Ⅵ 軽度発達障害 と思われる子 と学校教 師

関 口 昌秀

う意味ではない し,彼 らを学校 か ら排除す ると

は じめに

い う意味で もない｡む しろ積極 的意味で ｢問題

LD,ADHDや アスベルガーな ど軽度発達障

視 されるべ き｣存在 なのである｡それは ｢
特別

害 は,質問紙調査 において ｢
教 師が こj
tか ら受

に配慮 されるべ き｣存在である｡軽度発達障害

けたい研修の内容｣ として,最 も関心の高かっ

か もしれないかな との疑念 をもって,その子た

た ものの 1つであった｡軽度発達障害の疑 われ

ちを見,その ような観点か ら配慮 をもった対応

る子 どもたちをめ ぐって,教師は学校 の中で ど

を教 師が していけば,その子たちを通常の学校

の ような問題 に悩 んでいるのか｡ ここでは,イ

生活の中に置いてや る可能性が高 くなる｡その

ンタビューを通 して浮びあが って くる軽度発達

ような配慮 をかけるべ き存在が,彼 ら軽度発達

障害 と思われる子たちをめ ぐる問題の姿 を措い

障害 と思われる子 どもたちである

｡

てみたい｡

その ような彼 らない し彼女 らをめ ぐって, ど

言 うまで もないことか もしれないが,一人ひ

の ような困難が生 じているのか,そ してそれに

と りの子 どもに関 して LDや ADHD な どの診

対 して教 師たちは どの ように対応 してい こうと

断 を下すのは,教師ではな く,医師の権 限に属

しているのか｡その ような点 について,インタ

す ことである｡それゆえ, ここで描 く子 どもた

ビューで語 られたことを元 に叙述 してい くこと

ちが事実 として軽度発達障害児であることを前

が本稿 の課題である｡

提 しているわけではない｡ ここで ｢
軽度発達障
害 と思われる子｣ とい うのは,周 りにいる ｢
ふ

1.軽度発達障害 と思 われる子の増加

つ うの子｣ と比べて ｢ち ょっと変 った子｣ と考

LDや ADHD,アスベルガーな どが疑われる

えてよい｡昔 な ら ｢ち ょっ と変 った子｣ として

子 は,昔 と比べて増 えていると一般 に言われて

通用 していたのが,今 日の学級状況の中では周

いるが,今 回のインタビューで も教 師の実感 と

りの子 とちが った反応や突発的行動 をすること

して,そ うい う子が増 えてい るとい う答 えが何

か ら普通の授業 (
一斉授業)のプロセスに付 い

人かの教師か ら返 って きた｡
た とえば,2年 目の若い教 師,A 先生 は次の

ていけなかった りして結果 として授業 ボイコッ
トを生 じさせ,周 りの子や教師に対 してス トレ

ように語 っている｡

ス を与 え,子 どもたちの関係のなかで浮いた存

｢
特別 に配慮 を要す る児童が明 らか に以前 よ

在 とな り,い じめを受けた りす る,その ような

り増 えていることです｡特別支援 クラスである

子である｡

個別支援級 に入 るような子 どもたち とか,普通

彼 らは教師か ら問題視 される存在である｡ し
か し,それは昔風 の意味で ｢
問題視す る｣ とい

級の中にいて も情緒的な面で問題 をかかえた子

｣
もい ますので｡
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彼 は卒業後国立大学の大学院‑進学 して小学

