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１．はじめに

「北大土曜教室」は、1998年当時札幌市立病院静

療院の医師であった田中哲（現東京都立梅ヶ丘病

院精神科部長）医師をスーパーバイザーとして、

同静療院の院内学級で始められたのが前身であ

る。その後、田中医師が静療院を転出した際にスー

パーバイザーを室橋春光が受け継ぎ、北大の教育

学部付属乳幼児発達臨床研究センター（現教育学

研究院附属子ども発達臨床研究センター）へと

フィールドを移して行われるようになったのが、

現在の「土曜教室」の姿である。

静療院時代の土曜教室のスタッフは、医師をは

じめ、主として特殊学級の教員、福祉指導者など

実務専門家で構成されており、わずかに北海道大

学教育学部の実習生を受け入れていた。北海道大

学に移ってからの土曜教室のメンバーは、スー

パーバイザーの室橋春光のほか、コーディネー

ターとして小泉雅彦（特別支援学級教諭、本学教

育学研究科博士課程）が土曜教室の運営に当たり、

その他現職の教員が３名参加して、学生へのアド

バイスや保護者への面談などを担当している。静

療院の時と大きく異なる点は、主に学部学生がス

タッフとして担当の子どもについて学習や発達支
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に必要な支援というものを土曜教室の実践

その２
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本論は、2006年度日本LD学会第15回大会、および2007年度日本LD学会第16回大会にて筆者らが

企画したシンポジウムを整理し、特別支援教育

ムが、特別支援

教育においても重要な側面

を通して考察

することを目的とした。これら２回のシンポジウムを通して、現在の学校教育における特別支援教育の
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援を行っていると言う点である。学生については、

