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１．はじめに

本論文は、第16回日本LD学会の自主シンポジ

ウム「軽度発達障害を持つ子どもたちへの支援か

ら学んだこと―土曜教室に関わることで見えてき

た関わり手のそだち―」の話題提供の内容を再構

成し、加筆したものである。私の話題提供のテー

マは「現役学生の学びの場としての土曜教室につ

いて」である。内容は大きく２つに分けられる。

１つは学生にとって土曜教室はどのような構造で

あり、どのような学びを提供できていて、課題は

何であるかといった、土曜教室そのもの関しての

考察であり、もう１つは１人の学生である筆者が、

実際に土曜教室でどのようなことを学んだのかと

いうことに関して述べたものである。

２．（学生から見た）土曜教室という場

北大土曜教室（以下、「土曜教室」と表記する）

は大学内で、主に３年生を対象として「発達障害
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本論文は、自分自身がスタッフとして関わる土曜教室という場に関して、そして関わり手としての自

分自身における学びに関して、１人の学生の立場から論考したものである。前者に関しては、場や人的

資源の有限性という面はあるものの、専門家によるスーパーヴァイズや１人の子どもを様々な立場の複

数のスタッフが担当する点など、学びの質を高める構造が存在していることが明らかになった。また後

者に関しては、子どもや保護者の「困り感」に向き合い、その言動の背景を絶えず問い直す姿勢が大切

であることや、学ぶということは時に自分の価値観を問い直すことも必要となり、単に理論としての言

葉としてではなく、それに関わりの中で学んだことや経験したことを加え、自分の「語れる言葉」とし

て再獲得することであると考えた。
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援助実習」という位置づけをされているだけでな

く、院生や社会人を含めた４年生以上にとっては

ボランティアという形で参加している「土曜教室」

という二つの顔を持っている。

特に学部生にとって「土曜教室」は、一定期間

（実習自体は１年で終了するが、多くのスタッフは

それ以降の期間はボランティアとして担当するこ

とが多い）様々な課題を抱えた子どもに実際に関

わりながら、理論と実践とを結びつけることがで

きる場であるが、このような場はなかなか存在し

ない。例えば、教育実習は、将来的に学校教育に

携わる学生にとっては大切な経験となるし、その

意義は非常に大きいが、学校という限定された場

での経験で、期限も短いという面がある。そういっ

た点からも、「土曜教室」は貴重な学びの場となっ

ているのではないか。また、それに加えて、「土曜

教室」の意義としては、以下の３つの点が挙げら

れるだろう。

まずは「専門的な視点からのスーパーヴァイズ

を受けられること」である。「土曜教室」では、グ

ループで作成した課題を吟味するための事前ミー

ティングと、その振り返りのための事後ミーティ

ングを、時間をかけ行っている。また、前期（９

月）・後期（３月）末それぞれの子どもに、個別の

学習支援計画（IEP）を作成し、半年間をしっかり

振り返ることができる。そこでは先生方や他のス

タッフからの意見を基にした議論が行われ、多く

の示唆を受けることができる。ここには、支援者

が学んでいくためのしっかりとした「PDCA

（Plan-Do-Check-Act）サイクル」の仕組み（図１）

が存在しており、そのことが学びの質を高めてい

る一因と考えられる。

次に指摘すべきは「様々な立場の人が関わり、

１人の子どもを複数のスタッフで担当しているこ

と」である。参加している学生は心理学という枠

にとらわれず、幅広い興味関心を持った人々が関

わっていることに加え、教員や児童相談所職員な

ども参加しており、課題を作る際などには、各々

の立場・視点から議論が展開されるため、関わり

や教材の質を高めることが可能になっている。ま

た、年度が始まったばかりの実習生にとっては、

子どもとの関わりや課題作成に不安を感じたりす

ることがある。「土曜教室」ではその子どもを複数

（グループ）で担当しているために、以前から見て

いる先輩スタッフやTAが相談相手となったり、

フォローをすることも容易になるという利点が考

えられる。逆に、先輩スタッフの側としても、実

習生が提供する見方や情報は、その担当児を長年

見てきて「凝り固まって」しまいがちな部分を、

子どもに対する姿勢を改めて問い直すことにもつ

ながるのではないかと考えている。そういった意

味で、「スタッフ間での学び」も大きな意味をもつ

のではないだろうか。

最後の３つ目は、「担当スタッフが子どもに対し

て思い入れられる場であること」である。私がそ

の際に注目したいのは、まるで担当する子どもを

我が子のことかのように語るスタッフの様子であ

る。先にも述べたように「発達障害援助実習」は

図1「土曜教室」における PDCAサイクル
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１年間という期間で終了するが、実習生の大部分

