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地域啓発セミナー 第３弾

発達障害支援セミナー

安心して暮らせる地域を創るために

日時：平成２２年２月６日（土）１３：０１～１６：３１

場所：東予地方局 ７階大会議室

主催：愛媛県（東予地方局、愛媛県発達障害支援センター「あい・ゆう」）

西条市障がい（児）者相談支援センター「星の里」

後援：西条市、西条市教育委員会

第１部 講演 「共に輝いていきる」 のらねこ学かん 館長 塩見志麻子

第２部 トークセッション

保 健 櫛部 隆子（西条市中央保健センター 母子保健係長）

療 育 藤田美智子（西条市児童デイサービス かがやき園 主任指導員）

日浅真由美（西条市社協児童デイサービスセンター ひまわり 管理者）

保 護 者 山田てるみ（レイルネットワーク 副代表・愛媛県自閉症教会西条地区長）

教 育 河合佳八子（西条市立橘小学校 教諭）

永井 克征（西条市立西条北中学校 校長）

助 言 者 安藤 宏幸（西条市教育委員会学校教育課 課長）

司会進行 長尾 秀夫（愛媛大学教育学部 教授）

概要:

13:03～13:08 開会あいさつ及び発達障害の概要 森本武彦 愛媛県発達障害支援センター長

○早くから対応できれば

・発達障害 成人の方の相談も増えている。有名な大学を卒業しイケメンなのに、就職して、仕事の

段取りや失敗したときにうまく謝れない。社会性に・・・。小さい頃から、そんなことがあった。

・ふつうに話が出来、勉強も出来、外からはなかなか気づきにくい。社会性の面から、場の雰囲気を

読んで微妙な判断が出来ない。

・早くから対応していれば、より良い状態になれた可能性がある。

○支援するには体制が重要

・支援するにはサポートする体制が重要。

・でも、今は財政も厳しいので、今ある施設や制度を活用していく。

学校は、教育は出来るが、薬や治療は出来ない。

病院は、薬や治療は出来るが、教育は出来ない。

・セミナーでは、地域で関われている方、活躍している方にシンポジストになっていただき、人間関

係、ネットワークを作ってもらう機会としたく、このような形でセミナーを行っている。

13:09～14:29 第１部 講演 「共に輝いていきる」 のらねこ学かん 館長 塩見志麻子

・小松町に在住。養護学校の子供たちに憩える場をと、退職金を使って「場」を作った。
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○早く旅立たねばと思っていたが、子どもの優しさに・・・

