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（はじめに）
みなさん、こ んにちは。 佛教大学教 育
学部の菅原です 。先ほど紹 介にありま し
たように、北海 道網走市の 出身です。 今
日のテーマは「 相互育ちと 共生社会」 と
いうことで、地 域について のお話をさ せ
ていただくので すが、私自 身が 田舎で 生
まれ育ったとい うことも含 めながら、 進
めさせていただ こうと思いま す。
（教育の原点は 相互育ち）
まず「育てる 」ということ について、 家庭 で親が子どもを 育てる、学校 で先生が子 ども
たちを育てる、 というだけで なくその逆 もあ る と思います。 つまり、子ど もによって 親が
育てられるとい う視点がある でしょうし 、先 生方も子どもた ちがいて教師 として成長 して
いくと考えるこ ともできるの ではないで しょ うか。私は、教 育の原点とは 、教える者 と教
えられる者の「相互育ち 」である と考え てい ま す。大人は子 どもと出会 って係わるこ とで、
新たな視座を得 ます。もちろ ん、その子 ども たちの中には、 障害のあるお 子さんも含 まれ
ていますし、私 自身も神奈川 県にある国 立久 里浜養護学校と いうところで は、障害の ある
お子さんたちに 係わっていま した。そう いう 経験からも、障 害のある子ど もさんと 係 わる
ことによって、 一人の大人と してもより 成長 していけるのか なと思ってい ます。
（家族と相互育 ち）
家族というも のについて考 えるときに 、私 が生まれ育った 網走は、人口 が３万いる かい
ないかという小 さな町です。 子どもの頃 はあ たり前のように お父さん、お 母さんがい て、
おじいちゃん、 おばあちゃん がいました 。そ の中で、家族は 相互に 係わり 合って育ち 合っ
ていた、つまり 「子育て」を とおして家 族の みんなが育って いました。
（分業化による 相互育ちの機 能の喪失）
ところが、近 代はそうした 家族のもつ 機能 を犠牲にするこ とで、家族み んながより 効率
的にふるまうこ とを可能にし てき ました 。学 校の誕生により 、子どもたち は家庭内で の労
働から解放され 、職業と結び ついた差別 や偏 見から救われま した。また大 人は、保育 所の
整備によって安 心して働ける ようにな り まし た。老人施設の 誕生は、一人 暮らしのお 年寄
りに安心して生 活できる環境 を提供し ま した 。
実はそうしたこ とが、人の成 長に関して も分 業化がなされて いるというと ころにつな が
ってきます。昔は 一つの家の 中にいた、子ど もたち、お父さん 、お母さん 、おじいち ゃん 、

おばあちゃんの それぞれに学 校や会社、老人 施設という場が でき、そこで は教師が生 徒に 、
上司が部下にと いうような一 方向的な指 導が なされ てきまし た。そうして 、それぞれ の世
代が機能的に生 活できるよう にな りまし たが 、その中で相互 育ちの機能が 失われ 同時 に大
人が育たなくな った、そうい う家族が増 えて いる のではない かと思います 。
分業化は、学校 でも見られま す。学校の 中に は 特別支援学校 というのがあ りますし、 小
学校、中学校に も特別支援学 級があって 、そ こには障害のあ る子どもさん たちが通っ てい
ます。私は自身 の経験からも 、 そういう お子 さんたちからも 何かしら学び 得ることは たく
さんあると思い ます。
（相互育ちの復 権）
私は、今まで一 方向的であっ たものを相 互育 ち の視点でとら え直し、各世 代間の垣根 を
なくしてそれぞ れが相互に育 ち合ってい ける 環境を復権して いく、地域の 中で世代別 の機
能追求を踏まえ つつも子育て のもつ 、家 族み んなを育てると いう機能を回 復してい く こと
