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小学校における特別支援教育システムの構築

一支援に対する教師の「とまどい」から－

瀬底正栄＊浦崎武*＊
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本研究では、「特別な支援を必要とする児童」への支援を行う担任教師へのライフストリー・

インタビューを行った。その言説の中から、子どもの見せる出来事への教師が感じる違和感とし

ての「とまどい」に焦点をあて、小学校における特別支援教育システムの構築について考察する。

おりしも、特別支援教育が本格施行され２年目の時期であり、特別支援教育に対する認知度は前

年度以上に進みつつあるように感じられる。しかし、それと比例して、様々な課題も見え始めて

いる。時代は特別支援の価値観が要求され、これまでと違った見方、支え方が要求されるように

なり､より細やかな支援をしていく流れができていくように感じられる。校内委員会、支援体制、

チーム支援、専門機関との連携等の体制整備の形は、驚くほどの速さで進んでいった。しかし、

その中でとり残されてしまったのが、支援する側の心である。そこで支援経験のある担任教師へ

のライフストリー・インタビューを行うことで、支援する側の心の動きを「とまどい」の変容を

通してみることで、共感できる他者、内なる共感できる他者とのやりとりとその重要性が示され

てきた。これは小学校における特別支援教育システムの構築に対して－つの視点となりうると考

えられた。

山本（2004）は、「とまどい」とは、出来事に

遭遇した者が「これは一体なんだろう」「こんな

ことが本当にあるのか」と解消されない違和感の

存在に気づき、自分の思い込みが顕著化されるこ

とと述べている。コーディネーターとして担任か

ら「気になる児童」の相談をされたとき、児童が

抱えた難しさに対して担任がこれまでの経験で培っ

てきた技量を十分に生かし切れず、閉塞感に苦し

んでいる現象を何度となく見てきた。

黒川（2008）は、多くの教師は、特別支援教育

にどう取り組んでよいのか、明確なイメージを持

てずにとまどっているところがあると述べ、その

｢とまどい」は、特別支援教育を特別に感じてい

ることからくるのではないかと指摘している。特

別支援教育で行われる、－人ひとりを大切にする

教育は決して目新しいものではない。教育現場に

はじめにＩ．

2007年度から特別支援教育が本格的に実施され

ることになり、改めてこれまでの実施に向けた取

り組みや、学校での意識の変化について考えさせ

られる。小学校で特別支援教育コーディネーター

(以下、コーディネーター）として、200Ｙ年４月

から活動を始めて感じたことは、多くの教師が

｢特別な支援を必要とする児童」（以下、支援児）

の支援に対して「とまどい」を感じているという

ことである。

＊MatsusimaEle，School，ＮａｈａＣｉｔｙ，

OkinawaPref

**FacultyofEducation，ＵｎｉｏｆｔｈｅＲｙｕｋｙｕｓ
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関わる者にとっては常に実践しながら立ち返る大

原則の一つである。しかし、その中に発達障害の

ある子どもがいることは、これまでのような経験

論的な解決方法への揺らぎを与える要因となった

のではないだろうか。特別支援教育は、まだ始まっ

たばかりである。長年実践を積み重ねてきた教科

教育とは全く違う始点に立たされている。それを

教師が自覚することで、これまでにない「とまど

い」を持つようになったのではないだろうか。

小学校においては、「小・中学校における、

(学習障害）ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）高

機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備の

ためのガイドライン（試案)」で述べられていた

ような校内支援体制づくりがコーディネーターを

中心として進められてきた。しかし教師の意識や

必要感は高まらず「わかりずらい」「遠いところ

の存在」という対岸の火事的な雰囲気が強かった。

また、実際に子どもに対する支援でも、ケース会

議や校内委員会での報告、個別の指導計画書等の

新たな業務に対して負担感を持つことで、その結

果担任だけで支援児童に対応していく、これまで

のスタイルを根強く残していくことになったので

はないだろか。そこには、小学校特有の体質もあ

るように感じられる。小学校の教師は、率直な意

見交換や他のクラスの学級経営に関わることを蹟

踏してしまうといった組織文化を形成する傾向に

ある（肥後2004)。普段は個人の独立`性と分離

性が保たれているため、教師の専門的能力に基づ

いた自主性・独自性が尊重されるため、教師同士

の共同作業を行うための結びつきは決して強くな

い（石隈２００６；飯田2006)。だが、個で問題

を解決しようとする自己責任型のスタイルでは、

多様な教育的ニーズに対応していくことが難しい

と感じている教師も多いと思われる。

確かに、これまで自己責任型のスタイルで、教

科指導、生活指導を行うことが基本とされ、教師

の学級経営力が技量として見なされることも実態

として存在したことは否定できない。そのような

組織文化を認めながらも、特別支援教育に対する

肯定的な意識を形成していくためには、教師のも

つ「とまどい」にどう関わっていくかが重要とな

る。

そこで、これまでに見られた教師の意識、支援

児への支援から、Ｇ小学校における特別支援教育

の構築に取り組むまでの変容の過程を継続的にま

とめてみる。また、本事例においては、「とまど

い」という用語を特別支援教育の中で感じた教師

の心理的な変容の過程を捉えるものとして使用す

る。

200Ｘ年４月から特別支援教育への転換を始め

たＧ小学校では、学校という組織文化の中で多く

の「とまどい」を抱えながら独自の変容を見せて

いく。この中で垣間見られた「教師」の意識変化

は、特別支援教育を進めるうえで大切なエッセン

スとなる可能性がある。

以上のことから本研究においては、「特別な支

援を必要とする児童」への支援に対する教師の

｢とまどい」に焦点をあて、小学校における特別

支援教育システムの構築について考察し報告する。

Ⅱ研究方法

１調査期間

2008年８月の３週目から10月の第４週目にかけ

てインタビュー調査を行った。

２調査対象

１）調査対象

沖縄県のＧ小学校に所属する担任を対象とした。

選出方法としては、Ｇ小学校で特別支援教が開始

された１年後のＸ年から、支援児の担任として関

わった教師に依頼した。Ｘ年は、特別支援教育に

対する校内体制が整備されていく年でもあり、教

師にとっても意識の変化が表れていく年でもあっ

た。また、対象担任の選出については、前年度の

校内委員会で最初に支援対象児として話し合われ

た児童の担任に依頼をした。対象教師に関する詳

細については、表１に示す。

研究の目的や趣旨に賛同してしていただくこと

を担任教師と支援児保護者へ確認し、担任へのイ

ンタビューを行った。なお、インタビュー時間は

対象者によって多少は異なるが、約２時間から３

時間行った。場所は、Ｇ小学校職員室の自席を利

用した。
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表１教師の属,性

年度 '性別 年代教員歴学年支援児

女
女
男
女

Ｘ年

Ｘ＋１年

Ｘ年

Ｘ＋１年

Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

任
任
任
任

担
担
担
担

半
半
半
