていることは奇跡で、とても幸せなことなんだなと改めて感じました。生きたくて

も生きられなかった人、そのご家族や縁ある人々のことを考えると、私たちはもっと自分の人生を

ありがたく思って生きるべきだと思いました。私のいとこは最近、救急車で運ばれるほどの事故を

したと連絡がありました。後ろの車が居眠り運転で、追突されたためです。命に別状はありません

でしたが、今でも少し頭が痛いと言っています。また、私のお父さんのいとこは、ひき逃げ事故に

あい数年前に死亡しました。犯人は今もわからないままです。私自身には、交通事故などの不慮

な事故の体験はありませんが、身近な人が事故にあった経験はいくつかあります。そのため、今

日の講演を聞いて、江角さんご家族のやりきれない思いというのはひしひしと感じました。元気な

人でもいつ何が起こるかというのは誰にも分らないことなはずなのに、病気でもう自分は長く生き

ることができないと思っている人たちとの1日1日の価値は、何か違うように感じます。元気な人は

当たり前のように「明日はやってくる」と思っています。恥ずかしながら私も、そのように感じていた

1 人です。しかし、私にも私自身に今日これから何が起こるか分かりません。「ありがとう」と「おか



げさま」という気持ちを忘れずにもっと 1日 1日に感謝して生きようと思いました。 

 本日はありがとうございました。 

〇今回の講義では、自分の過去を振り返りながらお話を聴かせていただきました。 私は生きてき

て、友人の自殺や自分自身もいじめや性犯罪に巻き込まれ傷つけられるなど、一生消えない傷を

抱えながら生きています。時間が解決してくれるとよく言いますが、実際に今でも同じくらいの悲し

みや苦しみ、つらさは消えていませんし、フラッシュバックなどでとても苦しんでいます。命の大切

さは頭では理解しているつもりですが、それでも自分は死んでしまいたいとよく思います。 先日自

分の両親と、子供は生きていてくれるだけでいい、それ以外は何もいらないという話をしました。私

には兄と妹がいますが、二人ともいじめによる不登校や家出、うつ病や自殺未遂など様々なこと

がありました。そのような出来事から両親がどんどんおかしくなっているのを私は間近で見ていま

した。私はそのとき、先述したように自分に起きた全ての出来事を両親に言いませんでした。苦し

くてつらくて私だけがなぜこんなに我慢しなければならないのかと思うと同時に、私の状態をいえ

ば両親は壊れてしまうと思いました。家でも言えず、学校でもいじめられており、だれにも頼ること

ができず、私は死にたいと思っていました。ですが当時自分はあれほど死にたいと思っていたの

に、兄妹が生きることを選択したとき、本当にうれしく思った自分がいるのを覚えています。そのよ

うなこともあり、今日のお話で出てきた、あたりまえはあたりまえでなく、ありがとう、というのは自

分自身も実感として常に持っています。 私は大学に入ってから、病気を抱えてしまい、それを治

すために手術を 3回ほど行いました。それに伴い、顔に見える傷が残り、それでも日々生きていま

す。手術後、いろんなことを人から言われました。心配する言葉や事情を知りたがる言葉、なかに

は傷によって変化した外見を悪く言う人もいました。そのような経験から、つらいことがあるとき、

心配の言葉はありがたくもあり、また自分を辛くさせることもあると自分は実感しました。私は健康

に生きていくために手術をしましたが、生きていることはあたりまえでないことがわかっているのに、

それでもなぜ見た目がこんな風になってしまったのだろう、なぜこんなに見た目のことを悪く言わ

れなければいけないのだろうか、と強く悩みました。生きていることがあたりまえだと認識したとた

ん、人は次へ次へと欲が出てしまうものなのかな、と今の自分を少し反省したりもしました。 私は

今日の講義を泣きそうになりつつ、とても複雑な感情で聴きました。私には家族、友人、婚約者も

います。大好きな人がたくさんいます。自分の過去のことを知っても受け止めて支えてくれる人が

います。それでも死にたいと考えてしまいます。でも人には生きていてほしい、それはわがままだ