土曜教室は学部生の実習授業の場でもあるため、

心理学系のゼミの学生のみならず、福祉などの社

会科学系のゼミの学生もおり、また医学部の学生

もボランティアスタッフとして関わっている。大

学院生は主に教室参加学生への指導補助的な役割

を担い、スーパーバイザー、及びコーディネーター

を支えている。大学院生から選ばれたティーチン

グ・アシスタントは、行事の企画や運営などに積

極的に参画して教室の運営を支えている。学部生

は子どもの担当を持ち、認知的な特性を考慮した

学習支援を考案し、支援を行っている。現在の土

曜教室では、学習障害（以下、LD）に限らず、注

意欠陥／多動性障害（以下、AD/HD）、自閉症ス

ペクトラム障害（以下、ASD）をもつ〝軽度"発

達障害をもつ子どもたち、及び発達障害の診断を

もっていないが、個別的な配慮が必要と考えられ、

医師や相談機関から紹介された９名が、主に教育

学部の学部・院生を中心に、特殊学級の教員など

がサポートする形で発達支援、学習支援を受けて

いる。

土曜教室には大きく分けて、臨床支援と研究活

動、そして学生の教育・育成の３つの側面がある。

臨床支援とは、子どもたちへの発達支援活動と、

保護者に対しての発達相談である。研究活動は、

臨床支援を通した、〝軽度"発達障害の認知科学的

なメカニズムの検討とそれに基づいた学習法の開

発、子どもたちの環境を取り巻く問題に対しての

支援についての検討である。学生の教育・育成は、

大学という教育機関が担う重要な側面の一つであ

り、地域において鍵となる実践家を育成する、北

海道大学教育学部の目指す方向性の一翼を担って

いる。土曜教室は、学生に対する臨床実践におけ

る学びの場を提供しているが、これは地域で中心

となるであろう〝軽度"発達障害の専門家・支援

者の育成の場でもある（片桐ら、2006b）。

筆者は、学生の「専門的知識」を生かす実践の

場としての土曜教室の意義として、異なるゼミに

所属する学生たちが一人の子どもについて議論す

ることであることを強調したい（片桐ら、2006a）。

活動前後のミーティングの場は、各々が学部で学

んできたものを実践の中で深める数少ない場であ

るといえる。また教育学部のみならず、他学部か

らも学生が来て学んでおり、スタッフ同士刺激を

受け合い、共に学びを深めている。この土曜教室

の臨床の場で学んだ経験や疑問などを研究の動機

としてさらに高め、卒業論文や修士論文をはじめ、

学会発表、研究紀要などへの発表等で学問的な成

果を出している学生もいる。

土曜教室は、子どもたちへの臨床支援の場のみ

ならず、研究、そして学生の教育の場、学びの場

である。実際に事例と向き合い、その中で学生が

心理的・社会的な問題について問題意識を深めて

いくという学びの場としての臨床現場は、机上で

の学習では得られない、実際の問題に対処するた

めの柔軟な見方や方法を身につけることができる

ため、大学として重要な教育的ツールである。「専

門的知識」とは、まさに子どもたちの教育を取り

巻く問題を読み解く知識や能力を指し、その知識

を実践的に使うことができることを指すのではな

かろうか。大学はどのように臨床家を育成し、社

会的な役割を担うのかがまさに問われている。と

りわけ本教育学部の担う役割は、実証研究に基づ

く「総合科学としての教育学」を修めた、現場に

おいて中心的な役割を果たす臨床家の育成であろ

う。能力の持った臨床家の育成は、2006年より開

始された特別支援教育の成功を左右するといって

も過言ではない。学校現場では、特別支援教育に

ついての知識や技能を持った教員ばかりではな

い。教育現場での混乱は、特別支援教育の専門家

が不足していることを物語っているといえよう。

私たちはこのような現状を踏まえ、日本LD学

会第15回大会、および第16回大会にてシンポジ

ウムを企画した。本論は、これら２度にわたって

行われた内容のうち、特別支援教育に必要な支援

というものを土曜教室の実践を通して整理するこ

とを目的とする。
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２．北大土曜教室について

まず、土曜教室で行われている内容について簡

単に紹介する。土曜教室の活動は次の流れで行わ

れている（片桐ら、2006a）。

・午前10時半～ 事前ミーティング

・午後１時～２時 個別学習

・午後２時～３時 集団活動

・午後４時～ 事後ミーティング

・事前ミーティング

事前ミーティングでは、毎回活動前に子どもた

ちに用いる教材について検討する。教材検討のほ

か、集団活動の取り組みに対する打ち合わせや、

保護者や子どもから事前に知り得た子どもの様子

について確認する場となっている。スタッフ全員

が子どもの状況を把握し、円滑に活動を行うこと

が基本的な目的であるが、各スタッフが指導内容

を意識化できる機会でもある。

・個別学習

個別学習では、WISC- などの心理検査から認

知特性を把握し、個々のニーズに応じた学習支援

を主として行っている。指導の指針は、心理検査

の他、行動観察から得られたデータや発達段階を

踏まえ、これまで蓄積した支援の成果を元にアセ

スメントを行い、「個別の支援計画（Individual
 

Educational Program；IEP）」を作成し、専門的

な議論も含んだ支援が行われる。「北土曜教室」で

用いている IEPという語は、特別支援教育の現場

等で用いられている「個別の指導計画」「個別の教