半

後
後
前
前

代
代
代
代

０
０
０
０

３
４
３
５

年
年
年
年

５
４
０
７

１
２
１
２

年
年
年
年

４
５
５
６

児
児
児
児

Ｋ
Ｋ
Ｉ
Ｉ

２）支援児の背景

（１）支援児Ｋ

①支援期間小学４～５年男子

②診断名境界知能

③支援開始時の状態

教科全般に大きな遅れがある、また授業に対

する意欲も低い。

④家族構成

父、祖母、兄、本人（以下Ｋ児)、弟

⑤支援歴

Ｋ児が、小２の時、非常ベルをおしてしまう出

来事があり、担任から学年末に筆者に対して支援

についての相談があった。その当時筆者は、特別

支援学級の担任でまた、Ｋ児の学級の体育を週３

時間担当する立場でもあった。２年の担任からは、

年間を通して国語が10点以下の点数であったこと

や、対人的なトラブルが多いこと、また覚えた漢

字をすぐに忘れてしまうため、個別指導をいろい

ろと取り組んでみたが、成果がなかった等の話が

あった。担任教師は、５０代のベテラン教師で、学

級経営や教科指導に関しては校内でも指導者的な

立場にあり、これまで研究主任等も歴任するなど

実績もあった。Ｋ児に対して抱いた支援の不安や

これまでなかなか相談できる場がなかついたこと、

さらに来年度を控え焦りのような不安もあり、筆

者に相談したのであった。そこで、父親との面談

の機会を持ってもらい、これからの支援について

定期的に話し合いを行うことで承諾をもらい、進

級後の学級担任との連携が次の課題となった。３

年進級後、担任から５月に支援について考えてい

きたいとの申し出があり、具体的な支援内容につ

いて父親や担任との話し合いを始めるが、担任の

方が体調面で不安があり、病気休養を７月からと

ることになってしまった。そのため支援について

の話し合いがとぎれてしまい、校内支援が始まっ

たのは、夏休み明けであった。知的障害特別支援

学級に週２時間通い個別支援を受けるようになっ

た。

４年進級後すぐに、教師Ａが担任をしている情

緒障害特別支援学級での個別支援が始まり、週３

時間の支援を１年間受ける。５年では、担任Ｃか

らの教室外での個別支援要請が再三あったが、対

応できたのは９月からであった。英語指導員教師

Ｂが担当となり、英語室での個別支援を週２時間

行うようになった。

（２）支援児Ｉ

①支援期間小学５～６年男子

②相談機関での検査結果発達障害の疑い

③支援開始時の状態

対人的なトラブルが多く、授業への参加意欲

も低い。

④家族構成

祖父母、父、母、兄、姉、本人（以下Ｉ児）

⑤支援歴

４年生の頃に担任からコーディネーターに相談

があった。内容は、Ｉ児の対人的なトラブルへの

対応と理解できない言動に対しての解釈であった。

これまで関わってきた子と何か違う違和感を感じ

たのと、もし特別な支援が必要な子であれば、生

徒指導的な関わりでは逆に悪化させるのではない

かという不安もあり、保護者との話を通して専門

機関との連携を図っていきたいとの要望があった。

保護者との話し合いを根気よく持ちながら、学校

側の理解を求め、夏休み前に専門機関とのケース

会議が行えるようになった。しかし、特別な支援

を行うことに母親の承諾が得られず、担任は悪化

していくＩ児の状態に不安を抱く日々が続く。夏

休み明けにヘルパー（支援員）の申請を目的に、

相談機関での検査を進め、父親の希望もあって検

査を受けることなる。結果の説明を担当者から受

けた後、対人的なトラブルでの安全面確保の為へ
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ルパーでの対応を進めることになった。しかし、

Ｉ児自身は、特別な対応に納得がいかず、ヘルパー

への攻撃的な行動と態度で、逆に学級での不適応

を強めてしまう。そこで、５年生ではヘルパー対

応を無くし、また専門機関とのケース会議も一端

終了することになった。Ｉ児の支援は、男,性担任

による学級内支援のみに変更し様子を見ることに

なった。５年ではオープン教室から、箱形の教室

になり、また担任との良好な関係もあって徐々に

落ち着きを見せ始める。６年生ではまた、オープ

ン教室による騒がしさの中に戻るが、４年生の頃

のような問題は少なく、女性担任だけの支援で対

応している。

担任教師に対して解答を導きだすようなインタビュー

になってしまっている可能性も否定できない。し

かい、本研究ではインタビューでによる返答を導

き出していないという仮定の基で進めていく。

Ⅲ、結果

１－対人的なトラブルが多く、また学習にも

おくれがあるＫ児の支援を行う教師のライフス

トリー－

１）担任Ｂインタビュー

ｌ）－１＜かわいいもんだ＞

Ｂｌ：４月当初から授業妨害が多かった。周りの

空気・雰囲気を読むことが苦手なので、少しでも

｢うけたら（笑いがとれたら)」喜ぶ。周りの子に

は、そういう「うけ」ねらいの発言をしても笑わ

ないように、徹底して指導しましたよ。授業とか

学級と言うよりも、周りの子がＫに,慣れるための

指導が大事でね。前担任から、口頭での引き継ぎ

はあったが、これぐらいは別にと思っていた。２

年連続大変な学年を持っていたので、Ｋの行動で

も「これくらいはいいかな」っと許せてしまう気

持ちがあってね。でも、普通の子たちを担任した

３調査内容

半構造化インタビューであったが、支援の経緯

を尋ねることから始め、担任教師の話の流れに沿

う形で「支援することへのとまどい」や「支援を

していくための拠り所｣、「不安や葛藤」といった

内容について質問していった。以下、次節におい

て提示されるのは、そうやって得られた４人のラ

イフストーリーである。

なお、ライフストーリーの提示の仕方について

は、ストーリーが生成される文脈やプロセスをで

きるだけ切り詰めないために、そしてまた、筆者

の解釈の妥当性について検討できるように、担任

教師の語りを忠実に再現する提示形式を採った。

また、話の文脈がわかりにくいところは、括弧書

きによって筆者が補足している部分もある。なお

ライフストーリー中の下線は、後の解釈と考察に

置いて特に重要だと思われる言説に引いている。

後にＫを持つと大変だったかもしれないし、厳し

かつたかもしれない。前年度の対応は、自分の気

持ち的にも厳しかったので、Ｋのきれ方なんて前

年度の子に比べたら、「かわいいもんだ」と恩っ

ていた・気持ちにゆとりがあったかな。

ｌ）－１考察

４月５月は、前年度の学級、学年の子と比較し

て、Ｋ児の対応は「かわいいもの」と思う余裕が

感じられた。トラブルや「うけ」をねらった発言

による授業妨害も、強い指導で押さえるような対

応が多かったように思える。比較的、冷静にＫ児

の様子をみていこうとする姿勢がうかがえたが、

｢普通の子の担任後だと、厳しかったかもしれな

い」と、決してＫ児への対応が容易ではないとも

示唆している。校内支援については、３年生の頃

行っていた、教室外での個別支援について、検討

していくことにはなついてが、「しばらくは学級

で様子をみたい」との担任Ｂからの要望もあり、

５月の家庭訪問以降、保護者との面談を行いなが

４分析方法

インタビュー内容は、デジタルボイスレコーダー

にすべて録音して、後日文字化しトランスクリプ

トを作成した。また、語り手の言葉で印象に残っ

た表現や、語り手自身をよく表している言葉を一

文抜き出しトランスクリプトにタイトルをつけ意

味区分をおこない、筆者の解釈や考察を付け加え

た。教師のインタビュー内容の分析目標としては、

教師の意識変化、支援チームとの関わり、「とま

どい」の変容過程を指標としてみる。

インタビュー内容がある程度決まっているので、
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の支援は「かわいいもの」という考えは、生徒指

