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シンポジスト話題提供 

司会 それでは、シンポジウムに移りたいと思います。基調講演のお話に続き、保護者、地域支援実

践者の代表という、それぞれの立場から 4 人のシンポジストに話題提供を行っていただきます。 

シンポジウムのコーディネーターは、社会福祉法人柏学園の金丸博一が勤めます。 

金丸先生は長年にわたり、障害児やその家族に携わり、とてもきめ細やかな相談支援を続けていら

っしゃいます。 

金丸 博一 氏  

これからのシンポジウムが本番となります。 

ある意味で、発達障害の方の対応と支援について

ヒントとなるようなことが、少しでもお土産になっ

て持って帰ってもらえるのか…、僕自身ですね、4

人の先生方と事前の打ち合わせとかをやっていく

中で、一番、4 人の方のお話を楽しみにしているの

かもしれません。色んなご経験をお持ちの方からの

お話を聞いていくことができようかと思います。 

前半はお一人ずつお話ししていただきます。本当

にコンパクトに 15 分ずつお話をしていただき、

その後 10 分の休憩をはさみまして、話を深めて

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

まずは、シンポジストの方々のご紹介をいたします。 

隣から、県北で長年不登校の子どもたちの支援をされておられる「スイス村」の木原信行様でございま

す。続いて、息子さんのことをお話しいただきます野口喜三子様でございます。続きまして、広島市中区

の方で杉原心理相談室の臨床心理士をされておられます杉原太郎様でございます。続きまして、廿日市市

にあります子ども相談室「アンダンテ」の三好和弘様でございます。 

それでは早速なんですけど、今から 60 分ちょっとかけて、お一人ずつお話をしていただきたいと思い

ます。野口様、次に三好先生、木原様、杉原先生という順番で、よろしくお願いします。 

では、野口様からお話をいただきたいと思います。野口様は、私とのやりとりの中でお話を進めさせて

いただきます。野口様、簡単な自己紹介と、できましたら今日お話ししていただく息子さんのご年齢や、

可能であれば息子さんのご職業とか、どこでどんな暮らしをされておられるのかをお話いただけますでし

ょうか。よろしくおねがいします。 

〔やりとりでは、野口、三好、木原、杉原、湊崎、金丸とさせていただきます。〕 

野口 喜三子 氏 （保護者） 

南区から参りました野口と申します。今日お話しするのは、次男 37 歳の息子のことです。彼には

子どもが 3 人おりまして、家族 5 人でオーストラリアに住んでおります。ジュエラーとして働いて

います。 

金丸 ジュエラーはどういうお仕事ですか？ 

野口 ジュエラーといいますのは、イヤリング、指輪やネックレスをお客様に買っていただく、もし

くはお客様からのオーダーに応じて自分でデザインして作る職業です。 

金丸 すてきな仕事ですね。それでは本題に入っていきますけど、息子さんの、子どもの時期とか、特に

思春期とかを振り返って、こんなことがあったなという思い出とか、親として息子さんに求めてきたこと

とかをお話しいただけますでしょうか。 

野口 はい、息子は現在 37 歳。私が最初に、この子はちょっと違うなと感じたのが、小学校に入っ

て、ひらがなが鏡文字だったということです。小学校の高学年になると難しい漢字が出てきまして、

全く学校の授業についていけない、という何年間が続きました。当時は発達障害に関する本もなく、

学校の先生にお尋ねしてもご存じなくて、何も光が見えない状況の中で小学校を卒業しました。 

中学校に入りましたら、本当に読めないレベルの漢字が出て、テストはほとんど点が取れませんで
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した。…思い出したことがあります。字が読めないので、本を読んでいる息子の思い出があまりない

のですが、漫画はよく見ていましたね。漫画から吸収していました。 

この子をどうやって生きさせればいいか…。高校へは行かなくてはという思いがあったので、中学

校を出て何でもいいから働けばいいという発想に私も夫もならなくて、毎日悩んでいる状況でした。

私がやっと息子から聞き出した話は、「バカだ。お前はダメだ。」とクラスメイトから言われてきたと

いうことでした。「学校に行きたくない。」と言って、中学校の 3 学期は休みました。私はどうしてい

いかわからない…、息子ももちろんどうしていいかわからない…。 

ぎくしゃくした家庭環境の中、長男が私に注意してくれたんです、「お母さんの言い方は強い。言い

たいことがあったら、全て僕に言え。僕がうまく話してやるから、弟へ言うな！」と。今までの自分

の、母親としての生き方が、子どもを否定していたのではないかと気が付きました。「このまま、この

生き方を続けていたら、すべて壊れていくな…」という何とも言えない怖さも感じていました。 

金丸 それで、中三の時に進学とかを考えられて…結局どういうふうにされたんですか。 

野口 息子は、教科書が読めない、テストは当然できていない、「高校は行きたくない…」と言ったの

に、夫と私は「高校は行こうよ。」と言って、無理やり行かせたのは定時制の高校でした。昼間は働き

ながら夜、学校に行ってましたけど続かなくて、ほとんど行ってなかったと思います。…とにかく高

校へは入りました。 

金丸 行っていらっしゃらなかったということは、アルバイトはされていたのか、など、高校の 3 年間は

どういう過ごし方をされていらしたのですか。 

野口 そうですね…。実は高校 2 年生になる前に学校をやめました。人にこれを話すというのはため

らいがあって、息子が普通じゃないということを人に話せたのが、息子が高校に入ってからなんです。 

友達に、本当に勇気を振り絞って状況を言いましたら、その友達が教育関係の仕事をしている人で、

「イギリスの論文を読んだ。イギリスでは字が読めない、書けない人は 30 人から 40 人の割合で 1

人。イギリスは 80 年進んでいることを本で読んだことがある。」と話してくれました。 

私は、そんな情報を初めて聞きましたので、藁をもすがる気持ちでイギリスの知人を頼って息子と

一緒に行きました。そして知人が紹介してくれた学校に話を聞きに行きました。「すぐにイギリスに来

い。イギリスは取り組んでいる。日本の文部科学省の人が来ている。日本は 80 年以上遅れているの

で、日本で待っていたら君の人生はない。」と勧めてくださいました。 

金丸 イギリスにはなかなか行けませんよね、僕らは。そのときの野口さんの実行力がすごいなと思いま

す。日本は 80 年以上も遅れているという話があったのですね。そこで、どんなアドバイスとか、具体的

な指導とかを受けられたのでしょうか。 

野口 私は、夫と本当にこれからの息子のことを話してなかったことに気が付きました。母親として

大事な何かを疎かにしていたかもしれないとか、愛情をしっかり注いでなかったかもしれないとか…。

いろいろなことで自分を責めていて、夫と話をしたら喧嘩になりそうで、そうなると益々家庭が悪く

なって子どものために良くならないのではないかと思っていました。 

夫と初めて向き合って、イギリスで聞いたことを話しました。そこからです、「家族でこの子のこと

を何とかしてやらなくては…」と話し出したのは。私は「イギリスに行かせてもいい。」と言いました。

経済的なこともありますが…、夫は「これからはパソコンができなければだめだ。日本語がだめだっ

たらアルファベット 26 文字の世界で生きていけるじゃないか。」と言いました。 

息子は、中学生の時、英語が全然できなかったんです。「お母さん、ウオーターって何？」と聞いた

時には愕然としました。そんな状況でイギリスに行ってどうなるかなと不安な気持ちもありましたが、

家族で向き合って何度も話をしました。あるとき、息子が「イギリスに行く。」と言いました。「じゃ

あ、行かそう、すぐに行ったらいい。」と言いましたら、「ちょっと待ってくれる、俺は自信がない。
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行ってもすぐ帰るかも…、行きのチケットだけは、自分が稼いで買うから一年待ってくれないか。」と