考 えなければ, この割合 の高 さは説明で きない｡

校免許 を取 り,横浜市立小学校 の教 師 となって

しか し, これは小学校 で学習 に悩 む子 どもたち

2年 目｡初任の ときは普通学級の担任 だったが,

と保護者の多 さをも物語 っている ものである｡

現在 は ｢
個別支援級｣‑ と回っている｡彼 の学
ベテラン教 師の発言 も聞いてみ よう｡2
6年 目,

校 の場合,個別支援級 には知的障害 を含 めて全
学年 で 1
2名の児童が在籍 している｡それ を 4

神奈川県 の公立 中学校 の C先生 は,次の よう

名 の教員 が担 当 してい る｡1学校 で 1
2名 とい

に言 っている｡

う数は多い方だ とい う｡彼 は重度障害の子 1名

｢
生徒指導 は,や っぱ り生徒が変 る と変 りま

ともう 1人 計 2名の子 を担当 している｡

す｡私が クラス担任 をした ときで も,そのクラ

また,｢
特別 に配慮 を要する児童｣の増加 は,

スの集団の質って,メ ンバーによって全然違 う
んです よね｡1人大 きな影響力のある子がいる

彼 だけでな く,他 の教師たちに も事実 として直
感 されている事柄 である｡ このことについて事

と全 く変 って しまう｡で も,今 は落 ち着いてい

実であるか否か,学校全体で議論 までは してい

ます｡ む しろ,全 く別の問題が起 ってい ます｡

ないが,｢そ うい う子が増 えているのではない

今 はす ご く, どこで も話題 になっています けど,

か とい う話 は,いろんな ところであ りますね｣

いろいろな形で支援 を しな きゃいけない子 ども

と彼 はい う｡

さん,ADHD とか LD とか発達 障害 的 な子 ど
もさんが増 えて きています｡特別 な病気 じゃな

また別の教 師の発言 を引いてみ よう｡

いですか ら,そ うい う子 もクラスの中で一緒 に

｢
LD とかです ね｡ うちの学校 (
私立 の 中高

生活 します よね｡その子 に どう対応す るか｡専

等学校) は公立 と比べてかな り多いんです｡中

門家の支援が必要 だった りす る場合,親御 さん

学校 (
中等部) には 3分の 1以上いると思い ま

と話 を した り,カウンセラーの先生,そ して教

･最 近 LDが非常 に増 え

育相談の施設の方 々など,いろいろなところと

ていて,文字の認識がで きない とか,覚 えたけ

や りとりして, この子 について どうした らいい

どす ぐ忘れて しまうとか,そ うい う子 に対 して

か とい うことに関 して判断 してい ます｡
｣

す｡･

･(中略)･

C先生の初任 の頃,2
0年 くらい前 と比べて,

どうい う指導 をすればいいのか とい うのはわか
らないので, そ うい う (
軽 度発 達障害 に関す

この状況は今現在 に特徴 的なことと考 えるべ き

る)講座があればいいですね｡
｣

か, とい う質問に対 して,彼女 は,次の ように

B先生 は私立の中高等学校 に勤務 して 2年 目

｡

答 えている｡

彼女の中学校 に入学 して くる生徒の 3分の 1以

｢た ぶ ん 同 じよ う な子 は い た ん で し ょ う

上 が LDだ とい う｡ そのすべ てが正真 正銘 の

ね｡

LD (
学習障害) とい うこ とはないだろ う｡ し

いて も,何で もな く皆 と一緒 にやっていた子が,

か し,｢
文字 の認識がで きない とか,覚 えたけ

今 はいろいろ診断 され名前 を付 け られている,

･

･(
中略)I

･昔 は, ち ょっ と違 って

どす ぐ忘れ しまう｣生徒が,入学 して くる全生

と思 うことはあ りますね｡ グレーゾー ンってあ

徒 の 3分の 1程度 もいると彼女の 目に映って し

る じゃないですか｡ こことい う絶対 のラインが

まう事態は,た しかに深刻であることはまちが

ないだけに,傾 向があるかな と思われる子 も含

いない｡私立中学校 だか ら入学 して くる生徒 は

めるとす ご く多いですね｡そ うい う子 は, しつ

学校 を選択 して入学 して くるわけである｡おそ

け とか習慣で普通 にやれていたのに,それがで

らく小学校で学習困難 に遭遇 し学習 に悩 んだ子

きな くなっている｡｣

どもたちが,彼女の学校 の指導の きめ細か さに

名前 を付 けると,そ うい う名称 の物の数が増

期待 して入学 して くるもの と推測 される｡そ う

えて くる｡ これは一般的な現象 としてある｡‑
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Ⅵ

股 に,名称 はその ものに存在 を与 える｡名付 け

軽度発達障害 と思 われる子 と学校教 師

のが現状ですね｡
｣

られることによって,今 まで存在 しなかった も

D先生 によれば,軽度発達障害の子が増 えて

のが,特定のカテゴリーに類別 され,他 の もの

きて,ふつ うの教 師にはそれに関す る知識が不

と区別 されて際立つ ようにされる｡無名であれ

足 してお り,そ うい う子‑の対応がむずか しい

ば,その存在 を感 じられることはないが,名前

とい う

｡

をもつ ことによって存在す る権利が発生す る｡
ただ し, この名称が広 く教育界 において普及

以上 4名の教 師の発言 を聞いてみた｡小 中高

した とい うことも,他方 において,確認 してお

に公立私立, しか も地域的に も横浜市内だけで

かなければな らない｡ どんな もので も名称が付

な く神奈川県内の学校 もあ りと, さまざまな学

け られれば注 目されるとい うわけではないか ら

校種 の若手か らベテランまでの教 師が一致 して,

だ｡ タイ ミング とい うものが あ る｡ADHD を

現在 LDや ADHDや アスベ ルガーな どの軽度

｢多動 の子 ｣
,アスベ ルガー障害 を ｢アスペ の

発達障害が増 えているととらえている｡ まさ し

子｣ と学校教師が呼ぶ ようになった｡それは,

現在 の学校 は
く,杉 山登志郎 の言 うように,｢

この名称で類別 されるカテゴリーの子 どもたち

軽度発達障害 に振 り回 されている｣
1
)とい える

が,すでに 目立つ存在 として,教師の 目の前 に

ほ どの状況 にあるわけである｡

いたか らだ｡学級崩壊 とか,学級 を運営 してい

これが増 えた原因はよ くわか らない｡C先生

く上での問題の中心 に,すでに彼 らが困った子

の発言 にあるように, しつけや習慣 な どが変 っ

として存在 していた とい うことである｡

たことが影響 しているのか もしれない｡あるい
はまた名前 を付 けたことによってそれ と認知 さ

もう 1人,ベテラン教師の発言 を聞いてみ よ

れる現象が増 えた とい う側面 も否定で きない｡

う｡D先生 は 1
3年 目,卒業後 国立大学 の特別

その ような名称が出現 し, しか もそれが社会的

教育専攻科で養護教諭の専修免許 を取得 した｡

に注 目されて きた ということ自体,おそ らく,

現在 は横浜市立 中学校 の個別支援学級 の担任 を

地域社会の人間関係 を含 めて,学校 をとりま く

している｡彼 は養護教諭の免許 を持 っているか

さまざまな人間関係が変化 して きたことの結果

ら,いわば発達障害の専 門家 になる｡彼 は統計

であるだろう｡本稿 は, この増加 とい う事実の

的に全体状況 を語 って くれる｡

原因の探究 を課題 とす るものではない｡原因探

｢この ところ発達障害の子が非常 に増 えて き

究はある理論仮説 を立てそれ を基礎 に して解釈

ていて,横浜市で も何年か前 に教育委員会が調

をすすめることになるが, ここで 目指すのはそ

査 を しま した｡そ うした ところ,全体 で 2% の

の ような解釈や理論の定立ではな く,む しろイ

子が ADHD とか LD とか, アスベ ルガーだ と

ンタビューの中での教 師の語 りか ら出て くる事

か,そ うい うような発達障害 を持 っているとい

実 についての記述である｡

う調査結果が出たんです｡そう考 えると 1クラ
スに 1人 2人当 り前 とい うことにな り,本来
な らば個別支援級 に来て もおか しくない レベル
の子が普通級 にいた り,あるいは逆 に普通級で

2.軽 度 発 達 障 害 と思 わ れ る子 をめ ぐる問
題状況
目の前の子 がわか らない

やれそ うな子が個別級 に来た りと相乱れていま

教職 2
6年 目の S先生 は,1
0年 ほ ど前, 目の

す｡そ うい う中で,私の ように養護教諭の免許

前 にいる中学生が何 を考 えているのかわか らな

を持 っている教員 は,そ うい う子 どものケアに

くなった｡

対 してある程度 自信があって対応で きるんです

｢
担任 の子が何 を考 えてい るのかわか らな く

け ど,ほ とん どの教員 はそ ういった知識がない

0年 ぐらい前です｡
なった ときがあ りま した｡1
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一生懸命話せば通 じると思ってま したけ ど, と