とは思いますがそう思ってしまいます。自分にとって自分のそばにいてくれる人はあたりまえでなく

本当に大切な存在なので、みなさんに幸せになってほしいです。 死にたい気持ちが自分の中か

ら消えてしまったわけではないですが、今回の話で、自分はなぜ生かされているのだろう、自分が

生きていることに何か意味があるのではないか、自分が死んだら悲しんでくれる人は少なからず

いる、自分が周囲にどんな影響を与えているのかなどを改めて考えるいい機会になりました。 自

分が保健師になったときに、どのようなかかわりができるのかは今の自分には断定することがで

きません。保健師関係なく個人としては、その人の今思っていることや考えていることを聞くことし



かできないと思いました。保健師としてすることとして、グリーフケアなども言われていますが、今

回のお話にもあったように、悲しみからの回復過程は人それぞれだと思います。私がもし保健師と

してするなら、その人ひとりひとりの回復過程に合わせて援助をしていこうと思いました。気持ちに

寄り添いながら、次の回復過程はこうだからと思うのではなく、その人の悲しみはその人 1人 1人

の個人のものとしてかかわっていきたいと思いました。 今回の講義で自分自身が得たものはとて

も大きく、自分自身のことのほかにも将来の保健師としてどのように動いていくかを考えるいい機

会になりました。ありがとうございました。 

〇本日は貴重な講義をしていただきありがとうございました。私も父を交通事故で亡くした家族で

す。私は友達に可哀想だと思われたくないために、本当に信頼している友達にしか父がいないこ

とを打ち明けず隠しています。そのことを知らない友達がその子の父親と遊んでいる姿や入学式・

卒業式などの行事に参加しているところをみると「父が生きていれば、私もこのような感じだったの

だろうか…」と考え、江角先生と同じくふと涙が出そうになる時が今でもあります。しかし、父がいな

いことで悲しい思いや辛い経験もしてきましたが今となっては、天国にいる父から教わったことも

たくさんあると感じています。まず、江角先生も今日の講義でおっしゃられていた「当たり前は当た

り前ではないこと」です。本当に私もそうだと考えます。有る人からしたら当たり前のことかもしれま

せんが、無い人からしたら羨ましいことだったりするため有ることを当たり前だと思わずに生きてい

く必要があることを学びました。 

 また、「感謝の気持ちを忘れない」ことも父から教わりました。突然の死だったために、父に感謝

の気持ちを伝えることなくお別れになりました。もう、この世界で父に直接会って今までの感謝の

気持ちは伝えられませんがその分、私の周りに今いる人たちに感謝を伝えていくことの大切さも

学びました。 

 上手く言葉にできなくて申し訳ないのですが、今日の江角先生の講義を聞いて改めてもっと周り

の人々に感謝の気持ちを伝えていきたいと感じました。大切な気持ちを蘇らせてくださってありが

とうございました。そして貴重なお時間をありがとうございました。 

 〇人は誰しも皆んないつかは生命がつきてしまう。それは自然の摂理だと言うことは理解してい

ます。でもあまりにも早い死にこれから輝く未来があるのに他人の過ちのため人生を終えなけれ

ばならなかったくやしさを感じました。車にぶつかる瞬間本人にとって長く感じたように思います。

いろいろな思いがよぎったとおもいます。でも、1番は家族のことが頭に浮かんだと思います。愛す

る人を失うことはとてもつらいことです。立ち直ることはできないと思います。でも立ち直る必要は

ないと思います。なぜなら忘れてはいけないからです。 

   亡くなってしまったつらさの心の傷はどんなすごい腕の持ち主でも治すことはできないと思いま

す。でも医療者としてこれから先の未来、つらいことがあっても共に生きようと過去と一緒に引っ張

ってあげることが必要なことなのではないかと思いました。悲しさを乗り越えるのではなく、悲しさを

変える手助けができるような人間になりたいと思いました。  



 大学生だからできることボランティア、サークルいろいろあります。人生キラキラするように、精一

杯生きたいと思いました。 

 

