﹁書‑﹂ことは﹁変わる﹂こと
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木嶋誠二(一九牙)
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,あぴろすみなさん

びっくりしま

10月は西鉄電車で貝塚公国へ'翌年二月にはデパー・L﹁アビロ

まり,自分は何を見'何を感じたのかとふり返ることを始めた︒
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的を通り過ぎようとしている︒いま',Jこでゆすぶられなければな

ナビもたちは'通り一遍の礼状で工場見学という三の出来事の

てい‑ためには'心は'ゆさぶられなければならない︒

ていくための自己防衛本能なのかもしれない︒しかし'本当に生き

チビもたちが心の動きを止めたその状態なのだった︒それは'生き

出来事にも無関心になっていく︒私が空白の瞬間と感じたものは'

第に積極的な心の動きを示さなくなっていく︒自分の心をゆさぶる

ていなければならない︒﹁待つ﹂ことがあまりにも多くなると'次

てち.きつだい﹂と言っても'誰かが手をさしのべて‑れるまで待っ

ちは︑何かをしたいと思うとき人の手を借りねばならない︒﹁〜し

のか'やがて分かったo上下肢や言語に陣容を・0っているこの子た

1障害児学校における作文拾導

作文指導をしていくとき常に考えていたのは'普くことによって
子どもが変わるような指導をしたいということであった︒立派な作
文が杏けても'それが﹁番く前に思っていたことがその通りに雷け
た﹂ものであるならば'窃いたことの患味は少ないのではないだろ
うか︒中学生の段階では'部くという行動を通してH己を見つめる
ことにより'漠然としていた考えがはっきりとしてきたり'認識が
深まったり︑変化したりしていくはずだと思うからである︒作文を
番いたあとの自分に生じた変化(成長)に気づくことが︑秋山くこと
の尊びに直結しているとも苫えるだろう︒

ことばで認識する1

ているいるありがとう
‑

1九七三年九月'工場見学のあと礼状を杏くことになった︒とこ
ろが'﹁いろいろありがとうございました﹂︑﹁とても勉敦になり
ました﹂という調子のものが多い︒この礼状を読んで'私はふと思
い出すことがあった︒
新光国分校に転勤してきた当初'子どもたちの衷情にとても気に
なるところがあった︒意外と明るく索直な子どもたちの中に︑ふっ
と感じられる空白の瞬間とも貰うべきもの︒それがどこから生じる

486

した おせわになりました たくぼくおかいました (二月)
田処智祥(7九才)
・にしてつのみなさんありがとうございました(Io月)
とてもた

はじめてであがりました

ありがとうございました

かいものをしたのわ

・ありがとうございました
のしかったです
とてもペんきょうになりました(二月)
l〇月の手紙に比べると'二月の手紙では具体的な内容を思い浮
かべながら'菜しかったことをはっきりと書いている︒九月の工場
見学の際'﹁とても勉強になりました﹂と古いた森さんは︑二月に
はつぎのような礼状を古くことができた︒

お世話になりました︒自分でお金を出して買い

アピロスの皆様お元気ですか︒私は元気です︒
二月二十六日は
物ができたことがとてもうれしかったです︒
中1では本を自分で選んで買うということを前から考えていまし
た︒それがアピロスで実現したのです︒私はよかったなIと思い
ます︒品物をいろいろと見ていたら︑どれにしようかまよったり
したけど楽しかったです︒
お花やお人形やこぶ茶などありがとうございますOお花は小学部

さようなら

また行こうと思ってます︒そのときはよろしくお願いします︒

人の手を倍りすに自由に店内を見てまわり'好きなものを選んで

書くことの菜しきを知ってきた彼らは'﹁学級だより﹂ (月二回

買うことができた音びが'素直にあふれている︒

しか面会できない親に学校生活を伝えるために発行していた)に'