｢
多動 の子｣ とか ｢アスペ の子｣ とか学校 での

ころが,一生懸命話 して も通 じない｡ なぜ そ う

呼称 も出来上が り,学校現場 としての全体 的な

い うことを言 った り,やった りす るのか とい う

経験 も蓄積 されて きた｡ 中学校 1
3年 目の E先

ことが,全然見 えな くて,わか りかねるとい う

生の次の発言 は,そ うい う経験 の蓄積 をふ まえ

ことがあ りました｡本当に妙 なことを言 ったの

た視点か ら,特別 な支援 を必要 とす る子 と周 り

で,学年主任 にも相談 しました｡ふつ うの人が

の子たちの関係 について述べた ものである｡

聞いた ら妙 なことを,私 に対 して言 った りやっ

｢
特別 な支援 を必要 とす る子 を普通学級 で ど

た りす るんです｡その とき,たまたまスクール

う一緒 に指導す るか とい うのは,今の課題です

スーパーバイザー,今 はスクールカウンセラー

ね｡本当は,特別 な支援 を必要 とす る子 は特別

といいますけど,その臨床心理士 の先生が来て

な支援 を受けた方が,能力的な開発 を してい く

いたので,相談 してみ ま した｡｢その子 は こう

だろうと思 うんです｡ しか し,保護者の方 はむ

い う心理 じゃないのか ?｣ と言われると,そ う

しろ一般社会の中で受け入れ られるようにとか,

なのかなと思 うんです｡ しか し,そ うなのか と

地域 の中に溶け込めるように とか,そち らを割

納得 して も,その子 との関係 は改善 されないん

と優先 して考 えた りす るので,す ご く能力的に

です よ｡ なんで,そ うなのかなと｡や っぱ り言

差があるに もかかわ らず,同 じ教室 にいるとい

葉が通 じない と思いましたね｡

うことがあ ります｡

｢その ときの学年 は ものす ご く荒れていて,

｢その子 とこち ら (
教員側) は一線 を置いて

いろいろ大変だったんです｡何 とかその子 も卒

交流 とい うか,そ うい う感 じで受け止めた りと

業 は してい きま したが,私 は 1年の ときそのこ

かで きるんです｡だけ ど,子 どもたちは対等 な

とがあってか ら,結局お互いに理解で きない ま

わけです｡特別な支援 を必要 とす る子が何 か 自

まで した｡3年 の ときは,その子の クラス も変

分 たちにマイナスのことを した ときに,対等 に

りま した｡荒れていた とい う状況の問題 もあっ

ぶつかって しまう｡簡単 に言 うと,悪い子 たち

たんで しょうが,私の対応の仕方 に対 して問題

がち ょっと幼稚 なんです｡少 し思いや りに欠け

がでた とい う側面 もあった と思います｡それで

るとい うか｡ この子だか らしょうがない と思 え

臨床心理士 になるぞ と思って大学院‑行 こうと

ればいいんです け ど｡｢
す ご く頭 に来 ることを

勉強 して試験 も受けた りしたんです｡大学で心

した｣ とか対等 なんですね｡同 じ目線で考 えて

理学 をちゃん とや って きた人が受 けるのに,3

しまう｡

ケ月 くらいの勉強 じゃ甘いん じゃない と言われ
ると,そ うね と納得 してあ きらめ ましたが｡
｣

｢そ うなった ときに,割 と聞 き分 けのあ る子
で も,｢あいつ は許 され るのか｣みたい な,そ

目の前の子が ｢わか らない｣ とい うのは,今

のあた りの気持ちを育てて とい うのが ち ょっと

で も多 くの教師がそ うい う子 に初めて出会 った

難 しいクラスになる場合 と,周 りの子の気持 ち

ときの印象 だろう｡ 目の前の子の気持 ちをわか

を育てて ｢あの子 は騒いで もしょうがないな｣

ろうとす ることか ら,
S先生 はその後の教育実

とか,｢ち ょろち ょろ して もしょうが ないな｣

践 を展開 していった｡ この後のインタビューに

とか,｢もの を投 げた り,私 たちの活動 を邪魔

はそのことが語 られている｡ ここでは,軽度発

して も,ち ょっと座 ってて｣みたいになれるク

達障害 と思われる子 に出会 った ときの,
S先生

ラスになる場合があるんです｡
｣

の印象だけを取 り上 げてお く｡

特別 な支援 を必要 とす る子 は,必ず しも個別
支援級 に入 るわけではない｡む しろ保護者 は普

特別 な支援 を必要 とする子 と周 りの子の関係

通級 を選ぶ傾向にあるとい う｡だか ら,今 日の

1
0年前 に S先生が遭遇 した ときに比べれば,

事態 は,普通級の中に特別 な支援 を必要 とす る
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Ⅵ

ベ テ ラ ンの D 先生 は, この事情 をよ り詳 し

子が混在 し,周 りの子 との友人関係 をどの よう
に調和 的につ くってい くか｡それが大 きな課題

軽度発達障害 と思われる子 と学校教 師

く次の ように言 っている｡

となっている｡

｢
横 浜市の場合 です と,保土 ヶ谷 区に養護教

友人関係 とは本来互いに対等であるのが当 り

育総合 セ ンター とい うのがあ りまして,そこに

前である｡ しか し,特別 な支援 を必要 とす る子

指導主事の先生が指導担当でいるんですけど,

は特別 に配慮 されるべ き存在 だか ら, クラスの

親御 さんと本人 と面接 して,知能検査 をした り,

仲 間関係 において,彼だけが特別扱い される特

必要 に応 じて臨床心理士の先生 とか作業療法士

別 な存在 となる｡彼の ところで対等 な関係性が

の先生がいて検査 を して,その結果 を見て,指

壊 れて しまうわけである｡｢
特別 な配慮｣ は教

導主事が個別支援が適当か普通級が適当かの判

師に対 して要請 されるだけでな く,周 りの子 に

断 を して親 に伝 えるんです｡ですが,最終的な

も要請 されることになる｡対等 な中に特別 な存

判 断 は親 の判 断 とい うことで,I
Q がいか に低

在 を許容する仲 間関係 は可能か｡その ような関

くて も,保護者や本人が普通級がいい と言 えば

係 は現実 に存在 しているのだか ら,可能である

普通級 で受 け入 j
lる｡逆 に,I
Q70以上,境界

と答 えなければならない｡ しか し,その現実化

線以上あって も,個別級がいい とおっ しゃられ

にはある困難が伴 っているとも答 えなければな

れば個別激で受 け入れる｡ こうい うように保護

らない｡特別な配慮のある対等 な仲 間関係 は,

者次第で決 まるんです｡
｣

子 どもの人格発達水準のある段階において,は
じめて可能 となる｡ 中学時代 は友人関係の質が

特別支援 クラスの状況
A,D両先生 とも,個別支援級 の判定の仕組

変化す るときである｡それに伴 う困難があるの
だが, この点についてはす ぐ後で述べ る｡その

み を説明 したあ とで,それぞれ現在の状況の問

前 に E先生 の発言 の 中にあ る点 を もう少 し確

題 につ い て述べ てい る｡A 先生 は次の ように

認 してお きたい｡

指摘 した｡
｢
何 が一番つ らいか とい うと,昔 な ら,養護

個別支援級の判定の仕組み

学校 に行 くと判断 された子たち も,養護学校が

E先生の発言にあるように,特別な支援 を必

足 りないので,程度が軽い場合 はその子たちが

要 とす る子が必ず しも個別支援級 に入 るわけで

小学校 に行 くことにな ります｡小学校 は,普通

はない とい うのが,一般的なことの ようである｡

級 に行 く場合 も,個別級 になる場合 もあ ります｡

例 えば,横浜市の場合,個別支援級 に入 るの

そ うい う子たち も含めて,全体 的に養護学校 の

がいいだろうとい う判定は,教育委員会の中の

数が足 りません｡そ うい う子 たちが普通の学校

養護教育総合セ ンターで行 う｡ただ し,最終的

に入 って くるときに,それを保証す る場所 とし

な判断は保護者の意向によるそ うである｡前 に

て人が厳 しいのです｡普 通学級 の ように 1対

登場 した A 先生 は次の ように言 っている｡

4
0では無理 ですか ら｡個 別級 の教貞 定員 は決

｢
教 育委員会 の中に,養護教育総合 セ ンター

めてい ますが,養護学校 の基準 よ りは教員 1人

とい うところがあ ります｡そこで判定 します｡

当 りの児童数は もちろん多 くな ります｡他の と

障害 によって普通級 よ り個別級がいいだろうと

ころに比べれば,横浜市は特別支援 にかな り力

い う判定が されます｡ しか し,校長 とのや り取

を入れ整備 している方だ と思います｡そ うい う

りの中で,保護者の意向が強い場合 は,普通級

子たちが人数的には増 えている傾向 らしいので,

になって しまうこともあ ります｡保護者の方が

普通級 を含 めて,いろいろと厳 しい と思い ます｡

｢
普通級 でお願 い します｣ と言 えば, だいたい

｢
先 ほ ど言 い ま した ように, うちの学校 には

普通級 にな ります｡
｣

1年生か ら 6年生 までで個別支援 の子が 1
2名
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い ます｡それ を 4名の教員が担当 してい るんで