言いました。昼も夜も働き、一生懸命にお金を貯めて、本当にチケットを買いました。 

金丸 ご自身で稼いだんですね。ご本人にも色んな覚悟があったと思いますけども、そのときを振り返っ

て、息子さんにはどんな気持ちの動きがあったのでしょうか。 

野口 想像ですけど、湊崎先生のお話を聞いていて、こんな情報があったら私はどうしていただろう

な、と思いました。何もわからないので無我夢中…、とにかくイギリスに行ったら何とかなるんじゃ

ないか、ただその一つだけです。 

息子がなぜ片道切符を自分で買おうと思ったのか、長男が「お母さんの言葉はきつい。ちゃんと僕

が伝えるから…」と言うほど、私の言葉は息子に劣等感を与え、否定されている思いにさせていたの

でしょう。それが、よくいえば反抗反発で、自分のことは自分でやるというふうに働いてくれたのか

もしれないです。 

金丸 結局、稼いでからイギリスに行かれたのですね。その後の話をもう少しお聞かせいただきますでし

ょうか。 

野口 結局 1 年で行くといってましたけど、1 年ではちょっとどうにもならなかったです。 

アルファベットの世界で、26 文字ですら難しかったようです。学校(GLOBE English School)の

宿題が出るんですけど、何が書いてあるのかわからないので、お世話になったホームステイ先へ聞き

に 1 時間半歩いて行って、宿題の内容を聞いて、また 1 時間半歩いて夜中に帰って、それから宿題を

する、という毎日が続いたそうです。息子は 2 年間通いました。 

後で聞いてびっくりしたのですが、「何とかしなきゃいけないと思って、ものすごい努力をした。」

と聞きました。努力という言葉を息子から感じたことがなかったので、とても胸に響いて、本当にす

ごい人間に育っているなと思いました。その時が 17 歳だったんです。息子の行動力、思いが、私の

17 歳の時よりもはるかに超えていました。今まで何ということを私はこの子にしてきたんだと、頭

が下がりました。漢字が読めない息子をどうやって伸ばしてやったらいいのか、と、気持ちが変わり

ました。 

金丸 もう、親との葛藤が話の根底にありますよね、色んな思いっていうのをお話しいただきました。前

半はこのくらいにしておきます。後半の方では、思春期における課題とか親の役割について語っていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。拍手をお願いします。 

続きましては、三好先生です。よろしくお願いします。 

三好 和弘 氏 （子ども相談室「アンダンテ」） 

 廿日市で子ども相談室「アンダンテ」を開いています三好と申します。よろしくお願いします。 

本題に入る前に、野口さん、ありがとうございました。あるお母さんとの出会いを思い出しました。

とても頑張っておられるお母さんでした。「お母さんのエネルギーの源は何ですか？」と聞いたことが

あります。すると、「苦しい、苦しいと思いながら今日まで生きてきましたが、ふと後ろを見ると、若

いお母さんが私と同じ道を歩いているのがわかったのです。私ももう少し頑張ってみようと思いまし

た。」と話されました。先輩という言い方がいいのかわかりませんが、野口さんのお話を聞かせてもら

いながら、そんな話を思い出しました。 

15 分ほど時間を下さい。「家庭・学校現場で大切にして欲しいこと～『先送りの教育』『二次障害』

をキーワードにして～」というテーマで話をさせていただきます。お伝えしたいことは、「今、ここで」

「共に考えて創り出す」教育が大切だということです。それともう一つは、「二次障害」について話を

させてもらいたいと思います。 

 ２例ほど事例を出しますが、これはプライバシー保護の観点から本質を変えない程度に構成してい

ます。ご了承ください。 

事例を紹介させてください。成人になって発達障害と診断された A についてです。A は 21 歳の大



15 

 

学 4 年生の女性です。ある日、A から電話がかかってきました。「先生ご無沙汰しております。実は

先日精神科に行ってきました。発達障害という診断を受けました。」という内容でした。びっくりしま

した。交友関係のトラブルをきっかけに思い切って受診したそうです。私は A に質問しました。「診

断結果を君はどのように受け取っているの？」、A は「今はなぜかほっとしています。」と答えました。

その返答が少し意外だったので、「なぜ？」と質問すると、A は「中学校時代から、なぜ、私は友達と

長く付き合えないんだろう。」「なぜ、私が話し始めるとまわりの女の子は引いてしまうんだろうか。」

「その理由が発達障害と診断されて、わかったような気がしたからです。」と話してくれました。誰に

も相談できず、A はその疑問を中学校時代からずっと抱え込んできたのです。 

「なぜ、A は二十歳を過ぎるまで悩みを抱え込んできたのか」、その背景を 3 点考えました。一つ

めの背景は、日本の教育制度が「先送りの教育」になっているからです。日本の学校教育の未熟さで

す。ある程度学力があり、問題行動を起こさなければ、個別の支援を受けることなく見過ごされてい

る実態があるととらえています。二番目の背景として、特に「グレーゾーン」といわれる子どもたち

への未対応があるのではないかと考えています。お医者さんや先生から「ちょっと様子を見てみまし

ょう。」「大丈夫ですよ、大きくなったら解決するでしょう。」など、そういわれて保育所・幼稚園から

小学校へ、小学校から中学校へと課題を先送りされてきたのではないでしょうか。A のように「どう

して自分は…」と思いながらも親にも言えないで、悩んでいる子がいないでしょうか。 

2006 年、障害児教育から特別支援教育へと変わりましたが、その時は、診断が「ある」「ない」を

問わない、学校が配慮必要と判断した児童・生徒すべてに取り組みを進めなさいというのが特別支援

教育だったのです。でも、学校現場では、なかなかうまくいっていないのが現状ではないでしょうか。

先ほど、湊崎先生から、発達障害について丁寧な説明がありました。教員は大体の内容は理解してい

ると思われますが、実践を通して手に入れた教育技術をすべての子にどのように活用して教育内容を

豊かにしていくかということが十分できていないのが現状です。授業のユニバーサル・デザイン化

（UDL）といって、発達障害の子がわかりやすい授業は他の子にもわかりやすい授業といわれていま

すが、なかなかこれが広がっていかないのです。そのため、発達障害のお子さんやその保護者は、学

校現場において適切に指導が進められていないことに対してイライラしておられるのではないかと思

います。私はスクールカウンセラーをしていますが、最近、この「グレーゾーン」と呼ばれるお子さ

ん、もしくはその保護者と話す中で強く感じることです。ただ、三つ目に書かしてもらったのですが、

教員の多忙さも背景にあると考えています。 

子どものことについて少し考えてみたいのですが、思春期の発達障害児の悩みや苦しみをどこまで

まわりの大人はわかっているでしょうか。湊崎先生がお話しされたように、どの子も思春期を経験し、

思春期の発達課題を抱えるわけです。今まで色々なことを親に話していた子どもが急に喋らなくなる、

理由はよくわからないが何かイライラしている、そうしたことはほとんどの子が経験するわけです。

発達障害の子は、発達上の課題とともに思春期の課題も併せ持っているわけです。その悩みや苦しみ

を周囲は丁寧に理解する必要があります。大学のえらい先生の話を聴いた、よし我が子にやってみよ

うと思っても、ケースが違えばうまくいかないこともあります。本屋で高価な本を買って、うちの子

のためにと思ったけど、書かれた内容のようにいかない。一人ひとり違うということは頭ではわかっ

ているですが…。このように思うようにいかない背景には、先ほど話したように、発達上の課題とと

もに思春期の課題が潜んでいることが多いと私は考えています。 

思春期は、「私は何者？」、いわゆる自分探しの旅をしているわけです。そんな中で、体と心のバラ

ンスが取りにくく、表現方法も人によって違うわけです。暴言を吐いてみたり、荒れてみたり、壁を

叩いてみたり、部屋に閉じこもってみたりする子もいます。また、リストカットのように自分に向か

っていく子もいます。そのたびに、親も教員も思い悩むわけです。 

もう一つ事例を出したいと思います。中学三年のやんちゃ系の男子です。コンサータという薬を飲

んでいる子が僕に言った言葉です。「先生、本当の自分はどっち？」、「コンサータを飲んで周囲の人に
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合わせるのが本当の自分なのか」「空気が読めない自分が本当の自分なのか」と聞いてきたのです。皆

