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教師の「障害」とのかかわりと認識

一特別支援教育に携わる教師のライフヒストリーに着目して－

吉澤茉帆

1．はじめに

本稿の目的は、特別支援教育に携わる教師が「障害」や特別支援教育といかにかかわり、

認識しているかをライフヒストリーによって明らかにすることである。

「障害」をもつ子どもについては、主にそれぞれの障害に適した治療や教育の方法に関す

る研究が蓄積されてきた。つまり、「障害」をもつ子どもへの対処や「障害」の克服といった

実践的な取り組みがこれまでの研究の中心であった。こうした実践的な研究は重要であるが、

それと同時に「障害」が社会の中でいかに位置づけられ、またいかに認識されているかも検

討する必要があろう。すなわち、「障害」の認識の仕方により、われわれの「障害」をもつ子

どもとのかかわり方が規定されている。特に、「障害」をもつ子どもの教育に直接かかわって

いる教師が、いかに特別支援教育や「障害」をいかに認識しているか、そうした認識がいか

に形成されてきたかを検討することは、現在の特別支援教育のあり方を考えるために重要で

ある。

こうした「障害」に対する教師の意識や認識についての先行研究は、量的な調査によって

行われてきた（下無敷ら2008;坂本ら2010など)。こうしたマクロな調査は、特別支援教育

の現状を明らかにする上では重要であろう。しかし、「障害」を取り巻く社会的背景を明らか

にする上では問題を残している。そこでは、「障害」や「理解」とは何かということが問い直

されることはなく、制度も「障害」も所与のものと見なされている。調査によって目指され

ているのは、現状を明らかにすることによって特別支援教育を進めていくことであり、教師

の「障害」に対する認識そのものには焦点が当てられていない。

教師と「障害」をもつ子どもとの教室におけるかかわりを詳細に描いた研究には、堀家

(2002)や鶴田(2007)がある。これらは、エスノグラフイーによって教室の相互行為という教

師のかかわりの実態を詳細に描いている点で重要である。しかし、教師が「障害」をいかに

認識しているか、描かれたかかわりが教師の認識といかに関係しているかという、教師の認

識そのものや形成された過程については明らかにされていない。

つまり、これまでの特別支援教育に関する研究では、「障害」および「障害」をもつ子ども

が主たる研究の関心であった。もちろん、子どもと直接かかわる存在として教師が研究対象

とされなかったわけではない。しかし、教師の存在は自明のものとされ、その主体性や認識

について十分に検討されてきたとは言えない。実際の教育現場では、多様な子どもたちとの
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間で様々な状況が作り出される。それに対して教師は､それぞれの経験と認識に基づき､個々