思春期 にお ける仲間関係の変化
特別 な支援 を必要 とす る子がかか える問題の

す｡私 は 1人重度障害の子 を持 ってい ますので,

2名 ですが,教員 の人数 は足 りませ ん｡｣

1つ は, まず クラスの友人 関係 の中にあ る｡E

小 学校 の個別支援担 当の A 先生 は, この よ

先生が言 うように, クラスの子 どもたちの関係

うに教 員 の人 的不足 を指摘 す る｡ 中学校 の D

は原理的に対等 な関係 である｡だか ら,その子

先生 は次の ように指摘す る｡

だけが許 される とい う不平等 は認 めない｡ これ

｢ですか ら,純粋 に知 的障害 の子 とい うよ り

が子 どもたちに とっての正義であ る｡小学校 か

ち,不登校 で学力が低下 して しまって, うま く

ら中学校 へ行 く頃の子 どもの仲 間関係 は,｢同

教室 に馴染 めないで個別級 に入 って くる生徒 が

質 ･同等の関係 か ら異質 ･同等 の関係への移行

多いです｡そ して,社会生活ではふつ うに友 だ

期 にある｣2)と言 われる｡｢同質 ･同等 の関係 と

ち と言葉で コ ミュニケーシ ョンも取れる し,集

は,みんなが 同質の ものであって こそ,同等 と

団行動 も取れ るんだけれ ども,アスベルガーの

見 なす少年期 の集 団 をさ している｡ しか し,忠

ような形でち ょっ と周 りの子 と感覚がずれて し

春期 になる と,かれ らは,人 間は個別的 には異

ま う子 だ った り,ADHD で落 ち着 きが ない子

質であるが,人間 としては同等 であるとい うこ

だった り,い ろんなタイプの子がい ますね｡昔

とを学 び,仲 間のなかで 自己 を個別化 してお と

の ように, 自閉症 だった ら自閉症, ダウン症 だ

なになってい く｣3) と竹 内常‑ は説 明す る｡笠

った らダウン症 とい うはっき りした診断が出て

原嘉 の説明に よれば次の ようになる｡ プ レ青年

くるのは非常 に少 な くなってい ます｡いわゆる

期 (
1
0才位 か ら 1
4才位 まで) にお ける友人関

境界領域が増 えてい ます｡｣

係 の特徴 は,女子禁制 の男子集 団をつ くるな ど

D先生の中学校 で個別支援級 に入 ってい る生

｢われわれ集 団｣ をつ くる こ とにあ り,そ こで

徒 は 8名,それ を常勤 2名 と非常勤 1名で担当

は ｢まだ成員 の個性や差異 を尊重 し合 う能力 は

している

ふつ う発 達 してい ない ｣4)｡ その次 の時期 ,育

｡

｢1人 は,パ ニ ックを起 こす と 2階 の教 室 の

年期前半 (
1
4才位 か ら 1
7才位 まで) において,

窓か ら体 を乗 り出 して,｢ここか ら飛 び降 りて

3,4人 の仲 良 しグルー プ, 同性 同年輩者 の少

や るぞ｣ とい うような具合 で暴 れる子 で,それ

数の親密 な関係 をつ くる｡そ こでは,互いの名

と筋 ジス トロフィーの子がいて,歩行 困難 なの

誉 のために若干の 自己犠牲 をい とわない｡

で ,1名余分 に法定配分で 非常勤 の先生 を 1人

この ように,青年心理学が説 くところでは,

付 けていただいているんですが,当初 は月曜か

中学生 頃になっては じめて,異質 ･同等 の関係

ら金曜 まで全 日とい う約束だったんです け ど,

をつ くる能力が形成 され る｡｢
特別 な支援 を必

人が足 りない とい うことで,月 ･火 ･水 だけ し

要 とす る子｣ に対 しては特別 な配慮 をとい う認

か非常勤 の先生 は来 ない んです ｡1
5名 の生徒

識 にいたるのは,や っとこの時期 になってであ

を 3名の教員 で持 っている中学校 もあ ります し,

る｡ だか ら,E先生が述べ るように, クラス に

前任校 では生徒 2名 に担任 2名 とゆった りとや

よっては ｢
特別 な支援 を必要 とす る子｣の異質

ってい ま した｡｣

な個性 を尊重す ることがで きない場合 も出て く

学校 によってはゆった りしている ところ もあ

る｡教 師の指導力 に よって, クラス集団の質が

るようだが,全般的な特徴 と しては,やは り中

変 わ らない場合 もあ るとい うことである｡ 同 じ

学校 で も,個別支援級担 当教員 は不足 してい る

教 師で も,相手 にす る生徒 たちによってちが っ

とい うのが,担 当教員 の実感である｡

て くる｡昨年 は うま くい って も,今年 は うま く
いか ない こ と もあ る｡先 の発 言 に続 けて E先
生 は,｢
今年 の クラスは ち ょっ と幼 い傾 向 にあ
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る｣ と言 っている｡異質 ･同等 な関係が十分つ