導的な難しさを表した、前年度の子どもたちと比

較した感覚で、Ｋ児の表す難しさとは質的な違い

があった。その違いに気が付いたのは６月頃から

のように思える。「結婚しよう」の出来事以後、

学級を自習させてまでも、Ｓｃとの話し合いの時

間を作り、じっくりと自分の思いを話、またＳｃ

からのアドバイスをもらっていく。これは次に進

む視点を共に共有していく作業のようにも思えた。

ら、具体的に進めることになった。

１）－２＜結婚しよう＞

Ｂ２：６月に隣の女の子に対して、「結婚しよう」

と執勧に言い寄る事件が起こって。「結婚しよう」

の件では、私も悩んでいたので、スクールカウン

セラー（以下Ｓｃ）との面談時間を作ってもらっ

て。私も、ＫがＳｃとの面談を終わった後、授業

を自習にして、私もＳｃと話をしてさ。Ｋは、親

も対応が難しいだろうという話になって。いい寄っ

た女子は、どの男の子からも人気のある子で、か

わいくて、やさしくて、お利口さんの女子なんだ

けどね。Ｋのその子に対するリアクションを見た

だけで、「好きなんだな_」て分かるぐらいだっ

たね。その子に対して、とってもちょっかいを出

していたから、好きだから意地悪はしないけど、

そこ子は優しいから、そのへんがどうかな？て思っ

ている。というのも、女の子の家にＫが電話を何

回かしていたことを聞いて、電話では、本人が困

るようなことを言っていたみたい。でも何も本人

からは言ってこないから、お母さんから相談があっ

て知って…。この件はＫにＳｃが関わることで、

落ち着いていったけど。「先生が頑張って対応し

ないといけませんね」とも言われて。やはり、母

性の不足かな～とも思って。

１）－３＜本人も我慢している＞

Ｂ３：理科専科（理科担当教師による理科室での

授業）の時間に大きなトラブルがあり、教室で理

科の時間を過ごすことがあったね。実験中にアル

コールランプを割ってしまい、「こんな子は、は

じめてだ」とＭ先生も言っていて、勿論、火はつ

いていなかったので、大丈夫でしたが。そんなこ

ともあったので、ドキドキしながら理科の授業へ

行かせていました。この時期は、学級では落ち着

いていて、移動教室が駄目なのかな～と思ったつ

んですが、音楽だけは違って、なんでだろうと思っ

たら、「音楽は好きだから」と、やっている内容

が本人にとって分かる、分かりやすいことだった

かもしれないと思って。音楽の授業は、歌えばい

いし、リコーダーも吹けぱいいしと、リコーダー

も全然できないわけでもないので、また、その時

期はピアノも習っていたので、自分は音楽ができ

ると思っていたと…。教室での説明や指示に関し

ては、私が近くに座っていることもあって、分か

りやすく伝えていたように思う。１対全体では全

然駄目で、おそらく近くに座っているから、みん

なに説明した後「こうやるんだよ－」とＫに言っ

たりする。それでも、できないけど、特に国語な

んかはそれでもできないけどね。こちらが、でき

なくてもいいと思う気持ちで、させているから、

邪魔しなければいいでしょうと、本人も我慢して

１）－２考察

４月、５月の問題行動に加え、６月、７月には

｢'性的な問題」かと、担任Ｂの対応を超える課題

が現れ、とまどいを隠せない時期が続く、前担任

だった教師Ａとの個別支援の時間も軌道に乗り、

順調に進むかと思った時の出来事であったために、

次の対応手段について悩み始めていた。この現象

をどう受け取ればいいのか、どう理解すればいい

のか前担任や学年主任とも相談をしていた。その

とき、Ｓｃとの対応を進めたことを切っ掛けに、

ことの打開を進めていく。去年の子どもたちとは

違うタイプのＫ児の行動に、不安と焦りのような

ものを感じていたが、Ｓｃとの関わりの中で出来

事の意味やこれからの対応について、イメージす

ることができ、また、Ｋ児自身もＳｃとの関わり

と教育相談支援員（以下、相談員）との関わる時

間を週１時間もつことで、この問題はひとまず落

ち着いていく。担任Ｂが最初に思っていた、Ｋ児

いるわけだから、これ以上のことをさせるのは大

変だと思った。

１）－３考察

移動教室となる理科の授業では、担当教師のＭ

先生から授業態度をはじめ、実験でのふざけなど、

気になる行動を指摘され、本人の反省と指導を含
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めてしばらく理科への授業参加を禁止することに

なった。そのことを通して、何故、理科で騒ぐの

か、何故、Ｋ児は音楽だと褒められるのかを考え

る。そこで気が付いたことは、本人の「学習内容

が好き」ということと、授業の分かりやすさであっ

た。しかし、教室では苦手な国語でも、何とか頑

張れているのは、Ｋ児を常に担任Ｂの近くに座ら

せることで、１対全体の指導ではなく、１対全体

とＫ児という指導の流ができていたことにあった。

また、Ｋ児自身の苦手さ、難しさを考慮して、

｢こちらが、できなくてもいいと思う気持ちをも

つ」こと「本人も我慢しているわけだから、これ

以上のことをさせるのは大変だと思った」という

ような、Ｋ児の立場や心情を理解していこうろす

る姿勢が見られた。このことから、夏休み前まで

は多くの「とまどい」を抱えながらの支援であっ

たが、前担任Ａとの個別支援やＳｃ・相談員との

関わり等で徐々に、Ｋ児に対する「とまどい」が

なじんで来ているように感じられる。これは、こ

の四者（Ｂ，Ａ、Ｓｃ，相談員）が支援チームと

して、それぞれの役割をバランスよく行っている

ように思える。担任の役割が明確化し、自分の置

かれたポジションでＫ児との関わりを深めていく、

その結果、Ｋ児に対する支援も、Ｋ児自身から、

その周りの子、そして学級へと広がりを見せ始め

ている。

いていた感じ。楽しくはない勉強だよ、でもあん̄

なに字を書くのが遅い人が二人でやると早いわけ

よ、とっても。全然身にはなっていなかったと思

うけど、形上は進んでいて、理科をやっていたか

な。私も分からせようと思うと苦しくなるので、

楽しもうと思いってやっていましたね。全然テス

トはできなかったけど。楽しそうだったね。

１）－４考察

理科でのトラブルを切っ掛けに、担任ＢがＫ児

とゆっくり関わっていく時間ができていく、その

時間を通してＫ児はさらに担任Ｂとの関係を深め

ているように思える。また担任ＢもＫ児に対して

これまで以上に親しみを持てたのではないだろう

か。それは「あんなに字を書くのが遅い人が二人

でやると早いわけよ」というＫ児の行動の変化や、

｢私も分からせようと思うと苦しくなるので、楽

しもうと思いってやっていましたね」という担任

Ｂの心理的な余裕からも、感じとることができる。

罰としての時間であれば、このような雰囲気を生

起させることは難しいと考える、むしろ担任Ｂが

感じた「正直言うと、満たされていくような感じ」

の方が、その場の意味を現しているのではないか

と考える。満たされる場とは、Ｋ児だけでなく、

担任Ｂ自身にも当てはまることで、まさにお互い

がこの場で満たされるような感覚を、感じていた

のではないかと考える。

１）－４＜二人っきりの理科＞

Ｂ４：１月の下旬に、理科の実験中、隣の子に注

意された仕返しに、熱したスプーンを腕に押しつ

ける事件があって、理科への参加が禁止になって、

それで２月は理科に行かさず、３月から参加させ

ましたね。理科を行かない間に調子がよくなって。

１）－５＜上履き事件＞

Ｂ５：そういえば、上履き事件がありましたよ。

人の上履きを履いて、お兄ちゃんの名前を上履き

に書いていたことが。私が上履きを履かないと結

構指導を入れていたんですよ。上履きを持ってい

なかったときは、音楽に行かさなかったり、英語

に行かさなかったりしたから。学年主のＣ先生が

Ｋの態度、「変だな～」と言って、学年の先生方

もみんな「Ｋの態度が変だね～」と言っていたの

で、注意して見ていた。全体朝会の時も前を見な

いで、私の方ばかり見ていたから。「何かやまし

正直言うと、満たされていくような感じで、段々

本人が理科に行かないで私と過ごす時間を楽しみ

にしてきたのよね、別にＫにかかりっきりと言う

ことでもなく、私も何かをチェックしながら、見

ながら、やっていたから。私もこの時間を苦しい

と思うと続かないので、楽しもうと後は思ってい

たから、この時間でなんとかしないといけないと

思うと自分が大変でしよ。理科のこれを教えない

と、と思うと大変だから、「理科の本の何ページ

読んで、ここ写して、はい何がわかった」って間

いことがあるはず」と思って、朝会が終わった後、

みんなが教室に戻るとき「Ｋおいで－」と呼んで、

私この時「ビーン」ときて、「上履き見せて」っ

て言ってみたわけ、やけに新しく、「Ｕ（Ｋ児の
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兄)」と書いていたので、確認が必要と思って、