さんはおわかりのように、どっちも「自分」なのですけど、思春期の子どもたちはそういうところで

悩んでいるわけです。そうした子どもの悩みに寄り添っていくことが重要なことだと、私は考えてい

ます。 

 資料に提案と書いたのは、取組みについては「今、ここで」「共に」ということを大事にしたいから

です。私は心理学の「交流分析」を少し勉強しているのですが、創始者のエリック・バーンは次のよ

うに言っています。「過去と相手は変わらないが、未来と自分は変えることができる。」。あの時、すべ

きだったと後悔するよりは、「今、ここで」すべきことは何か、これが将来、この子にどうつながって

いくかということを一緒に考えていくことが大切だと思っています。そう思って書きました。1 点目、

将来を見据えて、「今」できることは何でしょう？ ２点目、学校・家庭でできることは何でしょう

か？ ３点目、担任、関係者、お医者さん、カウンセラーや行政の人と一緒にできることは何でしょ

う？ 4 点目、この子に必要なモノ、知識やスキル、人とのかかわり方は何でしょう？ 漠然とはわ

かっているつもりなんだけども、実は日々の生活に追われて、そうした課題に十分向き合っていない

のではないのか、と思うことが多々あります。 

 私が今、大事にしていることが二つあります。一つ目は、その子の「自分らしさ」です。あるお母

さんに「さかなクンのように個性を活かした生き方もある。」と話したら怒られたことがあります。そ

のお母さんの思いとしては、「我が子はまわりのお子さんと同じように育ってほしい。」という強い思

いがあったのかもしれません。二つ目として、学力も大切ですが、「社会的自立に必要なものは何か」

を大切にしてもらいたいと考えています。事例 1 の A は、国立大学の大学院へ進んだはずです。学

力優秀の彼女が抱えている発達障害の課題は大人になっても未解決なのです。勉強さえできれば、高

校へ進んでくれれば、その後は何とかなると話される保護者にお会いすることがあります。そうであ

ればよいのですが、すべてのお子さんがそのようにうまくはいっていないのが実情です。  

 もう一つ、確かめていただきたいことがあります。「うちの子の個別の指導計画と個別の支援計画は

作られていますか？」と担任の先生に訊ねてみてもらいたいのです。特別支援学級在籍のお子さんに

ついては必ず作成することが義務付けられていますが、「グレーゾーン」のお子さんの場合は作られて

いないことが多いのです。もし作成されていなければ、「（先生）力を貸してください、一緒にやって

いきましょう、お願いします。」という形で進めてはどうでしょうか。大事なことは、家庭と学校が一

緒になって進めることです。個別の指導計画と個別の支援計画は、お子さんの人生の設計図の一つに

なるはずです。 

次に事例 2 です。B はアスペルガー症候群と ADHD の診断を受けていました。彼の父親は、B の

前で、B の兄に暴行を行いました。虐待です。B も当然受けました。学校から児童相談所へ通告があ

り、両親は指導を受け、その後、両親は離婚しました。両親が離婚後、B は荒れ始めました。勉強が

わからない、面白くない、周囲とのトラブルの連続です。母親は仕事のために帰宅が遅く、兄弟は部

屋に閉じこもりゲーム三昧の日々が続き、昼夜逆転の生活が始まりました。B と最初に出会った時、

最初に感じたことは、B の心は壊れている、何がこの子をそこまで追い込んだのかということでした。

B と話をしていく中で気になる発言がありました。「俺は何をやってもできない。」「俺はバカだ。」「俺

はガイジだ。」「努力しても無駄。」、彼はこうした発言を繰り返し、何もしようとしません。中学校の

先生が「そんなことでは高校へ行けんぞ。」と言っても、「俺、高校へ行かんから…勉強してなににな

る！」と反発していました。この時から「二次障害」について深く勉強をするようになりました。「二

次障害」とは、「発達障害と関連したストレス状況を背景として生じている情緒・行動精神面の問題」

です。いじめ、虐待、ストレス、ネガティブな感情などの生きづらさを重ねていく中で、壊れてしま

う子が多いということです（出典：日本 LD 学会編集「LD/ADHD 等関連用語集」）。情緒の不安定

さ、心身症、行動障害、不登校や反社会的行動、暴力等、精神障害など色んな形で出てきます。こう

した負のスパイラルがずっと続いていくと、子どもはやりきれなくなるのです。思春期の間は、「自分



17 

 

ではどうしたらいいのか」わからない状況の連続です。こうした子どもの課題を周囲にいる人たちが

寄り添い、理解することが、「二次障害」防止に大切と思われます。そして、その子の特性に気づき、

子どもの「良さ」（強み）を伸ばすことが重要と思われます。 

ある母親とのカウンセリングの場面での話です。「お母さん、お子さんのいいとこ探しをしましょ

う。最初の五つはお母さん、後の五つは私が言います。」と言って始めました。「優しいこと」「お手伝

いをしてくれること」「弟の面倒を見てくれること」…四つ目以降が出てこないのです。「子どものど

ういうところを見ていくか？」、そして「子どもは親からどのように自分は見られているか？」、そう

した視点が大切です。思春期ということは、青年期・成人期が目の前だということです。難しいこと

はたくさんあるけれど、それらを克服する経験は自立するために何一つ無駄はないと、私は思ってい

ます。ご清聴、ありがとうございました。 

金丸 三好先生、すいません、先生のご活躍されている「アンダンテ」についてちょっとだけご紹介して

いただきますでしょうか。普段のお仕事ぶりとか。 

三好 実は、私は元小・中学校の教員なんです。中学校卒業と共に教え子との関係が切れてしまうこ

とに寂しさを感じていました。何か、卒業後もフォローできればと考え、子ども相談室「アンダンテ」

を立ち上げました。「先生、好きな人ができたんよ。」とか、「仕事辞めて、これからどうしていこうか

迷っています。」など、悩んだ時、気軽に相談できる人や場所があったらいいのではないかと思ってい

ます。ボランティア活動として、今は取り組んでいます。 

金丸 はい、ありがとうございました。それでは続きまして、木原様よりお話しいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

木原 信行 氏 （一般社団法人スイス村） 

 私は、小学校の教員をしていましたけどもそこを辞めまして、標高 700 メートルある中国山地の

山の中で 31 年間、フリースクールを経営してきました。その間、様々な子どもを受け入れて支援し

てきました。その中から、今日のテーマにかかわるんではなかろうかと思う事例を二つ紹介したいと

思います。 

一つ目は、小学校 4 年生のときに来た不登校の子なんです。彼は小学校 1 年生のとき、学校へ行

き、気に入らないことがあればすぐに外に飛び出して行きました。担任の先生は、椅子に紐で縛り付

けたこともあるみたいですね。でも結局、彼は小学校 1 年生の途中から行けなくなって、小学校 4 年

生まで家に閉じこもっていたんです。彼には妹 2 人がいまして、学校から帰って来て、彼女たちに気

に入らないことがあれば、蹴ったり、叩いたり髪の毛を引っ張ったりして、暴れたみたいです。お母

さんは止めに入るんですが、近所に助けてもらったり、会社に勤めているお父さんに帰ってもらった

りして、落ち着かせる。両親は精神科の先生に連れて行ったけど、彼は椅子をぶつけて、診察できな

かったそうです。 

彼は、色々な施設に受入れてもらえず、最終的にスイス村にやってきました。そのときの彼は、青

白い顔をして、目はぎらぎら、肩をひくひく動かしてウッウッという奇声を発して…、そんな彼でし

たけど、スイス村と自分の家を行ったり来たりするうちに段々慣れて、スイス村で長期滞在できるよ

うになったんです。しかし、彼にはすぐに「キレる」という大きな課題がありまして、寮生のほとん

どと取っ組み合いのケンカをする。そして、何か気に入らないことがあれば、自分の部屋に入って昼

も食べないで、一日中ウッウッという奇声を発している、こういう状態だったんです。しかし、1 年、

2 年、3 年と結構長い期間、中学校 2 年生くらいまでいましたけど、いつの間にかキレなくなってい

ました。この要因は何かと特定はできないですけれども、今日の基調講演の中のお話を聞くと、「ほど

ほどに折り合いのいい場所」であるスイス村に来たということじゃないですかね。 

スイス村というのは、小さな全寮制の寄宿舎で、その子の生活を丸ごと抱え込むところなのです。

規則正しい生活を送ること、そして、健康で安全でバランスのとれた食生活、マンツーマンで学習を
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みる。特に学習支援では、彼が苦手のところまでおりていってですね、特に算数は小学校 1 年の足し