今 どきの友人関係の希薄 さ

くれていないわけである

今 どきの中学生の友人関係 の特徴 について,

｡

｢
実際今年 のクラス はち ょっと幼 い傾 向にあ
るんです｡だいたいの子は特別支援の子 も交流

教職 2
4年 目の F先生 は,それが希薄 にみ える
と指摘 している

｡

しているんだか らと,わ きまえた りす るんです｡

｢
今 の子 どもたちを見 てて,友 だち関係が濃

対等であるべ きところは対等 になって,特別 な

いのか薄いのか よ くわか らない面があ りますね｡

支援 を必要 とするところは注意 をした りして,

メール とか携帯 とかで済 ませて しまって,実際

｢これやってね｣ とい うお願いは した りします｡

に会話 は全然 なかった りとか して,お互いに携

これはで きないか らしょうが ない とい うときに,

帯 を使 って話 していますか らね｡携帯で何か ト

い くら周 りの子 に話 して も理解 しない ときは,

ラブルがあった ら, もう埋 め られない溝 になっ

困 りますね｡私か らだけ じゃな くて,他の先生

て しまうんです｡

方か らも指導 した りして もらいますが,周 りの

｢
不登校 になって しまう理 由は,友 だち同士

子がなかなか理解で きない とい うことはあ りま

の人間関係 の問題ですね｡ち ょっとしたことで

すね｡交流 している子が周 りの子 たちをそんな

立 ち直れな くなっている子がす ご く多いんです｡

に攻撃 しないで,ただ静かに座 っていて交流 し

｢
誰 々が私 の悪 口を言 っている｣ とい うような

ているとい う子だった らいいんですけどね｡や

被害妄想的なところ｡女の子 に多いんですが｡

っぱ り多動性 の子 となって くると周 りと トラブ

そ こか らは じまって,｢
誰 々ち ゃんがい るか ら

ルが起 きた りします よね｡
｣

学校 に行 きた くない｣ とか,｢
学校 に行 った ら
私 は針のむ しろだ｣ とか,そ うい う感 じになっ

また,｢
特別 な支援 を必要 とす る子｣が 1人

て, もう臆病 になって しまう｡そ うい う子 はた

いるの と,複数いるのではちが うとい う問題 も

いてい完全 に復帰す るのは難 しいですね｡前任

ある｡C先生 は次の ように言 っている｡

校 には 6年間いて 2回卒業生 を出 して きたんで

｢そ うい う子が一緒 になるんです｡ クラスの
中にそ うい う子が 1人いるだけだった ら,周 り

す けど,ず っと見ていて,そ うい うのにはまっ
ちゃうと,やっぱ りなかなか難 しいですね｡

の雰囲気で特 にそんなに 目立たな くて とい うか,
苦労 もしないんですけれ ども,た とえば 3人 ぐ

｢
学年が変 った ときがチ ャンスなんです｡ た
とえば,1年生の とき不登校 だったけ ど 2年生

らいいて,波長が合 った ら,そこで動 きが活発

で頑張 ろうね とい う感 じで｡新学期 になって頑

になるんです よね｡そ うす ると同 じ子で も,A

張 って 1週間 くらいは出て来て,去年は全然来

とい う子があそ こにいた ときと, ここにいると

れなかったのに頑張 っているね とか思 っていて,

きでは全然 ちが う｡

そのまま 1年間行 けちゃう子 もいます｡ しか し,

｢た しか に 1クラス に数人 は多いか もしれな
いですけ ど,かな りのパーセ ンテージの子がそ

やっぱ り4月 を乗 り切れず に,そのまま, また
2年 もダメだ とい う感 じもあ りますね｡

うですね｡落 ちこぼれ どころ じゃない｡何 もわ

｢クラス替 えす る ときに, この子 とこの子 を

か らず にただ座 っていて も,この子 にとって本

同 じクラスに して しまった ら大変 とい うのを離

当にいいんだろうか と思 って しまい ます｡ どち

す｡ この子 をサポー トしてあげるにはこの子が

らか とい うと,い じめ られて しまうケースが多

必要だか らこの子 を くっ付 けてあげる｡付 ける,

かった りとか｡それでいいのかなと｡で も,本

離す とい う関係 を考慮す ることが大事ですね｡

当にそれだけ教師の方が学ぶ必要性が出て きて

それが新 しいクラスになって うま くいって,付

い ますね｡
｣

ける子が不登校 の子 に力 を与 える存在 になって,
その子 と一緒 に 1年間頑張 って, とい うような
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,｢部活 は もう引退 したんだけ ど,

感 じの子 もいます｡ しか し逆の場合 もあって,

とか言 って

不登校 の子 に付 け られている子がやっぱ り自分

部活 なんかやってた ときの方が良かったな｡ も

はこの子がいるか らいつ も同 じクラスなのかな

う勉 強 ぽっか りだ もん｣ とか言 って｡｢そんな

と,それを重荷 に感 じちゃって,逆 に 2人の関

大変 なの｡明 日も塾 なの ?｣ と言 った ら｡｢う

,

係が ぎくしゃ くす るときもたまにあるんです｡

ん,明 日も塾 なんだ｣ と ｢お盆休 み は何 日か

こち らは学級 での様子 を見 て,Aさんに Bさ

あるけ ど,ず っと夏休み塾 なんだ よ｡だいたい

んがいれば何 とか A さんは克服 して学校 に来

1
1時 に始 って 1
0時 くらい までなんだ｣ とか言

れるん じゃないかなと思 って,B さんをサポー

って｡｢
学校 に来てる方がず っ と楽 じゃん｣ と

ト役で付 けるんだけ ど,Bさんに した ら,私 は

言 うと ｢うん,そ うだ よ｡学校 で授業受 けて

｡

A さん を面倒見 な きゃい けないのか,重荷 だ

た方が楽だ よ｣ と｡ふだん学校 に来てるときも,

とい う感 じで,何 か 2人の間が ぎくしゃ くして,

や っぱ り夜遅 くまで塾で しょう｡それに部活 も

2人 にち ょっと溝がで きて しまうとい うのがあ

あったで しょう｡だか ら, 自分のいろんな生活

ります｡
｣

に追われて,他人の ことを余裕 をもって見てあ
げるとい う心のゆ とりが,子 どもたちに もない

中学生の多忙化 と余裕のなさ

ので しょう｡ もういっぱいいっぱいで,逆 にそ

今 まで好 きだった子が嫌いになった ら,友だ
ち関係が こわれて しまい,そ してそれ を修復す

れ を見 ると,1
2才か ら 1
5才 くらいの子 どもに
大人が要求す るの もかわいそ うな気が します｡
｣

るのが今の子 は苦手である｡その理由について,

F先生 は,現在 の中学生の多忙化 を挙 げている｡

保護者 との関係のむずか しさ
教 職 5年 目の G先生 は,特別支援 の子 を交

多忙化の中で,他人 を余裕 をもって見 ることが
出来な くなっているのではないか と言 う｡

流 クラスで担当 した体験 について,次の ように

｢
子 どもに余裕 が ないん じゃないですかね｡

語 った｡

た とえば自分の友 だちがいて,嫌いになっちゃ

｢中学 1年 の とき,その子 はてんか んを持 っ

った とします よね｡嫌いになっちゃった ら,普

ている病虚弱 とい う形の特別支援で来たんです｡

のいい状態なんてのは もう全然思い出せ な くて｡

しか し,本当はたぶん自閉症 を持 っている子だ

その ときの関係が悪 くなった ら,昔 は どうであ

と思 うんです｡けれ ども,決 して 自閉症 とい う

ろうと, これか ら先 どういうふ うにで きるか と

か,情緒障害 とい う形で来ているわけではない

は関係 な く,今 は もう壊れちゃった関係 を修復

んです｡ですか ら,1年生の ときは支援 の先生

しようとい うのは とて も余裕がないのかなと思

がついて,全部交流 とい う形で授業 に入 ってい

い ます｡

ったんです｡在籍 は特別支援 のクラスなんです

｢だって,今 の中学生 は忙 しす ぎます よ｡ス

け ど,特別支援のクラスにはいな くて,授業 も

ピーチ コンテス トがあって,その子 は毎 日学校

体験 もすべて普通級の子 と一緒 に受けるとい う

へ来て練習 していたわけです よ｡そ うす ると,

形です｡

｢
先生,今 日は 1
0時半 に帰 らせ て下 さい｡
｣と

｢
特別支援 の先生 はつ くけれ ども,それはサ

1
1時
か言 って｡｢どう したの ?｣ と言 うと｡｢

ポー トの先生で,全部授業 を交流するとい う生

か ら塾 なんです｡夏期講習で｣ と ｢
‑ え,何

徒 さんがいたんです｡その子が 1年生の ときは,

科 目や るの ?｣

サポー トの先生が臨時の若い先生で,お母 さん

1
0時半 まで｣ ｢
今1
0時だよね｡1
0時半 って ?｣

の言いな りにとい うか,そ うい う状態でず っと

と聞 くと｡｢
夜の 1
0時半 までやるんだ よ｣ って,

1年間,お母 さん とうま くやっていたんです｡

｡

｡｢
5
科 目や るんだけ ど,今 日は

｡

,｢す ご く大変 なんだ,課題 も多 くて｣

それで

2年生 になった ときに女の先生の担任がいい と
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い う要望で,私が担任 を持つ ことになったんで