育支援計画」とは厳密な意味では異なる。「北土曜

教室」では、「保護者や本人のニーズを元に、心理

アセスメントや学校からの資料、およびこれまで

の行動観察の資料を踏まえて、スーパーバイザー

を含めた全スタッフが参加して作成する」ことに

なっており、保護者の了解の元に指導を行い、保

護者を交えた評価を行っている。また、学習支援

以外の進路の問題や生活上の悩み・問題、社会技

術的なものの習得などについての支援も行ってい

る。

土曜教室は、支援を行ったままで終了せず、年

間計画、および短期計画を立て、毎回終了時にミー

ティングの中で反省と議論を行い、半期毎に IEP

検討会を行い、再度計画や支援を見直すという、

〝Plan-Do-Check-Action"を実践している（小泉論

文を参照）。

土曜教室は、特別支援学校教諭（養護学校）免

許取得のためのカリキュラムの一科目である発達

障害援助実習に割り当てられており、特別支援学

校教諭養成の専門教育の一環として、指導教員は

もちろん、現役教員らが学生に対して IEPの作

成・指導、および助言を行っている。年に２回 IEP

の作成、および見直しを全ての子どもたちに対し

て行っている。実際の IEPの検討場面では、アセ

スメントの資料を基に、各々のスタッフの専門性

を生かした闊達な議論が展開される。主に子ども

たちの様子や検査結果から、目標設定に無理はな

いか、必要な支援は他にないのか、といったもの

から、次年度支援を行うにあたっての担当スタッ

フの悩みや問題について解決方法を探るといった

話し合いが行われる。これらの議論は、様々な領

域の視点から子どもたちを見つめ直し、学生たち

自身が新たな発見や学びの場となっている。

・集団活動

個別の支援では難しい他者との関わりや、集団

活動の実体験の場として位置づけている。この集

団活動では、学校にはない（お兄さん、お姉さん

としての）大学生・大学院生とのかかわりを通し

て、社会性の育成を目指している。基本的に子ど

もたちの希望を優先するが、スタッフ側が集団活

動で個々のニーズに合った活動を積極的に提案し

たり、企画して行っている。また、年に数回行う

イベント行事（お泊まり会、クリスマス会、終了

式など）も貴重な集団活動として重視している。

毎回の活動後に、ミーティングを行っている。

それぞれの子どもたちについて、担当スタッフと

メンバー、スーパーバイザーと議論を行う。活動

の反省と子どもたちの様子の報告、及び保護者と

土曜教室における支援と学びを通して特別支援教育を考える 41



の情報交換で得られた事柄に対して議論を行って

いる。

・事後ミーティング

事後ミーティングと呼んでいる集団活動後の話

し合いは、土曜教室での活動後の指導の効果につ

いての検討や、指導から得られた知見・データの

分析、認知科学的な側面からの検討などを行うも

のである。複数のゼミから学生が集まり、それぞ

れの視点で議論されることから、心理学的な側面

に偏らず、様々な面から子どもたちを見て、支援

の検討がなされている。時には議論が４時間、５

時間と及ぶこともあり、ハードではあるが、極め

て密度の濃いものとなっている。また、ミーティ

ングが始まる前に保護者との意見交換が行われ

る。保護者と向き合い、会話を交わすことで、結

果的に保護者との連携に対する姿勢やコミュニ

ケーションスキルを学生自身が身につけることが

できる。

３．〝軽度"発達障害をもつ子どもたちへの

支援と学校教育

私たちは、２度にわたって〝軽度"発達障害を

もつ子どもたちへの支援のあり方を北大土曜教室

の実践から考えた。

一回目のシンポジウムは、土曜教室にかかわっ

ている現職の教員４名に、学校現場での特別支援

教育と北大土曜教室における支援について議論し

た。目的は、学校現場における特別支援教育の現

状を把握し、北大土曜教室の行っている実践を学

校現場で生かすことができないか、また学校現場

での実践を土曜教室の実践に生かすことができな

いかを検討することにあった。指定討論は、ノン

フィクションライターで本教育学研究院附属子ど

も発達臨床研究センター学外研究員でもある品川

由香氏に依頼した。

今回、私たちのシンポジウムで得ることのでき

た共通認識は、①依然として知的に遅れがなく、

強い行動上の問題を抱えていない特別なニーズを

持つ子どもには、居場所が限定されている、②特

別支援教育に対して理解不足の教員が存在する、

③特別支援教育コーディネーターの教員の中には

必ずしも特別支援教育に明るくない教員が存在す

る、④保護者支援の難しさと重要性、⑤外部機関

との連携の難しさ、であった。現職の教員は、こ

れらの問題と常に向き合っており、現実的な解決

方法を常に模索しながら教育に携わっている。

土曜教室に来ている子どもたちは、これまでの

特殊教育の枠組みの中でも、また普通教育の枠組

みの中でも支援が受けられなかった子どもたちで

ある。抜きん出て良い成績を取っている子どもで

も、日々「困り感」を抱えている子ども、能力が

高いにもかかわらず、書きの問題を抱えているた

めに学習の遅れが目立ってきている子どももい

る。これらの「〝軽度"発達障害」を持つ子どもた

ちの居場所が、現在の特別支援教育では無いので

はないかというのが、小泉雅彦氏の見解である。

市内の小学校で普通学級の担任をしている伊藤

健太郎氏は、「職員同士が支援しあえる環境作りが

重要」とし、とりわけ特別支援教育コーディネー

ターの教員の役割を強調した。特別支援教育コー