・７４歳。教員だったので教職員の年金をもらっているので、申し訳なく、早く旅立たねばと思って

いる。

・金曜の１９時半頃から子供たちが集まり、２１時半頃までのらねこ学かんにいる。最後にマッサー

ジをするのですが、私に２０歳のダウン症の子がマッサージをしてくれた。

私：「どうしてマッサージしてくれるの？」

彼：「私といっしょだけ生きてほしいから」と天井を見上げた。

私：「先生は早く死んだ方がええと思うとったけど、もう少し生きた方がええかなぇ・・・」

私はこの子のような優しさを持ち合わせていない。

○お婆ちゃんからの手紙

・私は、４人の子供を持ち、障害のない集団登校の出来る子だった。

・私の経験を生かせるのではと、学校に２５年勤め、養護学校に行かせてもらった。

・今治の養護学校にいたとき中学の３年間を過ごした子のおばあちゃんから手紙が

来た。私は月給をもらっての中学の３年間なのに。

・「家族仲良く生きていかねばならないことを、あなたに教えてもらいました」と。

○５７歳の時に家族会議

・５７歳の時、養護学校の子どもは３２０人を超えていた。一生かかっても文字も書けない子。家族

のため、友達のために１円のお金も稼げない子。そんな子に「あなたは大事なんだ」と言うことを

伝えるために、３６５日のうちの３２０日間、１日に一人ずつ訪ねて、楽しい話をし、母さんに楽

しいことがあることを、そういう子どもがいることを忘れる２時間を持ってもらいたい。

・そんな思いを家族会議にかけた。

私：「仕事を辞めたい」

家族：「辞めてどうするの？」

・計算してみると、３７年間働いてきたことに、愛媛県は３，０００万円の退職金をくれる。このお

金の使い方を、みんなで決めて欲しい、子ども達に決めて欲しい。

・二人の女の子に、同じ家で同じものを食べていても、違う。

姉：「大学にも行かせてもらい、母さんのお金なんだから１円もいらん」 ← 自分の子育て

に、間違いはないと思った。

私：「あんたも大学は卒業した。あんたはこの３，０００万円が欲しいと思うか」

妹：「姉は大学まで出て、仕事がある。私には仕事がない。３，０００万円なら、うちは１，

５００万円。１，５００万円もろうたら、母さんの老後の面倒は私がみないかんかなぁ」

私：「まぁ、そうかなぁ」

私：「それで、父さんはどうしたいと思いますか？」 夫はちゃんとわかっていました。

夫：「どうせお前は３，０００万円の使い方を決めとるやろ」

私：「３２０人にあまった養護学校の子ども達を、１日一人ずつ廻るにしても車も免許もない。

旅費や、子どもの欲しいものを買って、愛媛中を廻るお婆ちゃんにさして下さい。あとの半

分の人生をこうやって生きていきたい」

姉：「母さんのしたいことしたらええよ」
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妹：「間もなく足が動かなくなる。目が見えなくなる。四国中央市までＪＲで行けなくなる。

ここに１２０坪の畑がある。農業をやってもええ。３，０００万円で家を建て、２４時間使

えるようにしといたら、障害を持つ子が、死にたいと思う親が来たいと思える場を創ったら

ええが」

夫：「いけん言うても、お前はするやろ」 ← そういう優しさがある夫です。死んだ今だか

ら言える。

○一人で背負い込んだら出来ない

・家とのらねこ学かんの間を廊下で繋ごうと思ったら、良い大工さんに巡り会え

た。

・家族はみんなそれぞれ違う。それを廊下で家と繋ぐと、２４時間家族もいつも

ピリピリしとらないかん。少し小さくして、冷暖房付きにしたら良いものが出

来た。

・一人で背負い込んだら出来ない。みんなの力を、みんなに助けてもらえば出来

る。

・西条を守るのは、西条の人でなければいけない。国は箱物ばかりを造り、大きな借金を全ての国民

に背負わせている。

○ある深夜の電話

・松山へ話しに行った。帰り際に、小学１年生の男の子の親が、泣きながら「名刺を下さい」。母子

家庭でした。

・夜中の２時に電話がかかってきた。

母親：「子どもがインフルエンザに罹り、４０度以上の熱。病院へ連れて行きたいが、タクシ

ーを呼ぶお金がない。この子を助けたい。どうしたらいいか教えてください」

私：「救急車を呼びなさい」

・３時頃に電話

母親：「帰りのタクシー代がありません」

私：「そこの事務の方に、電話に出てもらいなさい」

事務の方：「この子の後ろに、救急治療を待っている大勢の子ども達がいます。お手伝いする

余裕がありません」

私：お母さんに、「家まで歩いたら、どれぐらいかかるの」

母親：「私だけなら２５分くらい・・・」

私：「子どもをあなたが背負って帰りなさい。母さんは僕を背負って夜に家まで帰ってくれた。

それを知っている子は、あなたを守ります」

・３時３０分頃に電話

母親：「家に無事帰れました。途中、４回休みました」

○自殺者３万３千人の国

・年間３万３千人の自殺者。３万２千人の無縁者、餓死。誰にも守ってもらえずに死んでいく人がい

る日本で、どのように輝いて生きていけますか。
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・（親の虐待で死んだ岡本海渡君）かいと君 どうやったらこういう子を救えるか。近所のおじさん