も食 ってかかって これな くなった｡その子のケ

す｡そ して,支援の先生 は,特別支援 を専 門に

ースはそ うい う状況で,教 師 としてかかわるに

やって らっ しゃる専 門の先生がつ くようになっ

して も限界があると,なかなかお うちの方 とう

たんです｡その先生 はその子が 自閉症だ とい う

ま くや ってい くことは難 しい ことなんだ と,忠

ことはわかったけれ ど,お母 さんにはそれを言

いだけでは伝 わ らない ところがあるので, もう

わず,彼女が卒業 した とき普通の学校 に入れる

少 し経験 を積 まな きゃいけないんだな と思 った

か どうかわか らないか ら, 日常生活の訓練 を し

ことがあ ります｡
｣

た方がいい, と｡ ところが,彼女 は,サポー ト
の先生がサポー トして もなかなかついていかれ

言葉 が心の中へ入 る指導

ないわけなんです｡ 自分でで きなかった ら痛痛

生徒 の指導 をす るときに言葉の誤解が ない よ

を起 こす とい う状況だった｡そのたびにその先

う,教師側の意図が生徒 に きちん と伝 わるよう

生が外 に出 してなだめて, また中に入れて とい

に注意 しなければな らない｡E先生 はそ う言 う

うことを繰 り返 していた｡

生徒が誤解 して聞いていることがあ り,そのま

｢そ こで,私が, 自分 のペースでで きる よう

｡

ま保護者 に伝 わって しまうことがあるか らだ｡

な授業でや った方がいいん じゃないですか, と

｢
特別 な支援 を必要 とす る子のケースの場合,

お母 さん と話 をしたんです｡そこで ものす ご く

保護者の方が よ くわか っていて,いままでの場

衝突 して しまい ました｡ この子がで きるとい う

合 そんなに権利 を主張 して くるとい うのはない

ようには,みんな見て くれないです とか｡その

んですけ ど,それで もやっぱ り言葉の使い方 と

子が痛痛 を起 こす とい うのは,お母 さん もわか

か, こち らの対応 で変 って くるとは思います｡

っているんですが,病癖す るのは周 りが悪いん

子 どもが誤解 して聞いていることって よくあ り

だ｡そ うい う刺激 を与 えた とか｡2年生の とき

ます｡た とえば例 をあげて言 っているに もかか

は支援の先生 ともうま くいかない 1年間が続い

わ らず, 自分の ことを言われたみたいに思 って

たんです｡それで,支援 の先生か らは離 したい

しまうとか｡

か ら在籍 を普通級 に して くれ, となったんです｡

｢だか ら,本 当に子 どもに きちん とス トンと

校長先生がオーケーを出せば可能なんですが,

言葉が落 ちている状態 に して指導 しなければ,

校長先生 は ｢それは非常 に厳 しい｡だって,サ

子 どもが誤解 して保護者の方 に伝 えて しまいま

ポー トの先生が もう 1人いない とクラスに入れ

すか ら｡結構ベテランの先生で も,指導 したこ

ないか ら｣ とおっ しゃったんです｡で も,それ

とで言葉の誤解が生 じていて困った問題 になる

で も構 わないか ら, この子が飛 び出 した らその

ことはあ りますね｡ こうい うことを家で言 うか

ままに して くれ,授業 中に病癖起 こして飛 び出

もしれない と想定 して,今 日なぜ ここ‑呼ばれ

して も,授業の先生 とか手の空いた先生が見 な

てこうい う指導 をしたのか,最後 に押 さえる必

くていいか ら,その ままに して自分で落 ち着い

要があるんです｡何が悪かったのか,なぜ呼 ば

た ら戻 って くるという形 にと｡た しかに,遠 く

れたのか,ちゃん と理解 した上で家 に帰 さない

に行 くことはな く戻 っては来 るんです｡それで,

と,｢こんなことしてね えのに呼 ばれた｣ と親

先生 を付 けない とい うことになると,やは り慣

に伝 え,｢や ってないのに呼 ばれたのか｣みた

れた先生がいい とい うことで,私がその子の担

いになった りとか｡

任 を 3年生で またや ったんです｡

｢ですか ら,最後 の ところを しっか り確認す

｢そ う した ら,3年生 になった とき, その子

る｡言葉が心の中に入 ってい くとい うのは,義

は学校‑来な くなった｡お母 さん も, もう家 に

後納得 していない ような顔 していた ら 1回言 わ

も帰 って来ない とかの状況があるので,学校 に

せ るとか,何かない と難 しいです｡そのあた り
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でベテランの先生の方が逆 に過信 とい うか,ち

教育委員会 も熱心 に研修‑送 るんですけれ ども,

ょっと楽観的に考 えちゃうんですね｡

やは り部活動 もあった り,研修が外部であるの

｢こうい うことを意識す るようになったのは,

で,ほとん ど出 られないですね,研修 は｡

やっぱ り,そ うい うのでジャンジャン学校 に電

｢ですか ら,普通級 の教員 でアスベルガーの

話がかかって きた経験があったか らですね｡そ

生徒 なんかが入 って くると,個別支援の担任 の

れでずいぶん鍛 えられ ました｡
｣

ところに行 って,｢
何 々君,ち ょっ とおか しい
んだけ ど見て くれないか｣ と相談 を受けてみ る

3.教師の対応

んです け ど｡そ こで初 めて ADHDだ とか アス

軽度発達障害についての知識の必要

ベルガーだ とか とい う言葉 を知 る教員 もいるん

LD,ADHD, アスベルガーな どの軽度発達

ですね｡｢そ うい う名前の障害があるんですか｣

障害 と疑 われる子が増 えている中で,教 師に求

と｡だか ら実際にどうい うように対応 した らい

め られることは,第 1に,軽度発達障害 につい

いか とい うこと多 くの教員 は知 りませ んか ら｡
｣

ての知識である｡それは教師 自身 も自覚 してい
る｡質問紙調査で要望が高かったことはその表

子 どもをよ く観察する
教職 1
6年 目,養護学校 の T先生 によれば,

れで もある｡若手教師はその点について,次の
ように語 っている｡

軽度発達障害 についての知識 はた しかに必要 だ

｢い ま ADHDとか,多動 とか, アスベ ル ガ

が, それ は ｢障害 の特色 をざっ と押 さえてお

ー とかある じゃないですか｡初めて持 った子 に

く｣程度で よ く,実際に対応す るためには 1人

アスベルガーの子がい まして,突然机 の中にも

ひ とりの子 どもを ｢じっ くり観察す る｣ ことが

ぐるとか して｡ どう対応 していいか困って しま

重要 なのだ とい う｡子 ども 1人 ひとり‑の対応

ったことがあ りま した｡だか ら, こういった と

は,ちが って くるか らである｡
｢障害 について勉 強す る必要 は確 か にある と

きこうなるとか,軽度発達障害についての知識,
研修 を受 けたいです ね｡
｣(
M先生,教 職 5年

思 うんです｡ どうい う特色があって, どうい う

日中学校教 師)

成 り立 ちで こうい うふ うになっているか とい う

｢い ま問題 になってい る軽度発達障害 を持 っ

のは,そんなに詳 しくな くて もいい と思います

ている子 どもたち とい うのは,普通級 に必ずい

が, ざっと押 さえてお く必要 はある と思い ます｡

るような状況 になって きてい ますか ら,それ を

その子 にどう対応す るか とい う部分 は,その子

理解す ることはず ご く現実 に緊迫 していて,そ

によって違 うので,特性 は一応押 さえてお くけ

うい うことを教 えて欲 しい と思い ますね｡
｣(
P

れ ども,あ とはその子 を じっ くりと見 る｡僕 ら

先生,教職 3年 目小学校教師)

自身 (
養護教諭の免許 を持 っている専 門家) ち,

軽度発達障害についての知識 を得 たい とい う

その子 を見 ることで知 るわけなんです｡そ うい

教師の要望 に対 して,教育委員会で も研修 を行

う作業 を繰 り返 してい く｡その子 を じっ くりと

っている｡ しか し,教員が実際に出て行 くには,

見て,その子 にとってわか りやすい環境,いま

部活指導 とかの忙 しさのため難 しさがあるよう

ユニバーサルデザ インとか言 われているんです

だ｡D先生は,そのあた りの事情 について,吹

け ど,そ うい うわか りやすい環境 をつ くってや

の ように言 っている｡

るんです｡
｣

｢
私 の ように養護教諭 の免許 を持 ってい る教

この ｢わか りやすい環境｣ とい うのは, どう

員 はそ うい う子 どものケアに対 してある程度 自

い うことか｡それについては,次の ように具体

信があって対応で きるんですけ ど,ほとん どの

的に説明 して くれている｡

教員 はそ ういった知識がないのが現状ですね｡
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｢
提示 の仕方 だった り,声 かけだった り,働
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きかけだった り,彼 ら発達障害の方 にとってわ