は次年度も、今度は「土曜教室のボランティアス

タッフ」として参加を継続している。この背景に

は、やはり土曜教室の場の構造が関係しているの

ではないかと考える。つまり、土曜教室ではお泊

り会やクリスマス会などの行事や、普段の関わり

といった様々な経験を、担当する子どもたちやそ

の親、他のスタッフと共有することによって得て

いくさまざまな「愛着」を獲得でき、学びに対す

るモチベーションを高めていける構造を内包して

いると考えられるのである。

３．子どもや親と関わることでの学び

私が子どもに関わる際に心がけているのは、子

どもの抱えている「困り感」にしっかりと向き合

うことである。この「困り感」という用語は佐藤

（2007）が定義する「嫌な思いや苦しい思いをしな

がらも、それを自分だけではうまく解決できず、

どうしてよいかわからないでいるときに、本人が

抱く感覚」というものに依拠している。

土曜教室に来ている子どもたちは、学校での学

習や日常生活で、何らかの「困り感」や違和感、

辛さを抱えているのだと考えられる。例えば、「漢

字が練習してもうまく書けるようにならない」、

「友達とうまく関わることができない自分は変な

奴かもしれない」、「学校では怒られてばかりでつ

まらない」、「自分はダメな奴なんだ」……。これ

らは全て、私が子どもから聞いた言葉である。時

に、その言葉の重さに自分自身が返す言葉が見つ

からず、ただ頷き、耳を傾けることが精一杯にな

ることもある。しかしまずは、子どもの持ってい

る「困り感」に対して共感をしながら、寄り添う

姿勢が必要であると考えている。その上で、子ど

もが自ら求めるニーズ、行動観察や知能検査など

のアセスメント、保護者からの学校や家庭での話

などを土台にして、支援ということを、そしてそ

のための手立てを考えていくことが大切だと考え

ている。

その際に、子どもの言動に対し、絶えず「なぜ」

という問いを立てることも必要ではないだろう

か。私は子どもの支援を手助けするためには、で

きる限り子どもの持っている「内面世界」に近づ

く努力が必要だと考えている。佐藤学（2000）は

訳書の序文で、Schonの考えを用い、「『状況との

対話』を展開しているだけではなく、それと併行

して『自己との対話』を展開している」という「反

省的実践家」の概念を出しているが、まさに、子

どもと関わる際には、目の前の子どもの姿や言動

の意味を自分の中で咀嚼し、絶えず自分の実践の

在り方を問い直す姿勢を持つことが求められてい

るのではないだろうか。子どもの支援の仕方に正

解というものは存在しない。しかし、子どもの言

動の背景にある可能性をできるだけ考えてみて、

自分の関わり方の引き出しを増やすことは、大き

な学びの意味を持つだろう。

親との関わりにおける学びに関しても、スタッ

フから土曜教室で子どもとの関わりの中で見えて

きたことや考えたことを親に伝え、逆に親からは

子どもの学校や家庭で見せる普段の姿を伺い、お

互いに情報交換することで、多面的に子どもを理

解することにつながる点にあるのではないだろう

か。保護者の方々は、「土曜教室」の学生スタッフ

に対して、子どもや学校、家庭などに関して日々

感じていることや悩んでいることを語ってくださ

る。このような、学生が社会に出た後には、利害

関係が絡んできてなかなか聞くことができない、

親の思いを聞けることは、大きな学びにつながる

と感じている。

加えて「子どもと関わることの半分（もしくは

それ以上）は、その家族との関わりを意味するの

ではないかということを最近は強く思っている。

自明のことかもしれないが、家族はその子どもに

とって一番の支えであり、子どもが「困り感」を

抱いているということは、家族はその「困り感」

に対して日々悪戦苦闘していることを意味してい

る。であるならば、学生や院生という立場である

ことは承知の上で、保護者に対しての労いを示す

ことが必要であろうし、共にその子どもの発達に

関わるパートナーであるという自覚と責任感が求
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められるのではないかと考えている。