に「（親に）いじめられてないか」と問われると、その子は「お父さんは優しい。いじめられてい

ません」。そう答えた。そんな中、どうやっていじめられている子を救えるか。

○貧乏

・私らは戦後の貧乏を体験しとるから、貧乏なんて怖くない。私の家には紙があったことがない。ト

イレの紙は「すわぶき」の葉でした。固そうな葉ですが、２枚重ねても破れていつも失敗する。

・私の家のまわりには「すわぶき」を植えている。毎日、すわぶきを見ながら「お前ほど、私を裏切

った葉っぱはないねぇ」と、その当時を忘れないようにしている。

・あの子はどうだ、うちの子はこうだと、世間体ばかりを気にして生きていくより・・。

・暮れの２７日の日に、４歳の子を連れてのらねこ学かんに来た。

親：「正月を迎えられません。正月料理を食べさせてやるお金がありません」

私：「身内は？」

親：「父も母も死にました。３人兄弟で兄は学校を出ている。お金を貸してよと兄に頼んだら、

『離婚して恥をかかされた。お前に貸す金は１円もない。お前が住んどる家は親が残してく

れたもんや。家を売って兄弟で分ける。正月過ぎたら出て行け』。姉に頼んだら、『私は嫁に

出た身分だから、自分で自由に出来るお金なんて無い』。自分は死ぬしかないと思った。４

歳の子に馬乗りになって、首に手をかけ絞めようとした時に、『僕、まだしたいことがある』

と言われ、我に戻った」

・子育て支援センターで「命って何だろう」の私の話を聞いたことがあり、私のところに電話をして

くれた。

私：「アンタと私は他人だから、お金を貸してあげると、今度、死にたいと思った時、うちに

は来られなくなるでしょ。あなたが通る道にお金を捨てておくから、拾って帰りなさい。落

とし物は警察に届けなければならないけれど、持ち主がわかっていて、捨てたものを拾うの

は警察に届けなくていい」

親：「人はいろいろですね」

・近かったらやりようは色々ある。しかし、松山のように遠かったら、電話しかできない。

・私に、ここで何が出来るか。自分の心に自問自答していけば、出来る事がいっぱいある。

・愛媛県の全ての市町に、のらねこ学かんを創りたい。

・愛媛県の年間の自殺者は４２０人。徳島県は６人。こんな全国一自殺者の多い愛媛県で、この町で

共に輝いていきるには・・

○「のらねこ学かん」の名付け

・３，０００万円で小さな体育館を建てたとき、名付けてもらいたい人がいた。

・４人の子どもを授かり。２番目の長男。白血病で死にました。

・白血病は体中が痛く、髄液を大きな注射器で針を打ち、抜くしか方法がない。

・その時の主治医、４０歳になったばかりの先生が、骨髄から髄液を大きな注射器で抜く時に、痛が

る長男が「もっと上手に注射してくれ」と。「ごめんよ。ごめんよ。僕はこの注射の経験が少なく

て上手に出来んでごめんよ」と言ってくれた。

・長男の初七日がすみ、日赤病院へお礼に行ったら、先生はいなかった。もう少し小児がんの研究を
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したいと、病院を辞め、アメリカに渡った。私の子が、そんな事を、先生にさせたと思った。

・あの優しい先生なら、どういう名前をつけてくれるだろう。

・東京のがんセンターを訪ねた。偉い先生になっていた。

先生：「私には女の子一人しかいない。小学校四年で不登校になった。ワシはこれでも小児が

んの権威だと思っとる。しかし、自分の子が引きこもりになった時、誰にも知られないよう

にと隠した。カウンセリングもし薬も与えた。一年引きこもっても学校に行かなかった」

・４年生から５年生になり梅雨が来て、初めて娘が母さんに言った。

娘：「夜なら誰もいないので、コンビニに買い物に行きたい」

先生：「お前が甘やかしたから、そうなった。夜中に娘を一人で出すな！」

母さん：母さんは負けなかった。 「学校に行けなくなり、今日、コンビニに行きたい言うて

る。コンビニは近いから一人で行ける。行かしてやって」

・玄関を出たところで、野良猫の赤ちゃんがいた。

娘：スカートにずぶ濡れになった野良猫を抱いて、「猫を飼って」。

先生：「猫にはこういう病気があって、こういう○○とかでダメだ。アトピーもアレルギーも

何でも猫から来る」。

母さん：母さんは負けていなかった。「お父さん、この子が今日初めて自分から言っているの

だから、飼ってやりましょう」

先生：「お前が甘いから。条件がある。お前への部屋だけで飼え！」

・娘が部屋で、猫に話しかけていた。

娘：「父さんは医者で、私は一人っ子で、私を医者にしようとしている。でも、私がしたいの

はピアノなの。なのに、父さんも母さんも私を医者にしようと勉強ばかりさせる。あなたは

どう思う？」

・このとき、この子の芽を摘んだのは親だった。友達や先生とのいざこざは小さな事だった。

・この子の素晴らしさを見つけ、褒めてやれば、どのような子であろうと、自閉症であろうと、この

５本の指で、この足で、この言葉で、その子の良いところを。

・神様は、みんなに１２０の才能を与えてくれている。その才能をどれだけ見つけて輝けるか、それ

が一番大切なことなのに、一番ダメなのがお父さん。ワシに出来る事は何ぞ！ 仕事ばかりで、子

育てに関わりを持っていない。

・お母さんは迷いながら、「これでええのかなぁ、ええのかなあ」と子育てしている。そんな時、父

さんの「大変やなぁ」の一言でいいのです。「お前が甘いから」ではなく、「俺が子育てせんからや

った。ごめんな」と。

・緑の葉の下には、赤い人参がある。医学を志すもの、研究に研究を重ねなければいけないと思って

いた。自分の子育てが間違っていることを知った、気付いた。

・「愛の家」を創った。難病の子どもの治療のため、東京に来た時、親の泊まるところがない。ホテ

ルに長期泊まったらお金が沢山いる。

先生：猫も犬も、この世に不要なものなんて何一つ無い。文字が書けなくても、勉強が出来な

くてもいい。「のらねこ園」にしてくれませんか。

・新幹線に乗って帰る時、夫と話した。「のらねこ園」「のらねこ園」

私：「人間と動物の違いは何かなぁ」

夫：「人間は学び続けるなぁ」
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・「のらねこ学えん」「のらねこ学えん」「のらねこ学館」「のらねこ学かん」が出来ました。「学」な