が必要だと思い ます。その部 分に関して 、人 の 生涯発達とい うところから 、相互育ち の機
能の喪失による 弊害について 、 皆さんと 一緒 に考えてみたい と思います。
（生涯発達）
発達に関して０ 歳から 20 歳 くらいまで は右 肩上がりで伸び ていく、そし てその後は 徐々
に下がっていく という発達曲 線がよく示 され ることがありま すが、ある価 値に基づい て 個
体内の変化を見 ていくとき、 ちがった意 味で の発達を考えて もいいのでは ないかと思 いま
す。ここからは 、人は生涯に わたって発 達し 続ける。そうい う視点に立っ て、話を進 めて
いこうと思いま す。
まず、０歳から 20 歳までを 子どもの発 達と 考えます。その 先には、大人 の発達があ り
ます。ここで、 子どもの発達 とはその子 ども 自身 が大きくな っていくこと であり、大 人の
発達とは関係の 発達です。で も、その大 人の 発達もやがては 下がっていき ます 。では 、そ
こからは発達は ないのかとい うと、その 先に 老人の発達、生 きることにつ いての喜び を知
り、隠居すると いう発達があ ると思いま す。 そしてこれらは 、子どもの発 達が終わっ て大
人の発達が始ま り、老人の発 達に切り替 わる というものでは なく、広いす そ野があっ て そ
の上に生涯にわ たって続いて いくもの だ と思 います。
（子どもの発達 と相互育ちの 喪失の弊害 例① ）
子どもの発達 のところで、 私は 子ども につ けさせたい力を 次の４つだと 考えます。 お母
さんなど特定の 大人との人間 的なやりと りを とおして 身につ ける相互性、 そこでしっ かり
とした信頼関係 、愛着関係を 作ることに よっ て得られる、 そ こが自分の居 場所である とい
う存在の確かさ の感覚＝存在 感、そこを 拠点 として 自分で判 断し意志を持 って行動す る体
験＝能動性、そ の中でいろい ろな活動を して 学ぶ、そうして 自分自身が作 られていく ＝自
我です。
これは障害があ るなしに拘ら ず、必要な 力だ と 思います。私 の教え子が府 内の特別支 援
学校に勤めてい ますが、そうした ところで子 どもたちは「先生と 遊びたいから 」
「先生に会

いたいから」学 校に行くとい うのが最初 だと 思うのです。そ うやって、担 任の先生と の相
互性をしっかり 作っていく。 そこから子 ども たちは少しずつ 動き出してい くのだと思 いま
す。小手先のス キルばかりを 追い求める 人も いますが、 それ は間違いだと 思います。
昔は家族が集ま った地域の中 で、様々な 学び のモデルを見つ けだすことが でき ました 。
大人が集まって 協働の作業を するのを見 て、 子どもは自然と 交渉の仕方や その地域に 根づ
いている文化を 学んだわけで す。近所の 年齢 の異なる者の集 まりでは、年 下の者は年 上の
者の活動を見な がら真似し、 徐々に学び なが ら中心的な役割 を担う という ことを学ん でい
きました。そう いう地域での 世代間の継 承が 自然になされて いました。
ところが、現代 は、近所で子 どもたちが 遊ぶ 姿やお父さんと キャッチボー ルする姿が 見
られなくなりま した。保育所 等で、早い 時期 から集団で生活 しているにも かかわらず 、対
人関係が苦手と なり、協働で 創造的な活 動を することができ なくなって き ています。 最近
は、学食で食事 ができない学 生もいます 。 ト イレに入って一 人で食事をし ているので す。
人と協働して何 かをするとか コミュニケ ーシ ョンの苦手な子 どもが増えて きています 。 特
に異年齢集団で 、遊ぶことが 少なくなっ てい る と思います。 ですから、保 育所のよう なと
ころで、意図的 に異年齢を一 緒にして遊 ばせ るようなところ も増えてき ま した。
相互育ちの喪失 の弊害例 の一 つ目として 、責 任感･存在感を確 かめられな い年上の子 ども 、