〇今日は貴重なお話をありがとうございました。 

私は小学生の時に父親を病気で亡くしました。だから先生が娘さんを亡くされた話は、とても胸

が痛くなりました。特に「お子さんは何人いらっしゃるんですか、という質問が辛い」という話ですが、

その時の先生の気持ちが痛いほど分かりました。私も「お父さんはいくつ？」「お父さん何してる

人？」という質問に何度も辛くなった経験があります。 

先生がおっしゃっていたグリーフケアの話、とてもその通りだと思います。大切な人と二度と会

えない悲しみは一生消えることはないと、私も思います。何年経っても、ふと思い出すと涙が出ま

す。でもこれは大切な人を亡くしたのだから当たり前だと思っています。そして私も先生ほど立派

な活動ではありませんが、社会的な活動に参加しています。父を亡くした経験から命の尊さを訴え

る作文を書いて新聞に取り上げていただいたこともあります。今はあしなが育英会の活動に参加

していて、全国の遺児とキャンプをして同じ境遇同士悩みを話したり、遺児でも高校や大学に進学

できるように奨学金を集める募金活動をしたりしています。こういう活動に参加することでしか得ら

れない出会いも沢山あったし、喪失体験を少しずつプラスに捉えることができました。 

先生の講演は、健康で当たり前のように毎日を生きている私たちに、毎日の有難さを改めて気

付かせてくれた、そんな時間でした。「あたりまえの反対はありがとう」、この言葉は絶対忘れない

ように生きようと思いました。また、こんなに健康な身体に生まれ大学にも行かせてもらってる、そ

の環境に感謝し、立派な看護師になるためにもっと頑張ろうと思うことができました。長くなりまし

たが、本当に今日はありがとうございました。 

 

〇今回の講義では大切な人を失くした方々に対して、看護師・保健師として何が出来るのかを考

えさせられました。私が江角さんの話を聞いたのは実は 2度目で、1番はじめに聞いたのはたぶ

ん高校生の時だったと思います。その時は、相手の飲酒運転で真理子さんを含め 3人の命が奪

われたにも関わらず、加害者は 3年という短い刑期であることへの疑問や突然命が奪われること

への理不尽さを感じていたように思います。また、生命のメッセージ展の話を聞いて、本当に多く

の交通犯罪の被害者の方がいて、その家族の方々がどれほど悲しんで苦しんで生きているかを

知って、生きているということだけで尊いのだと、そう思っていた記憶があります。今回は看護学生

という視点で話を聞いて、もちろん高校生の時と同じようなことも感じました。けれど、そんな遺族

の方々にどんな支援が行えるのか、ということを考えさせられました。 

江角さんが真理子さんの死から前向きに考えるきっかけとなったのは、江角さんたちと同じ立

場の方々との出会いであったということから、やはり同じ経験を持っていない私では、そういった遺

族の方々に寄り添うには難しいものがあるのではないかと思いました。どんなに私が遺族の方々

を考えて話したり、傾聴したとしてもどこか上辺だけのような感じになってしまうのではないかと思



いました。無理に寄り添うのではなく、寄り添うことができる人たちと結びつけることも 1つの支援

であると考えました。 

  今回の講義で学んだ生命の尊さと、遺族の方々がどのような気持ちを抱えて生き続けているの

か、そしてその為に看護師や保健師が出来ることはなにかということを大切にして今後の学習に

活かしていきたいです。            

 