の社会的環境の中で行為している。そうした教師の認識はいかに形成されているのだろうか。

このような問いに答えるため、本稿では教師の「障害」をもつ子どもとのかかわりをライ

フヒストリーにより検討し、教師が「障害」をいかに認識しているのかを明らかにする。こ

こでライフヒストリーを用いるのは、教師の「障害」とのかかわり、およびそれに対する認

識が形成される過程を詳細に描くことができるからである。こうした「障害」に対するかか

わりや認識は、個人の経験によって大きく影響されるため、個人によって大きく異なってい

る。このような個人によってことなる「障害」に対する認識を扱うためには、ライフヒスト

リーによる個人の分析が必要とされるだろう。

さらに本稿では、先行研究で主に対象とされてきた小学校ではなく、中学校を対象とする。

中学校には、小学校までとは異なった状況がある。すなわち、授業が教科担任制となり、高

校受験に向けた生徒指導が行われることによって、生徒には集団での行動や周りと同じであ

ることが求められるようになる。したがって、教師と生徒とのかかわりも小学校とは異なっ

たものとなり、同じ生徒に接していても、教師によって多様に認識されていると考えられる。

以上より、本稿では中学校の教師を対象としたライフヒストリーによって、教師の生徒や

他の教師とのかかわり、さらにそのかかわりを通じて形成される「障害」や「発達障害｣、ひ

いては特別支援教育についての認識がいかなるものであるかを過程とともに明らかにする。

そのことにより、教師はいかに生徒とかかわり、「障害」をいかに認識しているかを描いてい

ていきたい、

2．研究の方法

(1)調査の概要

本稿の調査では、公立中学校の特別支援学級を担任しているZ先生（女性・40代）に対し

て、5回のインタビューを行った。筆者は、約5年前にボランティアとしてZ先生の勤務す

る中学校に通うようになってから面識をもった。そのうち4年間は、特別支援教育コーディ

ネーターと授業での生徒の学習を支援する学生サポーターとして週に1～2日、現在は特別

支援学級の担任と教育補助貝として平日は毎日同じ職場で働いている。

調査にあたっては論文執筆のためという旨を伝え、インタビューを依頼した。以下で挙げ

るストーリー(')は放課後の学校内の一室で、筆者の質問に答えるという形で語られたもので

ある。5回のインタビューはいずれも30～90分程度、合計で4時間弱行った。分析には、イ

ンタビューの音声データに加え、筆者が学習サポーターや教育補助員として書きとめたフィ

ールドノーツも使用している。

(2)ライフヒストリーという手法

本稿では、「障害」とのかかわりと認識の形成過程を明らかにしようとする。その手法とし

て、ライフヒストリーを採用した。ライフヒストリーは、「個人、または集団の人生や経験

を質的資料により再構成しようとする手法」（山田2006:124)である。これにより、量的調
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査ではとらえきれない「調査対象者一人ひとりの事情」を明らかにし、「他|々人の矛盾した行

動や意識を「分厚い記述」によって描くことができ」、「量的調査やその他の質的調査の結果

を補強し、検証し、あるいは覆すことができる」（同上、p､135）ものである。

特別支援教育の分野において行われてきた質問紙による教師の意識調査は、多様さや暖昧

さ(2)をもつ「発達障害」や「障害」の意味を充分に問い直してはこなかった。「発達障害」は広

汎性発達障害、LDなど複数の障害を指していることからも、その言葉から思い描く子ども

の姿は教師によって異なることが容易に想像できよう。たとえ個々の障害名を挙げたとして

も抱える難しさは子どもによって多様であり、その困難さも教室における相互作用によって

生じていることが多い。そこで、相互作用に注目することによって、居合わせる当事者がい

かに「障害」を作り出しているかという視点から調査が行われる必要がある。

この課題にエスノグラフィーという方法で応えたのが、堀家と鶴田である。社会的障害が

教室で生み出される過程(堀家2002)や、子どもの行為に対して「障害児」という意味づけ

がなされていく過程(鵺lll2007)が描かれている。これらの研究と本稿は、「障害」が周囲と

の相互作用によって生み出されるとする見方を同じくしている。しかし、子どもとかかわる

教師がいかに「障害」を認識しているか、その認識がいかに形成されてきたかということは

明らかにされていない。

特別支援教育や心理学の分野においても、事例研究や参与観察といった調査は行われてき

た。しかし、「障害」をもつ子どもに対する教育方法の効果を検証するものや、子どもの難し

さの特徴を分析したものであり、「障害」といかにかかわり、認識しているか、という教師の

視点から行われたものではない。

教師のかかわりや認識を一時点のみの調査で十分明らかにすることは難しい。そこで本稿

は、「子どもとの関わりにより教師は成長し、また教職観や子ども観が変化する、そうした

過程をライフヒストリーは描き出すことができる」（山田2006:128)ことから、生徒や教師

とのかかわりを通じて、「障害」や特別支援教育に対する認識が形成されてきた過程も含めて

明らかにしようとする。

今回Z先生に注目した最大の理由は、Z先生が特別支援教育に先進的に取り組んできた教

師だということである。Z先生は、特別支援教育が制度として開始される時期に、知的障害

と情緒障害を分けた特別支援学級を編成したり、個別の指導計画の作成方法についての勉強

会を学区の教師を集めて開催したりするなど、地域での牽引役となってきたといえる教師で

ある。そういったことから、勉強会やシンポジウムなどで講演を行うこともあり、特別支援

教育を進めている教師として、学校内外で評価されている。特別支援教育に深く携わってき

たZ先生の「障害」とのかかわりに注目することによって、「障害」が実際の場面でいかにと

らえられているのかを|ﾘ)らかにする契機としたい。

3.Z先生のライフヒストリー

Z先生は、美術科の教師として公立中学校に勤めてきた。しかし、教職に就く前は教師を

志望していたわけではなかった。大学受験時から、美術を学ぶことを考えた進路選択をして
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おり、卒業するまで「先生になる気はないな－(10.6.222回目)」という気持ちは変化する