算引き算から教え、全部で 37 冊くらいノートを使い切るまで教えました。そして、例えば、畑仕事

とか、大工仕事とか、料理とか、常に色んな経験を彼はすることができたんです。私たちが気をつけ

たことは、とにかく遊びの幅、スポーツの幅、趣味の幅を広げてあげようと思ったんですね。今日の

お話にもあったように、「植物の芽が出る力をつける」、彼の持っている能力が十分に発揮できるよう

にしてあげる。特に小規模ですから、非常に小回りがきくという「強み」があったんですね。だから、

多彩な活動が、彼を大きく変えた理由じゃないかと思うのです。 

そして、彼は結局どうなったかというと、中学校２年の時に復学しました。最初、クラブ活動…、

彼はマラソンが相当得意になっていましたので陸上部に入らしていただいて、慣れてから普通クラス

に行き、中学校を卒業しました。そして、定時制高校へ行ったら、生徒会長までなったそうです。み

んなの前でギターを演奏したりして…。現在は食品関係の営業マンとして活躍しています。彼がフェ

イスブックを出しているのですけど、大きな池でボートに乗りながらバス釣りを楽しんでいる、そう

いう映像を見ることができました。 

もう１つはですね、今度は正反対の LD 児です。彼は小学校６年生のときに来ました。反対に、も

のすごくおとなしく、小柄で、算数が苦手。どういう訳か、場の空気が読めなかったのか、あるいは

相手に向かっていくことをしなかったのか、みんなからいじめの標的になったんです。階段を後ろか

ら突き飛ばされて転げ落ちるとか、隣りにいた他の子に指で横腹をきつく何回も突かれたとか、ある

いはトイレに行ったときは数人の男女のグループに囲まれて汚いトイレのスリッパで腹を何度も蹴ら

れました。そして、彼は学校に行けなくなって引きこもりました。彼は一切お家の人にいじめられて

いることを言えなかったために、両親は「本人が悪い」「サボっている」「怠けている」というふうな

捉え方をされて、ぎくしゃくしていった。そういうときに、彼はスイス村にやってきました。 

スイス村に来たときは、まわりがみな中学生・高校生、柄の大きい相手ばかりなので、威圧感を感

じて、「ああ、ここも嫌だな。」と思ったみたいです。そして、おどおどした毎日を過ごしていました

ときに、そういう彼を救ったのが何かというと、実は壊れた機械だったんです。彼が小さいときに、

おじいさんがパワーショベルに乗っておられ、そのパワーショベルに乗せてもらったんですね。それ

から機械に興味を持って、パソコンを開くことができるようになったら草刈り機のエンジンにも興味

を持って構造なんかを調べてみたり、それから色んな電動工具をパソコンで調べて勉強したり、日曜

大工店に行って機械を物色したりしてみたいですね。そういう彼ですから、私たちは壊れた機械をど

んどん提供したんです。汚物ポンプとか、あるいは石油ヒーターとか、掃除機とか、それからスノー

モービルとか、壊れた CD のプレイヤーとか、彼は次々に直して行くわけですよ。すごいなあと思っ

て、最後は、ダンプ式の軽トラがあるんですが、その馬力がなくなって、軽トラすら直して行く。「ま

だ直す物がないか。」と彼が言うものですから、私は知り合いの方から農機具の、結構大きなカッター

などを軽トラに積んで持って帰ってきて、彼はそれを直しました。耕運機の小さいのがあるんですけ

ど、それも直す。バイク３台も直す。「何でそんなに直すんだ？」と訊いたら、「感覚的なものなんだ。」

と言っていましたね。とにかくそういうふうにして、彼は段々と自信を持つようになり、まわりが喜

ぶとそれを見て自分も喜ぶという。 

そして、彼は中学三年生までいました。それまでにアマチュア無線４級を取っていたのですけど、

三年生のときは３級も取ってですね、北海道の人とか、韓国の人と暇があれば交信していました。 

もう一つ、私がびっくりしたのはですね、彼が音楽に興味を持って、頂いたドラムやグランドピア

ノが寮に置いてあるんですけど、それを演奏したりするんですね。一度もピアノを習ったことがない

のに、和音の弾き方をスタッフに１回だけ教えてもらって、後は我流で何か弾くようになったんです。

私は曲の内容は知らないんですけど、「神のまにまに」とか「レモン」とか、それから「六兆年と一夜

物語」とかですね、賛美歌とか、次々に弾くようになって、この才能はすごいなと思いましたね。 

その彼が三年生のある日、○月○日に書いた日記があるんです。それを読んで終わらせていただき



19 

 

たいと思うのですけど…、「今日の午前中は砂恵さんに英語を教えてもらいました。」、この砂恵さんは

私の長男のお嫁さんで 19 年間インドの方に行っていましたから、すごく英語が堪能なんです。「今日

は早めに仕事に行ったので、漢検の勉強はできませんでした。」、実は、他の子は英検とか漢検とか通

信の勉強を机に座ってしているんですけど、彼の場合はそういう勉強よりも、色んな体を動かすよう

な体験学習を多くするために早く外に出たんですね。「その日はミニテーラーの修理と整備をしまし

た。」、テーラーというのは耕運機を小さくした家庭で使うようなものですね。そして「重い鉄のハン

マーの柄がとれていたので、鉄の棒でその柄を作りました。そして昼からはフリーな時間なので、ド

ラムを叩いてゆっくりしました。その後、昨日失敗していたパルスジェットエンジンを試行錯誤して

修理しました。」、パルスジェットエンジンとは、エンジンの原始的なもので、コーヒーのアルミ缶の

蓋に穴を開けてその中に燃料と空気を入れて火をつけるという原始的なエンジンなのですね。「これ

を試しました。そうすると（若さんとやりました。）すごくいい音でバァバァバァとエンジンがかかり

ました。やりきれた感じですごく嬉しかったです。その後は少し休んだ後、少し調理しました。今日

は中高生だけで夕食を準備する日だったために、ちゃんぽんとココナツミルクを使ったタピオカ・ミ

ルクティを作りました。みんなおいしいと言ってくれたので嬉しかったです。」。最後に「明日も頑張

る。」と…、こういうことを彼は書いております。これを見ると、まあ 1 日彼がどういうふうな仕事

をしたか、羅列なんですけど、非常に前向きに生き生きと意欲を持って楽しく頑張っていることがわ

かるんではないかと思います。その彼に、私は「あなたはスイス村では何とかみんなと楽しくやって

行っているけど、もし他の集団に移ったときに、また小学生のときにあなたをいじめたような人が出

てきたときに、あなたはどうだ？」と訊いたんですね、そしたら彼は私にこう答えてくれたんです、

「今の僕は、そんな相手から笑ってうまく逃げる自信がある。」と。彼はまだ社会には出ていないんで

すけど、おそらく頑張ってくれるだろうなと思っています。ちょっと舌足らずなんですが、これで終

わります。 

金丸 ありがとうございました。非常に興味深いお話だったと思います。それでは最後に、杉原先生から

お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

杉原 太郎 氏 （杉原心理相談室） 

 杉原心理相談室の杉原と申します。普段はですね、相談室で個人面接であったりとか、スクールカ

ウンセラーであったり、精神科病院で勤務している形です。4 番目ということなのですけど、皆様の

熱い感動的な話の後でやりにくさもありながら、みなさまの話をちょっと取り込みながら話せるとい

うことでお得な感じもしています。ではよろしくお願いします。 

 困り事とは、不適応とか、学校での困り感、不登校、非行などがあるように思います。実際の症状、

このような行動として表れてきた子どもたちに対してどのような価値観や態度でかかわっていくのが

良いのか、症状や行動は何を意味しているのか、認知の歪みや偏りにすべてを集約していいのか、ち

ょっと考えながらやっていきたいと思っているんですけど、まず「発達障害」という言葉と使用につ

いて一言考えていることを伝えておきます。 

 発達障害の診断の「過剰さ」というところについてです。広く知っていただくということはすごく

大事だと思います。その一方で、また過剰に発達障害ということにとらわれて身動きがとれなくなっ

ている方もいらっしゃるんじゃないかなと感じているところです。ある人が抱えている発達上の困難

とか、人との交流に関連すること、苦悩を、脳の機能の障害とか、羅列された特性によってというよ

りも、（特性）「だけ」で説明できるのか、という疑問です。「その人がどのように育ち、今どのような

課題に直面しているのか？」「その人が人生の困難にどのように立ち向かい、人との関係のなかで何を

求めているのか？」という視点の必要性、この辺が大事かなと思っています。湊崎先生のお話にもあ

ったように、発達障害は器質的な要因であるというふうにいわれています。でも、三好先生がお話し

されたように、二次障害とか、その後にまつわる問題とかが結構大きくなっているなと思っています。 

私はですね、発達障害の方の特性を本当に「素直さ」であると思っているんです。自分の衝動に対
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する「素直さ」だったり、相手に思うことに対する「素直さ」みたいなことが特徴だと思っているん