ディネーターは、校内でも発言力と実践力のある、

ある程度のキャリアがあり、担任と同じ立場の教

員がコーディネーターを引き受ける必要がある

と、伊藤氏は考えている。そのため管理職や特別

支援学級担当の教員に特別支援教育コーディネー

ターを任命している現状に対して警鐘を鳴らし

た。子どもの支援を行うに際して、特定の教員一

人が困難な状況を抱え込み八方ふさがりになる状

況は、教員のみならず子どもたちも苦しめること

になる。困ったときに「困った」と言い合える勇

気と職場環境は、子どもの支援において必須とい

えるだろう。私たちの行っている土曜教室の実践

では、特定のスタッフが問題を抱え込まないよう

な仕組みとして、「事前・事後ミーティング」を必

ず行い、スタッフ間で問題の共有化と解決方法を

検討することになっている。これらのやりとりは、

教育現場においても重要なプロセスである。教育

現場では毎回ミーティングすることは難しいが、
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定期的に子どもたちについて話し合う「ケース検

討の場」を設けるということは、支援をより充実

させ、なにより「支援者の支援」にもなる。

保護者支援については、品川氏も指摘していた

が、大きな課題である。保護者自身追い詰められ

ていたり、困難を抱えているケースが多い。この

ような保護者を支援するには、高度な専門的な技

量が求められる。土曜教室においては、スーパー

バイザーやコーディネーターが個別で保護者の話

を聞くことがあるが、主として保護者同士が話を

している間に、今回のパネリストをした齋葉子氏

（市内小学校の教員で「言葉の教室」を担当）が、

「ファシリテーター」としての役割を担っている。

「問題」というのは切羽詰まった状態において語ら

れることが多く、概して保護者が特に問題視して

いない出来事や状況について、話として積極的に

語られることはない。しかし、切羽詰まった状態

で語られる「問題」は、シビアなケースが多いこ

とは容易に想像がつく。私たちがこれまで相談を

受けたケースにおいても、もう少し早く知ってお

けば、状況はもっと改善したと思われるケースも

少なくない。土曜教室では、保護者同士が雑談し

ている中で、我が子の何気ない日常のエピソード

が語られることがある。ファシリテーターの役割

は、そのような日常の何気ないエピソードについ

て、他の保護者と共通な部分や異なる部分を返し

て考えてもらったり、保護者に問い直すことで、

保護者がそれほど問題としていなかった子どもの

問題を事前に明らかにしてゆくことである。保護

者同士が共に考え、自分の経験から子どもを語り、

そしてその子の困っている部分に焦点を当てて話

し合いが進むという、「保護者が別の保護者を支援

してゆく」というピア・カウンセリング的要素こ

そが、保護者支援の重要な側面であり、そのよう

に話を展開するように「ファシリテート（促進す

る）」ことが齋氏の重要な役割である。品川氏は、

複数の大学においてこのような親同士が集まって

「親支援」をやっている場が多く存在するが、ただ

集まって話をしている状態であり、他の保護者の

うまくいっている事例を聞くことによって、それ

を聞いた保護者が「自信を失う場」にもなってい

る、と言う現状を紹介した。親同士が集まっても

非難しあうだけでうまくいかないケースも多いと

して、このファシリテーターの役割の重要性を強

調した。齋氏は実際に自らの学校臨床において、

このような土曜教室のやり方を採用して実践して

いるとのことであった。このような実践を行うこ

とで、保護者がその子どもの困っている部分に焦

点を当てた発言をするようになった、とのことで

ある。

土曜教室では、学生スタッフが活動終了後、保

護者と毎回行っている実践について話し合う機会

を持っている。この場は、他のボランティアでは

得られない貴重な場となっている。保護者とス

タッフが子どものことについて話をし、支援方法

を議論するという場は、学校教育の現場において

もまれであろう。学校教育の現場では、個別の指

導計画を作成し、指導の一定の期間ごとに見直し

をすることになるが、その際に保護者と指導方法

や方針について話し合うことはあるが、毎回の支

援ごとの議論は行わない。学生スタッフにとって

保護者と話し合うことで、保護者との意思疎通や

IEPの目標に対する支援の説明をするというこ

とだけではなく、きわめて教育的な意義も大きい。

現場での支援は、子どもたちだけに行われるので

はなく、保護者に対しても行われる。教員は、子

どもだけ相手にしていればよいという訳ではない

のである。齋氏のようなスキルを急には修得する

のは難しいが、このように保護者のとの関わりを

学生時代から学ぶことの教育的な意義において

も、土曜教室の関わりは貴重である。

外部機関との連携については、教育現場におい

ても現状では積極的に行われているケースは多く

はない。しかし、山下公司氏が校内において教員

にアンケート調査を行った結果、教員の中でも連

携に対するニーズは高く、行いたいが、その接点

がないというジレンマを抱えていることが分かっ

た。土曜教室においては、積極的に学校とのつな

がりを求めて、支援している子どもの学校に赴き、

教員と情報交換している、という実践が紹介され
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た。土曜教室で支援している子どもたち全てが、

