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琉球大学教育学部附属発達支援教育実践センターによるトータル支援教室では、

海をテーマにした企画を行ってきた。企画内容は、子どもが青い海をイメージしやす

い場づくりを行うものや、実際に海で活動をするもの等である。企画活動に参加した

支援者の動きや言葉によって、子ども達が向かう力を伴っていく姿を検討していく。

活動中、海で遊ぶイメージによる姿勢や動きが表出し、支援者との模倣遊びが展開さ

れていく。社会性に乏しいとされる発達障害の子ども達が、トータル支援教室の中で

向かう力が育まれていることが示唆された。

Iはじめに

文部科学省（2012）は、全国の就学児童生徒のう

ち全体の約6.5％が発達障害の可能性のある児童生

徒であると報告している。

発達障害の主要三障害は、コミュニケーション、

対人関係、社会性に障害のある自閉症スペクトラム

障害、不注意・多動性・衝動性の傾向があるAD/

HD、読む・書く・計算することなどの能力が全体

的な知的発達に比べ極端に苦手な学習障害である。

そのため、発達支援の必要な子どもたちに共通して

いることの一つは、人と繋がることが苦手で、人と

場を共有することが苦手なことである。

琉球大学教育学部附属発達支援教育実践センター

では、教員や学生などが支援者となって主に学童期

の発達支援が必要な子どもたちを対象にトータル支

援教室を試行錯誤のなか行ってきた（浦崎ら、2010,

2011,2012)。活動は､毎月2回午後6時からそれぞ
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れの子どもに合わせた個別支援を行った後に、遊び

や子どもの興味・関心を大切にした集団支援を行っ

ている。また、保護者にとっては情報交換の場にも

なっている。

1.トータル支援企画が持つ役割

トータル支援教室では、これまでいろいろな企

画で集団支援を行ってきた。

トータル支援教室の企画は、子どもが、自分が

これからどのような活動をするのかイメージしや

すいので、活動に対しての見通しが持ちやすく、

安心して遊ぶことができる。

集団支援の企画は、メインとなる活動の他に、

集団活動に参加するのに時間がかかる子ども達の

ために、同じテーマで用意された、個人で、ある

いは、支援者とのユニットで参加出る複数の小活

動の場が用意されている。

このように、子ども達が多面的に参加できる企

－59－



琉球大学教育学部附属発達支援教育実践センター紀要第5号

画をつくることで、子ども達が、自分のやりたい

活動から企画に参加するので、自分の思いや世界

観を出しやすく、それをまわりに受け止めてもら

える場となっている。

企画の最大の役割は、子どもと支援者、そして、

子ども同士のつながりの媒介となることだ。

2．つながりの媒介とは

では、企画がつながりの媒介であるとは、どう

いうことだろうか。

子どもと支援者、あるいは、子ども達は初めか

ら関わりがあるわけではない。初めて企画に参加

することも少なくない。初対面同士が、トータル

支援という活動を通して、お互いに場や時間を共

有し、少しずつ距離を縮め、関係を作っていくの

だが、支援の時間が45分～60分と限られている中

で、お互いの距離を縮め、関係をつくる助けとな

るのが企画なのである。

つまり、日常生活でほとんど関係を持たない、

子どもと支援者、あるいは、子ども同士が、短い

期間で関係を持ち、つながっていこうとするため

の媒介として企画が存在するのである。

3．なぜ「青い海」企画なのか？

トータル支援では、数多くの『海jの企画をた

て、活動してきた。

海は、島国である日本にとっては、とても身近

で親しみやすい場である。特に、たくさんの島か

らなる、ここ沖縄は、日本の中でもより身近に海

を感じる県のひとつと言えるだろう。それから、

「エメラルドグリーンの海｣、「紺碧の海｣等､色が

与える安心感を含めた沖縄の「青い海」は、特徴

的でもある。子ども達にとって身近な存在である

海は、自分の経験からファンタジーに入りやすく、

その子なりの活動を転換しやしやすい。

また、『海』をテーマに多様な企画が考えられる

のも魅力である。単純に泳ぐことをイメージした

企画だけでなく、すいかわり、たきびなど、砂浜

で遊ぶ企画、釣りや潜水、舟遊びなど、海上、海

中での企画、さらに、夏の海、冬の海といった季

節から海をイメージした企画といったいろんな企

画を準備することができる。そして、その企画へ

の参加もひとりで、ユニットで、集団でと、多様

な参加の形が可能である（写真1－1，1－2)。
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写真1－1実際に海・川で遊ぶ
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それから、海の企画では、砂、水、泡や波に見