〇今日の講演を聞いて、常に胸が締め付けられる感じがしました。生きるとは、命とはについて考

えさせられた 90分でした。講義中、スライドや江角さんの話を見入ったり聞き入っていつつも、江

角さんの表情や様子を見ていました。事件から 19年たった今、悲しみの質は変わっていても、悲

しみの量は変わっていない・・・といった言葉が印象的でした。講義をされているときも、当たりどこ

ろのない、どこか悔しさ、やるせなさ、無念さのようなものを表情や様子から感じました。それはい

くら時間がたっても薄れない家族の感情なんだということを学びました。 

 講義の終盤、奥さんが交通事故被害者のメンバーのことを紹介されているとき、どの被害者の

方に対しても名前や年齢、背景をしっかりと把握されていて、しかも今も被害者は生き続けている

ような感じで話されているのを聞いて、被害者のことを「過去形」で話さず、「現在進行形」で話され

ており、遺族にとって、被害者は亡くなってしまったとしても永遠に家族であり、ずっと忘れられるこ

とはなく語り続けられる存在なのだということを、強く実感しました。変わらぬ愛の大きさを感じ、

「命は自分だけのものではない、周りの縁のある人たちすべてのものだ。」という言葉に大変納得

しました。 

 さらに、19年前は飲酒運転の刑罰が最大 5年で江角さんを含めた 3人の被害者を出した事件

は 3年の実刑判決と聞いて驚きました。私はこの話を聞くまでは当然犯人は死刑か終身刑だと思

っていたので、たったの 3年、長くてもたったの 5年・・・ということに怒りと悲しみ、法律に対する不

信感まで感じました。被害者は何も悪くないのに、加害者は生きていて、3年もすれば社会復帰で

きる、少し前の日本は大変な世の中だったことを学びました。そんな中で江角さん含めた遺族の

方々が「このままではいけない。」と立ち上がり、癒えない苦しみを持ちつつ積極的な社会活動に

より法整備を整えられた、これによって救われた命、防がれた事故は数えきれないほどありそうで

す。遺族は決して消えない悲しみを抱えつつ、自分にできる役割を果たしていく強さを持つ側面も

あるのだということを学びました。社会に対して「自分と同じような思いをする人がいなくなるよう

に・・・」と考え行動し、さらに成果が出ているところをみて、遺族の力は計り知れないものだという

ことをとても考えさせられました。 

 帰宅後、実家の母に電話をし、今日の講演のことについて話しました。他人事ではないし、私も

ドライバーの１人として、今までより一層交通マナーを守り、安全運転をしようと気を引き締めなお

しました。3年生になって、専門的な内容が深まり、課題や演習が増えて忙しさで辛いと思う毎日

ですが、大学に通えること、辛いと思えるほど毎日が充実していること、生きていられること、両親

や家族がいてくれることすべてが有難いことなんだな、と改めて振り返ることができました。当たり

前がどれだけ奇跡的なことであり、心配しなくても明日が来て、1年後、2年後の将来の夢に向か



って勉強し、夢を語れることがどれだけ幸せなことか今日の講演を聞いて、見失いかけていた大

切なことを取り戻すことができたと思います。 

 これからも今ある有難い幸せを大切にして、今日の学びを 10年後も 20年後も忘れることなく自

分自身の心に留めておきます。そして自分だけでなく、周りの大切な人にも伝えていきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

  