ら子ども達も読める。

・一人の力なんて小さい。隣の人と協力しながらすれば、どんなに素晴らしい事が出来ることでしょ

う。

○中学２年生からの手紙

・今日初めて人の話を心で聴いた。先生や友達と話をする時でさえ、仮面で話をしていました。先生

の話を聴き、変わろうと思いました。先生に仮面を壊され、人の心のわかる人となり、この町で生

きていきたい。心がいっぱいになって、ずっと涙が止まりませんでした。本当に自分の心を見つけ

ることが出来ました。「人間って何だ。生きるって何だ」それをテーマに、裸の心で生きていくこ

とを誓います。その光るものが何かを、それをテーマに生きていきます。

・全ては家族に始まり、家族に終わる。みんなで裸になって話し合えば、家族が、地域が・・・。隣

の独居老人を一人で死なせることなんて無くなる。

・中学２年 女友達に学校帰りに呼び出され、いじめられる。その女の子に「泣くなよ。先生にばれ

るから」と。それから学校に行くのが怖くなり、引きこもりになり、人間不信になり、夜も寝られ

なくなった。なので、精神安定剤や睡眠薬まで母さんは飲ませるようになった。

・「死にたい」と母さんに言ったら、「私を殺してから死になさい。私は、あんたが宝だから、あんた

を先に死なせん」。この時、ただのきれい事でこんな事を言えない、母さんの思いがわかった。父さ

ん母さんがいて、今の私がいます。

○自殺者の８割は男性

・どうして自殺者の８割まで、男が死ぬか、単独死するのか。

・女は、死ぬ時に救いを求める「勇気」があるから。

○叱ってくれる大人がいること

・小学校 使い走り、ものを壊され、水洗トイレの水を飲まされ、学校で泣かない日はなかった。家

に帰ると勉強の出来る兄弟がいて、僕を馬鹿にする。この事を、両親にも誰にも言うことが出来ず、

「自殺」が夢にまで出るようになった。今日、先生の話を聴き、本当に叱ってくれる先生がいるこ

とを知り、もっと速く知っていたら、小学校から中学校までの９年間をもっと楽しく暮らせたので

は。この世の中には、いじめを叱ってくれる大人がいることを知りました。しんどくても、僕のよ

うな子ども達に「大丈夫だよ。信じて」と言ってください。

・私が３７年間教員として働き、給料が毎年上がり、良い国になると思っていたのに、それがこの様

な状況です。

○神経症の女の子

・神経症の松山の女の子。机の上にアグラをかいて座る。短いスカートをはき、パンツが見えそう。

「潔癖症なので、人が座ったところに座れない」と母さんが教えてくれた。

娘：「私がこういう病気になったのは、アンタの育て方が悪いからよね。そう先生に謝って！」
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母さん：母さんは、土下座をして、あやまった。