立てた綿など、素材を用いての感覚遊びから、浮

き輪やカートを利用した水上車、船で行く修学旅

行など、発達年齢に合わせた海での遊びをイメー

ジした活動と、｜幅広い活動ができるのである。

したがって、海は、子ども達にとって身近にあ

る自然の公園なのである。

『海』の企画は、イメージしやすさ、親しみやす

さ、活動の多様性などから、子ども達が、活動の

場そのものだけでなく、活動を共有する人へと向

かう力を育みやすい企画である。

『海』という公園で、ストライクゾーンの広い活

動ができることで、子ども達は、自分だけの世界か

らつながりのある世界へと意識を向けやすくなる。

それが、『海』の企画の魅力である。

これまでに、トータル支援教室では、琉球大学

構内や八重山教育事務所内で部屋を海に見立てた

企画を8回、実際の海での企画を3回の計11回の

『海』の企画（表1）を行った。
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表1

回数 年 月 企画名 場所 形態

1 2011 3 みんなで海をつくろう海であそぼう 八重山教育事務所 見立ての活動

2 2011 6 ペタペタコロコロうみのせかい 八重山教育事務所 見立ての活動

3 2011 8 日帰りキャンプ（どろんこクルージング） 金武町のキャンプ場 野外活動

4 2011 10 へんしん！しんぶんし！ 八重山教育事務所 見立ての活動

5 2012 6 海の世界へレヅツゴー1海であそぼう！ 八重山教育事務所 見立ての活動

6 2012 8 日帰りキャンプ（カヌーで冒険） 金武町のキャンプ場 野外活動

7 2013 2 冬の海へレッゴー 八重山教育事務所 見立ての活動

8 2013 5
ギョ1ギョ11ギョ111

ビックリ水族館IN琉大
琉球大学構内 見立ての活動

9 2013 7
ギョ！ギョ11ギョ!!！

ビックリ水族館IN八重山
八重山教育事務所 見立ての活動

10 2013 8 琉大★海底探検！ 琉球大学構内 見立ての活動

11 2013 8
日帰りキャンプ

(どろんこクルージングパート2）
金武町のキャンプ場 野外活動

「

ー－－

Ⅱ実際の様子

1．イメージから向かう力へ

海の企画は実際に海水に触れる場合と、イメー

ジを加味した室内企画を行う場合があった。中で

も、琉球大学構内でのトータル支援教室では海の

企画を5回行い、八重山では室内海企画を6回実

施した。その中で2011年・2012年に実施された室

内企画の様子を検討していく。

（1）海のイメージを膨らませ向かう力を育む

2011年は、青い色のシートを敷いた部屋で、

海の生き物をイメージした約50cm程の動くお

もちゃ作りや、波にみたてた新聞紙破りを行っ

た。参加した児童は八重山に在住の児童数名が

参加。八重山地区の学校の先生方や琉球大学発

達支援センターにかかわる学校の先生と学生が

支援にあたった。参加児童の特性は多様で、ダ

ウン症児・自閉傾向児等、小学生を中心にした

活動となった。青い色のシートには、写真2の

ように学校机大の板にキャスターを取り付け、

海がめや魚にみたてた骨組みを準備し、絵の具

やティッシュペーパー、新聞紙、のり等を使っ

た紙粘土を作り、海の生き物作りを行った。作

品が完成する頃には、海のイメージが広がり、

写真2支援者の「いってらっしやい」の声かけに
よって移動

－61－

支援者の「いってらっしやい」の声かけを聞い

て、海の散歩遊びが広がっていった。Kくんは、

出来上がった珊瑚を手押しにし、海にみたてた

青いシート内をゆっくり移動していった。Kく

んは、近くにいる子ども達に声をかけ、部屋を

移動していった。2人の子ども達が横並びに海

を散策する姿になった。

写真3では、赤・黄色．青い絵の具に典1床を

持ったMくんが、魚づくりに参加していく様子

である。手が汚れることを気にかけるMくんの

空間で、えのぐ、のり、新聞紙を素手で混ぜる
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写真3色に興味を持つ作品