〇飲酒運転による事故によって娘を亡くされた江角先生の話を聴いて、命の大切さについて学ぶ

ことができた。とくに、私だけの命ではなく、私の命は私に関わった縁のある人に影響を与えるも

のだと実感した。被害者になれば、私の周りにいる人に生涯消えない悲しみを与えてしまう。また、

加害者になっても、誰かの大切な存在である被害者への罪の意識を自分だけでなく、私の家族な

どの親しい人へも背負わせることとなる。謝ってすむ話ではないし、時間が解決することでもない。

だからこそ、加害者にも被害者にもならないで欲しいという江角先生の気持ちがとてもよく伝わっ

た。 

 私の母も数年前に居眠り運転の車に後ろからひかれ、危険な状態に陥ってしまった。母の場合、

身体が田んぼに倒れたことや、知人が一緒にいて通報してくれたため命に別状はなかった。しか

し、骨盤を骨折し、頭を強く打ち意識もなくなっていたため、医師には後遺症もなく回復できたのは

奇跡だと言われた。そのような経験があったため、江角先生の話は他人事とは思えなかった。もし、

母があの時亡くなっていたら、私は江角先生たちのように悲しみと共に前へ進めていたのだろうか

と考えると、とてもこわくなった。 

 生命のメッセージ展では、理不尽な死によって大切な人を失った遺族が、「二度と理不尽な死は、

起こしてはならない」と一般の人々に命の大切さを訴えておられた。こうした活動で、理不尽な死

が減っているという話も聞くことができた。私も、この講義の内容を周りの人に伝えていきたい。そ

して、生死に関わる職業である看護師としても悲嘆の過程にそっと寄り添うことのできる人物にな

りたい 

 

〇江角先生の講義を聴講し、生きることについて考えると共に危機に直面した家族についてを学

び、危機状態にある家族への支援のあり方などを考える機会となった。 

 大切な家族の命失ったという出来事は、家族の全員に多大な影響を与え続けていく事が分かっ

た。現在、江角先生のご家族が現在社会的な活動を始めたきっかけは、本との出会いや被害者

家族との出会いがあったと言うことで、良い援助者と出会う事の大切さを感じ、同じ体験をしてい

る人同士を繋げていくことが大切であると考えた。また、第三者として支援する場合は、遺族の心

に耳を傾けニーズを聞いていくことが必要であると思った。 

 命のメッセージ展やオブジェの説明を聞き、遺族の方の無念さ苦しさ悲しさを感じるとともに、命

の大切さや生きていることのありがたさを感じた。講義をふまえて改めて、オブジェを拝見させてい

ただこうと思います。 

 



〇江角先生の講演を聞いて、真理子さんは私たちと同じ年で不条理な事故によって命を奪われて、

私は楽しく大学生活を送っていて、明日がくるというのが当たり前だと思っていたし、真理子さんも

そう思っていたと思います。しかし突然その日常が奪われてやりたいこともたくさんあったと思うけ

れど出来なくなってしまって、今自分が大学に通えているという普通の日常がどれだけ幸せなこと

か考えさせられました。私たちはこうしたい、ああしたいといつも高望みしているけれど、普通の生

活が出来ている幸せを噛みしめながら一日一日を生きていこうと思うことができました。「ありがと

う」という言葉は魔法の言葉であることを改めて身に染みて感じました。いるのが当たり前だと思

いがちな家族や友人などの周囲の人々と過ごせることが奇跡であり、恥ずかしがらずに「ありがと

う」と言おうと思いました。日々の生活の中での「ありがとう」の気持ちを忘れずに毎日生きていこう

と思いました。 

 このお話をとどめることなく、よりいろんな方に聞いてもらうことで交通事故をさらに減らし、江角

先生たちのように悲しい思いをするような方を減らすことができると思うので、私も看護職として働

いたときには江角先生にまた是非来ていただいて一人でも多くの方に聞いてもらい、命の大切さ

を感じてもらえたらなと思います。 

 