自分をゆだね気 軽に真似られ ない年下の 子ど も というのを挙 げられると思 います。
（異年齢の学び ）
そこで大切にな るのが、異年 齢の活動で す。 異年齢の活動を 通じて、関係 性の面で年 下
の子は年上の子 を信頼するこ との心地良 さを 学び、年 上の子 は自己の存在 を確認する こと
ができます。ま た学びで、年 下の子は真 似る ことで学び、年 上の子は認識 の再構造化 をす
ることができま す。
このことに係わ って、
「真似る」とい うことは 特に障害のあ る 子どもさんに とっては、と
ても大切な学び ではないかと 思います。 学生 にはいつも「分 かる学び」と 「真似る学 び」
があるという話 をします。
「真似 る学び」につ いて説明すると、人 は何かを覚え ようとする
とき、そのしぐ さを真似して 覚えようと しま す。これは理屈 で分かってか らはじめ る 学習
ではありません 。たとえば子 どもたちが アイ ドルの真似をす るように、 と にかくやっ てみ
たい、なってみたい といった気持 ちに支えら れて始まる学習 です。
「真似る学 び」とは対象
の全体をまねて 自分の中で組 み立ててみ るこ とに主眼があり 、 真似をした 部分に全体 から
見てどんな意味 があるのかを 考えるのは 次の 段階のことにな ります。まわ りにいる先 生方
には、真似をし た部分を上手 に 拾ってつ なげ てあげること 、 そうやって「 真似る」こ とが
「分かる」こと になるよう 導 いてあげる こと が重要な仕事に なります。そ してまた、 真似
ることは対象に なってみるこ と です。だ から 、対象の気持ち をなぞってみ て 、理解を する
ことでもありま す。つまり、
「真似 る学び」に よって、相手に対す る理解が始 まる という こ
ともあるのだと 思います。
こういった学 びを実践して いるところ があ ります。私が勤 めていた 福井 大学教育地 域科

学部附属養護学 校の選択活動 の実践例 で すが 、小屋作り 、校外 活動、野外活動 、料理活 動、
手芸活動を小学 部の１年生か ら高等部の ３年 生までからなる 縦割り集団で 、１年間の スパ
ンをとおして行 っていました 。 年上の子 ども たちは、年下の 子に手取り足 取り教える わけ
です。そうやっ て、年上の子 は自分が頼 られ ていることを 知 り、存在する 意義を確信 して
いくわけですね 。そうした狙 いをもって 、異 学年活動を積極 的に取り入れ ていました 。
特別支援学校だ けではなくて 、こうした 手法 を取り入れる学 校は増えてい ます。 年下 の
子どもたちは年 上の子どもが 活動をする 様子 を見 て真似をし て、活動の組 み立て方、 見通
し、運営の仕方 などを自然に 学ぶわけで す。 そして、 それを お年寄りが見 守っていた りす
る。昔は 、地域の中で あたり前 に 見られたこ と ですが、今は あまり見ら れなくなりま した。
このように、保 育所や学校等 で、異年齢 の学 びが経験できる 機会を継続的 に設定する こと
が重要だと思い ます。そこに 、おじいち ゃん 、おばあちゃん が自分の学校 のように入 って
くる。子どもた ちのことも自 分の孫のよ うに 思っている 。こ のことは後で 、老人の発 達と
いうところでお 話ししたいと 思います。
（学校の役割① ）
昔の学校は地 域社会とは距 離をとり 、 身を 立てるためにひ たすら勉強を する場であ った
と思います 。20 年 くらい前 には受 験戦争と いう言葉も ありまし たし、少 しでも 偏差値の
高い大学に行け とお尻を叩か れた 記憶の ある 人もいると思い ます。
これからの学校 は、貧富、人 種、性別、 文化 的相違などにか かわらず、お 互いの違い を
認め合った上で 協働の活動を 創り上げて いく 場、その中には あたり前のよ うに障害の ある