原稿を持ってくるようになったOそして'最終号は中1会員による

1が

ことばを

いい

ござ

いろんな行動をし

ありがとう

かいものおしたことがうれしかた

二学きにてがみを'かいてか

うれしよなふあんきもちでした

企画・投稿・編集・印刷ででき上がった︒その中に﹁中1の思い出﹂
と放した文革があるo
m処智祥
とても中1になたことお

じふんで

から

もらって

せんせい

いわせて

かっきゅうかいで

ことばを

あbろすにいて

すきになりました

きまではこ‑ごがきらいでしたが
ら

ism頭声
みなさん
いました

うれしかた

私はいろんな部を教えられそして

なさいといってもらました

6コと中学部でいかれ(なかっ)た人にあけました︒

一年間

析水菜紀

その中で1番自分のためになったと思うのが社会見学でした︒

てきました︒

本当にありがとうございます︒
私は星の王子さまの本を買いました︒今読でいます︒とても良い
本です︒

im

1学期は︑人丸神社(略)︑三学期はアピロスに行きました︒
1学輿私は自分の障害の事なんか言わないはうがいいし.・姐
人丸神社の時はよその人がいなかった(か)らヒソヒソうわさ

強だけすれば(略)いいんだと思っていました︒

ちょっと変な言いかたですが'私は︑たしかに'見学するのは

されなぐてよかったo (略)

わからないという'一つの悩みがあるのでそれを思うと悲しくな

楽しいのです︒でも私は生まれた時から下半身マヒで'トイレも
ります︒
工場見学すると'どちらの工場も同じように工場のかた辻は機
械について他の工場などについて'やさしく教えていただきまL

さまざまな体験(感情)を︑ことばで自分の中にはっきりと認識

することが不十分であるために'自分だけの細やかな感情の動きを

とらえることがむずかしかったが'やがて'自分の心の動きを﹁こ

るという経験(自分自身に対して罪三者とな.る意識)は︑子どもた

とば﹂化し'見つめ始めた︒礼状を讃‑ことを通して自己を見つめ

ES

ちの視野を広げ'碓かな認識と豊かな感情を培っていったようであ

‑

苦くことによる認識の変化と深化1

二︑幼稚な運動会

足に装具をつけて歩行訓練をするために入国した宗さんは'それ

まで地元の小学校に辿っていたo分校では故も軽い階TVをもつ男の

m
それなのに'私辻はお礼を言わずに帰ってきたのですOそれを

子であった︒
彼が中学部に進学したl九七五年'分校では数年問跡準hJていた

スでは'﹁中二︑中三が名案を出してくれるだろうという安心感が

運動会を実施した.運動会の目的・準備・係・凝技種目などについ
て'各クラスや児童生徒会では話し<Iいを束ねていったO彼のクラ

先塵から言われて気がつ‑なんて'中学生として恥しい空言た
と思いました︒
﹁みんなでお礼状を書こう﹂ということに決定しみんな書きま
もちろん私も宕いたのですが'先生に見ていただくと﹁いろい

した︒

ていた︒話し合い・係活動・競技の練習と'運動会一色の日が続

き'や.がて運動会は終わった︒
感想文は今日が提出した︒多くの子が'試技や係活動の楽しかっ

あるせいか'どうもいい秤目を思いつかないようだ﹂と担任が嘆い

たことをむいている中で︑宗さんは﹁今年の運動会は'僕はあまり

の事を書いた方が良いといわれて'ハッと気がつきました︒手紙
それから私は障告者だからってなにもしないじゃいけないんだ

おもしろ‑なかった﹂と書いていた︒綱引きなどの遊動会らしい此賦

ろありがとうございます﹂ ってどういう意味といわれたので'そ

もっとふつうの人と同じ様に行動したらいいんだと感じるように

を今度は自分の障害についてくわし‑古きました︒

なりました︒(略)
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痕がなかったこと'幼稚な種目ばかりで'種目数も少なかつたこ
T

宗 したくないことはないけど‑‑0

かtということを少し深く考えてみたらどうかなoあなたの作文

なぜ綱引きなどをしないで'ナビもっばいゲトムばかりするの

宗 チビもっばいゲームばかりするからo

感じたの?