ことがなかった。むしろ、「そんなに魅かれる仕事ではないみたい（同上)」というように、教

師という仕事に対する憧れはなかったのである。

大学卒業時は大学院への進学を志望しながらも、とりあえずの職を求めて実家のある県で

講師登録をする。私立高校の非常勤としての職を得る予定であったが、親の独断により公立

中学校の臨時的任用教員として働き始めることになった。

やがて、臨採として働くなかで「人間関係の仕事もなんかおもしろいかな（同上)」という

気持ちをもつようになり、教員採用試験を受験したところ合格し、同じ中学校に新採用の教

師として勤務することになる。Z先生はその中学校の通常学級で授業を行い、荒れた中学校

での生徒指導や運動部の顧問などの仕事もしていった。

3－1．特別支援学級で感じた楽しさ

(1)楽しい場所としての特別支援学級

都市部の勤務校の通常学級での経験の後、Z先生は結婚を機に隣の市に勤務地を移す。そ

れまでと比べて少し保守的な雰囲気の残る隣の市へ移ってから、Z先生は1年も経たずに出

産休暇に入った。その後育児休暇を終えた時に、初めて特別支援学級での授業を受け持つ

こととなり、知的な障害をもつ生徒たちに美術を教える。そこでの授業は、「どんなことが、

この子たちにはできるかなっていうことを考えるのは、そんなに大変なことではなかった」

と感じられ､｢特に違和感はなかった」と言う(10.6.161回目)。

数ヵ月後、年度が変わる時に、前任の特別支援学級担任が転勤になったことで、特別支援

学級を受け持つことになる。保護者との面談などを行いながら学級を運営していくが、通常

学級と比べて、教育内容や教師としてのあるべき姿から「自由になった気がした（同上)」の

だと言う。

ストーリーl

Z:それまでは、あ－，

けないとか。う－ん、

先牛と いうのはこうあるべきであるとか、ま、甘く見られてはい

それから、ま、指導が、を行き届かせないといけないとか、すご

肩に力が入ってたと、思ったんだけど、そこの、特別支援学級を担任するように<ね、

なって、ほんとになんか、ストンと肩の力が抜けたと(hhh)いうか

＊：ふう－ん。

Z:あの、もう、人と人として付き合えばよいというかな－．その、生徒と先生、先生と

いう立場と生徒、っていうんじゃなくて この子をどう育てるかっていう。

(中略）

そんな感じでとても気が楽になったというか。
●
○

早
由

Ｚ
＊
Ｚ

う－ん。

とても、うん、私は楽しかった， (10.6.161回目）

特別支援学級での授業は、「先生という立場」ではなく「人と人として」必要なことを教え

寸可へ

▲土色
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ることを「シンフ°ルに考えられる」ものであった。そのようなあり方は、Z先生にとって「肩

の力が抜け」て、「とても楽しい」ものであった。

(2)教師としての自信のなさ

なぜZ先生は、特別支援学級でのかかわりによって気が楽になり、楽しいと感じることに

なったのだろうか。以下では、楽しさを感じるZ先生のこれまでの経験や認識についての3

つのストーリーを取り上げ、背景を探ってみたい。

Z先生は、都市部の中学校で5年間勤務し、2～4年目の3年間は学級担任も務めていた。

教師を志望して就いたわけではなかったZ先生は、自らの授業や教職に就くための勉強とい

ったところに不足を感じており、最初の3年間は毎日「へとへと」であったと言う。

ストーリー2

Z:やっぱり最初のね、3年間、だけ臨採も含めた3年間っていうのは、後悔することばつ

かりだね。 授業も下手だし、生徒に対してもまともな、 二とはできてないし、 後悔する、

ほんと申し訳ないって感じ。生徒さんたち申し訳ありません。こんなへたくそな先生で

みたいな。だから、今の先生たちってすごいと思うよ。上手にやるな－と思う。

＊：あ、そうなんですか。時々言われますよね、そうやって。

(中略）

Z:そのクラス持ってた3年間てそんな感じ。へとへとでした。 へとへとで自信もなく。

(10.6.222回目）

転勤により勤務校を移ったときも､｢先生としてはね､すごく全然自信がなかった､私は｡(同

上)」とZ先生は言う。このような、自信のなさは、教師としてのあるべき像からの解放の

ような「気が楽になった」感覚の背景の一端ではないだろうか。すなわち、教師という仕事

への憧れもなく、あるべき姿に適応できていないと感じていたなかで特別支援学級を受け持

ったことにより、「指導を行き届かせ」るといった教師像とは異なる姿を見出すことにつなが

ったと考えられる。

(3)初めての「障害」とのかかわり

Z先生は特別支援学級の担任になるまで、自身の学校経験を含めて、それまで障害をもつ

人とかかわりをもったことがなかったと言う。これは、筆者にとって驚くべきことであった。

しかしZ先生にとっては、「障害」について知らなかったために、「知りたい」という興味へと

つながることになったと言う。

ストーリー3

＊：う－ん。なんかどういう理解、というか、で、その人たちというか、

たちを。知らなかったからなんですかね？接したことがなかったから、

たちなんだ－、こういうこともあるんだ－
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Z:ほんとになんの知識もなかったね。