ですけど、そこがやはり障害というのか、情緒的な問題ではその能力を発揮することを妨げていると

感じているところです。私が出会う人は、すごく悩まれている方が多いのですけど、多くの専門分野

に渡る支援とか、そういう関係を構築するということがすごく大事です。でも、まずその前に、サポ

ートしている親とか、親の機能を手伝えることができる専門家のように、「信頼できる人物がいるかど

うか」がすごく重要だなと思っています。困難な人ほど、困難なことが起こっている人こそ、まずこ

ういう人たちがいるかどうか、「信頼できる人物がいるか」「そのような人になれるか」から考えるこ

とが必要かなと思っています。なかなかそういう人がいないところで、すごく困っているからと色々

アドバイスをしたりしても、なかなか困っている本人さんが受入れられなかったりとか、また、知ら

ない人に言われて「はい、どうも」とかは言われないこともありますし、困難な人ほどこうかなと、

私は思っています。 

ちょっと心理学っぽいことを言いますが、人間の機能として、「情動の崩れというのは、二者の関係

性によって調整する仕組みが元々備わっている。」と言われています。さっき湊崎先生がおっしゃって

いた「安心感・安全感」みたいな基本の概念があったと思うのですけども、それと重なることです。

「保護してもらうことへの確かな見通し」だとか、「特定の他者へ“くっつく”ことを通した安心とか、

そういうことの回復・維持」というのがちゃんと自然に動きやすくなることですね。そこがないから

というか、乏しいからこそ、すごく難しくなっている現状になっていると思われます。 

ここでちょっと事例を入れているんですけど、この事例は、先ほど三好先生の事例と同じように、

組み合わせてというか、架空ではないですけども、わからないようにしています。 

高校生男子の D 君です。D 君は、腹痛のために学校へ行けないことを主訴に来談してきた。腹痛は

朝、特に学校へ行く直前に激しいということで、彼は同級生と一緒の電車で通っていたが 1 人だけ一

番遠い先頭車両に乗っていた。理由は「いつもそうしていたから」ということです。「友達と一緒にい

るのは苦手？」と訊ねると「そんなことはない。」、「ではどうして？」と訊ねると「昔から父さんと一

緒にその車両に乗っていたから。」ということでありました。D 君の父親に D 君の長所と弱点を質す

とともに、D 君の腹痛と不登校は決してわがままでもやる気のなさでもないし、学校の担任教師にも

状況を説明した。D 君は、親と学校に自分の苦しみが理解されたこと、それだけで、2 週間後の面接

では、症状も消失し、学校へ行けるようになったという事例です。これは簡単にまとめた短い事例な

んですけれども、「誰が自分のことをわかってくれているのか、心配してくれている」ってことはそれ

だけで、その子を随分和らげると思っています。彼らや、もちろん私たちもですが…、変化を嫌う生

き方やこだわりは、しばしばわがままとか、自己中心的とみなされたり、注意されたりとか、叱られ

たりすることが多い、さっき言った二次障害につながっていくのではないかと思っています。そのこ

とは彼らを傷つけ、混乱させていることを、注意して心にとどめておきたいところですね。 

そういう人たちになっていくのに、どういうことが大事かなというのをお話します。 

まずは「聞き方」ですね。「知っておく」ことがすごく大事なように思っています。自分の言葉で、

自分の困っていることを表現することがすごく苦手で、自分の悩みや苦しみを人に伝えてもわかって

もらえないと感じていることが多い。…「聞き方・姿勢」ですね。先ほどもありましたように、メモ

用紙などを用いて話を見える形にします。彼らの話は難解で、理解できないときがあるので、「それは

こういうことかね？」と確認することでコミュニケーションを補っていくことですね。先ほどから繰

り替えして言うように、「自分の思っていること、考えていることが人に正確に伝わって、理解される

という体験は、新鮮で重要となる。」と考えています。「話し方」も、これはよくいわれているところ

でありますけれども、具体的な事項ですね、数字で答えられるものとか、「はい」「いいえ」で答えら

れるものとか、選択肢で選ぶことができるものを訊ねることから始める。さっき言ったように表現し

にくいところがあったりすると、「簡潔で明瞭な文章を心掛ける」とか、「話し方に抑揚や強弱をつけ

ずに単調な話し方をする」方が伝わりやすい、「ゆっくり話す」方が的確に伝わることがあります。そ
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して、自分の常識で理解しないと言うことですね。「いつも相手の目と耳と頭を持ったつもりで考え

