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土曜教室は、発達障害のある子どもを中心にお

いた、学生と実践者そして保護者が学びあう場で

ある。そのような営みは、実践の位置と意味を振

り返る契機となるであろうし、教育学領域の研究

としても意義のあるものとなろう。

本論文以下の一連の論文は、土曜教室にかか

わってきた学生・院生・卒業生たちが、各自の実

践を振り返りながら、それぞれの課題について検

討したものである。なお、これらの検討は、第15

回および第16回日本LD学会における自主シン

ポジウムで発表された内容をベースにしている。

本小論では、日本における土曜教室の発足にか

かわる経緯をみていきたい。

１．学習障害のある子どもへの対応

― 土曜教室の展開

アメリカにおいては、1960年代から学習障害へ

の対応が始まっていた。しかし日本において学習

障害への対応が本格的に始まったのは、1990年代

後半からである。それまでは、全国各地で親を中

心とした活動が細々と続けられてきた。

土曜教室とは、1980年代後半に東京学芸大学の

上野研究室が、学習障害のある子どもたちの親の

要請に応じて、治療教育を目的とした臨床研究活

動を土曜日の午後に大学内で行っていたものであ

る。その後、全国各地で同様の活動が少しずつ行

われるようになっていった。
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ここでは、土曜教室の立ち上げと展開について、

富山をひとつの事例としてみていきたい。

富山では、朝日新聞東京厚生文化事業団が主催

した講演会（「ぼくたちのことわかって 」）の開

催準備を機に、1994年、富山県学習障害児・者親

の会「ゆうの会」が旗揚げされた（室橋、2005）。

親たちの話し合いの場を作るとともに、子どもた

ちへの対応として学習指導の場を作ることになっ

た。

富山大学教育学部障害児心理研究室によるス

ポーツ教室は、親の会の要請に応じて開始された。

スポーツ教室という形態は、福井県で既に小児療

育センター、大学、特殊教育センター、養護学校

などの関係者が集まって行われていた。富山大学

では、これを参考に開始した。当初は、LDに関心

をもつ数名の学生とともに、親の会の遊び活動の

お手伝いをするかたちで開始された。

不器用な子どもたちが多く、学校の体育の授業

ではいわゆるお客さんになるのだが、彼らも体を

動かすことは好きであることが多い。しかし、役

割を与えられることが少ないのである。スポーツ

教室では、人数が少ないこともあり、誰もが何か

の役割をすることになる。またそのように支援す

る。不器用でありながら、学校では与えられず認

められない役割を、スポーツ教室ではこの子ども

たちが担う。スポーツを体験する喜び、いわば波

長の合う仲間と共にプレーする安心感、お兄さ

ん・お姉さん的役割をとる学生たちと共に過ごす

時間は、学校空間では味わうことが困難であろう。

種目は、キックベース、ティーボール、バスケッ

トボール、ビーチバレーボールなどであり、１年

ずつ継続して指導した。

スポーツのみでなく、学習面でも支援してほし

いという親の要請から、スポーツ教室を拡大する

かたちで学習支援（土曜教室）が始まった。学生

だけでは人数が不足すると予想されたことから大

学外の社会人の方を学習ボランティアとして募集

した。親の希望と本人の現状をチェックし、個々

に学習計画を立て、担当する人たちが毎回の内容

を工夫していった。主に午前が子どもの苦手とす

る面を中心とした個別学習、午後がゲーム、スポー

ツなどの集団活動であった。学習支援準備の相談

をする時間を外部のボランティアの人たちと共有

することが難しく、次第に学生中心に運営するこ

とになっていった。

個別学習では、愛知県の見晴台学園の活動を参

考にして卒業論文作成にも取り組んだ。子どもた

ち一人一人と相談してテーマを決め、数ヶ月かけ

て調べ、画用紙にまとめていった。学期末には、

卒論発表会を開き、お母さんたちにも見てもらっ

た。夏休みにはキャンプ、冬休みにはクリスマス

会といった行事も盛り込まれた。またカラオケ大

会といった行事もソーシャルスキルトレーニング

の一環として盛り込まれた。

パソコン教室も、情報教育課程の教員と学生の

支援を受けて２年間行った。情報教育課程の実習

用パソコンを使わせていただき、一人一台使用す

ることができた。自分の名札を作り自己紹介ペー

ジを作ることから始めた。こどもたちの作品を集

めたコンピュータ美術館を作ったり、インター

ネット体験も行った。土曜教室で行った動物園見

学のレポートをパソコンのワープロソフトを利用

して、デジカメの写真を貼り付けたりしながら、

作成した。またオリジナルクリスマスカードを

作って、コンテストを開いたりした。子どもたち

には、パソコンが得意な子どもが多く、自由に絵

を描かせると、学生たちが感心するような作品が

生まれることも少なくなかった。

２．土曜教室活動と学生の学び

これらの教室活動は、学生の支援の基にはじめ

て可能となった。学生の所属は、教育学部の養護

学校教員養成課程であり、彼らのほとんどは教員

採用後、養護学校勤務となるため、学習障害をも

つ子どもたちとかかわることは、卒業後の仕事に

は直結しないようにみえたであろう。

しかしこの子どもたちとかかわることに意義を

見いだした学生たちは、積極的に彼らとかかわる

ことを始めた。附属養護学校での見学や実習を経
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ている学生たちは、最初から子どもたちとうまく