ちょうど以前お兄さんの担任ていた学年主任が

｢これはＵの字ではないね」「こんなに下手ではな

い」と言ったので、「そつか」と思って学年の先

生方にも上履きを見せた。すると「薄くＴと書い

ているような気がするよ」と言うので、Ｋに上履

きを脱いでもらい、上履きがなくなったＴに確し

認てもらった。するとＴは、「これは私の上履き

です」と言ったので。Ｋに「これはあなたの上履

きでは無いですよね」と言うと、あきらめたのか

素直に｢はい」と言って、その後は一言も嘘は言

わず全て話してくれた。本人が反省しているよう

に見えたので、怒りませんでした。上履きの指導

では強くやりすぎたから、Ｋを追い込んてしまっ

たな～と思って、Ｋに「ごめんね、先生も悪かっ

た、ごめんね」って謝って。

履き事件は解決して行ったように思われた。

２）担任Ｃインタビュー

２）－１＜授業妨害＞

Ｃｌ：Ｋは、授業中のけじめが付けられなくて、

いつでも「うけ」（笑い）をねらっている。とに

かく、今時の芸人ネタを発している感じかな。奇

声ではなく、笑いをとろうと発している。これが

授業の妨げになって困ったことかな。私はもうちょっ

とひどいかなと思っていたけど。なんて言うの、

危害を与えることはないでしよ、このへんを心配

していたけれど、それはないでしよ。このへんは

何もなかったものだから、人を殴るとか、危害を

与えることがなったから、安心して見れたけど。

ただ、「こういうけじめを付けようね」って、な

んて言うか、笑った人がいればすぐに私が、「今

笑った人立ってみて」って言うから、それで指導

したけどね。

１）－５考察

Ｋ児の様子に違和感を感じた担任Ｂは、学年主

任に声をかけてみる、やはりそこでも「何か変ね－」

というこになる、また同学年の先生方も同じよう

にＫ児の様子に不自然さを感じていた。担任Ｂは、

あらゆる側面からＫ児の行動を分析し思いを巡ら

せる、ここに学年を単位とした支援チームの存在

が担任Ｂを支える－つの方法となってくる。Ｋ児

の行動に対する違和感を学年主任、学年と共有し

ながらさらに出来事に対して近づこうとしている。

｢何かやましいことがあるはず」は、Ｋ児の行為

に対する担任Ｂならではの直感であったが、それ

を支えてくれたのが支援チームの存在であったの

ではないかと考えられる。その後、上履きを調べ

る段階でも、学年の先生方とのやりとりは大きな

助けとなり、出来事を解明していく。Ｋ児とうい

う児童をよく見ている先生方の視線は、担任Ｂに

とっても心強い存在であったと考えられる。しか

し、この出来事からＫ児に対する上履き指導を反

省していく。あまりにも強い指導を継続した結果、

Ｋ児はその場しのぎの行動に出てしまう。このこ

とから、その後のＫ児との事後処理での関わり方

に変化が現れてくる。指導の反省を踏まえながら、

また実際に行動を共にしながら自分の思いを伝え

ていく。顕在化した出来事のみを見ていくのでは

なく、潜在的な部分にまで目を向けることで、上

２）－１考察

４月は４年と同様に、「うけ」をねらった言動

で、授業の妨害を行ってしまう。ここでの対応は、

４年の時の担任Ｂと同様に、強い指導でけじめを

付けさせる方向で進んでいく。担任Ｃは、Ｋ児が

４年生のときの学年主任で、前担任Ｂからも度々

相談を受けていた。そのためＫ児対する対応はあ

る程度の心構えがあったように感じられた。それ

が、「私はもつちょっとひどいかなと思っていた

けど」に表れたのではなだろうか、それは４年の

頃のＫ児の様子を知っていたことや、教師Ｂが実

際にＫ児に対応している場を、見てきたことによ

る経験からくるものと考えられる。

２）－２＜子どもたちの雰囲気＞

Ｃ２：何て言うの、私は意外とこれは悩んだね

｢やんな－」「やんな_」って、「Ｋやんな－」っ

て、周りが「やんな－」って言って、何て言うか、

周りの反応を確かめているから、「あ～。この子

の為に、反応しないで普通にしているといいのか

な－」て思ったんだけど。とてもけぎらいするっ

ていうの、Ｋを。無視する雰囲気の子もいてから

さ、「やんな_」「おまえ馬鹿か」「何回言ったら

みたいな、これに乗じて女の子も、「Ｋ

｢いやな感じ」って言うのを持ってきて

分かる」

いや－」
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いる、周りの雰囲気があったのね。「は－，また」

｢また－」って感じで。

で、「難しいな_て思って」からも、担任Ｃが問

題の根深さを気にしていたことを、感じさせる。

２）－２考察

違和感を覚えたのは、子どもたちのＫ児対する

声であった。「Ｋやんな－」「おまえ馬鹿か」「何

回言ったら分かるんだ」等の、Ｋ児を蔑視するよ

うな関係にとまどっている感がある。クラスの中

には、Ｋ児を毛嫌いする子とＫ児の言動を期待す

る子が入り交じり、その両方への対応が必要であ

り、今後の課題でもあることを認めている。Ｋ児

の言動や周囲の子の反応に対して現状が理解でき

始めている時期と思われる。この「私は意外とこ

れは悩んだね」つと感じた、担任Ｃの違和感が今

後どう変化していくかが、支援の内容を左右する

要因と考えられた。

２）－４＜約束との葛藤＞

Ｃ４：Ｋはね、私や０Ｍ先生の前だとお利口さ

んになるんだけど、女子とは放課後とかに物を投

げたり、蹴ったり、相手が嫌がることをわざとやっ

たり、いろいろやっているみたい。教室でも、私

が教室に戻ってくる前は、態度が悪いみたいだけ

ど、「ドアが開くと同時に本を出して、真面目に

やっていた振りをしてるよ－」って、女の子が言っ

てさ゜でね、私、Ｋに「こんな悪いことをする人

に、運動会で大太鼓をさせるわけにはいけません、

次やったら別の人に交換してもらいます」って言っ

て、そしたら、次の日、また女子とトラブって、

悩んでさ・・・学年に相談したわけ、そしたら、

みんなが彼のためにも約束を守るべきだと言うの

ね、そうでないと約束の意味までも崩れてしまう。

これは今後、彼のためにならない、ということに

なって・・・、大太鼓の代表を交換することになっ

て。大太鼓を交代してからは、女子とのトラブル

もなくていいんだけど、あんな、約束をしてしまっ

たのが気になって・・これでいいのかって。本人

にとって良い機会だったのね、でもこんな形で代

２）－３＜お尻さわり＞

Ｃ３：５月にね、Ｎさんのお尻をさわることが続

いて、（４年のときにも同じような出来事があっ

たとＢ先生が話していた）ちょうどクラブ結成式

の日に、知って「ゆるさ－ん」と思って、怒って

｢こんな子はどこにも行けません」って言って、

｢これは警察に捕まるよ」って話もして。結成式

があって、しばらくしてサッカークラブがあるん

だけどね、クラブの日に、「俺行ける？」って言

うから、「何で行けなかった」って聞いたら忘れ

ていた。本当に忘れているから。「え－」と思っ

たけど、でもこのお尻を触るということはそれ以

後無くてそれ－回だったからいいけど。もし何回

か出てきたら難しいな－て思って。それで、少し

わってしまい、おうちの方でも話をしていると思

うし.。。

２）－４考察

運動会での大太鼓担当は、学年でもごく限られ

た数人しかできない担当である。言いかえれば学

年の顔、クラスの代表的存在となる、勿論選ばれ

ることはちょっとした自信に繋がるポジションで

ある。Ｋ児にとっても、大太鼓担当は、大きな希

望を持っての挑戦であり、自信をつける要素でも

あった。それは、担任Ｃも感じていることであり、

それも意図した起用であったことは、「本人とっ

て良い機会だった」からも読み取れる。その機会

をＫ児の指導の中で利用した結果、大太鼓担当を

外すことになり、担任Ｃ自身も、自己との葛藤に

苦しむことになる。学年や前担任に相談するが、

罰の約束を守ることに今後のＫ児に対する指導の

意味が出るのではないかという結論になり、担当

を変えることになる。Ｋ児が小太鼓担当になった

考えていて。

２）－３考察

Ｋ児が、Ｎ児のお尻を触ることを、Ｎ児自身か

らの訴えで知り、Ｋ児に対してクラブ参加を禁止

にするが、指導されている意味や行為の善悪に対

する気づきが弱いのではないかと思うようになる。

それは、１週間後のクラブの日に再度、クラブへ

の参加禁止に至った理由を尋ねたときに、その記

憶がないことに樗然とした出来事から来ているの

ではないかと考えられる。そして、－番気にして

いたとは、指導後もＮ児に対する行為が続くこと
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｢何でもないさ－」て感覚になったんです、それ