スクールカウンセラーを含 めた学校 システム

か りやすい授業 は,他の健常の子 どもたちにと

教師の対応 としては,個 々の教 師の対応 だけ

って もわか りやすい授業です｡ち ょっとした配

でな く,学校全体 としての対応 も当然必要であ

慮ですね｡た とえば, ドアをガチ ャつと開ける

る｡対応 システムに関連 して,D先生は次の よ

ときに,急 に入 って くるとびっ くりして周 りの

うに述べている｡中学校 の普通級 で ｢ち ょっと

もの を叩いちゃうとかあるので,1回 トン トン

問題性があるかな｣ と疑 われる子 を発見 した と

とノ ック して,｢
何 々先生です｣ と一声 かける｡

き,ス クールカウンセ ラーを含 めて保護者への

そ うす ると心の準備がで きます｡終わるときも,

対応 まで を考 えたシステムのあ り方である｡

｢この話が終 った らもう戻 りますか らね｣ と一

｢だいたい 5月,学級が変 って 1ケ月 ぐらい

声かければ納得す る｡何 の予告 もな く入 って さ

たった頃,担任が クラスの様子 を見て,ち ょっ

てお話 して帰 るとい う刺激 に耐 えられない と,

と問題性があるのかなとい う子の名前 をリス ト

や っぱ り手が出ちゃう｡たったその一声 だけで

ア ップ して, どうい う場面で どうい う障害 とい

落 ち着 いてい られ る｡ そ うい う環境 の配慮 で

うか置 きが感 じられるか とい うの を報告書 にあ

す｡
｣

げて,それをコーデ ィネーターを している生徒

観察 し,対応 を変 え, またチェック して,対

指導専任の ところに集約 して,専 門的なア ドバ

応 を修正 ･微調整 してい く｡そうい う観察 と対

イスが必要 な場合 は私 (
養護教諭免許 を所持 し

応 の微調整 を繰 り返 してい く｡ こうい う姿勢が

ている個別支援学級担任)の ところに持 って き

教師に求め られることの ようである

て, こうい う状況の生徒がいるんだけ ど児童相

｡

｢日常 の観察か ら様子 をチ ェ ック して, どう

談所 に相談 した方がいいのか,子 ども医療セ ン

や らこの ときに問題 になることが多いなとい う

ター とかに紹介 した方がいいのか と話 し合 って,

のがわかれば,そこに対 して手 を入れてい く｡

私たちの判断でスクールカウンセラーの先生 に

今 まで見 えていた行動が 1
8
0度おさまっちゃう

相談 を して,親御 さんにこうい う障害だ と思わ

とい うの もあ ります｡だいたい環境の不適応が

れるとい うことをカウンセラーの先生か らやん

多いですね｡

わ りと言 っていただ く｡そ うい う連携 を取 って

｢その起 る状況 と,起 ってか らのその子 の状
況,そ して終 った後のこち らの働 きかけ｡ これ
は,絶対見ておいた方がいい｡そ うすると,た

い ます｡｣

4. 教員間の共通理解

とえば,あの 日暑 くてい らい らしていた とか,

学校 の教員集団の連携 は重要である｡連携の

あるいは厳 しく注意 してみた らやっぱ り全然 だ

一環で もあるが,連携がで きるための前提 とし

めだった とか, じゃ今度は注意 しないで紙 に書

て, まず教員 間で共通理解がで きている必要が

いて渡す とか,そ うい うデータを積 み上 げてい

ある

｡

何人 もの先生が教員間の共通理解 の重要性 に

くことで,だいたいの ところがおぼろげなが ら
見 えて くる｡

ついて指摘 した｡そ して同時 に,教員間の共通

｢ただ し,観察 とい って も遠 目か ら観察 して

理解 を実現す ることの難 しさを指摘 した｡昔 な

いるだけではダメで,その子 と一緒 に遊ぶ｡そ

らある程度 自然 にで きた共通理解が,現在では

の子 と仲 よくなって一緒 に遊んでいるかかわ り

難 しくなって きた とい う指摘である

｡

｢どれだけ教員 間で共有で きるかです ね｡園

の中で,見 えて くるとい うもの も多い と思いま
す｡
｣

っちゃう先生 もいるんですけ ど,そ うじゃな く
て, この子 に対 してち ょっと配慮 して もらうと
い う部分の共通確認 を先生方が とる｡それだけ
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で も,問題の半分 は解決で きちゃい ます｡
｣(
T

うん じゃない ?と感 じた りす ることがあ ります｡

先生)

ジェネ レーシ ョンギャップ じゃないです け ど,

｢フランクに話せ る環境が大事 だ と思 うんで

指導す る側 も考 え方が私 よ りも若 くなっている｡

す｡お互いに気負 うことな く, 自分 の気持ちを

その辺 りで,いろいろ統一 を欠 くことがあ りま

率直に, 自分の悩みで も話す ことが｡職員室で

すね｡今 まで 自分が こうだ と思 って進めて きた

隣の先生 とか と空 き時間があった ら,子 どもの

ことをある程度崩 していかない と通用 しないん

話がで きることが｡職員室が潤 わない と,やっ

じゃないかな と思 った りします｡だけ ど, ここ

ぱ り子 どもにいい教育がで きないですね｡職員

までは許 さない とい うのがある じゃないですか｡

室が明る く笑顔がない と,全然 ダメだ と思い ま

それ を崩 して までや るのか とい うのが あ りま

すね｡
｣(
W 先生,教職 2
2年 日中学校教 師)