私：おかしいと思った。「父さんはどこにおる？」。のらねこ学かんの入り口のところに立ち、

外を見ていた。「アンタは何しに来た？」

父さん：「母さんが行くから言うけん、乗せてきた」

私：「産んでくれた親に、育ててくれた親に、何を言いよる」と叱るのが、父さんの役割でし

ょう。

父さん：ワシは子育てに関わっておりませんから。母さんから、「父さんは黙っといて。アン

タは仕事だけしといたらいいのよ」と言われる。

私：家族って何だ、夫婦って何だ、それを考えて欲しいと思った。

・こんな馬鹿な私でもやった「朝は嘘のない顔」。父さん顔色が悪いよ。昨日飲み過ぎた？パチンコ

負けた？ 朝ご飯はみんなで食べることで健康を守ろうと思った。

・もうひとつ、苦しみも楽しみも、家族で共有しようと思った。

○小学３年生で死んだうちの子

・うちの子は小学３年生の時にプールで死にました。白血病で長男を亡くし、二人の子どもを亡くし

ました。４６歳の時でした。４人のうち二人も、どうして死ななければいけないのか。

・４６歳の私が思ったことは、「誰が殺した、なぜ死ななければならないのか」、人を疑うことでした。

・夫は、警察やマスコミが来ているところで私に言ったことは、「許してやろうや。死んだもんは帰

らん。小学３年生から犯人を捜すのは、犯人として、その親として生きていかないかん。学校も友

達もみんな許してやろう」

・男ってすごいですよね。

○自殺しようとした夫

・子どもの３回忌、夫はうつ病になり、自殺しようとし、精神病院に入院。

・自殺しようとした夫にきいた。「２４歳で結婚し、あなたの夢について聞いていない。なぜ教員に

なったのか聞いていない」

・父さんが精神病院に入り、自殺を図ったことも子どもに隠しませんでした。

・あなたに障害のある子どもを神様が授けた時に、あなたはどう思いましたか。みんなの助けがなか

ったら自殺していた。世の中を、「産んでくれてありがとう、生まれてきて良かった」と言える世

の中を創っていけばいいんです。

私：主人が退院し、「高校の教壇に立たせてください」と県の人に言った。

県の人：「精神病院にいた人が、学校の教壇に立てますか」

私：やっぱりだ。部屋を出て１０ｍぐらい歩いたところで、「百姓をしていれば二人は楽しい

だろう。でも、それで愛媛は良くなるのか」。戻って、「今のは差別ですよね！」

県の人：「ちょっと待ってください」 少しして、「３カ所の診断書、国立か県立病院の診断書

を持って来て下さい」

・愛媛の野村学園で、子どもがくれた言葉。「逃げる翼より、戦う勇気が欲しい」。

・あきらめなければ、人は実現できる。友達でなく、家族でなく、私自身の心と戦う勇気が・・・。

○こんなに優しい子ども達
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・２２人の子ども達に一人２千円ずつ配り、バス代を出し、残りを小遣いにイオンに買い物に行く。

子ども：「お前のような馬鹿な子が生まれんかったら、もっとええ暮らしが出来たわ」と言わ

れるビール好きの父さんにお土産、お母さんには饅頭、弟には弟の好きなストラップをお土

産に買って、残った３００円を私のところへ持って来て、「次の買い物の時のために預かっ

といて」と言う。

私：「アンタここまで来て、アンタの喜ぶもの、アンタのもの買いなさい」

子ども：アイスクリームを食べながら、「生きてて良かった」。

・人間は、人生は、苦しみと悲しみの連続である。 でも、生きていて良かったなぁと思う時がある。

・話し出したら、６時間でも話してしまう。時間を過ぎてしまいました。はい、もう辞めます。

・ご苦労様でした、こんなに寒いのに（来てくれて）。

14:42～16:01 第２部 トークセッション

長尾：地域の人達の素晴らしいところを知って欲しく、こんな形で進めている。県内を廻っていって

いるが、いろんな素晴らしい取り組みがある。本なんかを読むよりも、素晴らしい取り組みを直接

聴くことの素晴らしさ、迫力が違う。

塩見先生のおっしゃるとおり、この地域で輝けるよう、この地域で連携し、ネットワークが組め

るように。「この人は、こういう分野でつながれる人だ」と、知って欲しい。

パネリストには、今出来ていること、それから、出来そうなことを紹介いただくようお願いして

いる。

○各パネリストから話題提供。

保 健 櫛部 隆子（西条市中央保健センター 母子保健係長）

療 育 藤田美智子（西条市児童デイサービス かがやき園 主任指導員）

日浅真由美（西条市社協児童デイサービスセンター ひまわり 管理者）

保 護 者 山田てるみ（レイルネットワーク 副代表・愛媛県自閉症教会西条地区長）

教 育 永井 克征（西条市立西条北中学校 校長）

河合佳八子（西条市立橘小学校 教諭）

助 言 者 安藤 宏幸（西条市教育委員会学校教育課 課長）

司会進行 長尾 秀夫（愛媛大学教育学部 教授）
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「西条市の母子保健活動 ～子どもと地域が伸び伸び育つまちづくりを目指して～」