ところで'分校の運動会は幼樵だと吉いてるけど'どこせそう

と丁寧前の話し合いに教科の時間が大はばにカットされたことなど
の面白‑なかった理由を挙げ'以前通っていた学校での運動会がど
ん.なに楽しかったかを'美しい文字できちんと描いていた︒・
雷こうと思ったことがその通りに書けた作文である︒構成.O叙近
T

いてほしい︒なぜ'なぜと自分に問いかけながらO・

は感じたことがそのままによく書けていをけど'考えたこ.JJも#=

も>中1とし てはよ‑できているoしかし'大人の手によっ七作ら
れた華やかで賑やかな運動会を﹁菜しい﹂ととらえる皮相な感覚で

i小 io.:へてF'=くんて is;C‑

東打ちibれた文章であったc IJの作文至恥にして,私は考え込んで
しまっtた︒宗さんにとってt H﹁潔く﹂ということの滋味は何なの

・のか﹂︑﹁それは本当か﹂など'質問させるの︒一

T そケよO心の中にもう1人の自分itJ霞いて'・rなぜそケ感じる

や'それより前に'彼にどっV通勤会とはT休何だ‑つたの

か

宗 前白そうO

だダフ︒度重なる話し合いの間中'彼は何を孝乙ていたのだろうO

までの経験から運動会とはこ.(Aいうものという規格を作り'それ.に

か﹂とつぶやきt l心に雷き始めた︒そして雷いたのは'﹁新光園

彼はしばらY首をひねっていたがt Lばら‑すると'﹁あ'そう

このような作文は' いわゆる﹁できる子﹂に多く見られる︒これ

運動会という教材で..彼は何を学んだのだケつか﹁‑0

照らしてこれはすぐれているとか劣っているとか評価する力を持っ

の運動会は普通学校に比べて特長がありますo﹂という古き出しで

T じC:.もう﹁人の日分を大活舵させて'小目いてみましょう︒

て いる子に多い︒ただ'そこには共通して'規格そのものを検討す

することですO (略)壷徒1人1人がどんな運動会にしたいか意

特長の一つは'どういう運動会をするかについて生徒会で決定

新光閑の運動会は普通学校の運動会に比べて特長があります.

です︒'(略)この分校で久しぶりに運動会がありました︒

新光園は手や足にしょうがいのあるは才未満の人たちのしせつ

に撤殻を1たれて'つぎの作文がでqJ・上がったo

始まる作文であった︒・第1稿の.郡定的な朔日き方が消えていた︒さら

宗さんに対す'る指導では'・つぎのようなやりとりをした︒

るという視点がない︒古くことによる認識の深まりがない︒
T 前の学校の運動会の方が梨しかったと容いているけと,あなた
も参加したの?
罪.いや︑'伐は見学︒
H ¥‑tぜ?
宗 足が憩いから︒参加しない方がいい︒
T 参加したくないの?
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す︒だが普通学校みたいに何もかも先生がきめてしまうより生徒

見をだせるLtどんな人でもできるようなえんぎを考えるので

運動会のすばらしさを多くの人々に知ってもらうために'新光園の

に

ていたのを﹁肢体不自由児の運動会﹂と改めたo ﹁新光園は手や足

は劣っているという思い込みが氷解してきた︒題も﹁運動会﹂とし

重度の肢体不自由に加えて言語にも障害をもつチビもたちの多く

ー 成長への意欲 ‑

三'文が書ける

れ'認識が変化し'深まっていったのであるO

宙くことによって'無意識のうちにおさえていた感伯が解放さ

っていた意紙が'やわらか‑広がりはじめたのであろう︒

説明がいるから﹂ということであった︒狭く自分の内側にのみこも

運動会がありました︒﹂という前文をつけたのは︑﹁分校の

一人1人が意見をだした方が自分たちの運動会という気持ちにな
ここで中学部の生徒で考えたゲームを一つ紹介しましょう.﹁

って生徒はやる気がでる︒(略)
めかくしリレー﹂は(略)車いすにのっている人と車いすをおす
新光国の運動会のいい点の二つめは'道動会の係はどんな係が

人の協力でするゲームなので︑(略)
必要かその係はどんな仕事をするか'係は何名必要かなど生徒た
ちが決めることです︒(略)

は'不就学期間をもっている︒文字をもたない子は'常識的な面で

僕達の運動会の笹目数は普通学校の弱から砧程度ですoそれに
種目の内容も普通学校みたいな高度な演技はやらない.しかしこ

は生活年令を思わせる反応を示しても'その思考は浅い︒しかし'