支援者が、静かに対面に座り笑顔で見守ってい

た。周りは海をイメージして活動をする子ども

達や支援者がいる。「いってらっしやい｣の声か

けで海のイメージを膨らませたKくん達も近づ

いている。Mくんは魚の骨組みに色を付けよう

にも手の汚れが気になっていたが、支援者から

渡された棒を持った瞬間、大きな魚の骨組みに

色を付け始めた。支援者も一緒に海のイメージ

を膨らませる「魚だ～、きれい｡」等の声かけを

しながら魚に色を付けていた。

近くにいたSくんは、海の生き物をペタペタ

触れる感触を楽しんでいた。支援者の「亀さん

に優しくね」の声かけと優しく触れる様子に、

Sくんはゆっくり亀を触れる姿を見せた。海の

生き物にみたてたSくんは亀や魚作りに参加し

ながらペタペタ触れ、Mくんに近づき一緒に魚

へ色を付け始めた。1つの作品を協同で作業す

る空間となった。支援者が見守る中、なかなか

言葉にならないMくんは、穏やかな顔で一緒に

色を付け続けた。

企画の終わりに振り返りを持った。写真4の

ように、Kくんは出来上がった作品の前で「楽

しかった」ことを話している。参加している子

ども達の前に立ち、やったことを振り返る姿が

あった。出来上がった青い海の生き物の作品を

誇らしげに机上に飾って語った。

2012年は、青い色のシート上に準備された魚

つりの場、白い砂・流木の場、小さなゴムボー

ルを入れたプールの場など、海をイメージしや

すい場が設定された。参加した児童は数名でK

くんは2年間継続参加となる。八重山地区の先

雪＝二一.－．．ー~ー

匠

一

勿一’

写真4振り返りで語る
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生方、琉球大学発達支援センター研究員・学生