す｡
｣

教職員集団をまとめることの難 しさについて
は,D先生が次の ように言っている

5. むすび

｡

｢
個別支援 の仕事 の他 に,文化祭担 当の委員

以上,インタビューで語 られた軽度発達障害

長 を 8年間やっていて,一番感 じたのは,学校

と思われる子 にかかわる状況 を見て きた｡軽度

の中の組織力ですね｡教員 をまとめるのは,ク

発達障害が増 えて きた と多 くの教 師が認識 して

ラスの生徒 をまとめるよ り大変ですね｡年齢の

いる｡その認識 は,教育関係者 だけの ものでな

幅 もあ ります し｡生徒 にプリン ト配 って,｢し

い｡ある私立 中学校 で入学者の 3分の 1以上が

っか り読め｣ とか注意す る割 りに,教員 は配 ら

LD を疑 われ る とい うのは,保護者が ｢特別 な

れたプリン トをす ぐ読 まない人が多いんです｡

配慮｣のある学校 を選択 していることを示す も

3
0代後半 になって全体 を動かす立場 になると,

のだろう｡

こうも教員間で考 え方がバ ラバ ラか と｡生徒 を

｢
軽度発達障害 と思 われ る子｣ は,教 師 に と

コン トロールす る以前 に,教員 をどうい うよう

って ｢わか らない子｣である｡少 な くとも,軽

に組織 としてマネージメ ン トしてい くのか,そ

度発う
室障害 について知識 をもたない教員 にとっ

こが壁ですね｡
｣

て は, そ うで あ る｡S先生 は 1
0年 ほ ど前 の体

教員間の連携の難 しさには, この ように,教

験 として ｢わか らない子｣ との出会い を語 って

員間での意見の多様 さがある｡それに加 えて,

いた｡軽度発達障害 を知 らない教員 に とっては,

ジェネ レーシ ョンギャップの問題 もあるようで

そ うような ｢わか らない子｣ との出会いは,覗

あ る｡ベ テ ラ ンの F先生 は, 中学生 との 間 に

在で も日常の学校生活の中にある｡現在 の状況

ジェネレーシ ョンギャップを感 じるとともに,

では,その ような軽度発達障害の知識 は必要 な

若手の教員 との間に もジェネ レーシ ョンギャッ

もの となった｡実際に,教育委員会 も研修 を行

プを感 じているとい う｡

っている｡ しか し,教師が子 どもに対応す る上

｢
修学旅行‑行 って,ある女 の子が部屋 を抜

で よ り重要 なことは,1人ひ と りの子 をよ く見

け出 した りとかあったので注意 した ら,その子

ることである｡軽度発達 障害の知識 は ｢
障害の

が ｢
先生,おばあちゃんと同 じようなこと言 っ

特色 をざっと押 えてお く｣程度 に もっていれば

てい る｣ って｡｢おばあちゃん も, よ くそ うい

よ く,それ よ り重要 なことはその子 を じっ くり

うこと言 う｡男の子 と女の子 はね, とかい うよ

見てチ ェックす ることである｡そ してその子 に

うなこと｣ って｡ああ,中学生 にとって,私 は

わか りやすい環境 をつ くってやることである

おばあちゃんの レベルか と｡親 は もうそ うい う

1人ひとりの子 は違 うので,特別支援教育の専

ことあま り言わないのか,考 え方が古いのかな

門衣 も, じっ くり観察 しチ ェック しなが ら対応

と｡｢
若 い先生 たち との間で,それち ょっ と違

を微調整 してい くことを繰 り返す｡そ うい う意

｡
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Ⅵ 軽度発達障害 と思 われる子 と学校教 師

,

味では ｢わか らない子｣ に出会 った S先生 の

年前のことである｡今 日言われるのは ｢
格差社

ような教員が,その子 をわかろうと努力す るこ

会｣である｡ これだけを見れば,1
8
0度の大 き

とと同 じである｡

0年かそ こ
な変化 である｡ その変化が わず か 2

その ような子 をめ ぐる問題状況のい くつかの

らで生 じたことになる｡そ うだ とすれば,世代

事例 は,第 2節 に語 られている｡ ここでは,そ

的価値観が大 きく違 っている可能性 は大いにあ

れ を繰 り返す ことは しない｡

る｡ だが しか し,F先生の言 うように, これだ

必ず しも軽度発達障害 とは思われない,ふつ

けは譲れない とい う正義の価値が,世界的にほ

うの中学生 を含めて中学生一般が,教 師に どの

とんどどこで も同 じであ り,歴史的に もほとん

ように見 えているか｡F先生が見 るには,い ま

ど不変 なままにとどまっているとい う事実 もあ

どきの中学生の友人関係 は希薄であ り,その構

る｡今求め られているのは,正義の価値 の中で

造的な原因は,部活動 ･塾 などに追われる多忙

不変の中核 を決めることではないだろうか｡ ど

な生活 と,そこか ら生 まれる心の余裕の無 さで

こまでが中核 で どこか らが周辺的事柄 なのか,

ある｡多忙化 は現在の教師生活 を特徴づけるキ

そのあた りを個 々のケースで,生徒 との間で,

ー ･ターム (
実際､今 回の質問紙調査で も､教

保護者 との間で,そ して教員同士 の間で確認 し

員が研修‑参加す るときの最大の阻害要 因は多

てい くことではないだろうか｡

忙化 であ った｡
) だか ら,教員 間の連携 を妨 げ

スクールカウンセラー を含めた学校全体 のシ

る要 因の 1つは,多忙化か らくる余裕 の無 さに

ステムをつ くってお くことが重要 になる｡ とく

ある, とい う類推 も,おそ らく成 り立つだろう｡

に保護者対応 を念頭 において,D先生 は指摘 し

中学生の友人関係 において,特別 な支援 を必要

た｡ これは単 に保護者対応 にとってだけでな く,

とす る子 に対す る周 りの子 の反応 として

,｢こ

軽度発達障害 をめ ぐる事柄全体 にとって重要で

の子だか らしょうが ない｣ と周 りの子が許 して

ある｡システムの中には当然教員間の共通理解

やれないのは,おそ らくこの ような心の余裕 の

が含 まれる｡教員 間の共通理解 は,軽度発達障

無 さと関係 している｡ もう 1つの要 因は,第 2

害問題で も重要であるが, しか しそれはこの間

節 で述べておいた ように,思春期 における友人

題 だけでな く,すべてにおいて重要である｡教

関係の質の変化 (
同質 ･同等の関係か ら異質 ･

員 間の共通理解 を阻む壁 として考 え られるのは,

同等の関係‑の移行) とい う発達的要因にある

まず教員の もつ多様性 とい う壁 である｡そ して

だろう｡発達的要因は,中学生 をあつか うとき

次に現在では,多忙 とい う障壁 が存在す る｡そ

の本質的な難 しさだが,今の時代 は,そ こに中

れに加 えて,ベテラン教 師は,生徒お よび若手

学生の多忙化が重 なっているとい うことである｡

教 師 とのジェネ レーシ ョンギ ャップに悩 んでい

言葉の問題 は重要である｡保護者 との関係 に

る｡今 さら言 うまで もない ことだが,共通理解

おいて も,生徒指導の面 において も, コミュニ

とは,他人の主張 ･意見 ･気持ちを知 ることで

ケーシ ョンの手段 としての言葉 は重要である｡

あって, 自分の気持ちを他人 と同 じ気持ちにさ

と くに生徒 を指導す る場面では,教 師の意図す

せ ることではない｡他の教員が何 を考 え,何 を

るところが生徒 に正 しく伝 わるよう,言葉が生

思い,何 を悩 んでいるか知 ることが,教員間の

徒 の心の中にス トンと入 っていることを確認す

連携で 目指 されるべ きことである｡教員 間の共

ることが必要だ と,E先生 はい う｡ この点でベ

通理解 は,意志の一致 まで 目指す ものではない｡

テラン教 師は楽観 的であ り,過信がみ られると

た しかに,た とえば保護者‑の対応 な どの場合

も指摘 されていた｡ ここには,F先生が感 じて

において,学校が組織 として行動す るときは,

いた価値観の世代 的なギャップが,おそ らく関

学校 としての意志 は 1つでなければな らない｡

連 して くる｡一億総中流化が言われたのは,3
0

そ うい う行動のために意志 を 1つにす る手続 き
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として,多数決の ような政治的決定の手続 きを
取 らなければな らない局面は,た しかに存在す
る必要がある｡ しか し,それは,学校 のシステ
ム全体で見れば,ほんの僅かにす ぎない｡意志
の一致 は,水上 に浮かんだ氷 山の一角の ような
ものである｡水面下 には,教員間の共通理解 と
い う大 きな塊があるのである｡そ うい う大 きな
共通理解 のご く一部 として,教員 間の意志の一
致はある｡逆 に､意志 を 1つに し学校 としての
行動が機能するためには, この意志の一致 を支
えるための大 きな教員の共通理解 とい うものが
存在 しなければな らないだろう｡教員 間の共通
理解の大部分 は,意見 を異 に した多様 な ものの
塊 なのである｡ただ,それがバ ラバ ラな塵でな
く,塊 となっているのは,教員同士がお互いの
意見 ･考 えなどを知 っているとい う状態 にある
か らである｡学校 における連携 システム とは,
この ような水面下の共通理解 を含 んだ氷 山全体
をつつむ ものを指 していると考 え られる｡だか
ら,教員 間の共通理解 は必要 なのだろう

｡
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