不自由な指やじを動かして1旦文字を覚えると'その成長には目を

こで述べた二つの点だけから考えても新光国分校のやり方がすぐ
れ

れていると思う︒
㍗い〟

見はるものがある︒ここでは'中学部に入学して初めて文字を覚え

中に

る1日でした︒普通の小'中学校では参加させてもらえない遅効

た一人の生徒についてへ﹁雷‑﹂ということの意味を考えてみたい︒

⁝t'v∵蝣蝣¥J‑'‑‖り

会を自分たちでつ‑りあげ︑力1ばい参加することができました︒

あることと年令とを勘案して'分校の六年生に舶入された︒入間当

したQそれまで学校教育は全‑受けていない︒在国予定が三年間で

e?i!﹂‑什

この作文を苫‑ことによって按は'普通校の運動会の方が楽しい

ら生まれてくるものなのだということを︑実感として知っていった

とは単なる板やかさではな‑'自分たちで作り上げる苦しみの中か

をかみしめている自分がいたtということに気付いた︒真の糞しさ

は全て担任に介助をしてもらっていたO

動'学用品の出し入れ'排滑の処理などは自力ではできず'学校で

あった)'周りからの刺激に対する反応も弱かった︒車いすでの移

初はいっもうつむいていてほとんど謡をせず(中皮の言語障宵も

半田正孝さんは'1九七六年一月'一三歳のときに新光関に入国

と思っている自分の後ろに'実は﹁参加させてもらえない﹂寂しさ

ようである︒また'何もかも普通校の方がすぐれていて︑障渚児校

490

中学部へ進学︒上肢に強い緊張があるために審写は困難であった

集団生活に慣れるに従って'衷情が明るくなってきた︒四月には

なときどんな気持ちで作ったか︑などを考えて番くようにと指示し

文を書かせた︒自分がこの短歌を作った人になったつもりで︑どん

五月には'短歌の在寮をしたOそのあと'短歌をもとにした創作

を選んで'

茂吉)

秋晴れのひかりとなりて楽しくも実りに人らむ栗も胡桃も(斎藤

た︒彼は'

が'はね上がる腕を顎でおさえ'懸命の努力を続けて'少しずつ文
字が書けるようになった︒
中1の三月︑生まれて初めての手紙を三時間かけて書いた︒母に
あてたものである︒

みなでえんそくにいきましたみなで亡はんたペました︒

もはるです
まいにちいとがしいことでしょ

はすてかえじました︒

たかもとちえみちやんわ やさちくてじがうまい はやいしおば

本さんの応援演説をかって出た︒

五月'生徒会役員の選挙が行われ'彼は'副会長に立候補した坂

て'半田さんもそうだった︒掌のマメはいくつもつぶれたO

いを実現させようと自分自身に挑戦する子が毎年出てくる︒そし

は'車イスに乗った子の切実な願いである︒中三になると'この願

のスロープを自分の力で昇降できたらどんなにいいだろうというの

まず︑スロープに挑んだ︒二階の教翁へ行くための約六〇メートル

三年になった彼には︑噴き上がるような熱気が感じられた︒彼は

SB

んなに難しいことであろうかという私の心配は無用だったようであ

て書いたのである︒彼にとって'想像して文を書くということがど

という作文を書いたO バスに乗って遠足をしたときのことと仮定し

みんなおけんさですか
ぼくもおけんさです
くんけ(礼)んでおペんきェうにがばてをじます
てわさよなら
思っていることを文字で表現できた喜びに彼の顔は輝き'何度も
自分の頗いや意志を表すことの少なかった彼が︑﹁中二になって﹂

読み返していたO
という題を与えられて寄いたのがつぎの文節である︒
中2になじました はんだまさたか
おともだちとなかよくなじたいとおもいます
‑んせ(れ)んやペんきうもがんばじますおわじます
友達と遊んだり話したりしてみたい'車イスを自分で動かせるよ
うになりたい'いろんなことが知りたい︑そんな思いがふくらみ始
めているのがわかる︒
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ふぐかいそになたらやずきじぶ'・(やる気十分だ)日からどうかきよ

えるのがはやい

あり'とても楽しかったようである︒病棟でパジャマに着番えたあ

だろうか︒昏く対象として父母を見るということは初めての経験で

れている︒それにしても'何と長い文章が書けるようになったこと

∵;・︑
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'

ろうやに ありまつ‑ん/を いれようとしたら̀∵に/げまし

した︒とてもおも/しろかた︒

・もんに はいりました︒/かいじゆが うみから /でてきま

えいがむらについて

った1.と'との二̲カ所について感想文を溶いた.