が支援にあたった。Kくんは、写真5のように

浮き輪という小道具を持ち、泳ぐ動きを見せた。

そして、Kくんは楽しさが「泳ぐ」から「魚」

(写真6）に変わり、釣られる側になった。紙の

魚を磁石でつっている子ども達を相手に釣られ

る魚になって楽しんでいた。

(2)考察

なぜ、青い海が企画になるのか。青い海のイ

メージを膨らませる具体的な企画効果は、4つ

考えられる。

①青い海をイメージすることが安心感に繋が

る。②海をイメージすることは楽しいという情

動反応と姿勢・動きにつながりやすい。③青い

海のイメージを膨らませる環境設定に「見立て

る」小道具が楽しさを引き出しやすい。④支援

者の声かけが青い海をイメージしたものなりや

すく一緒に楽しむことができる。この4つの視

点を上記の活動から考察していきたい。

青い海の色や波に触れることは、沖縄の生活

文化の中で楽しい存在である。海の中に入り足

が地に着かない恐‘怖感、海が浮き上がり押しせ

まってくる不安感ではない。穏やかな海中の色

鮮やかな色彩を放つ魚達が見せる安心感は沖純

ならではの環境効果であろう。その鮮やかな赤

や黄色、青の色彩を実際に見て触れる効果は観

光客リピーターの多さでも分かる。室内に青い

色のシートを敷き、赤い珊瑚や黄色い魚、亀や

イルカ等の海の生き物、波、泡等をイメージす

ると、上記写真のように子ども達は活動を楽し

む姿になる。写真2では、青い海中をイメージ

した子ども達が横並びの姿で移動し始め、安心

感を作り広げながら、イメージを楽しんでいる。

写真3のように､赤や黄色の絵の具に触れ､「汚

れる」というネガティブ感を乗り越えながら一

緒に活動している姿も安心感を得ている結果で

ある。青い海の色彩に触れ、安心感を得た楽し

さは写真4にあるように、振り返りは楽しめた

自分を客観に捉え、言葉が紡ぎ出された。自分

の中での達成感を伴い、向かう力が言葉となっ

て表出している。①の効果として、青い海をイ

メージすることが安心感に繋がり、向かう力と

なっていくことが分かる。

写真5のように、乳児が見せる飛行機の姿勢

で緊張を楽しんでいる姿は、ポジティブに楽し

む情動反応を伴いながらイメージを膨らませて

いる姿であると考えられる。写真6でも魚にな

りながら姿勢や動きをポジティブに楽しんでい

るのが分かる。青い海・海の生き物をイメージ

することから楽しいという情動反応を伴い、さ

らに自分の体をコントロールする姿に繋がって

いるのが分かる。②の効果として、海をイメー

ジすることは、楽しいという情動反応と姿勢。
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写真6魚 にな る

小さなゴムボールを入れたプールの場では、

水・泡等にみたてた子ども達がボールに潜り込

んだり水のかけ合いのような姿が見られた（写

真7)。支援者は声かけをし、一緒に楽しむ様

子があった。
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写真7ボールに潜る姿
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動きを引き起こし、コン|､ロールという自分に

向かう力と、姿勢・動きという外に向かう力を

育むことが分かる。

青い色のシートを含め、環境設定に仕組まれ

た小道具は、海をイメージしやすいものになっ

ている。浮き輪のように実際に海で使うものが

準備されると海のイメージがしやすい。子ども

達は海で泳ぐ動きを見せる。しかし、写真7の

小さなゴムボールのように海水に見立てる小道

具等が工夫されると、子ども達は海のイメージ

をより膨らませる必要が出てくる。イメージに

繋がる小道具によって見立てた泡が水のかけ合

いに繋がる様は、よりイメージを深く楽しんで

いる情動反応を表出していると考える。③の効

果として、青い海をよりイメージできるものは、

イメージが膨らむ小道具で、「見立てる」小道具

によって楽しい情動はより膨らむことが分かる。

上記写真5見ると、支援者と子ども達がコ

ミュニケーションする姿が見られる。支援者の

言葉かけや手助けで、子ども達はポジティブな

楽しさを味わっている姿をみせている。写真2

のように2人の子ども達が横並びに海を散策す

る姿は、支援者の海をイメージした「いって

らっしやい」という言葉が前提にある。写真3

の色付･けを楽しむ姿には、支援者のネガティブ

を乗り越える「棒」の提供があり、写真5のよ

うに乳児が見せる飛行機の姿勢で緊張を楽しん

でいる姿は、支援者の海で使う小道具浮き輪の

提供がある。青い海は支援者も楽しめる。海の

中を楽しくイメージすることが可能となり、よ

り一緒に楽しむことができる。支援者の声か

け・手助けは重要であり、一緒に海をイメージ

し、楽しく過ごす中での声かけは子ども達の情

動をゆり動かし、前に向かう力を引き出してい

ることが分かる。④の効果として、海を企画す

ることは、支援者の声かけが青い海をイメージ

したものなりやすく一緒に楽しむことができ、

子ども達の向かう力、前に向かう力を引き出し

ていることに繋がることが分かる。

子ども達の周りは、支援者・保護者・紙・ブ

ルーシート等が在る。その環境を別の言葉で表

現すると「一緒に海をイメージして楽しむ人」

｢見守る人｣｢魚｣｢海中｣という言葉になりイメー

ジの世界が在ると表現できる。海のイメージの

世界で自己をコントロールしてしまう子どもの

姿が意味ある体験を得ていると考える。自己を
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みつめ、自己に向く瞬間が体験できていると考