櫛部隆子（西条市中央保健センター 母子保健係長）

・安心して暮らせる地域を創るために、中央保健センター、保育所、教育機関、医

療機関、親の会、障害者支援センターなどが、連携し、同じ視点で協働支援が出

来るよう取り組んでいる。

・全ての親と子への支援として、障害の有無は関係なく支援できる体制として「楽

しく子育てするための支援」、障害が懸念される子へは「経過観察を必要とする

親と子への支援」、また、「未受信時への支援」として幼稚園や保育所への訪問な

どに取り組んでいる。

「心に寄り添う支援・関係機関や地域との繋がりを大切に」

藤田美智子（西条市児童デイサービス かがやき園 主任指導員）

・かがやき園 心身の発達、コミュニケーションなどに障害のある子ども、幼児の

利用が中心で、夏休みなどの長期休暇には小学生も利用可能。

・利用には受給者証を。医師の診断書、障害者手帳などがあれば市へ申請し、受給

を。

○体験入園

・いきなり入園ではなく、体験入園し、契約されている。なかなか施設へは足が向

かないという人も、体験という形でも、第一歩を踏み出していただきたい。小集

団の体験や、楽しんでもらえるよう視覚的なもの、相談やリハビリも受ける事が出来る。

・ＤＶＤを見たことがきっかけに、何本もＤＶＤを見ることがやめられなくなった子でも、今はスケ

ジュールを調整し、１本見終えたら辞められるようになった。

・子どもが夜寝られなくなり、子も親も健康相談し、状態によっては薬が必要とされた。

・子どものことを、兄弟にいつ、どのように話したらいいのかと相談。出来たら兄弟にもかがやき園

に来てもらえば、話をするより、気付いてもらえることがあるのでは。

・家庭ではそれほど困っていることはないという家庭でも、園で、自分の子どもがこんな事でしんど

いんだと気付いた方もいる。

○関係機関、地域の繋がり

・保育園、幼稚園へ就園したいとの親の希望。最初、どういうふうに園に連絡をすればいいのかと相

談があった。園にいっしょに行ったり、先生が代弁されることもある。

・関係機関との連携を深めていきたい。保護者さんから学ぶことが多く、タイミング良く、親子の心

に寄り添えるかがやき園でありたい。

・かがやき園の親の会、３年目。親の会の繋がりが活きている。

「子どもの成長を喜びあえる支援を」

日浅真由美（西条市社協児童デイサービスセンター ひまわり 管理者）

・ほとんどの子どもが、幼稚園、保育所に在している。ニコニコ教室、すくすく教室に参加し、そこ

から、ひまわり園を利用される方が多い。
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○親と子のフォロー