な感想が出たが'半田さんは︑﹁映画村とsL博物館がおもし̀ろか

﹁夜,京極で買い物をしたのがとても楽しかった﹂などrいろいろ

10月は持ちに待った修学株行であった︒﹁兼寺がよかった﹂へ

トが使えるようになってきた︒

た︒この作文を爵いたとろがら﹁二マス(1・五センチ角)の′﹁

∵

の練習をしたo・それからÅ瓦版の国語ノートを使っな文字はr八

中1..入学当初は'大学ノ﹁トに三センチ角の マス目を作って文字

が'その楽しさを伝えて‑れた︒

‑トを提出するときに言った.rおもしろかったあ﹂ということば

とも'ただひたすら由き続けていた彼の姿やt.kJの作文を省いた1.

きいづひよいせて‑たさい
自分で番いたこの原稿をしっかり握りしめ'緊張でふるえながら
演説をした︒入園したころには想像もできなかった'積極的でいき
いきした半.EEさんが生まれていたO
六月'母の日'父の日.を迎えて'屑親におくる作文を讃かせたO
・・・ちちのおむしろいところ
とはんのときにへおる︒/おきや‑さんがきたときお/かまい
なしにへをへる︒ /まいしゅう土よう日よう/にけいぼにいきま
す︒/そしてけいぼからうちに/かえったら﹁まけた﹂といいま
す︒/﹁かつ(た)﹂といます./﹁そしたらおみやげぐらい/
か七もいいのにかてこな/い﹂とははかちちにいいました︒/﹁
ガいぼにいかなYてもい/いのにぼくをたまには/あそぴにつれ

/ぼくが﹁

ていてもよ/かろうもん﹂といいました︒/ちちはこういいまし
はははいつもわすれてこ/まるからやめて‑さい

た﹁わか㍉とる﹂といした︒
な︑になをかって ‑/ださい﹂といました︒/はははへんじをして
わす/れでかってこないからわ/すれないようにして‑た/きい

おむてほ おみせや だ/った︒

とおる はばが せまか/った︒

はしの うしろは かい/だんになっとり駁したO

た︒

私は1読して驚いてしまったoいきいきとした文章︒愉快な両親

ばぐのねかいはたまにわ/あそびつれていってください

の姿が見えるような書き方︒彼の明る‑て素直な性格がそのまま表

・I f l'.‑'

とうやまの きんさんに/あいたかった︒

びっくりしました︒/きかん

したかった︒/じかんがなかったので/されなか

そのりゆう/は さいんして もらいた/かった︒
らしこんを
MS

大きかった/ので

sLについて
しゃりんが
きかんしゃに/のりま

しゃを はじめて/みました︒たくさんありま/した︒
あり/まつくんが

ひ/っぼってばうとなりま/した︒びっくりし

はまもとせんせい
した︒がひもを
ました︒/いそいではしった︒
じょうききかんしゃを/はじめてみました︒

二一月には︑途中で退園して家に帰ってしまった江頭さんに手紙

をむいた︒半田さんはちょうどカタカナを覚えたところで'

エガサラサンヲゲ/ンキデスカ中三ン/ノ‑ンナハゲン/ヨエガ

シタン(江頭さん) ハド/ウシテ︑︑︑ンナIが(と)タイエソスレ

パキヨ/カタノニナンデミナ/‑タイエンシナ中(なかった)ト
ネレハサヨナラ

ひらがなを覚え'カタカナを覚え'自分の名前を漢字で昏けるよ

と雷いた︒

うになり︑車イスを自分で動かせるようになり︑排尿が自立Lt学

級の1員としての自分を見つめることができるようになってきた半

田さんは'このころから﹁先生'卒業するとはいやです︒何回も落

第して︑もっともっと勉強したいよ﹂と言うようになってきた︒l

六才になったいま'やっと自分の成長に気付き'もっともっと成長

テレビでよく見る﹁遠山の金さん﹂が投影されるところとい・み
で'興味津々であったらしい︒しかし'奉行所も日本橋もセットは

したいと願う彼を'私も︑できることなら何回も落第させてやりた

員が答辞を読むことになっている︒二月初旬に文化祭を終えてから

一九七九年三月'卒業式︒卒業生の数が少ないので'分校では全

S 1 2 サ

表だけで︑その後ろはベニヤ板であったり階段になっていたりした
ことが印象に残ったというわけである︒﹁とうやまのきんさんにあ
ころでは'﹁rこう思った﹄と雷いたら'そのときの自分の気持ち