４．一学生として、土曜教室で学んだこと

まずは、子どもを多面的に見ることの大切さで

ある。先に述べたように、「土曜教室」には、多種

多様な背景や立場を持った人が参加していて、一

人の子どもに対して複数のスタッフがグループを

組んで支援を考えており、事前・事後ミーティン

グやそれぞれのグループでのミーティング、年２

回行われる IEPの検討会などでスーパーヴァイ

ズが行われているために「Plan-Do-Check-Act」の

サイクルが確立していることが、学びの質を高め

ていると考えられる。このことを最も実感するの

は、事後ミーティングの時である。個人として・

グループとして、その日の課題や関わりを振り返

るのであるが、他の子どもの担当スタッフが、そ

の関わりや子どもの様子を観察してくれているた

め、関わっている側としては気付かなかった点を

指摘してくれる。そのような指摘は、子どもを多

面的に見て・考える際には非常に大切であるが、

逆に言えばこれを可能にしているのは「土曜教室」

の場の構造なのだということは強調しておきた

い。

２点目として、今まで持っていた自分の価値観

の「揺らぎ」がある。私は土曜教室に関わるよう

になり２年半になるが、以前はあまり考えること

のなかった「普通」や「当たり前」という概念に

ついて考えるようになった。このことの前提とな

るのは、軽度発達障害の特性であるが、大雑把に

言ってしまえば「見た目では何も問題が無いよう

な子どもたち」であるということである。私自身

の回想になり申し訳ないが、学部３年時、初めて

参加した土曜教室で持った感想は「どうしてこん

な普通の子どもたちがわざわざ来ているんだろ

う？ そんなに困難を抱えているようには見えな

いのだけど……」というものであった。知能で言

えば非常に優れている子どもであったり、非常に

他の子どもやスタッフに気遣いができる子どもで

あったり。しかし、ある部分において「困り感」

を抱えている。そういう子どもたちを見ていると、

「当たり前とは何だろうか？」、「障害とは何だろう

か？」という問いを私たちに与えているような気

がしてならないのである。私は、「土曜教室」のスー

パーヴァイザーでもある室橋（2006）が指摘して

いるように「LDやAD/HDなどの発達障害を持

つ子どもたちは、その鋭い感覚のゆえに社会に内

在する問題をいち早く具現化してしまい、周りか

ら非難され、排斥されるという結果を生み出して

いるように見える」が、視点を変えて「彼らが社

会の問題をいち早く感知する存在でありうること

にも注目すべき」だと考える。

そして、子どもに向かい合うということには、

絶えず「自分の生き方や哲学・価値観を問い直

す」＝「自分自身に真摯に向かい合うこと」が求め

られるのではないだろうか。

最後に、「土曜教室」における支援の限界に関し

て述べる。今までに述べてきた内容を振り返って

みると、土曜教室の場に関しての長所を述べた部

分が多かったと思われるが、もちろんそれだけで

はない。当然のことながら、課題も多く抱えてい

る。

まず、土曜教室は学校などとは異なり、定期的

ではあるが２週間に１回、年間であれば10回ほど

の活動である。そのため、どのようなことに対し

ても支援ができるというわけではなく、子どもが

抱えている「困り感」にタイムリーに対応するこ

ともなかなか難しいのが現状である。人的資源に

関しても、学生や院生は授業やその他の課外活動、

有職者は仕事を抱えているため、いつでもミー

ティングを開いたりすることは困難であり、課題

づくりなども時間が限られた中での試行錯誤であ

ることは否めない。加えて、学生・院生は卒業・

進学、その他の理由で土曜教室を離れなくてはい

けない場合も出てくる。そのようなことを考えて

いくと場や人的資源に関しては「有限」なのであ

る。

一方、「困り感」を抱えている子どもにとっては、

支援は「土曜教室」を含め、ずっと必要なもので

ある。今年度から本格的に始動した特別支援教育
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の理念の中では、「その子どもの特性に応じた支援

を一貫した形で進めていくこと」の大切さが説か

れているが、学校段階はもちろんのこと、近年に

なって表面化してきている就労や地域での生活の

問題も視野に入れなくてはいけないことは明らか

である。

５．おわりに

このシンポジウムが終わった後、指定討論をし

ていただいた先生との会話の中で、出てきた一言

が忘れられない。それは、「学生が学ぶべきことの

１つは、子どもや保護者に対して語るための、自

分の言葉を獲得することではないか」という言葉

である。

そこで、私はふと気付かされた。つまり、子ど

もや保護者に向かい合うときに、専門家や実践者

が使っている言葉を鵜呑みにして使うのではな

く、その言葉に自分が子どもや保護者や他のス

タッフとの学びの中で獲得していった経験や思い

を加え、自分の中に引き取って、嚙み砕き、自分

の「語れる言葉」として再獲得していく過程が学

びなのである。そして、その「語れる言葉」を磨

いていくためにも、「土曜教室」での学びをこれか

らも続けていきたいと考えている。
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