＊：みたいな感じで受け入れられたんですかね？

Z:と思うね。う－ん。ま、だから、そんなにわる、 悪い印象もなかったし、逆に知って

もいなかったし。だから知りたいなとは思ったんかな どういう風にたとえば、こう、

保護者の方はどういう風にこの子たち育ててきたんだろうかって きっと大変だったろ

うけど、もう私もその時には子と もがいたので、 きっと大変だったんだけど どういう

風にその障害って､』うのをクリ アしてきていたんだろう かって、そういう興味の方が

すごく、先だったかな。 (10.6.161回目）

Z先生は特別支援学級担任として、他の先生とかかわるなかで､「ああやっぱりこれって合

う合わないはあるんだなぁ、っていうのは思ったよ(10.6.161回目)」とも言うように、初

めて「障害」をもつ生徒とかかわる時には、多少なりとも自分自身や通常学級の生徒とのギ

ャップなどの戸惑いを感じることがあると考えられる。しかし、Z先生からは知らないから

こそ知ろうとしたというかかわりの始まりが語られた。

(4)転校の経験

また、Z先生は、「障害」をもつ生徒の教育について、「障害」のみにとらわれずより広い文

脈においてとらえているようである。すなわち、「自分の努力とは全く関係のないところで

困ってるわけだから、（中略)周りがその子たち理解したりとか、その子たちが過ごしやすく

なるように環境を整えるのは当然のことだろうと思う。(10.6.161回目)」という考えをも

っている。前項でも挙げたように、初めてかかわる「障害」に対しても戸惑いよりも興味を

もち、周りの理解や環境の整備を「当然」と感じるこのような感覚は、特別支援教育に携わ

るよりも前からもっているものだとZ先生は言う。

なぜそのような感覚をもつようになったのか。疑問をなげかける筆者にZ先生が語ってく

れたのは、転校の経験であった。「入学したところで卒業したことはない(10.6.222回目)」

というほど繰り返し転校してきたことについて、次のようなことが語られた。

ストーリー4

Z:でもその中で、嫌とかいいとか言えずにその中で過ごさないといけないっていう。そ

ういう部分はあったかもしれない。だから、自分と異質の、異質って言ったらちょっと

変かもしれない、 自分とはちょっと違う人、と、改めてどう接するかって考えたことも

なく、なんか、それがま、割と当たり 前だったかもしれない。 (10.6.222回目）

転校によって､様々な地域で学校時代を過ごしてきたZ先生は、「自分とはちょっと違う人」

と接する状況におかれてきた。Z先生にはこの経験が、障害の有無とは関係なく、他者と接

することを容易にさせたものとして思い出されている。

本章の冒頭で述べたように、Z先生は教師という仕事を憧れから選んだわけではなく、教

師としての自信ももっていなかった。それに加えて、転校の経験から他人の異質さを受け入
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れることができた。これらの要因から、特別支援学級はZ先生にとって、あるべき教師像か