える。周りへ見せる海中の動きは自己から外へ

向かう力となっていると考える。

白い砂と流木を使い向かう力へ

(1)青い海の素材に触れ、向かう力を育む

2012年、写真8のように、白い砂と流木・貝

がらの場を教室内に設定した。イメージを膨ら

ませる小道具ではなく、実際の海の白い砂と流

木・貝がらである。沖縄の白い砂は有孔虫の死

骸を含み、さらさらと指の間から流れ落ちる触

感がある。流木は枯れた木のように茶色で軽い

ものを使った。貝がらはシャコ貝で白い砂をす

くい上げることができる10cm位のものである。

支援者は、母親の膝に座るYくんの前で向き合

い、白い砂を指の間から落として見せたりして

いた。近くにいた子ども達も砂を触りにくる。

Yくんは、寄ってきた子ども達に刺激され、母

親の膝から離れ砂と貝がらを触り始めた。砂を

触りながら流木を立て、向かい合っている支援

者と一緒に流木の周りに白い砂を集め始める。

その後、支援者とYくんは流木を押し合い、戦

いのような動きに移っていく。Yくんが押した

流木で、支援者の持っている流木が空を舞い

ゆっくり一回転してもとの場所に立つ様な動き

になる。Yくんは流木を何度か押し続けるが支

援者の流木は、その度ゆっくり一回転して戻っ

て立つ。Yくんの押していただけの動きが、支

援者の持っている流木の回る動きに合わせて

ゆっくり一回転する動きになる。支援者に合わ

せるYくんの模倣が2～3度ゆっくり続く。支

援者とのやりとりが終わり、Yくんは母親のも

とへ戻っていった。活動終了の振り返りの場で

は、Yくんは母親の膝もとでリラックスしていた。
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(2)考察

青い海をイメージする場面は、支援者が子ど

も達の楽しいという感情を共有する場面になる。

つまり、親と乳児が'情動調律による感情コント

ロールで相手を感じ他者と自己を理解すると同

様、海のイメージを通して、支援者と子ども、

他者と自己の存在に気づく機会になっている。

また、実際に青いシートの中で沖縄の白い砂や

流木に触れ、快い感触を得ることは、可塑性に

富む素材が自己の表現を引き出すことに繋がっ

ていると考える。指の間から流れる砂をじっと

見入る子ども達の姿や、流木を何かに見立て動

かすことに集中する姿は、自己表現しながら海

をゆったり楽しむ姿そのもののようである。は

じめ、手元の砂に触れていた子ども達は、より

向こう側に表現の空間を広げ、左右へ流木をゆ

らせ廻しながら模倣し、自分の世界を創ってい

た。手元から広がる世界は前へ向かう姿であり、

安心感を感じさせる母なる青い海の持つ力を感

じさせるものであった。

3．向かう力を育もうとする関係性の芽生え

（1）エピソード3：(企画のストライクゾーンを広

げるということ）

このエピソードは、メインの企画には入れな

かったが、別室で、企画で用意した素材を使っ

て支援者と一緒に活動である。

メインの企画の部屋では、トータル支援に参

加した子ども達が支援者と一緒に、思い思いの

海のイメージで活動していた。

H児は、メインの企画の部屋には入ろうとは

しなかった。H児は、この企画前日の教育相談

の時に、母親と一緒に来て、その時に、今回一

緒に活動する支援者と出会い、母親が教育相談

を受けている間、支援者Tと一緒に過ごした。

K児は、教育相談の時に自分の黒いカバンを

持ってきていた。カバンの中には筆記用具、

ノート等が入っており、支援者は、Hは、学校

と同じように、勉強をしにここに来ているよう

だったと話していた。それで、「何をしよう

か？」と話しかける支援者に、「Hは、勉強をし
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ます。国語と算数をします｡」と話し、その時は、