からは。正直言って、あまり特別な感覚で見てい

後は、トラブルもなくなるが担任Ｃにとっては、

後味の悪い指導になった。しかし、この判断には

学年や前担任Ｂとの相談の場があり、担任Ｃの葛

藤を支えてあげる支援チームが大きな役割を果た

している。その後の、Ｋ児の状態を支えていく行

く上でも、支援チームでの問題共有は重要な要因

と考えられる。

ないわけさ･駆け引きじゃないけど、「ヘルパー

なしなら、これぐらいやらないか」みたいな、

｢できるか_｣、「その代わりできなかったら、先

生はもう特別にやらないよ、これまでと同じだよ」

って言うぐらいの話しで、「一応分かったよ」と

いう交渉というか。

２）－１考察

Ｉ児との出会いについて語ってもらった、やは

り前年度のＩ児の学級での不適応については、周

囲からの`情報と校内委員会からの報告から、ある

程度の心構えはあったように思われる。そのこと

を深く考える間もなく、Ｉ児が－人の女子を追い

かけ回している場に遭遇する。担任Ｄは、Ｉ児に

対してきわめて冷静に状況を説明してる。Ｉ児も

それを確認するかのように、否定することはない。

そしてトラブルの原因が、Ｉ児の持っているヘル

パーへの嫌悪感であることを感じとり、そこで付

けないでもいい条件を説明し始める。「そしたら、

自覚があったんで…」というように、条件に対す

るＩ児の感触を確かめながら話を進めている。こ

のような対応を出会いの場で行えたことを、過去

の経験からではないと確認するが、感覚の違いで

あるように答えている。「正直言って、あまり特

別な感覚で見ていないわけさ」と言うように、普

段から行っている、子どもとの「駆け引き」「交

渉」とかわらないものであることを説明している。

この出来事でのＩ児との関わり方はその後の担任

Ｄのスタイルを現しているように考えられる。ま

た、Ｉ児にとっても担任Ｄとの関係を構築してい

く始点となっていたのではないかと思われる。

２－人との関係形成に問題があり、対人的な

トラブルが多いＩ児の支援を行う教師のライフ

ストリー－

１）担任Ｄインタビュー

１）－１＜ヘルパーは付けない＞

Ｄ１：－人の女の子がヘルパーさんを見つけ

｢あれは、Ｉの為にいるんだよ」ってことをＩに

言ってしまって…。Ｉがきれて、女の子を追いか

けて、いつものようにたたくのが始まったから…、

それが最初でした、Ｉとの出会いは。たたこうと

しているのを止めて、「なんでね－」ってＩに理

由をきいたら「あの人がヘルパーが、俺のために、

どうのこうの喋っていた」と、僕は「当たってい

るよ－」て、「だって去年からそうだる」って。

｢今、何やっていた－，追いかけ回していたでしよ」

｢こんなこと、されたらさ、誰だってよ人に捕ま

えられるよ、今、先生に捕まえられただろ、当た

り前なわけさ｣、「いやなの－」て言うと、Ｉが

｢うん」て言うから、「それじゃ、何故ヘルパーが

必要か分かるか－、今みたいなことをするから必

要なんだよ」「いつも先生が捕まえに行くわけに

いかないから、誰かが捕まえに行かないといけな

いから、ヘルパーが必要になるわけよ－」「それ

がいやだったら、こんなことやめれ」「その代わ

り、やめるんだったらヘルパーは、付けない」っ １）－２＜これくらいでいいかな－＞

Ｄ２：僕らが、ちょっとＩの調子悪いからって、

自分らの関わり方が悪いのかと思うよりは、むし

ろ多面的に捉えた方がいい。その方が正確。例え

ば、ちょっと崩れたからと言って、ヘルパーを付

けるのは、もし原因が家庭にあったときには逆効

果になるじゃない。そういう意味で、ただ約束を

守れなくて、意識もなかったらヘルパーに対応し

てもらう必要もあるけど、理由をちゃんと見極め

て言ったんですよ、「いらないでしよ－」て、そ

したらＩが「うん、うん」って。とにかくヘルパー

がいやならば、このことは守りなさいと約束をし

たんですよ。たたかない、逃げない、それぐらい

ですかね。「そうすれは、少なくてもヘルパーは

必要なくなるよ」って。そしたら、自覚があった

んで…。前の年のように、誰かが捕まえないと駄

目、というような、凄いこと間かされていたけど
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ないとＩはまずいのかな－て思う。俺はあまり真 もなし、深夜俳個をしているわけでもないし、非

行に走っているわけでもない。逆にそんなへんな

ことはしないしね。そんな感じで、Ｉは全然。

面目じゃないから、「いいんじゃないか－」て恩っ

てしまう。あまり分からないけど、Ｉを同じよう

に考えてしまうと無理じゃないですか。普通の子

と同じようにできないから、Ｉは駄目だと思われ

てしまうのは当然だけど、「あ、こいつはこんな

やつだから、これくらいでいいかな－」ていう感

覚なのかな、これで、うまくいくのかな－と思っ

て。

Ｄ４：担任Ｄに対する、インタビューはここで終

わった。担任Ｄはお茶を飲み、その後残務処理の

ため教室に戻るが、１０分ほどしてまた筆者の所に

現れ、訂正したことがあると言う。それは何かと

尋ねると。Ｉ児に対する関わり方に対して、私が

尋ねた「これまでの担任には、できなかった対応

だと思うけど、これはＤ先生の経験かな」と尋ね

たとき、経験でなく「交渉」と答えたことに対し

てだった。担任Ｄは「やっぱり、経験だと思う」

と訂正し、その理由を話してくれた。以前勤務し

ていた学校で、児童養護施設の子どもたちを、担

任する機会が何度かあり、手を焼いた経験があっ

た。その時に父親のような（その当時は独身）関

わりを求めているのでのはないかと感じ、一緒に

遊んだり、出かけたり、エラーをして何かを壊し

てしまうと一緒に直したり、体育着をなくせば体

育着を買いに行ったり、服の破れたところを縫っ

たりと、「自分が親気分でかかわっていたら、案

外ついてきてくれて、大変なことも沢山あったけ

ど、この経験がＩに生かされているように思う」

と、経験からくる対応もあったと認める話をして

くれた。

１）－２考察

ここでは、Ｉ児の顕在化するニーズにフォーカ

スを合わせてしまうと、逆効果になることを述べ

ている。これまでの関わりから、Ｉ児の見せる難

しさを理解しながら思ったことは「理由をちゃん

と見極めないとＩはまずいのかな－て思う｡」に

凝縮されている。これまでの関わりにおいても、

理由を聞くことや話し合い、説明と言った言葉が

キーの様に使われていた。それらの経験を通して、

担任Ｄが持った感覚が「いいんじゃないか－」と

感じることの大切さであった。この感覚でＩ児と

の関係が上手くいくのではないかと思っている。

決して適当にという意味ではなく、普通を求める

ことの難しさと、Ｉ児への負担感であった。これ

に気付くことが支援を行う上で大切なことではな

いかと語っているように思える。担任Ｄは、すで

にこれまでのＩ児との関わり、出来事に対す対応

の反弼を踏まえ、自己の感じた感覚を認めようと

してる。それは、Ｉ児に対する支援の仮説が、あ

る程度の検証を終え、確信に近い感覚を持ってい

るように思われた。

ｌ）－３考察

Ｉ児は、周りが騒ぐほど対応が難しい子ではな

く、支援自体は、何とかやっていけることを強く

語っていた。また、最後に担任Ｄが訂正したよう

に、これまでの経験から来る対応や考え方も、Ｉ

児の支援の中に生かされていたことを認めていた。

また、難しいタイプの子とどう共感していくか、

その共感できることから相手の世界と自分とを繋

いでいかないと、こちらの話もなかなか伝わらな

いことも経験の中で学んだことだったようである。

担任Ｄなりの経験からＩ児を見たとき「全然だ」

と思ったのかもしれない、これまでに出会った子

どもたちと比較しての発言なのか、それとも支援

をしての感想として「全然」とつかったのか、そ

れとも両方の感覚でそう思ったのかは、はっきり

とできない部分もあるが、少なくともこれまでの

経験が、Ｉ児を見る視点に大きな影響を与えたこ

ｌ）－３＜経験かな＞

Ｄ３：俺は、６年でもIを担任するつもりだった

けど、学年の先生方からは、「あまりにも、つう

かあの中になっているから、これ以上は良くない

かも」って言われていたから、「Ｉは良くなって

いるので、別の子への対応を６年ではやって欲し

い」とも言われていたので。たしかに、Ｉよりも

難しいケースの子もいるしね。そんな感じで。第

三者からそういう風に見えるのなら、その方がい

いのかな－て思って。分からないけど。「Ｉは大

変でしよ－」ていうけど。別に法律を犯すわけで
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て、それから、いろいろ始まって…だけど、やっ