このような連携を取っているわけではない。中に

は連携の難しいケースもあったり、学校よりも医

療との連携が必要なケースも存在し、まさにケー

スバイケースである。今回の山下氏の発表で、全

ての教員ではないものの、連携に対しては、現場

は前向きであることが示唆されたことは意義があ

ると考える。

今回指定討論者として依頼した品川由香氏に現

状の特別支援教育と土曜教室の取り組みについて

まとめていただいた。品川氏は教育問題に対して

鋭い切り口で積極的に取材、とりわけ発達障害を

もつ子どもたちや少年院に入院している人たちへ

の取材など「教育弱者」に対する現状を記事にし、

社会に訴えてきた。氏は、特別支援教育の現状を

踏まえた上で、前述した親支援におけるファシリ

テーターの役割の他、土曜教室の持ついくつかの

特色について強調された。一つは、連携の基盤と

なる話し合いの重要性についてである。私たちは、

事前、および事後ミーティングにおいて、その子

の持つ問題を「子どもの視点に立ち」、様々な角度

からスタッフ全員で議論し、支援の方向性を検討

している。「事実についてポジティブに話し合う」

ことの重要性を氏は強調し、このような話し合い

が難しいために連携がうまくいかないのではない

かという指摘であった。また、土曜教室の最大の

特徴は、「人を育てるシステムができている」とい

うことであり、これらが機能的・構造的に働くこ

とで、よりよい支援もできているということで

あった。この点に関して私たちも意識しており、

大学臨床ならではのものであると考えている。そ

して、氏が特に強調していたのがクリエイティブ

とイマジネーションを育てる場としての土曜教室

の役割である。支援を上手く行うためのマニュア

ルには意味が無く、そのマニュアルをいかに個に

応じて柔軟な思考と想像力で作り上げていくかが

教育であると考えると、自ずと支援者育成に対す

る着地点が見えてくる。マニュアルを詰め込むよ

うな大学教育では意味が無く、ハンドメイドで

オーダーメイドの個に応じた教育をいかに創造し

ていくことのできる人材を育成するかが求められ

ているのである。指導マニュアルを多く持ってい

ることが指導者・支援者のスキルを決めるのでは

なく、指導マニュアルを的確に作ることができる

ことこそが、指導者・支援者のスキルを決めてい

るのである。「クリエイティブとイマジネーショ

ン」と言ってしまうのは簡単であるが、当然それ

らの源には「子どもと共に楽しむ」ことができる

という、発達臨床における最低限の資質が無けれ

ばならない。氏はこのことにも触れ、「スタッフが

楽しそうだった」という見学した際のエピソード

に触れ、共感的に関わることの重要性を指摘した。

品川氏は、これらの土曜教室における特徴の他

にも、土曜教室には難しい点も指摘した。教育の

目的は、子どもたちを社会化していくこと、つま

り「知力」「体力」「弾力」をつけて、社会に出て

就労し納税者となることである。社会のルールを

教え、生きるスキルを教える。特別支援教育はま

さにこの生きるスキルを教える場である。土曜教

室はそれを行っているが、土曜教室だけでは駄目

で、学校教育での集団活動の場というものがあっ

てこそである。子どもたちは、土曜教室よりもずっ

と多くの時間を学校で過ごす。やはり学校教育が

ベースとなって支援していくべきである、との考

えであった。

４．〝軽度"発達障害をもつ子どもたちへの

支援から学んだこと

前回のシンポジウムでは、とりわけ品川氏が「土

曜教室のもつ支援者の育成」という教育的なシス

テムを強調して述べていた。第16回大会では、こ

の土曜教室がもつ教育的な側面を踏まえ、北海道

大学で行われている土曜教室で発達臨床に携わっ

ているもの（いたもの）が、「どのようにして支援

者が成長し、学んでいったか」という視点を通し

て、支援の質の向上に必要なものが何かを話し合

うことを目的として設定した。

私たちは子どもたちと接していて、発達臨床は

子どもたちから学ぶことがとても多い、と感じて
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いる。特に基礎研究も行っている私たちは、臨床

