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この一年間、 授業を見せ てもらうなど 何か しらの形で間人
分校と関わりを 持ちました。本日の生徒 さん の発表を聞いて、
また先生方の報 告を聞いて、 それと事前 に手 にしている資料 に目を通して 、私なりに 間人
分校の取組につ いてのまとめ をします。
間人分校は、 ３つの研究課 題をあげて いま す。一つ目は、 発達障害また はその可能 性の
ある生徒に対す る教育支援と 計画的・組 織的 なキャリア教育 の推進、二つ 目は、ユニ バー
サルデザイン化 と生徒のコミ ュニケーシ ョン 能力・社会性の 育成を重視し た柔軟なカ リキ
ュラムの運用、 三つ目は、特 別支援教育 に係 る教職員・保護 者等の研修の 充実と地元 企業
等地域への啓発 的な情報発信 です。
これらの課題 に沿って、気 づきアンケ ート や短歌講座、茶 道体験、ある いは清掃ボ ラン
ティアなど、一 年間、学校の 内外でさま ざま な取組を行い、 ４年間のスパ ンの中で子 ども
たちの自立を促 す機会を提供 してきまし た。 コミュニケーシ ョンの力や人 と関わる力 、そ
して社会に出る ために必要に なってくる 交渉 力、最近は、発 達障害 ・自閉 症に係わっ て、
交渉型のコミュ ニケーション ということ が言 われるようにな りましたが、 生徒さんに そう
いう力を身につ けさせる教育 を進めまし た。 また、こうした 取組を充実さ せるために 先生
方のスキルアッ プも必要だと いうことで 、先 ほど紹介のあっ た 本学の学生 と先生方と の交
流もそうですし 、さまざまな 研修を通し て 一 人一人のスキル の向上に取り 組んでいる 。そ
して、それらを 結集して、組 織体として も活 かすようになり ました。あと は先進校の 視察
ですが、本で読 むのではなく 自分自身の 目で 見て確かめて 、 それらが教育 の中味にも 反映
されて、子ども たちの力を伸 ばしたのだ と思 います。
取組の成果と 課題ですが、間 人分校では、
「 認め合い育ち合 う」と言 ってお ります。それ
をキィワードと して、お話し します。
成果の一つと して、子ども を見る目を 養 う ことができたと 思います。こ れは、３週 間ほ
ど前でしょうか 、学生たちを 連れて間人 分校 に来たときに印 象に残った言 葉ですが、 交流
の中である先生 がこのような 発言をされ まし た。
「子ど もたちを変え るには 、私たちが 変わ
らなければなら ない。」これこそ、特 別支援教 育に携わる人間 に 非常に重要 な視点です。す
べての問題行動 には理由があ る。だから 、行 動と状況をセッ トにして「観 察」するこ とが
重要です。その 行動はどうい う調整の行 動か ？どういう状況 で増加するの か、減少す るの
か？先ほどの気 づきアンケー トもそうか もし れませんが、こ うしたことを 分析しなが ら子
どもたちをしっ かり見ないと 指導はでき ませ ん。その目を養 うことができ ました。子 ども
たちの指導に当 っては、何よ りまず、そ の子 どもの成長課題 を押さえるこ とが大切で す。
その上で、子ど もの土俵に降 りて、そこ で子 どものしようと することをよ く見 なけれ ばい
けない。このこ とが、子ども の成長課題 を 克 服させるために は、まず教師 が変わらな けれ
ばならないとい うことと つな がってきま す。 子どものしよう とすることが 、もっとよ くで
きるように手伝 おうとする。 そういう視 点が 必要になる 。子 どもの動きに 合わせなが ら、

子どもの気持ち を汲もうと 努 め、代弁の 言葉 、イメージの共 有の言葉を添 えようとし てみ
る。そういう関 わり方をして おられる先 生が いると も聞きま した。そうす ると、教師 は子
どもの力を引き 出し、基本的 交渉力を装 備さ せ、子どもが次 の土俵に進む のを助ける こと
ができます。そ うしながら、 １年間ある いは ４年間のスパン の中で、子ど もの自立を 促し