子どもさんもい らっしゃるわ けですし、 相互 育ちというとこ ろにおいて、 障害のある 子ど
もたちとも係わ ることによっ て新しい視 座を 得る場、そんな ふうに 言える のではない かと
思います。
（大人の発達と 相互育ちの喪 失の弊害例 ②）
続いて、大人 の発達につい てお話しし たい と思います。 先 ほど、関係の 発達と言い まし
たが、係わりを もつ他者とコ ミュニケー ショ ンが成立し、 協 働する中で自 分自身だけ では
できなかったよ うな事柄を成 し遂げてい く よ うな発達、いわ ゆるネット ワ ークを構築 して
いく発達が大人 の発達ではな いかと思い ます 。 一人ではでき ない仕事でも 、そこにい る仲
間とコミュニケ ーションしな がら、同じ 目標 、目的に向かっ て いく、そし てそのこと を成
し遂げる。そう いう発達があ ると思いま す。
今は、お父さ んが忙し過ぎ て、子ども がお 父さんの背中を 見て育つとい うことがで きな
い時代になって しまいました 。 私自身も 、そ のような状態で あったことが あるのです が、
たとえばお祭り のような地域 の活動の場 で も 、子どもはお父 さんが地域の 大人と協働 して
何かを作り上げ ていく姿を見 られなくな りま した。また、仕 事そのものに 打ち込んで いる
姿も見えにくく なりました。 そのため子 ども たちは、なかな か将来という ものを描け なく
なってしまった のではないか 、そんなふ うに も思います。
ここで、相互 育ちの喪失の 弊害例の２ つ目 ですが、育たな い親＝大人が 家庭を顧み ず、

仕事を中心とし た関係しかも てなくなっ てし まっている。そ して、 アイデ ンティティ が形
成できない子ど もが増えてき ていると思 いま す。
これはいくつか の研究グルー プで協働し て、 ある県の学校に 依頼して行っ た アンケー ト
の結果なのです が、幼稚園、 小学校低学 年・ 中学年・高学年 、中学校１年 ・２年・３ 年、
高校２年の年代 別になりたい 職業を尋ね てい ます。すると、 男子の小学校 高学年から 高校
２年までの１位 が「わからな い。」なんで すね 。数字を見れば わかるように 、中 学 校 ２ 年 ・
３年、高校２年 では、圧倒的 に高い数値 にな っています。女 子を見ると、 小学校高学 年か
ら中学校３年ま でが、やはり「わからな い。」が１位になって います。ただ 、高校２年 にな
ると「わからない。」とい う答えがな くなるの ですが、こうしたと ころにも子ど もが大人の
姿を見て、将来 を描くことが できにくく なっ ているというこ とが言えるの ではないか と思
います。現代の 教育は、どれ だけ効率よ く大 量の子どもの能 力を引き出す ことができ るか
という能力中心 の視点が強く 、協働の活 動の 中で培われるよ うな関係とし ての発達が おろ
そかにされてき たのではない かと思いま す 。
（父親の子育て 参加）
少し、おもし ろい取組をし ているとこ ろが あります。福井 県ですが、確 か共働きが 多い
県だったと思い ます。「ここ ま でしない とい けないか。」とい う気もする のですが、 県内 の
小学校、中学校 、高校が月１ 日の「放課 後 活 動定休日」を設 けて、部活動 等の一切の 活動
を一斉に休止し ています。同じ 日に、
「ノー残 業デー」を設ける会 社も出てき て、子どもと
大人を同じ日に 早く家に帰す ところも出 てき ました。仕か け たのは福井県 です。父親 を家
事や育児に参加 させるのがね らいです。 私は ６年間を福井県 で過ごし まし たが、福井 県は
いろいろなこと をやっていま す。 文部科 学省 の全国学力調査 では上位をキ ープしてい ます
し、あまり表に は出ませんが 、スポーツ の分 野の調査につい ても毎年１位 だったり も する
のですね。
大人は、仕事が忙し すぎるあま り、