かかわりをもっていった。障害児教育を専攻して

おり、子どもに合わせた教材が時間をかけて創作

され、その多くが有効に作用した。子どもたちに

とって、学生たちはお兄さんお姉さん的存在であ

り、年齢的に身近な者が支援するという役割は大

きかった。

そのような中で子どもたちは、いわば波長のあ

う者たちどうしであることを直感的に確認し、お

兄さん、お姉さんがかかわってくれる土曜教室に

ひとつの居場所を求めて、土曜日ごとに親の車で、

電車で、バスで大学にやってきた。子どもによっ

ては、一人で通えることも課題となった。

学生は４～７名、参加する子どもは小中学生と

高校生15～20名くらいであった。したがって学生

一人当たり４、５名から２、３名の子どもたちを

担当した。彼らは主に卒業論文研究として、事例

研究や教室運営実践を行った。しかし子ども全員

の指導プランを検討する時間は十分になく、また

支援の力量がついてきた頃に卒業を迎えるため、

学生間での知識・技術の伝達が十分に行われな

かった。

３．土曜教室の意義

土曜教室は、いわば学校教育につながるオアシ

スであるといえる。しかし、土曜教室のようなも

のが地域に作られていき、学校教育で取りこぼさ

れる子どもたちのフォローをしていくことが望ま

れるのか。土曜教室が行っていることが理想的で、

現実の学校教育では実現しがたいことであるとす

るならば、土曜教室の存在意義はいかなるものか。

土曜教室の実践でみえてきたことは、発達障害

のある子どもを対象とする教育は、その子どもに

関心を持つ複数の大人と子どもによる相互的な関

わりの中に成り立つのではないか、ということで

ある。しかしながら、このことは別に新しい発見

ではない。むしろ、従来から教育に関して言われ

続けてきたことである。

発達障害のある子どもに関わる大人は教員や専

門家だけではない。第一に家庭における家族との

関わりがある。土曜教室では、子どもを担当する

学生は、付き添ってくる保護者に毎回の指導につ

いて報告し、家庭での様子を聞く。そこから、土

曜教室とは異なる姿を見せる子どもたちをめぐる

議論が生じ、子どもへの理解が深まる。発達障害

のある子どもたちにおいては、往々にして、状況

によって異なる姿をみせることがあるからであ

る。

北大土曜教室では、そこにやってきた学生たち

は、発達障害とは何かを十分に知らずに関わり始

めるが、次第に子どもたちへの理解を深めていく。

そこには、毎回行われる事前・事後ミーティング

と、年２回行われる IEPミーティングで交わされ

る議論の中で、担当する子どもへの理解を深めて

いく姿がある。そこに、理解の鍵としての〝専門

知識"がある。

〝専門知識"は、自分にとってどのような意味を

持つのかを考えたときに、知識となる資格をもつ

ことになる。土曜教室では、学生たちは、担当す

る子どものことを真剣に考える中で、それを知識

たりうるものとしていくのである。そのことが、

各自の専門性を広げ、かつ深める基礎をかたちづ

くる。このことは、大学という場において、有効

に働くであろう。教員養成学部と基本的に異なる

ものではないが、教育科学を学ぼうとする当学部

の学生にとっては、このようなかたちでの実習が、

専門性を高める上でひとつの重要な意味をもつで

あろう。そのような場に、現職の教員たちも参加

することによって、子どもへの視点を学び直す契

機となりうる。

一人の子どもを中心に据えた周りの大人たちの

広くかつ深い議論があり、それが子どもへの関わ

りのレベルを高めている、ということである。教

育は、子どもにかかわる大人の、子どもに対する

理解への努力とその結果としての深化にかかって

いるのではないだろうか。

「軽度」発達障害をもつ子どもたちの理解は、容

易ではない。それは、子どもたち一人ひとりの困

難さの「質」の違いを理解することの難しさであ
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る（室橋、2007）。学校における友達関係は、この

質の違いを子どもたちどうしが理解することの難

しさに阻まれる。周りの子どもたちが、小学校中

学年から高学年にかけて大人への階段を上りかけ

るとき、偏見は育ち始める。

土曜教室のような場は、一人ひとり異なってい

るようにみえて、それでいながらどこか波長の合

う仲間を子どもたちどうしが直感的に確認しあう

場でもある。お兄さんお姉さんたちを媒介として、

彼らは一時の居場所を得る。親にとっても子ども

を待つ間、親同士の語りをもてるひとつの場であ

る。また学生にとっては保護者の思いを聴ける貴

重な場でもある。学生は、その日の指導内容を親

に報告し、学生は保護者から家庭と学校での様子

を聞き、互いの思いを交換するのである。この様

子は、教室指導後の話し合いの中で他のスタッフ

にも共有され、学生の経験を深化させる。

「教師」のいない学びの場が、土曜教室であると

いえるかもしれない。それは、「学校」とは別のか

たちで存在し、独自の役割をもつ。土曜教室に参

加する教師も、そこでは「教師」を横におくこと

によって、新たな視点を見出す。

さらに、北大土曜教室の場合、例えば、特殊教

育専攻の学生にとっては、脳科学・認知科学を基

礎においた実践的学びの場であり、その狭間に身

を置く苦悩を含みながら成長する。また教員・社

会人にとっては、現場経験を基盤においた研究的

学びの場であり、自らの枠をはずす苦悩を含みな

がら成長する。これらの人たちが一人の子どもに

ついて語りあうところに、北大土曜教室の意義が

あるといえる。
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