る」ことです。やっぱり…「人の気持ちをより深く理解し共感できる」ことが大事かなと思います。 

人の心の底にある本質的なつらさや哀しみとか、惑わされることなく理解している姿、純粋なやさ

しさや配慮というものをしばしば感じます。これは、かかわっていると、そういうふうに感じます。

さっき言った「素直さ」とか、「正直さ」とかみたいなものをすごく感じるんですが、同時に、それに

何か私たちも救われているのかな。すごく「正直な」感じで話ができるという姿を見て救われる感じ

を受けることもあります。これが「どうやったらつながるか」「どうやったら理解してもらえるか」を

表わしていると思ってください。 

「変わり方」についてです。…しばしば解決の方法がないように「もうどうにもなりません。」と感

じたりします。援助者の助言や提案に耳を貸さず、受けつけないみたいな、そんな相談時間は結構時

間は過ぎていくんですけど、出口のない会話みたいになりやすいです。このときの彼らはですね、ど

うしようかという迷いとかではなくて、「どうにもならない」という結論を話していると理解すること

が実は大事だと思います。さっき言ったように「視点を変える難しさ」とか、「ほどほど」とか「まあ、

いいか」が難しい世界、「できるか、できないか」の世界なので、そういうふうなことを訴えているか

なと理解することですね。そうやって話を聴いていると、このように変わってくることがあります。

ある青年の言葉が印象に残っています。「考え詰めてへとへとになったとき、ふとまわりの人のアドバ

イスが耳に入ってくるんです。」、まるで彼の耳のすぐそばまで来て凝固していた友人たちの言葉が急

に融けて耳の中に入ってきたかのような感じですね。このときには、その「スー」と入ってくるタイ

ミングでいかにそばにいられるか、が支援者や保護者のポイントかもしれませんし、このポイントが

変わり方のポイントだと思います。できるだけ「彼らが自分で納得するまで粘り強く待てるか」とい

うこともありますし、納得するには時間がかかることも多いですけども、「自分で決めた」という、「自

分でやった」という実感が、先ほどの湊崎先生の話にもあったように、「変わる」につながるんじゃな

いかなというふうに思っています。 

…ちょっと時間がないので飛ばしますが、いまだに根強い発達障害についての誤解っていうのがあ

ったりします。「常に対人関係を避けて無関心でいる」とか、これは誤解ですね、結構関心があります。

距離の取り方が難しいというだけで、関心はすごくあります。人間関係も持てますし、興味がありま

す。他者への共感性も、正直に心配してくれたりとか、興味があると思いますね。一部では天才であ

るというふうにいわれたりしますが、これも、能力で強いところもあれば、ちょっと弱いところもあ

ることの理解というのが大事かなと思います。このような誤解を解くと同時に、「強み」を見つけて本

人やかかわるチームで共有することで「変わる」ということが起こるんじゃないかなと思います。 

時間が来てしまったので、後で話できればと思うのですけど、先ほど言った「正直さ」だったり、

意外と「ユーモアのセンス」がすごくあったりするんです。自分がわからないことを使ったユーモア

とか、すごくありますし、理解しにくかったりしますけど、電車とかに関するユーモアとかがありま

す。後は、自分を観察し、評価しようとする意欲がすごくあります。三好先生の最初の事例の人なん

か、すごい自分のことを理解し考えています。考え過ぎるが故に思春期年代では難しかったりもしま

すけど、こういう「強み」を発見してですね、お互いにそれを発展させられる見通しみたいなことが、

親や関わる人たち、専門家の間で持てれば、成長していくことになるのではないかと思います。はい、

時間が来ましたので、ちょっと急ぎ足でお話ししましたがこれくらいにしたいと思います。ありがと

うございます。 

金丸 大変にありがとうございました。言い足りなかった部分とかは、後半の方で追加していただければ

と思います。 

～休憩～ 
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意見交換 

金丸 まだ席に戻っていない方もいらっしゃるようですけども、早速始めたいと思います。 

後半の方は、まず前半のお話の中でコンパクトにまとめていただいて、いろんなご示唆とかをいただい

てはいるんですけれども…本来でしたら、今後の課題とかというのは最後の方でお話しいただくのですが、

今回は、テーマが「対応と支援」ですので、具体的な対応と支援についてのお話を、今からの後半の後半

でお話していただきます。前半のところで、今後の課題っていうところを出していただきながら、あと 1

時間ちょっとですけれども、お付き合いいただければと思っています。 

前半で言い足りなかったところとかを付け加えていただきたいなと思いますけれども、特に言い足りな

かったことがなければ、前半の話で特に伝えたかったことを強調していただいてもいいです。4 人のシン

ポジストの皆さんに、順番にお話しいただきたいと思います。 

その前に、野口さんのお話、前半、息子さんを認め、努力してるってことを認めたっていうお話があっ

たと思います。文字が理解できない中で、この子をどうやって伸ばそうかっていう気持ちになられたとい

う話で前半は終わりました。思春期の大きな一歩を親子で踏み出し、その後の話をもうちょっと聞かせて

いただければと思います。お願いします。 

野口 息子が中学 3 年の時は、家に遅く帰ってくるし、すぐ「キレる」時がありました。ただその時

に、「まあ、みんな生きているからいいか！」という気持ちになれたのが大きかったですね。 

今こうして、家族皆が元気に毎日を幸せに生きていると思える時に、当時の中学校の先生が今日こ

の会場に来られていて、お会いできたというご縁が凄いことだと感じています。 

金丸 悟られたんですね、「生きていたらいいか」というところで…、はい、すいません、それで、イギリ

スに行くために働き出し、実際行かれた後の話を最後にもうちょっと話を続けて教えてください。 

野口 イギリスに行くという決断をしたのは息子です。親もですけど、本人が「何とかしたい、だけ

ど、どうしていいかわからない」ことが嫌だったんだと思います。当時は、本当に情報がなくて…、

穴倉に潜り、勝手に自分でどんどん穴を掘っていき、行き場がない状態でした。いつも暗いことを考

えているので、生きていくのもしんどいなと思うようになりかけました。そんな時に、楽しいことを

家族でやっていなかったなあと思い、「どうせ、いつかみんな死ぬんだから…、ようし、楽しもう！」

と切り替えていけたんですね。 

息子が一番荒れていた時に、ディズニーワールドに行きました。後先考えず、飛んだ行動をする私

も発達障害系ですかね？…ディズニーで思いきり楽しんできました。 

それからです、家が変わり始めたのは…、夫が変わりました。夫が帰ってくると子ども達はすうっ

と黙って 2 階に上がっていました。何も話さなかった夫が、みんなと一緒にご飯を食べて、その後も

食卓に残るようになりました。私は言葉をとても意識するようになっていったので、どうやって息子

を受け入れることができるだろうかという思いを込めて話をするようになりました。長男は癒しの力

がありますし、次男は「キレる」ことがなくなって…、家族で本音の会話ができるようになりました。

何でも隠さず話ができるようになりました。 

思い切った行動が思わぬ結果を招きました。それが息子の思春期の強烈な思い出です。 

金丸 聞いただけ、もうびっくりですね。ご自身が発達障害じゃないかとか、予想だにしないようなお話

まで聞かせいただきましたけど…、はい、大事なこと教えていただきました。「楽しいことをやっていかな

くては」と思えて、それを行動にされて、家族で話し合うことができたっていうところに行き着いたって

いうのが、今日、野口さんが教えてくださった話なんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとう

ございました。 

それでは、三好先生、前半部分の補足とかありましたらお願いします。 

三好 ちょっと補足する前に、野口さんの話を聴きながら思い出したことがあるのでお話ししたいと

思います。 

かなり前なんですけど、クラスに不登校の子がいまして、ある日突然、「先生、俺、日本におったら
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学校に行けないから、外国へ行く。」と言ってきました。彼はインターネットで、ニュージーランドの

高校が日本の中学生を受入れていることを調べて親を説得したのでした。彼は 3 年間ニュージーラン

ドで学びました。特別な例かも知れませんが、自分は今のままではいけないと思った時に行動に移す

ことがあるのですね。その時、まわりがどのように受け止め、どう動くが重要です。彼のご両親はお

金のこと、もしもの時のことなど、色々悩んだそうです。親（家族）と彼は色々向き合い、ぶつかっ

たそうです。そして、乗り越えていったわけです。その話を、野口さんのお話を聞きながら思い出し

ました。 

 ここで少し話をさせてもらいたいのが、社会的自立にかかわって「生きる力」とは何かということ

です。どうしても忘れられない経験があるのでお話したいと思います。 

30 年前くらいに、特別支援学級の知的障害の重たい子、療育手帳でいえば○A・A の子どもたちを

担任していました。字も書けないし、身辺自立はできていません。一人でご飯は食べられないし、一

人でトイレに行けないし、服は着れないし…、そのような子どもたちです。養護学校義務化前の話で

す。毎日、毎日、失敗したパンツを洗って干すことが私の日課だったような時に、「生きる力とは何な

んだろう？」と考えました。この子たちにどのような力をつければよいのか本当にわからなかったの

です。休日に車を走らせて、福山のゼノやまびこ園、三次のともえ学園や子鹿学園、広島の見真学園

などへ行って、「生きる力とは何でしょうか？」と訊ね歩いたのです。二十代半ばの若い時でした。今

でも忘れられないのは、大和授産所、現在の大和農園を訪れた時のことです。ちょうどご主人から奥

さんに園長が変わられた時でした。「“生きる力とは何か”わからないので、訪ね歩いています。」と話

すと、「どうぞお入りなさい。」と言われ、お話をしていただきました。そのときに、園長さんが話さ

れた四点がずっと私の教育の柱になっています。一つ目は「自分の命と健康を守れる力」。二つ目は

「まわりの仲間と一緒に暮らせる力」。三つ目、四つ目の返答は私の予想外のものでした。三つ目は

「計画的にお金が使える力」でした。当時は授産所ですが、多少のお金が出ます。働いて世の中に何

らか貢献したご褒美としてお金をもらうわけです。そのお金で自分の好きなもの、お菓子とかを買う

ことは喜びです。一度に使いきってしまえば、楽しみは減ってしまうわけです。四つ目は「その子な

りの楽しめる趣味を持つこと」と話されました。今まで、子どもに「趣味」を持たせる教育など、考

えたことはありません。「義務教育 9 年間より、それ以降生きている時間の方が長いのよ。」というこ

とでした。「読み・書き・計算」こそが学校教育と思ってきた私は、自分の思考の狭さに恥ずかしく思

ったことを覚えています。それでも私は訊ねました、「読み・書き・計算はいりますか？」と。園長先

生は「やはりあなたは、それが聞きたかったんだね。」という表情を一瞬されたあと、次のように話さ

れました。「あるにこしたことはありませんが、ないから生きていけないということはありません。」

と断言されました。その日以降、指導で行き詰まるたびに、この話を思い出します。「生きる力」は他

にもあるでしょうが、私にとっては、この経験が大きな糧です。以上です。 

金丸 はい、ありがとうございました。続きまして、前半で、短い時間に二つの事例を話され、色んな思

いが広がってきたお話をされた木原先生に、皆さん、興味を持たれたと思います。もう少し、スイス村の

話をきかせていただきたいと思うのですが、よろしくお願いします。 

木原 最初の基調講演の時に、湊崎先生がホールディングの大切さについてお話をされました。母親

が子どもを、またそれを父親が抱きかかえる、これが本当に基本的なことだと思うんですね。しかし、

どうしてもそういうことが難しいケースだってあるわけです。だから、そういう家庭の環境を変えな

ければいけないわけであって、野口さんが思い切って子どもをイギリスへ連れて行かれた、環境をが

らっと変えられた、彼はそこでですね、すごく成長しました。やはり、子どもにはそれぞれ、家庭で

成長するケースもあるし、環境をがらっと変えてやらなきゃいけないケースもあるわけです。 

例えば、私も農業を随分やってきましたけど、野菜にしても、酸性土壌ではどうやっても育たない、

アルカリ性土壌に変えてやると瞬く間に大きく成長していくことだってあるわけなんです。だから、

親が養育を放棄するのではなく、「いい環境に子どもを移してやる」というのも親の責任じゃないかと
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思うわけです。ですから、どこかいい環境に、先ほども言った「ほどほど良い環境」へ変えてやるこ