・親と子のフォローを行う。「子どもがそこを走りよるのに、なにしよん」と、否定

で言葉かけをされ、人を信用できなくなっている親が多く、心を解きほぐすこと

からスタートする。

・共に考え、共に行動するようにしている。

・うち解けられたお母さんから、「前から車が来ているのがわかっていて、子どもの

手を握らないといかんところ、手を緩めてしまった」と、泣いていて。家で出来

る事からやっていたら、子どもが変わってきて、以前の作り笑顔から、柔らかい

笑顔へと変わってきた。いっしょに喜び合えるようになってきた。

○子どもはサインを出している

・お母さんを通じて園の先生に言ってもらっても、「何も困っていない。大丈夫ですよ」と、子ども

のことに気付いていない園もある。

・子どもは何かに困っている時に、何かサインを出している。何に困っているのか、何がストレスな

のか、気付いて欲しい、相談して欲しい。

「子育てを通して感じたこと」

山田てるみ（レイルネットワーク 副代表・愛媛県自閉症教会西条地区長）

・夫と、子ども３人の５人家族。兄が知的障害で自閉症。妹二人。大阪堺市から西

条に越してきた。

○早期発見、早期治療

・早期発見、早期治療が言われている。私も、もっと早く知りたかった。見て見ぬ

ふりをするのではなく、早く診断し、適切な処置をしてあげることで、子どもも

親もしんどい思いをしなくてすむ。

・愛媛へ来て、４歳の時に診断を受けた。

・堺で自閉症の方の話を聞き、自分の子も自閉症ではと相談したら、保健師さんに「診断しても対応

は何も変わらん」と言われ、主人から「うちの子を障害者にするんか」と言われ、そうやなぁと。

・診断を受けて本当に良かった。道が開けた、自分がトンネルに入っていることにすら気付いていな

い状態。あのまま堺にいたらどうなっていたのだろうと思う。

・ひよこ園で、私の意識が変わった。「私が育てる」と。

○後悔していること

・後悔していること 自閉症のことを学べば学ぶほど、自分の子どもの小さい頃の様子が当てはまっ

ていることに気付く。指差ししない、言葉を喋らない。知識がなかったので、子どものサインに気

付かなかった。

・間違った子育て 拷問のようなしつけ 辛抱の足りない子。「いただきます」を言うまで、食事を

食べさせない、拷問のようなことをしていた。

・子供が生まれる前から、一般の人も知識として知っていたらいいなぁ。でも「自閉症」という言葉



11

のイメージが悪い、ショックを受ける。

・私は、自閉症が治らないことを知らなかったし、どうしつければいいのかとだけ思っていて、ガイ

ドブックの「はじめの一歩」に、どう関わっていけばいいのか書かれていて、何とかなるんだとマ

イナスイメージがなかったのが、ショックを受けなかった理由かな。

○困ったこと

・西条に来て困ったことは情報がないこと。今治に行く必要があった。レイルネットワーク、愛媛県

自閉症教会へとつながった。

・当事者にとって、どうにもならない問題だけれど、聞いてくれる人がいる。それが有り難い。

・子どもだけでなく、親を支援してあげることが必要で、そのような「場」があることを、伝えるこ

とが大事。

「安心して暮らせる地域を創るために ～つながって、支え合う～」

河合佳八子（西条市立橘小学校 教諭）

○子どもの行動の意味するもの

・友達とすぐけんかになってしまう・・相手の状況が理解できない？

・九九が覚えられない・・聴力に支障があるかも

・支援の始まりは、子どもの困っていることの背景に気付くこと、そして子どもの

本音の思いに気付くことから。

○子どもに育てたいもの

・基本的信頼

・自尊感情・自己肯定感 ・・ ぼくはぼくでいいんだよね

・自己評価（振り返りの力）

・助けてもらうスキル

・自己理解（自分の特性・得意を知る）

・支援されることで、「こういう事がうまくいく」体験を、つかんでもらいたい。年齢が上がるにつ

れ、支援が減っていく。子どもと共に親が持っていてもらいたい感情。

○校内支援体制

・特別支援コーディネーター

○通級指導教室 ← ニコニコ教室、すくすく教室の学校版

・ことばの教室 西条小学校、国安小学校

・まなびの教室（きらり教室） 小松小学校、丹原小学校

・専門施設はちょっと思う方も、気軽に相談してください。

○現場と現場がつながる

・小学校の教師が、幼稚園、保育所を訪問し、子どもの状況を把握している。

・小学校区ごとに連携体制が組めれば。
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○顔の見える連携のために

・それぞれの現場を知る

・研修の交流・日常的な教育相談の充実

・お互いの役割の共通理解

・つながる先のある強み

子どもの育ちの見通しが持てる安心

「できていることとこれからの課題」 永井 克征（西条市立西条北中学校 校長）

○出来ていること①

・合同の研修会、支援方法の共有。

・小中学校の連携。夏期休暇中に、１０校ある中学校区単位で、教科間の連携や校

内研修会の案内。

・支援方法、個別の支援・指導計画等の研鑽の場となっている。

○出来ていること②

・特別支援教育 全ての子どもにわかりやすい教育。今日行う授業の内容を最初に示し、自己マネー

ジメントできるように。情報をたくさん載せるのではなく、精選して黒板に書く。

こういうノウハウは教員個人の努力やモノであることが多く、広げていきたい。

○有ったらいいな

・小学校には通級教室が４教室有るが、中学校にはない。つまずきを持つ子どもを、生徒指導助手と

連携でき、支援でき、子ども達にホッと出来る場所、スペースとなる。

・個性を認めあえる集団の場。

○就労

・中学校を卒業するまでに必要なことは、進路、就職指導。高校の支援コーディネータとの連携。

・長期的な人生計画の中で、スキルを身につけることが出来るよう、将来の見通し、希望を持てるよ

う、小、中学校から進路の学習が大事。

・特定の教科、分野だけが苦手、受験や面接で不利な子に、どう支援していくか。

・西条には中高の校長の連絡会があり、こんな子ども達への取り組みを議論している。

・こんな子ども達の進路保証することは、全ての子ども達の進路保証となる。

助言者 安藤 宏幸（西条市教育委員会学校教育課 課長）

・保護者の悩み、いっしょに考える。出来る事から、いっしょにやる。

・いっしょに行ってくれる。ありがたいなぁ。

・レイルネットワーク 親が一番しんどい。その悩みを私たちがどう聞いてい

くかが大事。

・子どもを入園させようと保育所や幼稚園に行くと、同情され、「入園するの
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は難しいですね」と言われる。

・「わかりました。いっしょにやりましょう」との園長の言葉に、どれだけ救われ、やる気が出たか。

・特別支援学級は、昔に比べ指導方法は上達してきており、校内の先生に広めている。

・現場と現場がつながる。そこに子どもがいて、我々がつなげていく。大事なこと。

・通級指導教室 言葉で２教室、学びで２教室、市内に４教室あるのは他の市に比べて多いのかなぁ。

飛び入りでもいいので、利用してください。

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校と、コーディネーターを配置するようになった。研修をやり、