「地域の交 流」や「子育て仲間な どとのネット ワーク
づくり」を行う ことで、「新 たな自分」 を発 見し、「文化・社 会の創造」 へと駆り立 てる こ
とが難しくなっ てきている と 思います。 さき ほどのお父さん の子育て参加 というとこ ろで
すが、特に、障 害のあるお子 さん を育て てい く場合には、本 当にお父さん の役割が大 切に
なると思います 。今ちょうど 大学で、後 輩と 二人で障害のあ る子ど もさん を育ててい るお
父さんお母さん から、今まで の子育ての こと を 聞き取って、 論文にまとめ ようとして いる
のですが、お父 さんお母さん のインタビ ュー の内容が全然違 います。お父 さんの方は 、も
う子どもさんは 中学生な のに 全然現実味 がな くて、お母さん の方はここま で聞いてい いの
かというくらい 詳しかったり します。そ うい う姿を見ると、 やはり、お父 さんの方は 、仕
事に打ち込み過 ぎということ もあるのか なと 思います。
（学校の役割② ）
地域の学校とい うものを考え たときに、 働く 大人が集い、子 どもに自分を 語り、世代 を
つなぎ、自らの 仕事に責任と 誇りを持っ てい く場として機能 する必要性が あるのでは ない

でしょうか。子ど もたちがさ まざまな大 人と 出会い､自らの 将 来を描く場 にしていく ので す。
自分の父親以外 のいろいろな 大人 とも出 会い 、将来を思い描 けばいいわけ です。
（老人の発達と 相互育ちの喪 失の弊害例 ③）
さて、ここから は私にとって 未知の世界 なの ですが、老人の 発達を考えて いこうと思 い
ます。自分から 離れ、より真 実なもの、 永遠 なものに身をお くことを老人 の発達と言 えば
いいのではない かと思うので すが、年を とる と孫がかわい い という。これ は、なぜか わい
いのか理由など 問われても答 えようもな い こ とです。そこに 、生きがいと いうものを 見つ
けるのだと思い ます。自分が 愛しんでき た者 、その愛しんで きた者に新し い芽がめば え、
それがまた育っ ていく、そし て、孫を見 てい ると自身の命は 短くなってい くのだが、 大切
なものが引き継 がれ永遠に続 いていくよ うな 安堵感を味わう ことができる のではない かと
思います。
先ほど、障害の あるお子さん を育ててお られ るお父さん、お 母さんにイン タビューを し
たということを お話ししまし たが、その 中で 、おじいちゃん が一人だけイ ンタビュー に答
えてくれました 。そのおじい ちゃんのお 孫さ んは重度の障害 で、お話をす ることもで きな
いし、その表情 からは気持ち がわかりづ らい というお子さん なのですが、 おじいちゃ んは
「たくさん孫が いる中で、この 子が一番か わ いい。」と話してく れました。それ を「どうし
てですか。」と 聞くのです が、
「わか らない。」と おっしゃいまし た。理由な んか聞かれ ても、
わからないとい うのが本当の ところだと 思い ます。
今はひと昔前と 違って、定年 を迎える６ ０歳 くらいだと、ま だひと踏ん張 りしたい年 齢
だと思います。 孫を見て楽し むこと以上 に、 仕事をしたいと 思うおじいち ゃん、お ば あち
ゃんが増えてき ているという のも事実だ と思 います。そうし て年齢を重ね て、 いざ孫 を身
近に見たいと思 った頃には、 孫 はすっか り成 長して憎まれ口 を叩くような 年齢になっ てし
まっている。現 代のおじいち ゃん、おば あち ゃんには、孫に 代わる 子ども たちが必要 なの
ではないかと思 います。
相互育ちの喪失 の弊害例の３ つ目ですが 、 隠 居として育たな い老人 、老人 と係われな い
幼児が増えてい ると思います 。
（地域社会にお ける老人の役 割）
ある地域では、 お年寄りがサ ロンを作っ てい ます。そこに子 どもたちやそ の 子どもの お