ら解放され、比較的自由な教育を行うことのできる楽しいところとして認識されることとな

ったと考えられる。

Z先生が「障害」をもつ生徒を「障害」をもたない生徒と、まったく同様に見なしていたわ

けではない。しかし、「障害」ということを理由に特別視するのではなく、多くの「知らない」

相手の一人として、「知りたい」という気持ちをもつことがZ先生の障害理解の姿勢であり、

障害に対する認識であると言えよう。

3－2．新たなかかわりと「難しさ」

特別支援教育に携わって3年が経った頃、Z先生は2度目の転勤で、現在の勤務校であるA

中学校に移る。A中学校は、その地域では伝統のある学校であり、校則や学校の雰囲気とい

った生徒への指導も厳しいと言える。そのA中学校の特別支援学級で、Z先生は自閉症や情

緒障害の生徒と深くかかわっていくようになる。そういった生徒たちとのかかわりでは、そ

れまでとは異なる「難しさ」を感じるようになっていた。本節では、自閉症・情緒障害をも

つ生徒とのかかわりにおける「難しさ」と、そういった生徒への対応をめく､る他の教師との

違いという「難しさ」の二つの側面を見ていきたい。

(1)自閉症・情緒障害をもつ生徒とのかかわり

まず、それまでかかわってきた知的障害と、自閉症・情緒障害をもつ生徒とのかかわりに

は違いがあった。その違いは、特に人を叩いたり触ったりといった不適切な行動をめぐるや

りとりにおいて、顕著にみられたようである。

ストーリー5

Z:ふつう、知的の子だったら、ふつうは、真剣にこっちが怒ったら、わかってくれたり、

するのね。その理屈じゃあないけど、何て言うか、先生の迫力とか。その－なんだろ

う。こりゃあまずいなっていうのを肌で感じるっていうのかな。真剣に怒ったら伝わる

ん、知的の子っていうのは。それがね､伝わらない。逆に強く、ものすごく強く怒ったら、

かえってそれがこだわりになって、それ何回も繰り返したりとか、いう子がいてね。あ

の、お尻を触る子がいたのね。で、お尻を触る。で、別に私だけではないんだけど、た

またまその、同じクラスの!''にいたので、私もよくお尻触られた。で、その、そういう

且閉症の子に、あまり大きい声とかね、強い刺激を与えると それは決していい効果は

ないということを、私もあまりわかってなかった。だから、知的の子と同じように、何

回も繰り返すので、もう本気で怒ったことがあった。ところが、全然やめたりせず、か

えってそのこだわりが強くなっちゃって。…ほんとに、だから、言ったかもしれないけど、

今でもそのこだわりがね、続いてて、先生はちょっと（中略)会わないでくださいみた

いなこと言われるぐらい。それも失敗だし。

＊：うん。

Z:そのパニック起こす子が、なんでパニックなのかっていうのがわからない。

11民
LLJ
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すでに就労しているかっての生徒に対して、「会わないでください」と言われるほど強いこ

だわりを作ってしまったエピソードは、これまでの日常会話でも語られたことがある話題で

あった。この生徒とのかかわりは、Z先生にとって大きな失敗となっているのである。当時

のZ先生は自閉症についてあまり知らず、この生徒とのかかわりは、自閉症の生徒にはコミ

ュニケーションに難しさがあり、知的障害の場合とは異なるかかわりの必要性を実感したで

きごとだと言えるだろう。

それでは、Z先生は生徒といかにしてかかわりをもっていったのであろうか。この時、Z

先生とともに働いていた教育補助員は、環境の構造化(1日や1時間のスケジュールを示す、

作業の手11mを視覚的に示す、といった工夫）について勉強していた。そこで、Z先生は知的

障害と自閉症・情緒障害を分けた特別支援学級を編成し、教室の環境にも工夫をこらしてい

った。このような取り組みを進めるなかで、Z先生は自閉症をもつ生徒の気持ちをわかろう

と努めていた。

ストーリー6

Z:ま、そういうことで環境的にはすごく構造化できた。で、 子どもたちのことも、ま、

私も本を読んだり、そのなんか資料があれば読んだりして、少しわかってきたのね。 だ

から、 ほんとにコミュニケーションできない子たちで、言葉 もない（中略） 人たちだけど

どうやったらその気持ちがわかるかなっていうのはね、

あの、観察したかもしれない、 うん。

＊：うんうん。

Z:きっと今この子はあまりこの勉強好きじゃないなとか。

うとした、気持ちを㈹

すご く思ってた． だからすこ
l地

V』

そういうこと何とか読み取る

(10.6.304回目）

言葉によるコミュニケーションの難しい生徒を理解しようと、Z先生は本や資料を読むこ

とに加え、生徒を「観察」するなどして気持ちを「読み取ろうとした｣。その結果、勉強など

のやるべき課題に関しても、無理やりやらせるのではなく休憩を適宜とるといった、それぞ

れの生徒に合わせたかかわりをもつようになる。

(2)他の教師とのかかわり

一方で、自閉症・情緒障害をもつ生徒とかかわるようになってからZ先生が「困ったこと」

のひとつには、他の教師との違いということがあった。これまで見てきたように、自閉症を

もつ生徒とのかかわりのなかで、Z先生はコミュニケーションの断絶やわからなさなどの難

しさを感じていた。しかし、Z先生が戸惑ったのは、生徒とのかかわりだけではなく、生徒

のパニックに対する周りの教師の対応にも、戸惑いを感じていた。

ストーリー7

Z:卒業式の練習だったかな。してる時に、その子が、ふつうにみんなと一緒にやってた
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のに、急に振り向いて、あの－ 隣の子をバーンとこう 川ハ 〕たのね。 で、私はおおご