から得られる疑問や示唆というものはとても貴重

なものである。本来は「育てるべき」支援者であ

るのかもしれないが、私たちは「互いに学び、互

いに成長する」という臨床の側面をより大事にし

たい。支援者は、共感的な態度を取りつつ、客観

的な観察眼を備え、それらをさりげなく統合させ

ている（村瀬、1996）ものであり、それ以外は被

支援者との違いはないのではないだろうかと思

う。形的には教えたり、教えられたり、という役

割があるようにも思えるが、実際は、その逆もあ

り得る、というのが現実である。支援者の「学び」

は、より優れた支援に繫がる。「支援者の学びと成

長」は、地域において鍵となる実践家を育成する、

という本教育学部の目指す方向性の一翼を担って

いる。土曜教室を大学で行うことの意義とは、こ

の教育的側面にあるとも言える。私たちは、この

シンポジウムで土曜教室における「支援者の学び」

がどのように行われているのかを、土曜教室のシ

ステムとしての側面、学生からの側面、元学生と

して教育現場で働いている者からの側面、そして、

土曜教室から学びを得ている現職の教員、という

複数の視点から「土曜教室に関わることで見えて

きた関わり手のそだち」について議論した。

このシンポジウムの指定討論には、NPO法人

えじそんくらぶ代表の高山恵子氏、および東京都

立梅ヶ丘病院の田中哲氏（元土曜教室スーパーバ

イザー）にお願いした。両氏は、〝軽度"発達障害

をもつ子どもたちへの支援について、豊富な臨床

経験を持ち、また指導者養成にも熱心に取り組ん

でいる。

このシンポジウムにより、土曜教室の持つ教育

的機能の一端が明確になったといえる。土曜教室

は、主に教員養成系の大学が付属として持ってい

る学校の機能、つまり「教育― 臨床― 研究」

の３つの機能を持つと言える。無論これらの機能

は、大学の付属学校のそれとは大きく異なる。し

かし、「理論的・実践的職業人の育成」を北海道大

学教育学部・大学院教育学院が目指すのであれば、

エビデンスに基づいた専門的な臨床支援方法論を

学ぶと共に「実践の感」や「現場の状況」を知る

ことは、現場で勤務する上でも有用であろうと私

たちは考えている。もちろん、現場に立つ教育・

福祉職のみならず、大学院に進学し、教育関連の

専門職、および研究職になろうと考えている学生

にとっても臨床における経験は、研究の幅を広げ、

高度な教育関連専門職の養成をめざす本教育学院

の理念に適うものである。さらに、社会的な貢献

としては、現職教員に対する発達障害をもつ子ど

もたちを支援する臨床フィールドとしての機能も

存在する。現在、現場の教員が４名関わっており、

発達障害に対する実践的な経験を積むと同時に、

スタッフの学生と関わることからも相互に有益な

刺激を受けている。

今回のシンポジウムでは、土曜教室で行われて

いる、指導前後のディスカッションや子どもたち

へ対する見方・考え方が、学校教育現場でも生き

ているということが、長谷川、山下両氏から報告

され、品川氏が指摘していたことを裏付けるもの

となった。

５．土曜教室のもつ意義と限界

本論は、特別支援教育に必要な支援というもの

を土曜教室の実践を通して整理することを目的と

した。特別支援教育に必要な支援とは、共感的な

関わりと子どもを客観的に把握し、創造性をもっ

て関わる、ことであろう。共感的な関わりについ

ては議論の余地はないであろう。品川（2003）も

指摘していたが、「まず求められるのは、共感する

こと」であり、その後に「具体的支援」がある。

まず私たちは率直に己の「未熟さ」を認め、「共に

学ぶ」という姿勢をもつべきであろう。真摯に向

き合い、子どもの世界に浸りきって彼らの世界を

体験する、という経験は、子ども理解への第一歩

であろう。このような経験は、将来、臨床に携わ

る際に重要な働きをするであろう。「子どもを客観

的に把握し、創造性をもって関わる」というのは、

子どもたちを一つの切り口から見ない、というこ

とである。土曜教室では、事前、および事後ミー
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ティングでのディスカッションを重視してきた。