支援者と一緒に国語と算数の勉強をしていたよ

うだ。活動をしている時のH児は、とても楽し

そうだったと支援者は話していた。

前日の楽しいイメージがあったからか、集団

支援に来ていたH児は、前日と同じカバンを

持ってきていた。しかし、前日とは部屋も違い、

自分以外の子ども達も参加していたので、H児

は緊張した様子で、支援者が促しても企画の部

屋に入ろうとせず、誰もいない別室で活動した

いと望んだ。そこで支援者は、別室で活動する

ことにした。別室で、H児は前日の活動から、

集団支援の当日も同じような“学習”をするつ

もりだったようだ。すぐに自分の時間割を決め

て、「今日の時間割は、国語、算数、国語、算数、

体育です｡」と話した。しかし、すぐには活動し

ようとせず、しばらく考えて「国語と算数は、

やったことにして､体育をやります｡」と言って、

支援者とキャッチボールを始めた。しばらく支

援者とキャッチボールを楽しんでいたが、ドア

の外から自分を撮影しているカメラに気づいて

ドアを閉めに行った。支援者は、「自分とふた

りだけの時間を誰にも邪魔されたくない様子

だった｡」と話した。

そんなH児の気持ちとは別に、支援者は、少

しでもH児をメインの企画に近づけたいと考え、

企画で用意した絵具や綿を使ってH児と活動し

た。H児は、用意した綿を気に行ったようで、

綿に絵具をしみこませて画用紙に模様を描いた

り、綿そのものの感触を楽しんだりしていた。

活動の間に、何度かメイン企画の部屋から子

ども達や支援者が部屋に入ってきたが、その度

にH児は顔を強張らせ活動を止めた。だが、

侵入者が去り、支援者とふたりだけに戻ると表

情を和らげ、活動を楽しんだ。

(2)考察

H児は、最後までメインの企画には入れな

かったが、安心して場を共有できる支援者との

関わりの中で、企画で用意した素材に触れ楽し

むことはできた。

支援者は、H児を企画とつなぐとこを何度も

試みてはいたが、決してそれを強要することは

しなかった。あくまで、H児の気持ちに寄りそ

い、メインの企画への参加を試みたのである。

トータル支援教室の集団支援では、このよう

に、企画の枠、すなわちストライクゾーンを広
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げることで、対人関係を築くことが苦手な子ど

も達が楽しめる活動を考えてきた。

H児のエピソードから、企画のストライク

ゾーンの広さが、彼なりの企画への参加に繋

がったことが考えられる。

企画を楽しみながらその楽しみに輪が広がる

(1)エピソード4

この企画は｢ぎよぎよぎょ！ビックリ水族館」

と題し、大きなシーツにジンベイザメの絵を予

め描いておき、活動の始めは自由に魚などの絵

をマジックなどを使って描き、その後、各々好

きに絵具を塗るが、絵具を塗るときは筆などを

使わずに手などで塗り、感触を楽しめるように

した。最後には500mlのペットボトルに水を入

れ水をかけるという企画内容であった。

A君は汚れたりすることが、嫌いであるため、

この企画が汚れるという説明があったため、マ

ジックで絵を描く段階から、ビニールの手袋を

していた。

A君は、企画が始まっても、自分が描きたい

絵を描いていることが多い。「ぎよぎよぎよ！

ビックリ水族館」の時は、なにやら、本を開き

その本を見ながら描いていたが、よく見ると、

キャラクターの本の中から、魚などを模した

キャラクターを選んで描いていた。一見無関係

そうなことをしつつ、周りの支援員とも会話は

ないが、周りの支援員が自分たち同士で絵を褒

め合っている言葉を聞いており、「俺も、描ける

よ。巨大タコ描く｡｣と突然入ってきた。そして、

何も見ずにタコの絵を描いていた。その後は支

援員とも会話をしながら企画を楽しんでいた。

絵具を塗るときも始めは手袋を着けたままで

触っていたが、隣にいた支援員や周りの子ども

たちも素手で触っていためか、途中からは手袋

を脱いで絵具を触り始めた。触り始めは指先だ

けで恐る恐るといった様子であったが、何度か

触るうちに慣れて、手のひら全体で色を塗って

いた。後半には隣に立った顔馴染みの女性の支

援員の脹雁に手形をつけるなどイタズラもして

いた。

(2)考察

A君は始め、自分の好きな絵を楽しく描き切

り、支援員が楽しそうに互いの絵を褒め合って

いる言葉を聞いて、自らも上手に絵を描けると

いうことを見せたかったのではないか、また、
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苦手な手が汚れるといった取り組みにも自分自