とだと 思うじゃない。だけど、 その子にいつもかかわってる人 先生は、 ああちょっ

とびっくり したんですよれっていう。 それで終わりみたいなhh。

＊：終わりhh

Z:終わりではなかったのかもしれないけど、そん時には、じゃこう対応してこう対応し

てってちょっと私も覚えてない。そんなになかったような気がする。それはもうこの子

のパニック だから仕方がないっていうか。

＊：あ、そうなんですか。

Z:そんな気がした。わかんないですよ、ほんとのところは。 (10.6.304回目）

他の生徒を叩くことは「おおごと」にもかかわらず､他の教師には「ちょっとびっくりした」

時の反応として、比較的簡単に済まされてしまったとZ先生には感じられた。その後のイン

タビューでも、「新米の私がとっさにそう感じただけであって、実は違ったのかもしれない

(10.7.225回目)」と言うように、実際の他の教師の認識がいかなるものであったかはわか

らない。しかし、生徒の様子や教師の対応に対して、Z先生が困惑していた当時の状況を察

することができる。

障害をもつ子どもの教育についての議論においては、いかにかかわり、教えるかというこ

とに目が行きがちであるなかで、他の教師とのギャップが語られたことは興味深いものであ

った。Z先生が｢発信する(10.7.225回目)」という言葉で表現するように、教師が生徒のふ

るまいへの対応は、そのふるまいをいかに見なしているかを周囲に示すものだと言える。自

閉症や情緒障害の生徒の「わけわからない」行動を、Z先生は「気持ちを読み取る」ことで理

解が可能なものとしている。一方で、他の教師の対応は半ば諦めに近いものであり、「障害」

ゆえに仕方がないとでも解釈しうるものとなっている。

このように、他の教師との認識のズレやかかわりの違いということは、常に生じうるもの

であろう。次節では、他の教師とのかかわりについての語りを取り上げながら、Z先生が校

内でいかなる役目を果たそうとしているか明らかにする。

3－3．調整役という仕事

Z先生は現在、特別支援学級担任、特別支援教育コーディネーター、不登校を校内で担当

している。これらの仕事についての意識にも、前節までに見たような、Z先生の経験してき

た「難しさ」や「困ること」が関係していると考えられる。コミュニケーションに難しさのあ

る生徒と接してきたZ先生だからこそ、教師と生徒の間に「調整」の必要を感じ、自らその

役割を果たそうとしてきたと考えられる。本節では、現在の仕事についての語りに焦点を当

て、Z先生の特別支援教育や「障害」の認識やかかわりのまとめとしたい。

特別支援学級担任だけでなく、Z先生は特別支援教育コーディネーターと不登校を担当し、

全学年の支援を要する生徒への対応に携わっている。つまり、特別支援学級に在籍する生徒

に必要なことを教えるだけでなく、通常学級での授業に難しさを感じる生徒や、登校するこ

とができない生徒への対応について、校内での支援を進めるために働いている。Z先生はそ

可1弓

44ノ



子ども社会研究17号

ういった現在の仕事について、いずれも「調整役」という認識をもっている。

ストーリー8

Z:調整役になるっていうかな｡ 先生たちが動けるように、調整していく というか。そん

な仕事かなと思ってるんだけど。ま、その中には、じゃこうした方がいいんじゃないっ

てアイデアを出すこともあるし、実際混乱があれば混乱の中に入ることもあるし、生徒

にかかわることもあるみたいな。ことと、それと似たようなことで、それは大体個々の

学校全体が、だから、特別支援とか、その－、障害とか、そういったことことだけど、

に関心があって、理解があって、そういう学校になるように、どうしたらいいかを考え

て、実際実行したり、していく役だと思う。

＊：う－ん。

Z:そういう仕事かな、今。うん。で、特別支援学級の子たちをちゃんと育てていくとい

うか、そういう役じやないかなと思ってます。(10.6.253回目）

この語りからは、前節でも述べたように、Z先生が生徒とのかかわりや教える内容だけで

なく、他の教師とのかかわりも意識していることがうかがえる。Z先生の言う「調整」とは、

ともに働く教師たちが｢動くことができて」、校内で特別支援教育や障害といったことに「理

解が進む」ように働くことであるという。

それでは、Z先生の言う理解とは、どのようなことを意味しているのだろうか。特別支援

学級において理解し合うことが難しかったというエピソードについて語られた後の筆者の問

いかけに対して、Z先生は次のように答えている。

ストーリー9

どういつ たレベルでの理解っていうか、 どういうことに関して理解ができたらいいな＊

とかいうのありますか。 なんていうか。その、私はこういう風に思っててっていう細か

いところまでの理解し合うっていうんでは．

Z:あ－はあはあ。だか

の共通理解があれば、

性格も違うし、感覚：

指導は、共通の…だズ

生徒の接し方としての理解だろうね、だから、 一番はハ 生徒の接し方

ん。ほんとに指導のね、共通理解 あとはその人それぞれじゃん。ほんとに

い。その人の感覚。ただ、生徒に対する

か。

|生格も違うし、感覚も違うし。そりやそれでいい。‘

指導は、共通の…だから、私がたぶん一番困るのは、

生がもしこの中にいるとするじゃない。してほしく

してほしくない指導をね、ょ、する先

たとえば、してほしくない指導っていうのは、たとえば、

っていうか。そういう指導をする先生がいると

、

、
』
て

燗
し

結構生徒の 自尊心を傷つける指導

その先生に話をするでしょう。そういうのじやなくてこういう風にしてほしいっ

て。でもそれを、 も理解せず、できずに、おんなじ指導を繰り返していいつまでたって

かれるっていうのが、一番困る。

＊：うんうん。

Z:だから、その部分が、 共通理解していれば、そんなに違いは、 私は気にならないよ。

(10.6.253回目）
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z先生の考える理解においては、教師の生徒への接し方、すなわち生徒の「指導」におい