様々な立場の人たちが、それぞれの見方で、一人

の子どもについて話し合う。この行為こそが、子

どもの状態像をより明瞭なものにし、支援の妥当

性や修正点を明らかにしてゆくことになるのであ

る。学生は、こういった仲間同士での議論の他に

も保護者との議論によってもまた、学ぶべきもの

があり、成長してゆく。これらの議論には、当然

正しい答えなど存在しない。各々が、得られた客

観的事実から創造性と想像性を働かせて支援を模

索することが求められる。スーパーバイザーはこ

れらの議論を見守りつつ、誤った方向性に向かう

恐れのある場合には指摘を行い、修正を加えてゆ

く。しかし、あくまでも各々の考えが尊重され、

子どもと関わることになる。

本論では、土曜教室の機能として、特に学生に

対する教育的機能を強調した。しかし、発達に問

題を抱えている子どもたちを支援しているという

難しさを抱えていることも同時に指摘しておくべ

きであろう。土曜教室に来ている子どもの中には、

心理的に難しい問題を抱えている子どもも少なか

らず存在する。もちろん子どもたちに生半可な気

持ちで関わることはできないし、そのような考え

をもっているスタッフは存在しない。皆、真摯に

子どもたちに向き合っている。しかし、関わるス

タッフ全員土曜教室のもつ「限界」について理解

しておく必要がある。基本的に私たちが行ってい

ることには「限界」がある。それは、例えば時間

的な制約であったり、「支援システム」としての限

界、学生という立場における限界、大学という場

の制限などである。発達臨床に関わる際は、当然

その子がもつ問題についての解決を図るのはもち

ろん、その子の成長や発達を可能な限り保証して

いかなければならない。そのため「教育的要素が

心理療法の中に必要となってくる」（村瀬、1996）。

我々は心理療法を行うことを目的としていない

が、それらの考えを十分に取り入れ、子どもの成

長発達に必要な教育的な実践的方法論を採りつ

つ、発達臨床に携わっている。発達途上の子ども

たちの臨床には、このような考え方が重要となろ

う。特に土曜教室には、教育学を専攻している学

生が多くスタッフとして学びに来ている。土曜教

室で IEPに基づいた支援を目指している。この

IEPには契約的な側面があり、保護者に対する支

援計画の説明と同意（インフォームド・コンセン

ト）と教育成果の検討と報告（アカウンタビリ

ティ）が求められる（片桐、室橋、2008）。私たち

は、保護者に対して事前に支援計画について話し

合いをし、また毎回の指導が終わった後に、それ

ぞれ行ったことを保護者に説明し、話し合いを重

ねている。支援計画の設定こそが、子どもたち一

人ひとりに対する支援の goalであり、また limit

でもある。この IEPの考え方は、臨床における支

援においても、また教育的な側面においても重要

なものである。私たちは子どもたちに対して「何

ができ、どこまでできるか」ということについて

より理解すると共に、IEPを通して支援の枠組み

を明確にして保護者や子どもたちと向き合わなけ

ればならない。

６．ま と め

北大土曜教室は、発達の問題や学習の困難さを

抱える子どもたち、またその保護者に対しての支

援の場という機能のほか、発達臨床研究の場でも

あり、また学部生・院生の教育の場でもある。臨

床には明確な答えや方法論は存在せず、日々学生

は悩みつつもスーパーバイザーや現職の教員から

アドバイスを受け、子どもたちと向き合っている。

IEPの作成に関しては専門的な知識も求められ

るが、学生は的確なアドバイスを受けて、子ども

たちの指導・支援方法を考えている。支援計画の

修正については、各回のミーティングにおいて議

論を行い、その都度修正を行っている。保護者に

対しては、個別に話し合う機会を設けたり、また

保護者同士の会話の中に現職の教員がファシリ

テーターとして関与することで、問題の把握や理

解を促すような支援体制をとっている。保護者に

は、毎回支援の内容についての報告が担当者から

なされ、議論が行われる。保護者の意見なども参
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考にしながら、保護者と共に支援を考えてゆくの