直ちに答辞の準備にとりかかった︒宙き始める前に︑中学部に入学

いたかった︒そのりゆうはさいんしてもらいたかった︒﹂というと
をもう一つ深く思い出して︑なぜそう思ったかtというところまで

び'どう成長してきたのかを'ゆっくりと確かめさせていった︒卒

の際︑一つ一つのできごとや学習を通して'一人ひとりが何を学

業と高等部入試とを前にして浮き足だっていた子どもたちは︑三年

してから今日までのことを'できるだけくわしく思い出させた︒そ

り返し行っていた︒また'この作文では'ことばとことばの間を一

間という年間がいかに自分たちを成長させていたかを知って驚き'

わかる︒自分の心を発掘するという練習は'学級会などの中でもく
マスあけることという注意をLtでき上がった作文を私が読んで閃

魯いてみましょう︒﹂という私のことばを忘れていなかったことが

かせて'まちがった表記は自分で訂正させた︒
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やがて落ち着いていった︒答辞といえば'行部とその感想の羅列に

ルファベットか

きるようになりました︒ア

やかん字もかけるようにな

うになりました︒カタカナ

よめるよ

なりがちな傾向があるが︑この話し合いに時間をかけ'その中で自
分と周囲をじっ‑りとふり挙りせることは'卒業に際して窮に言わ

できるようになりたいと

りました︒もっともっと

なければならないことを発見させる上で'非常に大切なことだと思
う︒この話し合いを終えて'﹁答辞として︑友だちや両親や先生に

思います︒

言いたいことを'どんなに長くなってもいいから苫いてどらんなさ
い﹂と亭っと'みんな︑長い長い文章を古いてきたOその原稿をも

スロープの上り下りがじ(ぶん)で

子どもたち

おちても

10分であがるように
こうとうぶに

なりました︒

では

は40分もかかったのに'今

けになったけど'さいしょ

れしいです︒手がきずだら

できるようになったのが一ばんう

正孝

とに'こんどはひとりひとりと話をし'推赦させたO

半田

は︑消鐙時間を特別に延長してもらって'鼓後の作文を仕上げ'答
辞は完成した︒
中三
じ

六ねんのおわりのころに

とうじ
きまし た ︒ お し っ こ も

しせつでがんばって'らい

ぶんでは できませんでし
た︒ひらがなも よめませ

ありがとう

がんばって下

よ
みなさんも

彼にとって'﹁苦く﹂ということは︑﹁いのちに目覚める﹂とい

ございました︒

さい︒先生

みたいからです︒

ほんやら

ねん きっとうけます︒

かき

しんぶんや

んでした︒
てがみを

中一になって'生まれて
はじめて

ました︒うれしかった︒
中三になると'いろいろ

よむことがで

なことが できるように
とけいを

なりました︒
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いう形になったとき'彼は自分という存在にはっきりと気付いたの

うことであった︒文字を覚え'ことばを審き'それが母への手紙と
ではないだろうか︒済くことによって自分が表現できることを知っ
てからの彼の作文には'﹁新しい発見への驚き﹂と'﹁自分を伸ば
していきたいという願い﹂とがはっきりと表現されているo表現す
ることの薄びは'よりよく生きようとする意欲につながっている︒
暗譜児に限らず'﹁讃‑﹂ということは'非常に大切なことであ
る0日分の感動や認識を﹁ことば﹂でとらえないことには番‑こと
ができないし︑ことばでとらえるためには'﹁考え﹂なければなら
いて考えるのだ︑と思う.﹁ああ'何となく感じていた気持ちは'

ないからである︒何を考えるのか︒私は︑自分の変化(成長)につ
こういうことばで表すことができるんだな﹂'﹁おや? 書いてい
くうちに考えが変わってきたぞ﹂など'古‑ことを通して生じる'
への意欲につながるのであろう︒そこに'省かせることの意味があ

自分に対する第三者としての意識や新たな自分の発見が'古くこと

(前・福岡県立福岡養護学校新光燭分校教諭)

るのではないだろうか︒
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