とは大切じゃないかと思うわけです。 

私には 6 人、子どもがいます。長男と一番下の子どもがスタッフとして私のところへ加わってくれ

ています。更に、次女と三女までがですね、山奥に帰ってきて、今はカフェを開いてくれているんで

す。結構有名になっているんですけどね。まあ、イギリスに行けなくても、スイス村なら来れるとい

う場合にはこちらにおいでいただいて、個人的に色々な問題を話されてはいかがですか。 

金丸 はい、ありがとうございます。皆さんにとって一つ選択肢が増えたと思います。はい、杉原先生、

お願いします。 

杉原 皆様のすごいなというところを学ばせていただいているという感じがしています。スイス村の

話でも、すごく丁寧にかかわられていて、湊崎先生のお話にも本当にどれだけ丁寧にかかわるみたい

なお話もありましたけど、ずっとスタッフと一緒に暮らしているというか、ずーと一緒にいながら作

ったり、みたいなことをしているといった話をきいて、すごいところだなと、感動しながらきいてい

ました。 

で、私の話ですけど、先ほどのちょっと最初の頃にあった「信頼できる大人」「アテになる大人」と

もいいますけど、それができるかどうかがすごく大事だという話をしていて、まさに野口さんも木原

さんもそういう対象というか、そういうふうになれたことがすごく大きかったんじゃないかなと深く

感じているところです。そこがあって、最後、話しきれなかったことをお話してみたいと思います。 

それなりに「アテになる大人」とか、対象というか、ができたりすると、やっぱりチームで動くと

いうみたいなことが出てくると思います。チームで動くときに大事なことは、その人が持っている「強

み」を共有できるかどうかにあります。三好先生の出された方法、「この子のいいところを５つ考えて

みましょう。」とか言っても、なかなか出てこないですよね。親御さんでも、本人にとってもですが、

５つくらい考えられると何か違った展開があるなと感じているところです。その人なりのいいところ、

一般的に「強み」になりやすいところについてです。先ほど言った「ちょっと独特」というところが

あったりするかも知れませんけど、それは逆にいうと「創造性とか」「型にはまらない世界」だったり

します。そこを認めてあげたり、成長を見守る形でかかわっていくことになると思います。野口さん

は後でまた話されるかも知れませんけど、彼のそういうところを伸ばしてジュエルを作る仕事に就か

れたのかなという感じがしています。 

もう一つ、「正直さ」です。すごく正直だと思うのですよね。その辺は、こっちが話しているとさっ

きも言ったように癒やされるというか、そういう感じがすごくしてます。なんか恨みを持ったりとか、

そういうことで疲れているときとかがあるじゃないですか、そういうところで彼らと話していると何

か安心するなみたいな、そんなところは伸ばしていっていいんじゃないかなと感じたりしています。 

ユーモアのセンス、先ほど説明しましたけど、彼らがユーモアみたいな、これちょっと面白いなと

いうところをきくとすごく面白かったり、「そんな視点があるんだ」みたいなところがあったりするの

で、この辺がすごく伸びるというか、みんなで相談していきやすいところかなと思います。構造への

良さですけども、この辺も先ほど変更がききにくいという話があるんですが、逆に本当に順序が決ま

っているとかなりすごい能力を発揮するというところもあり、やはりこれも「強み」だなと思います。 

あと、自分を観察し評価しようとする意欲も、先ほど言いましたように、結構自分ってどんなんな

のだろうと出会うところが多いので、その辺の観察する能力、考えていく能力はかなりすごくいいも

のがあるなというふうに感じているところです。長々となりましたが、一応このあたりで。 

金丸 ありがとうございます。それでは、話を進めていきたいと思います。 

現在の思春期における発達障害の方々への対応と支援についてなんですけども、色々な課題があると思

います。大きくは、成長的な課題であるとか、関係機関がそれぞれの役割をちゃんと果たしているかとい

うような、まあ、色んな課題があろうかと思いますが、今回のところは具体的な「対応と支援」というと

ころで、改めましてシンポジストの皆様に、野口さんは関係機関ではないので、野口さん以外の方におき
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きしたいのですけど、今、現場において感じられている課題について、三好先生の方からお話ししていた

だいてよろしいでしょうか。今までの話とダブっても結構です。 

三好 「今、誰とつながっているのか」、そこは大事だと思います。杉原先生がおっしゃったように、

人の中でどうつながるか、信頼できる人（親に限らなくてもいい）とつながることが重要と思ってい

ます。今日の事例１の A から「先生、ご無沙汰しております。」といって電話がかかってきたこと自

体が嬉しいし、繋がることで対応を「共に」考えることが可能になります。また、親自身どこへ相談

していいのかわからず、不安を抱えている人も多いしょう。不安を抱えながらも、日々の生活に流さ

れていることも多いと思われます。また、そこにストレスを感じることもあります。今、この子にと

ってつながる人は誰と誰なのか、親として今誰とつながっていくのか、常に確かめて前に進むことも

大切と思います。支援を待っていても難しい時代だから、私は、自分から「手をつなぎませんか」と

動いてみてはどうですかと提案したわけです。なかなかそこは難しかと思いますが、「つながる」とい

うことをキーワードに、もう一度自分と自分の周りとの関係を見つめ直されてはどうでしょうか。 

金丸 はい、ありがとうございました。１個だけ質問していいですか。前半の話の中にもあったんですが、

今すべきことみたいなのを強調されたと思いますけど、色んな情報が入ってくる中で、今日、今、明日と

か、今すべきことをどういうふうに整理していったらいいのか。相談を受けていく中で、色んな情報を整

理し、相談対象の方と話し合われることがあると思いますけれども、三好先生自身は、どういうふうに時

系列とか、今すべきことをどういうふうに見つけて援助されていらっしゃるのか、お聞かせいただきませ

んでしょうか。 

三好 そうですね、相談に来られた人の中には、「丁寧に言わないといけないのでは」「うまく言わな

いと」と焦る人もいらっしゃいます。焦って答えを求める必要はないはずです。そんな時、例えば「ま

ずは一度考えたことを書き出してみませんか？」ということを提案させてもらっています。今、我が

子には何が大事なのか、誰とつながっているのかなど、一緒に考え、紙に書き出していく作業をすす

めています。とりあえずは学校へ行って勉強して欲しい、それはわかったこととして、先ほども話し

たように、この子に「生きる力とは何か」の視点をもって、10 年後、20 年後を見通しながら考えて

いくことが大切と思っています。 

 お子さんが思春期の段階にいるということは、成人になった時の姿が少し見えてくるということで

す。将来を見通したうえで、今自分の中でできること、親としてできることなど考えたことを書かれ

ると良いと思います。また、本人、家族だけでやっていこうとせずに、誰かとつながり、「共に歩む」

姿勢が重要と思います。人と人が出合い、つながり、話をする中で見えていなかったものが見えてく

ることもあるはずです。今日の野口さんの話にもあったように、お友達のお母さんとの「出会い」が

あったことから何かが変わっていったわけです。自分の弱さとか、我が家の中のことは話せないと言

って課題を抱え込んでいくのではなく、誰かと出会い、つながっていくことで、見えなかったものが

見えてくることもあります。そういう意味で「今」を大切にしたいのです。何とかしなければという

焦りが出てくることもあると思われますが、冷静に「今」を大切にしてほしいと思います。 

金丸 ありがとうございます。それでは、木原様からも今後の課題についてちょっとお話ししていただけ

ればと思います。 

木原 今後の課題について…、私が、30 何年間ここで教育しながら一番懸念していることは何かと

いうと、ゲーム依存症ですね。街を歩いてもほとんどスマホ、電車の中でもスマホ。ええ…、スマホ

の便利さ、これはすごいなと思います。すぐにナビで出せるし、友達との話もできるし、確かにいい

ことなんです。でも、これの弊害、怖さをみんな考えてないんじゃないかなという気がします。これ、

新聞にも載っていましたけど、ちょっと前、93 万人と言ったかな、もう 100 万人を超すくらい中学

生や高校生が依存症になる。この依存症はですね、WHO 世界保健機構が疾病、まあ中毒ですね、と

いうふうに認定しました。もうやめられない、なかなかやめられない。 
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かなり前は、私のところへ自然体験でたくさん来ていたんです。魚釣りがしたいとか、農業体験が