ていく。こうし たことを行う ための目を 養 い ました。こうい うことが土台 になければ 、何
かを積み上げて いくことはむ ずかしいで しょ う。
関連して、「子 育て」につ いてです 。 ここ で「子育て」と いうのは、「 ケア」と「 エデ ュ
ケーション」の２つ の意味を持つ 言葉として 使いたいのです が、
「エデュケー ション」とは
「教育」ですか ら先生方の本 務です。「 ケア 」というのは、「 お世話をす る」とか「 注意 を
共有する」という意 味があるこ とを前提に し て話を進めます。
「 子育て」にお い て、教師が
児童・生徒を育 てるのですが 、実はその 反対 もあります 。児 童・生徒が先 生を育てる 。あ
るいは、親が子 どもを育てる ところでは 、子 どもに 親が育て られる。つま り、大人は 子ど
もと関わること で、さまざま な視座を得 るこ とができる。教 育の原点とは 、教える者 と教
えられる者の「 相互育ち」だ と考えるこ とが できると思いま す。先生方は 、自然とそ うい
う考え方をする ようになりま した。
私も高校まで は、お父さん 、 お母さん がい て、おじいちゃ ん、おばあち ゃんがいる 家庭
で育ってきまし たが、家族は 、相互が関 わり 合って、相互に 育ち合う最小 の単位で す 。子
育てを通して、 家族のみんな が育ってい る 。 近代、家族はこ の機能を犠牲 にして、家 族 の
それぞれが効率 的にふるまう ことができ るよ うにな りました 。産業革命以 降、子ども は家
内労働から解放 され、同時に 職業に係わ る差 別からも救われ ました。大人 は保育所が でき
たことによって 安心して 働け るようにな り、 老人施設が充実 することによ って、一人 暮ら
しの老人も安心 して暮らせる ようになり まし た。こ のような 分業化が進む ことによっ て、
家族の関係に少 しずつ亀裂が 生じるよう にな ったのではない かと思います 。おじいち ゃん、
おばあちゃんに は老人福祉施 設、大人に は職 場、子どもには 学校や幼稚園 、保育所が あっ
て、それぞれの 場所で上司 か ら一方向的 な指 導がなされる。 そういう中で 各世代が機 能的
に行動できるよ うになったけ れども、 弊 害と して「相互育ち 」の機能が失 われていっ た。
言い換えると、 大人が育たな くなってし まっ た。 その部分を 復権していく という視点 も必
要なのではない かと思います 。 先ほど述 べた 亀裂というもの をなくして、 地域のさま ざま
な場所で、さま ざまな人たち の間で、
「相 互育 ち」ができる環 境を作ってい く。学校、保護
者、行政、企業 、それらすべ てが同じ視 点を もって子どもた ちを育ててい く 。その中 に、
たまたま発達障 害の子どもが いる。こう した 思いも、間人分 校の先生方は 持 っている ので
はないかと思い ます。つまり 、世代別の 機能 追求を踏まえな がらも、子育 ての持つ相 互育
ちができる環境 を回復させて いくという 視点 をもつことがで きた というこ とが成果で す。
これは、もう一方 では課題に もなってい くわ けですが、次年度 以降これを 発展させて いく 、
もっともっと地 域を巻き込み ながら進め てい く必要がある の ではないでし ょうか。
次に課題です が、大きく２ つあげさせ ても らいました。
一つ目として 、自立につい てもう一度 考え ながら、 キャリ ア教育を整備 し直すこと が必
要だと思います 。先ほど、４ 年生から進 路実 現についての話 がありました が、生徒た ちに
は自分から求め ようとする社 会への関心 の育 成、自分から発 信できる技能 学習 が、そ して
周りには発信さ れたものを受 ける 社会的 基盤 の整備が、土台 として必要に なってきま す。

高校の４年間の 中で、そのた めのＱＯＬ （生 活の質）を高め てあげること が大切です 。ま
ず挨拶や日常動 作、身辺処理 をしっかり 身に つけさせる。そ ういうさまざ まな取組が 職業