母さんたちが集 まって来ます 。そこには 、お じいちゃん、お ばあちゃんに とって、孫 に代
わる子どもたち がいるわけで す。今は、 子育 てについて聞こ うと思っても 、自分の親 は遠
くに住んでいる ということも あるでしょ う。 そんなときにこ ういうサロン に行けば、 おじ
いちゃん、おば あちゃんがち ゃんと教え てく れると思うので すね。へたな 育児書を読 むよ
り、ずっと大切 なことを教え てくれると 思い ます。こういう 場は、都会で も少し工夫 をす
ればできると思 います。また 、都会ほど こう いう施設が必要 だとも思いま す。
今は、老人が子 どもと係わる 機会が奪わ れ、 老人として成長 できな いでい るというこ と
があると思いま す。また、お じいちゃん 、お ばあちゃんが 両 親に代わって 子育てをし てい

て、両親が親と して育たなく なっている とい うこともあると 思います。こ の場合、 老 人も
隠居として育た なくなってい るのです 。 地域 の文化が継承さ れにくくなり 、幼児が老 人に
身を委ねられな いようなこと になってい ます 。 昔は、ずい分 父親や母親に 叱られて、 おじ
いちゃん、おば あちゃんのと ころに行っ てな ぐさめてもらう というような こともあり まし
た。今は核家族 が多く、子ど もの逃げ場 もな いのかもしれま せん。
（学校の役割③ ）
これからは、学 校がそういう 役割を担っ ても いいのではない かとも思いま す。 地域の 老
人が集い、子ど もや一緒にい る お父さん 、お 母さんたちに自 分を語り、 地 域文化が継 承さ
れていく場 、子どもた ちがさまざま な老人と 出会い､身を委ね ることがで きる場 、そういう
機能をもたせて もいいと思い ます。
（まとめ）
ここから、まと めとしていく つかお話を して いきたいと思い ます。
現代は、かつて 地域にあった 機能が どん どん 失われていって います。 地域 は、子ども 同
士が家の周りで 係わりあ う機 能、子ども が親 の働く姿を見な がら生きがい を学ぶ機能 、 老
人が子どもの元 気な姿を見な がら老人と して 成長する 機能を 失ってしまい ました。こ れを
地域で復権させ ていくという ことが重要 です 。地域には障害 のある子ども さんもいら っし
ゃいます。皆さ んも耳にし た ことがある と思 いますが、発達 障害 ではない かと考えら れる
お子さんも 6.5%いると言わ れています。た またま、昨日読ん でいた本に あったので すが 、
エリクソンとい う人がいます 。発達心理 学の 分野で先駆的な 役割を果たし た人ですが 、エ
リクソン自身の 子どもさんの 中にダウン 症の お子さんがいら したようです 。 当時、何 十年
も前ですけど、 そうしたお子 さんは強制 的に 施設に入れられ て育てられ ま した。今は 、そ
んなことはまっ たくなくて、 当たり前に 家庭 で生活し、 学校 に行くわけで す。地域に おい
てそうしたお子 さんたちも 当 たり前のこ とと して交えて、共 生社会という ものを考え てい
かないといけな いのです。
その中で、支援 されることが 必要な障害 のあ るお子さんにつ いて、どのよ うにして自 分
づくりの活動を 行っていくの かというこ とも 考えなくてはい けません。 自 立や社会参 加を
どのようにサポ ートするのか 、 自らの意 志と 力で遂行するこ との 中で、自 力の限界を 知り
必要な援助支援 を求めること も必要にな って くる。これは、 障害があって もなくても 同じ
ことが言えると 思います。 そ して、活動 に必 要な物理的条件 や制度的条件 を整えるこ と 、
これは行政の役 割になってく ると思いま す。
家族というもの が中心にあっ て、お父さ んの 行く職場があり 、子どもたち の学校や保 育
所がある。おじ いちゃん、お ばあちゃん には 老人施設がある 。それらを一 つのユニッ トと