である。

さて、これまでのシンポジウムの内容を通して、

特別支援教育に必要な支援とは何であろうか。共

通して話題にのぼっていたキーワードは〝話し合

い"と〝学び"である。

特別支援教育には、唯一絶対のマニュアルなど

存在しない。子どもの個々の特性を見極め、子ど

もにとって今必要なものを的確なタイミングと方

法によって支えることが求められるが、そう簡単

ではない。そのため、どのような支援が必要なの

かを議論をし、また行動観察や心理検査などのア

セスメントを行いながら、実態の把握に務めるこ

と求められる。子どもを取り巻く人たちが、子ど

もの視点に立ち、建設的な議論を行うことで、問

題を少しずつ解決してゆく、というプロセスは教

育現場にとっても共通しているだろう。品川氏は、

この〝話し合い"こそが連携の基盤となると指摘

したが、連携のみならず、子どもたちを指導・支

援する教員を孤立させないという点においても、

重要な側面である。

特別支援教育は、始まったばかりである。そう

いう意味では現場の教員も試行錯誤をしつつ、子

どもの支援を考えている。山下氏のように実践経

験をより修得するために土曜教室に関わる教員は

実際稀で、多くの教員はわずかな期間机上の上で

の研修を余儀なくされ、専門的な実践力を修得す

る〝学び"の機会が多くはない。これらを解決す

る方法として、一つは大学教育の充実であり、も

う一つは、卒後教育の充実であろう。大学教育の

充実は、大学としては急務である。近年、特別支

援教育の講義が特別支援学校教諭免許を出してい

ない大学においても開設されるようになってきた

が、基礎免許を取得する際、カリキュラム上は必

履修とはなっていない。特別支援教育は通常の学

級にも及び、通常学級の先生は関係ないという時

代ではない。もちろん、特別支援教育の講義を受

けたからといって、専門的知識を習得することが

できたとは言い難い。当然、講義で受けた知識を

足がかりに自発的な研鑽が各学生に求められてい

る、というのが実態であろう。土曜教室は、教育

学部の中で行われているが、他学部、さらに他大

学から学びを求めて来る学生も存在する。これら

の学生に対して、〝学び"の場としての土曜教室は

貴重な存在であり、特別支援教育の人材育成に果

たす役割は大きいと考える。とりわけ、実際に関

わった子どもたちを通して IEPやアセスメント

を学ぶ機会は、講義では限界であり、土曜教室が

もつ教育的側面の優れた特徴であると言えるだろ

う。卒後教育についてであるが、学校教員など教

育職をはじめ、児童相談所など福祉職に就く人た

ちは、研修の機会が設けられている。しかし、こ

の研修の機会も十分かと言えば決してそうではな

いだろう。現場での実践から学び取ることで、教

員も成長してゆくことを考えると、やはり現場の

実践について専門的な側面から支える体制が必要

であるかもしれない。参考になる一つの試みとし

て、日本LD学会、並びに特別支援教育士資格認定

協会が、LD・ADHD等のアセスメントと指導に関

する専門の資格として「特別支援教育士（Special
 

Educational Needs Specialist；SENS）」の認定

を行っている。北大土曜教室には、特別支援教育

士、特別支援教育士スーパーバイザーの認定を受

けたものが３名いる。これらの専門家の下で、教

育を受けた学生の成長は目を見張るものがある。

学校現場においても、指導的な立場にいるものが

専門性を養い、新たな専門家を現場で育成するこ

とで、特別支援教育を支えてゆくことができると

考える。

私たちは、土曜教室を子どもたちの安らぎの場

であって欲しいと願い、学生たちは熱意と情熱を

もって子どもたちと関わっている。的確な指導を

目指すため、子どもたちを多角的に捉えるよう心

がけ、アセスメントの結果を IEPなどに反映さ

せ、毎回の指導について見直しを行い、子どもた

ちのありのままを捉えるために議論を重ねてい

る。これらのことは、土曜教室の支援に限ったこ

とではなく、人と関わる職種― 教育や医療、福

祉全般に言えることであるかもしれない。重要な

ことというのは、ごくありふれた当たり前のこと
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であろうが、その当たり前のことを行うのは決し

て簡単なことではなく、とても労力のいる、また

勇気がいる大変なことなのであろう。
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