ぱり危ないから、でもＩさんは「僕は刺さないよ」

って言うけど、「万が一刺さったら危ないから」

と言って離したんだけど、しばらくして時間が経

つと自分から寄っていくんですよ。Ｉさんに「続

くようなら、向こうに行こうか」って話したです

よ、支援室（ヘルパーの控え室）のことを。けれ

ど、その日は動こうとはしなかった。それが前の

日で、もし駄目だったら机を運ぼうかなと思って

いた。で、次の日「じゃ先生相談してくるね」っ

て言って、支援室行っている間に、また机が自分

の場所に戻されていて、動こうとしない、「やっ

ぱり行かない」って、周りも迷惑して１時間授

とは確かであるように思える。

２）担任Ｅインタビュー

２）－１＜喧嘩＞

Ｅ１：そのまま、ちゃんと席に着いているし、特

に驚くようなことはなかったけど。ただ、休み時

間に他のクラスの子にちょっかいを出して、喧嘩

になることはありましたけど。Ｉさんが言ってい

るから分からないけど、オープン教室だから、相

手が来てごちゃごちゃと文句を言ったのに対して、

怒って、とっくみあいの喧嘩が始まったりという

ことは、あったんですね。それがね、相手の首に

跡が残るくらい、ひっかいて。それからだんだん、

クラスでもトラブルを起こすようになるけど、授

業中はちゃんと座ってるし、席も「私の前の方で

いい」って聞くと、「いいよ」って言うし。

業も潰れたんですよ。それでみんなに、「Ｉさん

}よこのクラスがいいと言っているけど、どうしょ

うか」って、みんなは「Ｉがちゃんとやってくれ

るのなら、ここでもいいよ」って言ってくれたか２）－１考察

担任ＥのＩ児に対する印象は、それほど支援の

大変な子には思えなかったようで、「特に驚くよ

うなことはなかったけど」からも伺えることがで

きる。しかし、喧嘩の話になると「相手の首に跡

が残るくらい、ひっかいて」と強調するように、

手の出し方か特異的であることを感じている。ま

たクラス内でもその後、トラブルが多くなってい

くことも、危'倶している。授業中の離席が無いこ

とや座席へのこだわりが無かったこは、Ｉ児との

関わりを始める上で好材料であったと受け止め、

最初の段階では大きな不安や'悩みは少ないように

思われる。しかし、特異的な行動があることを感

じる出来事との出会いが、今後Ｉ児を理解してい

く上で、大切な要因となっていくと考えられる。

ら、その日は収まってくれたんですよ。

２）－２考察

Ｉ児がアトピー性皮膚炎による痒みら、落ち着

かなくなりグループの子をシャーペンで刺す行為

が見られるようになる。当然ながら周囲からの苦

'情によって担任Ｅの指導が入ることになるが、

｢本当に私と話していても、イライラして血が出

るくらいかいていた」というように、Ｉ児の状態

が悪いこともすぐ理解できたようであった。また

｢その血を、髪に付けたりして」と、Ｉ児の行動

に対する特異性も担任ＥにとってＩ児のイライラ

を印象付けることに繋がっていたのではないだろ

うか。そしてこの出来事では、安全'性を重視した

強めの指導を行うことになっていく。Ｉ児の机と

グループとの距離をとってみたり、支援室への移

動を検討し始めたりと、Ｉ児にとって特別扱いと

感じる指導になっていった。「周りも迷惑して１

時間授業も潰れたんですよ」からも、担任Ｅのこ

の出来事に対する気持ちの揺れを感じる。Ｉ児の

今回の騒ぎで、授業どころでは、なくなっている

騒然とした状況が伝わってくる。それを収拾しよ

うと担任Ｅなりの指導を試みるが思うような成果

は見られず、クラスでの話し合いがもたれ「Ｉが

ちゃんとやってくれるのなら、ここでもいいよ」

と言ってくれたみんなの声で何とかその日は収ま

２）－２＜アトピーからのイライラ＞

Ｅ２：全身に湿疹がひどく出て、それも修学旅行

前に出て。お母さんには、汗もかなと思って聞い

て、そしたらアトピーということが分かって。本

当に私と話していても、イライラして血が出るく

らいかいていた。その血を、髪に付けたりして。

私は、学校のクーラーが壊れて、暑くてそれであ

せもが出たんだと思っていたけど。そのあたりか

ら何もしていない人をシャーペンで刺すようになっ

て、Ｉさんには、「危ないからやらないよ」って

言ってもやめないから、「席を離そうね」って言っ
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りを付けていく。担任Ｅは、自分自身とＩ児との

指導関係の限界を感じ、全体へ問いかけることで

Ｉ児の心情面へのアプローチを行う指導へと方向

,性を変えている。この強い指導が悪循環を起こし

ている原因であることを感覚として担任Ｅが気が

つきそこで個に向いていた視点を全体へと広げ

る指導に変えていく。この気づきはＩ児との関わ

りの中である程度の限界点を感じ取れるようになっ

た担任Ｅの変化ではないかと思われる、指導の悪

循環は担任にとっても子どもにとっても、精神的

なコストがかさむとこである。それを回避できる

のも、ある程度の経験とその子との関係`性の深ま

りか必要とされるのではないかと考えられる。

ですよ」という話を聞いて、我慢することを肯定

的に捉えている様にも感じられる。そのような状

態も徐々に崩れ、後は自分から行動を起こしてい

るのではないかと思い始める。４月の頃に聞いて

いたＩ児の様子と現状ではだいぶ変化が現れた。

それは、元から我』侵することを賞賛するような考

え方から、そうではない別の流へと変わり、現在

があるのではないかと考える。

２）－４＜その都度＞

Ｅ４：関わり方もその都度、その都度ですけど。

エプロン作りも、最初調子よくミシンで作ってい

たんですけど、私とのやり取りで、全部手縫いに

なって、終わって出していたんですけど。「’さ

ん、この部分は一番大事な所だから、手縫いでは

弱いからミシンでやろうね、もう一回」って言っ

たら、残ってしっかり縫っていて。最初は、「手

でも縫えるじゃないか」ってぶつぶつ言ってまし

たけど、「評価終わってるけど、この部分直した

らもう一回採点し直すからね」ってい言って、置

いていたらきちんとミシンでやっていましたね－゜

私はあまり触ない方なんですね。あれこれと言わ

ないので、言うときは言うんですけどね。Ｍ先生

が、よく話してくれるんだけど、Ｉさんに「あな

たは、理科の時は頑張って、他のだとできない、

このままだと君は…」ていつも言って下さている

んですけど。周りから気をつけなさいよ、気をつ

けなさいよって言われていたから、ちょっと拍子

２）－３＜オリエンテーション＞

Ｅ３：４月にＩが何かしたとき、Ｄ先生が来てく

れて私のクラスに、Ｉに対してはこういう関わり

方をしてねって、説明をしてくれたので。問題を

おこした子数名とＩに話をして、「何かあったと

きは、あなたがたが何とかするんじゃなくて、先

生にね」って、「先生が話をするから、ぜったに

自分からやらないように」って、Ｄ先生も、私も

そういう話をして。今までのことで、相手を怒ら

せるようなことはしないとか話してくれたので。

Ｉさんには「自分から手を出してはいけないよ」っ

て。またお母さんから家庭訪問のときに、学校で

今日我慢できたとを話して二コつとして、ハイタッ

チしたんですよ。だからお母さんとも約束してい

て、「我`慢ができたね－」て話をしていましたね。

その時は何かあったら我｣侵して－て言っていたけ

ど、段々,慣れた来て、我'慢もできなくなってきた

かな－て思って。

抜けしたかなって、何もそんな風には思いません

でしたね。Ｄ先生が同じ学年にいたことも心強かっ

たですし。

２）－４考察

Ｉ児が起こす出来事に対して「その都度、その

都度ですけど」と言うように、何となく対応でき

ている自分を認めている。また、Ｉ児の難し面だ

けでなく、一緒に関われば、ある程度の課題は克

服できる面についても語り始めている。これまで、

Ｉ児の起こす出来事に対して、柔軟に対応してき

たが、これは事前にＩ児についての情報を聞くこ

とで、ある程度の身構えや用心をしていたからで

あった、しかし「ちょっと拍子抜けしたかなって」

と言うように、振り返るとそうでもなかったと感

２）－３考察

前担任である教師Ｄは、今年度担任Ｅと同学年

でもあり、いつでも情報交換かできる環境である。

教師Ｄ自身もＩ児のことを気にかけているため、

４月最初のトラブルでは、その関わり方を子ども

たち自身に語っている。それは、Ｉ児にとっても

環境が変わった時期に、丁寧に関わりを見てくれ

る先生の存在は大きかったのではないだろうか。

担任Ｅも母親から、Ｉ児が、「学校で今日我'慢で

きたとを話して二コつとして、ハイタッチしたん
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じている。そこには、同学年に前担任である教師