身から挑戦したのは、周囲がより楽しそうに活

動をしていたからではないか。その楽しい雰囲

気の輪の中にいることで「自分自身もより楽し

みたい｡｣、「どれぐらい楽しいのか体験してみ

たい」という思いが駆り立てられたのではない

と考えられる。また、近くに立った支援員にイ

タズラをするなど、自分の楽しい思いをさらに

広げているようにも考えられる。

(3)エピソード5

K君は活動が始まるとすぐに自分で考えた暗

号を段ボールに書き始めていた。その暗号を誰

かに解かせるわけでもなく、ただ一人で考え込

むようにして書いていた。支援員が｢これ何？」

などと声をかけると「自分で暗号考えた。この

あとどうだったかな｡」と受け答えはするが、自

分の世界に入り込んでいた。しばらくその様子

を支援員が見守りながら傍についていると、十

分にやりきったのか急に終わっていた。そして、

周りの子どもたちが絵具の準備をしていたため、

K君も同様に絵具を準備していた。そして、綿

に絵具を含ませ塗ったりしており、水を多めに

した絵具を綿に含ませ、円を描くようにして軽

く振り回すと締麗に絵具が飛び散っていた。そ

の様子を周りの支援員が「締麗！」と褒めると、

より楽しそうに綿を振っていた。さらに、「こ

こにもやって！」と離れた場所にいた支援員か

ら声をかけられると、綿と絵具を持って移動し、

綿を振っていた。その後はあっちこつち歩きな

がら絵具のついた綿を振っていた。

(4)考察

K君は元々絵を描くことが好きな子であるが、

自分の興味関心の強いほうへ惹かれがちな子ど

もである。それを、支援員が興味関心を企画へ

と無理に向かせようとはせずに、傍で見守って

いたことが、十分に自分のやりたいことができ

た達成感が味わえ、企画へと自然と目が向いた

のではないかと考えられる。

また、絵具のついた綿を振り回す行為は批判

されそうだが、「碕麗」と褒められたことが、よ

り楽しさを倍増させ、「こっちにも」と頼まれた

ことで周囲の人たちにももっと見せたいという

ような楽しみが広がっていったのではないかと

考えられる。

Ⅲまとめ（総合考察）

1．「青い海」の遊びの幅広さと楽しさ

海では、海水浴、潜水、砂遊びなど、直接海

に関わる遊びや活動を楽しむだけでなく、海や

そこで遊んでいる人を眺めるだけで、海で遊ん

でいる雰囲気などを共有することができる。

周りが海水浴などをしていて、自分だけが砂浜

からその様子を見ているだけでも何ら違和感は

ない。それどころか、砂浜ではなく、海から少

し離れた場所から海全体を眺めいているだけで

も場を共有できる。

このように、海での活動は幅広く捉えること

ができ、直接海に触れなくても、決して、「外れ

ている」わけではない。

また、沖縄の子どもたちにとって、海は比較

的身近なものであるが、海といえば「夏」や

「夏休み｣、「バーベキュー」などといったイベン

トをイメージしやすく、楽しい感情が湧き上が

るのではないか。その楽しいイメージの中、苦

手なものには無理をおして参加しなくてよく、

輪から完全に外れてしまうことはない。

そこに『海』の企画を|幅広く捉え設定するこ

とができるのである。

2．ストライクゾーンを広げ、向かう力を育む「青

い海」企画とトータル支援

『海』の企画の中で、直接『海』をイメージして

遊ぶことを狭義の企画として捉えるならば、『海』

にまつわる素材を使って、『海』に感覚的に触れる

こと、『海』を遠くから眺めることを広義の企画と

して捉えることができる。

このように、『海』の企画は、子ども達が狭義に

も広義にも活動することができる幅広い企画、つ

まり、ストライクゾーンの広い企画なのである。

ストライクゾーンの広い『海』の企画は、海が

大好きな子ども、水にさわるのが苦手な子ども、

そして、集団での活動が苦手で、支援者とのユ

ニットで活動を楽しむ子どもと、いろいろな実態

の子ども達が達成感・所属感を感じやすい。

トータル支援教室は、ありのままの自分でいい

場を子どもたちに提供することで、子ども達の潜

在する生きる力、そして、他者へ、社会へと向か

う力を育む土壌となっている。

このように企画に参加することが、様々な方向

へと向かう力の土壌を耕すことになる。この土壌
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を耕すことで達成感・所属感をより多く得ること

ができ、子ども達が成長していく過程の中で、社

会で生きる力、社会で自らを活かせる力につなが

ることが考えられる。
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