〇今日はとても心に響く講演をありがとうございました。今、生きていること、自分の周りの人や環

境、全てにありがとうと強く感じました。毎日当たり前のように帰る家、おかえりって迎えてもらえる

場所があること。常に自分のことを気にかけてくれる家族や友達がいること。そもそもこの世に生

まれて健康な身体で生活が送れること。もっともっと日頃から、当たり前だと勘違いしている日常

に、ありがとうと感謝して過ごすべきだと反省しました。周りにいる人に、日頃から感謝の気持ちを

言葉にして伝えていきたいです。 

悲しみを共有することで悲しみが半分になるというお話をしていただきました。私は愛する人を

失うという経験をしたことがなく、江角先生をはじめ、遺族の方々が経験されたような悲しみを簡単

に理解することは難しいです。むしろ、簡単に理解できるものではないと思います。しかし、20年間

生きてきた中で、少なからず苦しいことや辛いことはあり、その時に寄り添ってくれた人やその人

が掛けてくれた言葉、やってくれたことなどは、今でも一つひとつ覚えています。楽しい時以上に

苦しい時に人と人が寄り添うことはとても大切であると考えています。これから医療職を目指すも

のとして、患者さんやそのご家族の痛み、悲しみ、苦しみ、孤独などに共有し、傷に寄り添い、少し

でもそれらを和らげていきたいです。 

 

〇 私はグリーフ・ケアは本当の意味で当事者達を癒すことができるのか、ずっと疑問でした。本当

の心の傷は感じた本人でないとわかることはないし、その受けた悲しくて辛い傷を十分言葉として

表現できない思いは自分の体験から知っていたからです。そして、一方的な共感や、同じ辛さを経

験したことがない人に話すことで辛さを分かち合えるとは思ってきませんでした。しかし、今回のお

話を聞いて、「ケア」は何かをするのではなく、ただ遺族の方がどんなことを求めているのか、傾聴

する事に意味があるのだと感じさせられました。確かに遺族の会があるように、同じ思いをしたも



の同士でしかわからない事もありますが、誰かがただ「聴く」事で教科書に規定されているような

段階の押し付けでは無く、その人のありのままの気持ちを何かの物差しで測る事なく「聴く」必要

があることがわかりました。 

  私はまだ家族を亡くした事はありませんが、今後様々な形で人の死に触れていくと思います。そ

の際は「悲嘆」する家族の方々を看護の対象とし業務的に捉えるのではなく、ただそっとその悲し

みに寄り添って本人達が受け止めている重さを推し量ることができるような医療者でありたいなと

思いました。 

 全てのことに感謝し、今が当たり前でないことは頭ではわかっているつもりでした。しかし私は本

当の意味でこの「感謝」を理解する日は何かを喪った時であると思っています。今は本当の意味

でわかっていなくても、伝えることができるうちに後悔しないよう周りの人に感謝を伝えておきたい

なと思います。 

お忙しい中大変考えさせられるお話をありがとうございました。 

 

〇本日の講義を聞き、自分が夢に向かって当たり前に勉強できていることに感謝していこうと心に

決めました。そしてたくさん繋がれてきた命のバトンを私も繋げていくために、命を大切にし、医療

者としても命の大切さを伝えていきたいです。 

  また、家族を亡くされたご家族が二度と同じ思いをしないようにと活動されている方が多くおられ、

自分も被害者にも加害者にもならないよう自覚をもった行動をしていこうと思いました。 

 

〇江角さんは、たんたんと事故の詳細や事故後の流れを私たちに教えてくださり、「悔しかったで

すね」の一言でさらりとつぎのスライドを表示していたけれど、そんな風に私たちにお話ができるよ

うになるまで、想像もできないくらいの苦痛、やるせなさと戦ってきたのだろうと思うととても心が痛

みました。この心の痛みを忘れずに自分の生活を見直し、「被害者にも加害者にもならない」よう

心がけていこうと思います。また、「生きているだけで素晴らしい」という言葉にとても胸をうたれ、

「僕の生活はありがとうの毎日であるんだなぁ」という男の子の教えてくれた大切なことを私もいつ

も忘れずに生きようと思いました。どうして人が死んでしまうのか、悲しいことを避けられない瞬間

があるのか、考えてもどうしようもないときもあるけれど、大切な人を大切にする力、甘えてばかり

頼ってばかりでなく思いやりを忘れずに頼られるような人になる努力、大切な人に大切にされる努

力をして生きていこうと思うことができました。お忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうござ

いました。 

 