技術や情報交換に取り組み、連携がもっととれていくのかなぁ。

16:01～16:31 質疑

Ｑ：子育てや、就労について相談できるところがあるのか。

Ａ：レイルネットワーク、親の会、ＮＰＯ法人も出来ている。ハンドブックに、これらの連絡先も記

載しておく必要があると思った。

Ｑ：自閉症の子を持つ友達のことですが、子ども達の中でノビノビと遊ばせながら発達させたく、ど

のようにしたらいいのでしょうか。子どもらしく元気に生きて欲しい。

山田：遊ぶというところに支援している経験がないので、私はどうしたらいいのかわからない。子ど

もがどんなことが好きなのか、子ども同士で遊ぶことが好きなのか。子どもを思う気持ちと、子ど

もさんの状態を知ってあげることが大切なのか。

感動しました。友達のことを思う、暖かい目線。

長尾：子どもが遊ぶ、好きで遊ぶことは何。この子の好きなことは何でしょう。

好きなことなら、親と一緒に遊べるかな。積み木とかなら、子どもと親で積み

木が出来る。次に、親が他の子どもと友に飛行機などを積み木で作っていると、

子が親を引っ張って行き、積み木を始める。すると、友達が積み木を手伝って

くれる。親が一緒に遊ぶことの体制づくり。自分と子ども、親同伴で子ども達

と、次は子ども達でと、つなぎをしてあげる大人の役割。集団遊びの一般的な

指導方法。

Ｑ：高校進学や就労相談とかは？ 行くところがない、進学先をどう考えればいいのか？

永井：年間２回中高（中学校・高等学校）連絡会を行っている。特別支援教育の質疑もあった。

Ｑ：高校へ向け調査書をどう書けばいいのか。

Ａ：その子の特徴を、きっちり書いてくれればいい。

高校３年 感受性が強く、人を傷つけたくないので、人と話せない、作業が遅い。普通高校に３

年間通えたのは、、先生やまわりの人のおかげです。人に優しくが、目標です。

中学校から高校へのアクション、コーディネータの方のアクションが大事です。特別支援教育

全体からのアクションが大事。今は高校への個別アクションとなっている。

長尾：今は全員高校へ行く時代。連携が大事。
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安藤：肢体不自由児が進学の相談に来た。小学校時代に教頭として関わりを持った子ども。トイレの

支援は私がやっていたので、よく知っている。「○○高校に行きたい」と本人の希望。高校に行っ

てどう支援が可能か、中学校の校長先生から高校に直接話をしてもらって、私が間に入らなくても

高校に通っている。

相談することから、スタートする。

Ｑ：感想です。公立保育所に勤める者です。転勤で、各地域で勤務し、気付きからの提案です。

地域で連携し、子ども、保護者への支援をしていくものだと思うが、地域によって温度差がある

ことを感じる。

就労前の子どもには、子育て支援センター、保健センター、小、中、高校など、その子、その親

にどんな支援が必要か、在宅中から連携、情報交換をと、ファイルの交換をしたりしていた地域が

ある。

しかしある地域では、「幼稚園は幼稚園の、小学校は小学校のやり方がある」と、ファイルを受け

取ってもらえなかった。「子どもは訓練すれば出来るんだ。厳しくすれば出来るんだ」という先生が

いた。小学校によって、聞き入れてくれないところがある。

在宅（相談する場所を知らない、自分の子の状態について認識出来ていない）して、自分の子ど

もにどう関わっていけばいいのかわからないということが多く、幼稚園に入って初めて気付くとい

うことになる。

支援の方法について考えがある。どこに相談に行けばいいのか知らないことがないよう、相談の

窓口は一本にし、生涯にわたり一本の支援が出来る組織を作っていく必要がある。

現場は現場で頑張っているが、限界がある。

長尾：これに爽やかに答えられる人は、お金をいっぱい持っている人。星の里で、全てについて、一

葉は相談を受けられる体制ですよね。今は星の里につないでいただき、次は、愛媛県発達障害者支

援センター、愛媛県知事、それでダメだったら鳩山さんに行きましょう。

安藤：西条市としても考えていかなければいけない、必要性はわかる。生まれた時から子どもを見守

っていくことが、これからの特別支援教育であり、細切れにするより、検討していきます。

長尾：人と人がつながることが大切。塩見先生の話を聴き、「そこまで出来るの」と感動した。

そこまでやらないと、人はバラバラになる。専門家が専門家として、人に助言するのはあたりま

え。その言葉が、その家で活きてくるのかは、その家の状況をわかっていないと伝わらない、生活

に活かせない。３人称の「医者」でなく、２人称の「家族」だとどう考えるのかといった姿勢。気

持ちは小「塩見先生」でやっていく。西条にはすごい人がいると感動した。

連携、システム、結局大事なのは「人と人」。

複数になると解決が難しいが、個別のケースだろ、問題が具体的となり検討が出来る。

― 以上 ―