Ｄが常にいたことや４年生の頃からＩ児との関わ

りがあった教師Ｍと気軽に話せる環境があり、担

任Ｅだけで支援している孤独感をやわらげる共感

できる関わりが存在したからだと考えられる。

くがなかなか上手くいかない現状を認めている。

母親を通して、始めてＩ児から謝罪のことばを聞

くことができたが、これまで担任Ｅの指導ではな

かなかできなかったことである。そこで、自分と

Ｉ児との関係にこだわらず、母親とＩ児との関係

を生かしながら、謝罪に対する気持ちへとアプロー

チする。トラブル後に逃げ回るＩ児に対して「こ

れは、話ができないと思って」というように、強

い指導で押し切るのではなく、ある程度の限界を

担任Ｅなりに感じたときに、別ルートでの関わり

に切り替える柔軟`性が見られた。これまでのＩ児

との関わりの中で自然に身に付けた距離感のよう

にも思える。クラスでは、Ｉ児の心情や言動を担

任Ｅなりにかみ砕き、クラス全体に伝えようとす

るが、クラスでの状況は改善の兆しがみられない。

次の手が見つからない、閉塞感が伝わってきた。

２）－５＜首筋の傷＞

Ｅ５：９月の終わりに、放課後残って、男子２人

と遊んでいるんですよ｡帰りも、「鞄どれだけ持て

るか－」とかで遊びながら帰って、楽しかったみ

たい。Ｉは翌日もその子らと遊びたい気持ちがあっ

たみたいで、だけど、相手の子は他の子と遊んで

いたんですね、Ｉは自分の気持ちが言えなくて、

ちょっかいだけ出すんですね、「やめるよ」って

言われて、相手には嫌がられているんですけど、

それでも何度も何度もちょっかい出すから、最後

はトラブルになって…実はまた首筋をぎ－つと

やって（首筋をひっかく動作)。私は、前の日に

３人で遊んでいるから、仲間に入れて欲しかった

んだろうなって思って、Ｉさんと話をしようと思っ

たら一切、私とは話さない。逃げ回って、私が追

いかけても逃げ回って。これは、話ができないと

Ⅳ、総合考察

１「とまどい」の共感性

１）内なる共感できる他者と共感できる他者の存

在

自己が出来事に遭遇したときに、感じる「とま

どい」は、まず自己の内的価値観や経験等の自己

の許容範囲を超えた部分で感じられる感覚である

と考えられる（図ｌ）。「なんなんだこれは」や

｢何を考えているんだ」と感じることは、同時に

｢こういうことではないか」とういう、内なる他

者との共感のやりとりで解決を図ろうとする（図

１，，４)。それでも、解決できない状態のとき

｢とまどい」を共有できる他者をもとめる（図２，

Ｂ２）。その「とまどい」を他者に対して伝えよ

うと言語化し社会化することで自己の違和感を表

現する。そこには「とまどい」を解決して欲しい

と願う気持ちや自己の不安や葛藤に付き合って欲

しい、寄り添って欲しい、又はただ聞いて欲しい

と思う刹那的な衝動的共感`性もあると考えられる

(Ｃ４)。しかし、「とまどい」を社会化していく

他者は、無作為に選ばれるのではない。共感をと

もにしてほしいと思える他者でなくては心をひら

くことはできなと考える（Ｅ４)。それは、「とま

どい」の大きさにもよるが、心の傷となりかねな

い「とまどい」は、やはり信頼できる関係が形成

思って、お母さんに伝えて。お母さんとゆっくり

話して、自分の悪かったところがわかったみたい

ですね。自分でやっているから。ちょっかいも出

しているし。で、お母さんからの話だと、本当は

遊びたかったけど、言えなかったって。先生に言

われたときは、もう時間も経っていたから謝れな

かったと話ていたそうです。このやられた子は、

これまでにも何回かあったんですね。やられた子

のお母さんは、一緒のクラスになったことで心配

していたんですよ。それもあってこれまで、配慮

しながらやっていたんですけど。Ｉさんがいない

ときに、クラス全体には、「Ｉさんは上手く表現

できなくて、裏返しの行動に出てしまうから、み

んなで理解してあげて」「声かけしてあげて」っ

て話はしているんですけど。

２）－５考察

担任Ｅは、Ｉ児の友だちが欲しいと思う強い気

持ちが、返って関係をこじらせ、トラブルへと発

展することを説明している。そして担任Ｅは、同

じ子が被害に遭うことを早期に知り、配慮してい
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できている他者でなくては、容易にことは進まな

いと考える（Ｂ２）。逆にいえばそういう他者が

存在しなければ、または求めて行かなければ、社

会化への作業、共感へのプロセスに進めない閉塞

的（煮詰まり的）な状態へと変わっていくことも

考えられる（Ｅ５）。しかし、その閉塞的な状況

でも「とまどい」を解決するための作業は同時進

行的に行われる（図３）。共感できる自己の形成

である。共感できる自己は、これまでの経験と今

回の「とまどい」をリンクさせながら、変容させ

共感できる要素を見出していく、しかしこの作業

は孤独であり、順調に形成できるものでもない、

上手くいかないこともあることを確認しておきた

い。共感できる他者の存在と関わりは、そうでな

い孤独な作業での共感できる自己形成とでは、

｢とまどい」の変容にタイムラグが生じると思わ

れる。やはり他者との共感は内証を早め、とまど

いに対する意識の変容に大きな役割があると考え

られる（Ｂ２）。

ではなく、答えを出していく支援チームであった

ならば、それは「とまどっている」教師にとって

共感しているのであろうか、多数決的支援チーム

や特定の他者による思考の操作、支援方針の決定

は、意味のある支援チームとしての機能化を低下

さていくと考える（Ｄ３）。本当の意味での支援

チームとは、共に共感しそれに寄り添い、共に考

える存在であることが大切ではないだろうか。支

援の正解、答えを教える支援チームよりも最善の

支援を共に探求していく支援チームである方が、

より現実的な対応ができるのではないかと考える

(Ｂ５)。そこで、図２に示すような他者とのかか

わりが支援チーム概念の考え方に加えられること

が望まれる。担任教師は、支援していくことで何

かしらの「とまどう」出来事と遭遇する。そのと

きに安心して「とまどえる」か、そうでないかで

は受け止めた後の困難さに差が生じると考えられ

る。共感できる他者が存在することは、いつでも

｢とまどえる」環境を保証することであり、精神

的な安定を保つ要素にもなっていくと考えられる。

学校で最大の支援者となりうる担任教師の精神面

の支援は必要不可欠であり、そこを抜きにした子

どもへの支援は現実的では無いと考える。子ども

を支援していくことは、支援者のバックアップが

当然として議論され、現実,性を高めなければ小学

校における特別支援教育システムの構築は形だけ

になってしまう可能性がある。したがって教師の

支援に対する「とまどい」を抜きにした特別支援

教育システムの機能化及び機能性の向上は難しい

と考える。

２支援チームと特別支援教育システム

小学校の組織文化として、学級担任制はその内

なる他者、共感できる自己形成をおこなう傾向が

強いように感じられる。それは、学級経営が担任

の技量と見られるところや他者が関わりにくい枠

をもった－つの空間（教室文化）で、ことが展開

されやすい特徴があるからだと考えられる（肥後

2004)。であるならば、なおさら共感できる他者

の存在は大きな意味を持ってくる（Ｅ３）。しか

し、このような共感できる他者が組織的に枠組み

がされてしまったらどうであろうか、特別支援体

制でキーワードにもなってる支援チームは、複数

で支援児に支援をしていく考え方である。担任教

師への負担を軽減し、さらにそれぞれのポジショ

ンで役割があり、機能的に支援できるモデルとし

て提示されているものである（文部科学省2004)。

この支援チームがもし、共感できない支援チーム

であったならばどうであろうか、決められた枠、

決められたメンバーは、果たしてその中に、「と

まどっている」教師に対して共感できる他者とな

りうるのであろうか、そうなり得たなら、意味の

ある支援チームとして存在すであろう。しかし、

そうでない場合、例えば支援を考える支援チーム

３「とまどう」ことについて

「とまどう」ことが、教師にとっての弱さのス

ティグマであることはない、子どもを支援してい

くことは、試行錯誤の日々であり、新たな出来事

との遭遇の連続でもある。それに「とまどい｣、

考え、解決できないときに内なる共感できる他者

や共感できる他者を求める。このルーティンが無

くなることは、自己の固定した概念だけで毎回の

出来事を見てしまう傾向を強化していく結果に繋

がると考える。または判断を下してしまう危険性

が生まれると考えられる。子どもを多面的視野で

見ていく為にも、「とまどう」ことは大切にした
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い、そして共感できる他者をつねに求め、新たな