訓練にもつなが ってくる わけ で、それを 子ど もたちが 主体的 に取り組むよ うに するに はど
うしたらよいか を考えていく 必要があり ます 。先ほど、先生 方の発表の中 で「障害受 容」
という言葉が使 われていまし たが、私自 身も 、障害を克服す ること、生き る喜びがど んど
ん増えるという ことがその 子 どもの成長 と同 義語であると考 えていたとこ ろがありま す。
これは発達の単 線モデルであ って、求め られ る力は自力解決 の力です。 も う一つの考 え方
は発達の社会参 加モデルで、 マザーベー ス、 ファミリーベー ス、スクール ベース、コ ミュ
ニティベース、 というふうに 活動できる 領域 、安心できる領 域を広げてい く 、こちら の方
をもっともっと 充実させる必 要があると 思い ます。 この場合 、必要な力は 、他者の援 助を
受けながら社会 参加をする力 です。 自力 解決 ができる力と援 助を受けなが ら自立 する 力、
この両方の力を つけてあげる 必要がある ので はないでしょう か。これは発 達障害があ るか
らとかいうこと ではなくて、 私たちはみ んな そうです。社会 参加をすると きには、自 力解
決という部分と 他者の援助を 受け つつと いう 部分とがありま す。そこで発 達障害の子 ども
は、どちらかと 言えば他者か らの援助の 方が 多いということ はあるかもし れません。 その
部分で、４年間 の中で障害受 容、自己理 解を 確実にできるよ うに支援をし ていく、そ うい
う視点が必要に なると思いま す。そのた めに は ４学年ある中 で、異年齢で の学びも取 り入
れた方がよいで しょう。１年 生が４年生 の背 中を見ることに よって「真似 ぶ 学び」を する
ことも大切だと 思います。 あ とは、ユニ バー サルデザイン化 のところで、 構造 化とい う言
葉が出てきまし たが、社会に 出るために は「 脱構造化」に向 かっていく必 要 も生じて きま
す。それをどのよ うに教えて いくのか と いう 視点をもつ必要 もあると思い ます 。それ には 、
互いの違いを認 識し、いかに 協同の活動 を組 めるようになる か というとこ ろを考えて みな
いといけない。 それが相互障 害の克服に もつ なが っていくわ けですし、正 に特別支援 教育
の理念はそこに あります。地 域では、さ まざ まな方が生活を しておられる わけで、そ の中
で障害のあるな しに拘らず、 お互いの違 いと いうものを認識 した上で認め 合う、その 上で
いかに協同の活 動をしていく ためにはど うし ていくのか、そ ういうところ の視点が必 要に
なってくると思 います。
二つ目は、時間 空間、社会関 係空間とい うも のがあって、そ の中で子ども は日常にお け
る活動の制限を 受けています 。それらを 何ら かの形で克服し ながら生活を しようとす る と
ころで、社会関 係の拡大が起 きます 。そ こで ボランティア活 動とか社会制 度の改革が 行わ
れるようになる 。それと同時 に 、子ども たち は成長発達をす るわけです。 その時々の 機能
や構造上の変調 により制限が 起きてくる 中で 、それを克服し ていけば社会 参加が可能 にな
る。そのために 、地域の中で 、企業、行 政、 学校、保護者が 上手に連携し ていくこと が必
要になってくる と思います 。 学校だけが 頑張 ってできるとい うものでもな いでしょう し、
子どもだけが頑 張ってできる というもの でも ないでしょう。 やはり、地域 の中でさま ざま
なところが力を 合わせていっ てほしい。 研究 指定が終わった としても何か しらの形で 引き
続き連携を図っ て、また次年 度から新し く入 ってくる生徒た ちの成長発達 というもの につ
なげてほしいと 思います。
この１年間、 関わりを持た せてもらっ て、 私も勉強させて もら いました 。これから もま
た、いろいろな 関わりを続け ることがで きれ ばと思っていま す。