て共通理解があれば、他の教師との違いは気にならないと言う。「生徒の自尊心を傷つける」

ようなZ先生が「してほしくない指導」をしないといった、「接し方の共通理解」がえられれ

ば、生徒との細かなかかわりはそれぞれの教師のやり方でよいということであろう。

それでは、Z先生はいかに調整役という役割を果たしているのであろうか。以下では、調

整がうまくいかなかった事例として語られた、ある教師(X先生）とのエピソードである。

通常学級を受け持つX先生との相違や、Z先生はそこでどのような調整を行ったかが語られ

ている。

ストーリー10

＊：どんな時に、あ－わかってくれてないなってのは感じますか？

Z:あ－どんな時かねえ。どんな時だったかなぁ。

＊：印象的だった事例とか。

Z:あんまりね。あ－印象的だった、X先生の時はhhh。

(中略）

Z:指導力のある先生で、自分のやり方がちゃんと確立していて それでうまくいっている

先生っていう のは あの－ 、 私のやろう としていること、たとえば生徒の、 支援だった

らこんなのがい いんじゃないかというのがあったとして それを受け入れない． 甘いっ

ていう感じ。そういうのは。あなたが甘いか らそうなるでしょう。 なんでこうできない

んですか、みたいな感じ。これはね、なかなか崩せなかったね‘

＊：うんうん。そういう先生はもう、ずっとやってきたやり方でビシビシすれば、うまく

いくっていう感じなんですか。

Z:その先生、X先生なんか特にそうだけどね、 X先生なんてね、すごくうまい0 いわばね、

特別支援的なんよ授業が、もうすでに。それは気づいてないのかもしれないけど。迄空

らね 子どもが上手になる ほんとにへこの先生に習ったら上手になるだろうなと思う

とても上手になる。 だけど、 理解があるわけじゃなく そのま、特に障害ということに

ついては、（中略）知ってなかったと思う。 (中略）ある子どもとかね、がなんか、うまく

いかないこと、先生の意に沿わな1》ことをした時に、 (中略）その子に合った指導にはな

りにくいところがある だから、ここはちょっとガーっと怒らない方がこの子はいいだ

ろうっていうところをガーって怒ってしまったりとか、そういうことがあるね。あった

んよ・

＊：うんうん。

Z:こちらも、この子が、じゃ明らかにこういう怒り方がダメなのかとかいうのは、すご

くわかりにくいでしよ？（中略)S学級の子だったら、もう長く付き合ってるから、こう

いう言い方はもう絶対だめだっていうことがわかるけど。その、 通常学級にいる子たち

とはかかわりがそんなに

の子に何が合ってるかつ

ない

一1，

LV』

問題が起こって力 ら初めてかかわることが多いので ー

うのはね、 私自身もわからない、迷い迷いでやってるわけ

ll9

、



子ども社会研究17号

よ・で、そういうなかで、でもきっと、 この子は、 ちょっと発達の課題がありそうだか

ら、こういう方がいいんじゃないかなと、 言うとするじゃんへそうすると、それは甘い

でしよ、っていう風になる。

＊：はいはい。そこでなかなか理解が。

Z:理解できない。理解できんかつたれ

てるでしょうけど。

これはhhoかなり大変。向こうも大変だと思っ

(10.6.253回目）

X先生とのエピソードでは、先のストーリーで挙げた「生徒との接し方」についての共通

理解を得ることが難しかった具体的な経験が語られた。X先生とのかかわりの背景には、Z

先生のX先生に対する思いからかかわりを持とうとしたということもあり、単純に言い切る

ことはできない。しかし、理解がえられなかった印象的な事例として挙げられている。

特に、X先生は「上を伸ばす（同上)」、つまり生徒のできる部分を指導により牽引し伸ば

すようなタイプであると当時の管理職から評される教師であった。一方のZ先生は、「助けな

いといけない子たち」の力を「どうやったら（中略)伸ばせるかを、一人じゃなくて、みんな

で、やろうとするタイプ（同上)」であると言う。こうした2人の教師の立場の違いによって、

z先生にとっては、生徒の「発達の課題」に合わせた「指導」についての理解が得られない事

態がもたらされた。

このX先生との事例からもうかがえるように、Z先生は校内での「調整役」としての自ら

の仕事を重視している。自閉症・情緒障害の生徒とかかわるようになり、コミュニケーショ

ンの難しさを感じたZ先生は、特別支援教育に携わる仕事として同僚である教師との調整も