内なる共感できる他者を常に形成できる教師は、

子どもにとって良い支援者になれるのではないだ

ろうか。そこで、「とまどい」が自己の内的作業

によって変化していく過程を山本（2004）の提示

した、４段階モデルに学校現場での担任教師の意

識過程を加え、筆者が作成したのが表２である。

表２「とまどい」の変容モデル

表３担任教師の「とまどい」に対する変容過程

第
２
期
１
膳

１１
－７４－

｢とまどい」の変容過程 自己意識への往還作業

ｌ「とまどう」段階「とま

どい」に対する自己意識

の乱れ ●

【自己の許容範囲をこえた違和感】

｢これは、一体なんだろう」「何を考えているんだ」

これまでにない感覚の出来事に遭遇し、違和感を感じる

２推測する段階

仮説をたてながら、乱れ

た自己意識の修復作業

【共感できる自己形成】

｢もしかしてこういうことか」

･他者への共感をもとめながら、自己が遭遇した出来事に対する仮説

をたてることで､「とまどい｣に対する共感できる自己を形成していく

３確認する段階

仮説を検証していく作業
●

【内なる共感できる他者】

｢やはりそうか」「思ったのと違った」

内なる他者と共感することで自己世界での内的な意味形成を強化し

ていく

４なじむ段階現実的な世界

と自己世界との内的な意

味づけと連結

【共感できる内なる他者との同意】

｢これでいいかも」「この場では起こりうることだ」

･共感できる内なる他者との往還作業により、同様の出来事に対する

自己意識の許容範囲を変化させていく

とまどいの

変容過程
担任Ｂ 担任Ｃ 担任， 担任Ｅ

第
１
期

顕在的な部分での
｢とまどい」が強化さ
れていく時期

･経験による許容
● 単独での共感でき
る自己形成

ｌ）-1〈かわいいも

んだ〉

･経験による許容
･単独での共感でき
る自己形成

２）－１〈授業妨害〉
２）－２〈子どもたち

の雰囲気〉

･経験による許容
･安心感
● 内なる共感できる
自己形成

１）－１〈ヘルパーは

付けない〉

･経験による許容
･共感できる他者
(教師Ｄ､Ｍ）
･安心感
･共感できる自己形成
２）－１〈喧嘩〉
２）－３〈オリエンテー

ンヨ ン〉

第
２
期

潜在的な部分での
｢とまどい」が現れる
時期

･支援チーム

･共感できる他者
(Ｓｃ・相談員）

ｌ）－２〈結婚しよう〉

● 閉塞感
２）－３〈お尻さわり〉

･安定感
● 内なる共感できる
他者
l）－２〈これくらいで

いいかな_〉

２）－４〈その都度〉
２）－２〈アトピーか

らのイ

ラ〉

フ イ

第
３
期

推測の段階から確認
の段階への早期変容
期

● 安心感

･共感できる自己形成
･共感できる他者
(教師Ａ）

1）－３〈本人も我慢
している〉

･支援チーム

･共感できる他者
(教師Ｂ）
･安心感

２）－４〈約束と葛藤〉

●

●

単独での共感でき
る自己形成
閉塞感

２）‐５〈首筋の傷〉

第
４
期

｢とまどい」が減少
し、なじむ段階への
変容期

･安定感
● 内なる共感できる
他者
ｌ）‐４〈二人っきり

の理科〉

1）－５〈上履き事件〉

l）－３〈経験かな〉
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を変容させていく大きな要因となっていく。新た

な内なる共感できる他者（確認する段階）の存在

は、自己意識の許容範囲を広げる作業へと繋がっ

ていると考えるられた゜

第４期では、第２期から支援チームでＫ児の支

援を行ってきた担任Ｂが、安心して「とまどい｣、

それを受け止め、安定していく過程が詳細に語ら

れている（Ｂ３Ｂ４)。担任Ｂにとってはスクー

ルカウンセラーや学年を含めた共感できる他者の

存在から、支援に対するゆとりの様なものを持て

る状態になっているのではないかと思われる。Ｋ

児の出来事に対して自己に対する省察、内なる共

感できる他者との往還作業（なじむ段階）を思考

の流れの中で行える状態も、意味のある支援チー

ムの存在があるからではないかと考える。

この変容過程を４人の担任教師の語りからの言説

に着目して、実際の変容を考察してみる。

１）「とまどい」の変容

「とまどい」は、表３のどの時期にも見られる

が、その出来事に対する受け止め方には違いがみ

られる。第１期では顕在化したＫ児やＩ児の言動

面に対して「とまどい」を覚えるが、この部分は

過去の経験で形成されてきた、内なる共感できる

他者とのやりとりのなかで、ある程度許容してく

(ＢＬＣ１）。しかし、潜在化した部分に触れる

ような出来事（Ｂ２、Ｃ３）に遭遇すると、共感

できる他者や共感できる自己形成を始める作業

(推測する段階）に入っていくと考える。担任Ｂ

に関しては、スクールカウンセラーとの共感をも

とめ、担任ｃについては単独で共感できる自己形

成を始めている。Ｉ児の出来事の遭遇に対しては、

顕在

化した部分への対応が多く、担任Ｅの共感できる

他者として、担任Ｄや教師Ｍの存在があり、早い

段階での共感できる自己形成が行えたのではない

かと思われる。特にＩ児の前担任でもあった担任

Ｄは、初期段階からＩ児にかかわり、担任Ｅに対

する支援も行っていた。

第３期では、第１期でみられた同じような出来

事でも、より潜在的なとらえ方として「とまどい」

を感じている（Ｅ５）。すでにこの時期には担任

Ｅも独自に共感できる自己形成を行うことが多く

なり、担任Ｄに依存していた状況からの変化を感

じる。それは、決して担任Ｅ自身が支援チームで

のかかわりを避けているのではなく、担任Ｄも支

援していく別の児童への関わりから、担任Ｅが現

状を考慮しつつ取り組んでいると考えられた。ま

た担任Ｃは、担任Ｂからの支援を受けながらＫ児

への支援を行う。この時期から、これまで単独で

行っていた共感できる自己形成を支援チームに移

行することで、共感できる他者との関係`性を通し

た自己の形成作業へと移っていく。担任Ｂやスクー

ルカウンセラー等の共感できる他者の存在が、共

感できる自己形成を安心して行える環境となって

いると思われる。前半に多くの「とまどい」をか

かえ、閉塞感に入りかけた時期から、第２期以降

の支援チームへの移行は、これまでの「とまどい」

２）教師の「とまどい」から見た支援

小学校の組織文化の一つとして、学級文化の存

在が指摘される（肥後、2004)。教室という一つ

の枠の中で、展開される学級経営は、他の教師が

関わることを祷躍してしまう雰囲気がある。担任

Ｄには比較的その傾向がみられるが、行っている

子どもへの支援は、「とまどい」を感じさせない

温かいものであった。また、学年が支援チームと

して機能しずらい状況であった為、担任Ｄにとっ

てはこれまでの経験が大きな支えになっていたと

考えられる。（Ｄ４)。前任校での児童支援の経験

が内なる共感できる他者となり、自己意識の許容

範囲を変化させる－つの要因となったと考える。

これから、特別支援教育が推進されることに付随

して、このような経験は蓄積されていくのではな

いかと思われる。担任Ｄは蓄積された支援の経験

を、Ｉ児の支援に生かし「とまどい」にも対応す

ることができた。何より大きかったのは、担任Ｄ

が校内委員会の構成メンバーとしてＸ年から特別

支援教とのかかわりを持ち続けることができたこ

とであり、学級文化だけで終始しない支援のバイ

パスを維持できたことである。支援チームとの関

係性の問題は、共感できる他者となる条件として

難しい面を持っている。しかし「とまどい」の大

きさによっては、共感できる他者になりうる可能

』性もある。共感できる他者との共感の共有はさら

に関係を深めていく条件でもあると考える。であ
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るならば、希薄な関係`性であっても継続できる支

援チームは、大切なものである考える。

な、柔軟な対応が求められる。やはり「とまどい」

の大きさによっては、心の傷、外傷になるケース

も現実にあるからである。

本研究を通して感じたことに、子どもの支援を

行っている担任教師のライフストリー・インタビュー

をさらに増やすことで、まだ感じとることができ

ていない担任教師の「とまどい」やその解決策、

それを生かした特別支援教育システムを検討して

いくことができると考える。そこで、さらに重要

な事柄、要因が明らかになるのではないかと考え

る。今後、担任教師の事例を増やし、多くの語り

を積み重ねる中でより広範囲に適用できる結果を

得たいと考えている。

Ｖ、終わりに

担任教師は、子どもの出来事に遭遇することで

自己意識の許容範囲をこえたときに違和感を感じ、

これが「とまどい」としての状況になっていく。

そこで内なる他者とのやりとりを通して自己意識

の変化、許容範囲の広がりをみせていく。この貴

重な支援の様子は、残されることが少なく、担任

教師の支援の様子は言語化されることはまれであ

る。そこから見えてきたことは、教師間の関係性

と経験の重要性であった。支援チームとして支援

していくケースは、支援チームのメンバーとの関

係』性の深まりが－つのポイントとなっていた。担

任教師が安心して「とまどえる」支援チームは、

共感できる他者となりうる要素があり、共感でき

る他者となりえたときの支援チームは、意味のあ

るものとして特別支援教育システムの中で力を発

揮していく。しかし、そうでない支援チームであ

るならば、むしろ教師の経験の中で内なる共感で

きる他者とのやりとりの中で、「とまどい」を変

容させていくプロセスが優先的に進んでいくと考

えられる。小学校では、この経験のプロセスに進

むケースが多いのではないかと考えられる。教室

文化の枠に入りやすい担任教師は、ものごとを教

室で終始させてしまう傾向がみられるが、特別支

援教育では、この傾向を否定しているように感じ

られる。共感できる他者の存在がない場合や求め

ることを祷躍するほどの「とまどい」であったな

らば型どうりに進めるのではなく、希薄な関係で

あっても、校内支援のパイプから切れないよう
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