して考えていく 、それが本来 的な共生社 会に つながっていく 。老人と子ど も、子ども と大
人、ここで子ども というのは あたり前の こと として障害のあ るお子さんも 含むわけで すが 、
こうした関係が 家庭内の関係 にとどまる ので はなく、地域を 一つ の家族の ように有機 的に
連結していくユ ニットとして 考えていく こと が必要だと思い ます。 夫婦を 中核とする 家族

が、地域の中で 福祉共同体を 形成するこ と が めざすところの 共生社会だと 思います。
発達を個体の成 長としてとら えると、そ れは 単線モデルであ り、生きる喜 びが増える と
か障害が克服で きるとか、 求 められる力 は自 力解決する力で す。 それだけ ではなくて もう
一つ、発達の社 会参加モデル というもの を考 える必要があ る と思います。 マザーベー ス、
ファミリーベー ス、スクール ベース 、コ ミュ ニティベースの それぞれの場 で地域に出 てい
くことによって 、個体が 成長 発達を遂げ てい く。 ここで求め られる力は、 他者の援助 を受
けながら社会参 加をする力で す。今は、 こち らの方が大きい のではないか と思います 。 生
命活動の充実、 生きることの 喜び、そう いう ことですね。 京 都府教育振興 プランとい うも
のがあるのです が、そこには キャリア発 達＝ 社会の中で役割 を果たしなが ら自分らし い生
き方を実現して いくと書かれ ています。 互い の違いを認識し た上で社会に おける自分 の役
割を考え、いか にして協働の 活動を組め るよ うになるかとい うこと 、それ が相互障害 の克
服に繋がると思 います。
自由競争社会に おいては与え られた目標 に向 かってたくまし く競い合う力 を求められ て
いましたが、少 子高齢化が進 み共生社会 の必 要性が 強調され るようになり ました。学 校に
おいても、互い の違いを認め ながら協働 活動 の中で目標を見 出だしていく 力が求めら れる
ようになったと 思います。障 害のある子 ども さんももちろん 同じです。特 別支援学校 にお
いて、キャリア 教育とは障害 が軽度の就 職が 可能なお子さん だけのものか というとそ うで
はない。障害が 重いお子さん のキャリア 発達 をどう考えたら いいのか。そ こでどうい う教
育を提供したら よいのかを考 えるのが先 生の 仕事だと思いま す。その子ど もに合わせ た自
立を考え、教育 の在り方を考 えるのも学 校の 役割です。
共生社会におい て、学校の果 たすべき役 割は 変わってきてい ると思います 。地域に開 か
れた社会資源と しての学校に なる。保護 者が 教育に参加する 、子どもたち が地域の福 祉や
環境と出会う 、老人が保 育活動に参加 する、異 年齢集団の学び 、子ども たちの真似る 学び、
そうした機能を 備えた学校を めざすべき だと 思います。それ らを支援する 地域に開か れた
教員集団、相互 学びのできる 教員集団の 育成 も重要です。私 は、子どもを 変える前に 教員
が変わることが 必要だろう と 思います。
違いがあるとい うことが相互 育ちの前提 です 。 違いのあるも の同士が、一 つの地域の 中
で生きていくと いうことが 、 本来の共生 社会 ではないかと思 います。 そこ では、特に 障害
のあるお子さん へのまわりの 理解という もの が重要だと思い ます。よく学 生に言うこ とで
すが、バスに乗 ったときに 白 杖をついて いる 人に出会ったら どうするのか 、あたり前 のこ
ととして「大丈夫で すか。」と声を かけ、必要 であれば手を貸 そうとするだ ろう。そうし た
ところから地域 の中で、 自然 にお互いの 違い が認められるよ うになるので はないでし ょう
か。そういう社 会ができてく ればいいな と思 いながらお話を させてもらい ました 。