行ってきた。特別支援学級の生徒だけでなく、通常学級に在籍する障害をもつ生徒や、支援

を必要とする生徒、登校できない生徒への接し方について、他の教師の理解がえられるよう

に働いている。x先生とのかかわりのように、調整が必ずしもうまくいくわけではない。し

かし、難しさを抱える生徒も「うまく育つように」教師同士のかかわりを調整しており、そ

れを自らの仕事だと認識していることがうかがえる。なお、本稿では紙幅の都合もあり、x

先生との間の葛藤という一つの事例のみを取り上げた。こうした教師間の調整という役割は

興味深いものであり、今後さらに事例を検討する必要があろう。

4．考察

Z先生の「障害」や特別支援教育とのかかわりは楽しさから始まった。しかし、それはや

がて自閉症という「発達障害」とかかわることで難しさを感じるように変化する。こうした

経緯が､Z先生に学校内で「調整役」という役割を果たそうという意識を形成してきた。以下、

この経緯にしたがって、Z先生のライフヒストリーを検討しておこう。

Z先生が特別支援教育にかかわることを決定づけたのは、「障害」をもつ子どもたちとかか

わる「楽しさ」であった。この「楽しさ」はZ先生の経験によってもたらされたものであった。

すなわち、教職への憧れがなく、教師として自信のなかったZ先生は、「障害」をもった生徒

とかかわることにより、「教師」としてのあるべき像から解放されることになった。しかしそ
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の一方で、Z先生には「障害」をもつ人とかかわった経験はなく、「障害」そのものへの理解

があったことによって、「楽しさ」が感じられたわけではなかった。むしろ、自身が過去に数

多く転校した経験がZ先生の他者との付き合いに大きく影響を与えていた。

次に、特別支援学級での教育では「楽しさ」を感じていたが、やがて自閉症という「発達

障害」とかかわることによって、難しさを経験するようになった。一つは自閉症の生徒との

コミュニケーションの難しさであり、もう一つの「困ること」は、生徒の行動への対応にお

ける他教師との認識の違いであった。この時期は、Z先生にとって、自身の考え方や意識を

変化させる契機ともなったと考えられる。

最後に、そういった経験から、特別支援教育に携わる仕事において自らを「調整役」とし

て意識していたことである。特別支援教育では、通常学級の生徒の支援をすることも必要

であり、そのために他の教師の理解を得ることが必要となるとZ先生は考えていた。この時、

自閉症・情緒障害の生徒とのかかわりからコミュニケーションの難しさを感じるようになっ

たことが、Z先生に他の教師の理解を得るなどの調整が必要だと考えさせるようになったと

推察されよう。

さて、特別支援学級の担任として、「障害」とかかわってきたZ先生であるが、そのかかわ

りを生みだしているのは、幼少期も含めたこれまでの経験である。現在の認識を支える経験

の詳細は、量的調査やエスノグラフイ－のように、一時点をとらえる方法だけでは明らかに

することができなかった側面であろう。「障害」をもつ子どもを教えた経験や「障害」に対す

る理解の有無だけでは測ることのできない、教師の認識を長期的な視点から見ることができ

た。教師のかかわりと認識について人生を含めて描くことにより、多様な「障害」の実態を

想定した調査を展開していくことが可能になるだろう。

今回の調査では、Z先生のみを対象としているため、他の教師との比較による分析を行い、

特別支援教育に携わる教師の一般的な見方を明らかにするには至らなかった。記述について

も技術的な課題が残るが、教師の認識が形成される過程も含めて詳細に聞くことができたこ

とにより、今後の研究の足がかりがえられたと考えている。

注

(11

(2)

トランスクリプトは、ストーリーとしての読みやすさを重視し、Z先生が発言中の調査者の不要な

相槌は削除するといった加工を施している。「h｣は笑い声を意味し、｢h｣の数は長さを表している。

会話中の沈黙は、短い場合は「…｣で示し、やや長い場合は「(間)」としている。

北澤は、「｢学校的社会化の失敗』児童、あるいは、『いまだ社会化が達成されていない』児童に対して

『発達障害』というカテゴリーが適用される可能性が高い｣(北澤ほか､2008）とも指摘する。
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