したいとか、キノコ採りがしたいとか、もう 10 年前からほとんどないんです。今の子どもはですね、

50 センチのバスを釣って感動するよりは、ゲームをして相手を負かした方がはるかに面白い、まあ

そういう時代になってきているんじゃないかと思うんです。スマホをなぜ持たせるか、災害があった

らどうするのか、スマホがあれば助かる、それは 1 万人に 1 人はそういうことで助かるでしょう。僕

の考えは、10 人に 1 人はスマホを持っているから、脳に変な障害が起きたり、コミュニケーション

がとれなくなったり、学習するのが嫌になったり、色んな弊害が起きるんじゃないのかと思いますね。

ゲーム依存症の子が増えてくるのが、今後の大きな課題だと思います。更に増えてくるんじゃないか

と思います。 

金丸 はい、ありがとうございます。今の話をお聞きしながら…、僕自身がかかわっているお子さんは、

小学生なんですけどね、昨年、災害があった後に土砂を取り除くボランティアに参加しました。学校へ全

然行けてなかったんですけど、それをきっかけにすごい元気になって、災害を受けたお家に行ってから「あ

りがとう」「ありがとう、今日も来てくれて」、暑かったからですね、「助かるね」と感謝されて、一生懸命

毎日泥まみれになって働いたことがすごいきっかけになった子どものことを、今のお話をきいて思い出し

ました。では、杉原先生お願いします。 

杉原 私もボランティアでキャンプとかに行ったりするんです…、普段はスマホの世界にいる感じで

すけど…、そこにいるとすごく自然を感じたりします。やっぱり体験する機会というのが少ないのか

なと思ったりしています。 

で、今後の課題、色々あるところだと思うのですけど、発達障害と診断をするところで終わってい

ることが多いと感じています。何かそこで、病院へ行って診断、処方をしてもらえれば終わりなんじ

ゃないかなというところで止まってしまって、私もうまくできていないところではあるんですけど、

大体が病院へ行って診断とか薬をもらってからのかかわりをスタートと思っていますが、「つないで

しまったら終わりにならないように」が課題だと思っています。…また、逆に、野口さんのお話でも

あったように、何人かで下手したら 2 人っきりでその子を抱えてしまうみたいなところは、今だに問

題かなと思っています。さっき言ったように、一対一の関係から始めるのが大事と言ったんですけど、

かかわっている親だったり、お母さん、お父さんだったり、それはきつかったりしています。そうい

う方たちにも、どこかでガスが抜けたり、ちょっと誰かに話せるみたいな体験がすごく必要だなと思

うんですけど、なかなかそうはできないところが課題だなと思っています。野口さんがお友達に意を

決して話されたみたいなところがありましたけど、あそこが結構大きな転換点だったんじゃないかな

と思っているところです。 

金丸 はい、ありがとうございます。この辺については、湊崎先生からもコメントを頂ければと思います。 

湊崎 診断について言うと、診断はある意味、簡単につくかもしれません。今の基準で言えば、特徴

があって、その特徴が困っている状態だと、診断レベルであるわけです。 

けれど、本当は「なぜその特徴になっているのだろうか」とか、「どんなふうに困っているのだろう」

「どうやったらうまくいくのだろう」といったことの方が、大切だと思います。診断自体では、かか

わりに余り使えないかなと思います。しっかり診てもらえるというか、対話ができるところ、医者じ

ゃなくても別によいのですけど、しっかり自分を分かってもらえるとか、理解しようとしてくれるみ

たいな、そんな人と話していく、分かってもらえるだけでも少し落ち着くのではないかなと思います。

そこが、まずスタートになるような感じがしています。 

もう少しつけ加えたいのですけど、お母さんだけで頑張ろうとしているうちはなかなかうまく行か

ないなというふうに思っています。野口さんの家族では、この子をしっかりみていこうという、まさ

にそこが大きな変化だったのではないかと思います。この子も家族の一員だし、状態が良くなるかは

家族の協力が大切なのかなと思いました。よそに預けることに関して、家族でどうみていくのかとい
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うことが基本だと思うのですけど、預ける先に関してとてもしっかり考えているかどうか、自分が楽

だから預けるということをすると、たいていうまく行かないと思っています。預けることもするけれ

ど、家でもしっかりかかわりっていく。そういうことが前提になっていれば、預ける意味があると思

います。スイス村に関しても同じようにいえるかなと思っています。 

もう一つ、スマホの話が出ていましたけど、スマホを本人のことを考えて与えているのか、親が楽

をしたいから与えているのかは、考えていかないといけないなと思っています。スマホはとてもいい

（？）お母さん代わりなのですよね。暇なときには遊んでくれて、食べ物もデリバリーに頼めばいく

らでも手に入りますし、分からないことは教えてくれる、いろんな意味でお母さん代わりなのです。

しかも、文句を言わない。子どもにはとても助かる存在です。しかし、すぐに大人に取って代わって

しまうような可能性があるのがスマホではないか、大人の言うことも聞かなくなってしまうことも多

いのではと思います。スマホより人とのかかわりの方が面白いと思ってもらえたら良いのですが、そ

れがとても難しいのではないかと思います。普通の子どもでもとても影響されてしまう、発達障害の

子どもさんはもっと影響されやすいかもしれない。そこら辺を意識してスマホなどを与えるかどうか、

まったく不要とは思わないし、とても便利な物なのですけど、しっかり考えて与えているかどうかは

とても大事なことだと思います。 

金丸 はい、ありがとうございます。シンポジウムのまとめに入っていきたいと思いますけど、キーワー

ドとしてやっぱり、子どもの「強み」とか、いいところ、長所を見つけていくということが出てきたと思

います。5 つ出せればいいよねという話も出てきました。 

でも、実は教育者とか、福祉関係者、支援者に「強み」を見つけるのが下手な、支援者の方が見つけき

れないという現実がありますね。どういうふうな支援者になって行けばいいのか、「強み」を見つけるため

のヒントというのがまず欲しいですね。 

その前に、野口さんから、ジュエラーですか、宝石にかかわっていらっしゃる、その仕事を見つけるに

至るところの話をちょっと皆さんにきかせていただきたいなと思います。 

野口 はい。イギリスに 2 年おりまして、帰ってきてからぶらぶらしていました。生きているだけで

も良いと思っていたのが、「みんな一生懸命に働いているのにぶらぶらして…」という思いがむらむら

としてきたんです。 

そんな時に定時制高校の時の友達が、「どうせ暇だから、一緒に彫金教室に習いに行こう。」と声を

かけてくれたんです。とても楽しいから、週に 2 回習いたいと言いました。彫金がとても好きだと言

いました。急にオーストラリアに留学したいと言い出しました。イギリスにいた時にお世話になった

留学生仲間が日本に帰って旅行会社を起業されていて、授業料が安くてとてもレベルが高いカレッジ

がオーストラリアにあると勧めてくださいました。 

正直言って、彫金でどうやって食べていけるんだろうと思ったんですが、3 週間後には出発しまし

た。そこから息子の人生が劇的に変わっていきました。どんどん変わっていきました。「本人が好きな

ことを見つけてやりたいことをすればいい、それが例えどんなことでも…」と思って、オーストラリ

アへ送り出したんです。 

金丸 きけばきくほどすごい話が出てきますね。ありがとうございます。 

では、あの、「強み」を見つけるポイントと、あと、今の話とも絡めていただいて「見守る」ということ

が…、親ってやっぱりね、支援者も、ぶらぶらしているのを見るのが苦手なんですね、暇そうにしている

のが腹立たしいし…。 

「好きなことをやってもいいよ」という心境になるまでにすごい時間がかかるみたいですね。その辺り

と絡めて、三好先生からお話願います。 

三好 今の野口さんの話で思い出したことがあります。 

こだわりが強くて、映画の「カーズ」とか、車が大好きだった子が就職したという話を思い出しま

した。その子は車が大好きで、車関係の仕事に就くことが夢だったんです。それが見つかったんです。

車には部品がたくさんありまして、細かい部品は鉄板をプレスして型を作ります。プレスで型を取る
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とバリが出ます。バリとは、例えば羽根突き餃子の羽のように餃子のまわりに出てる薄い部分のこと

です。それをハサミで切ってきれいにして、一つの部品になります。ある部品工場の社長さんは、働

き手が足りず困っておられました。そこに大学を卒業した人が入社したのですが、3 ヶ月で辞めてし

まったのです。「俺はこんなことをするために大学を出たんじゃない」と言って辞めていったそうで

す。その後、最初に話した車好きの子が試験的に職場体験で工場に入りました。そして、その仕事に

はまったんです。彼は強いこだわりをもっていました。社長は「そのくらい、ええよ」と言うのもき

かず、彼はきれいにミリ単位で成型したそうです。すると、納品先から「最近、ものすごく品質が良

くなった。」といって高く評価されようになったそうです。ただ、その子が集中できる時間は 3 時間

だったそうです。そこは中小企業の良いところで、社長は「3 時間でも OK！」と言って就職が決ま

ったそうです。 

私がこの話で皆さんに伝えたいことは、その子の「強さ」を活かせればいいのではないかというこ

とです。そのためには「出会い」というものが大切です。その子も、たまたま保護者の方が工場の社

長と出会って、「うちの息子にちょっと働く経験をさせてくれや…」と言うような形だったそうです。

その子の「強み」に気づき、引き出し、どのように伸ばすかは重要なポイントです。ものの見方、我

が子の見方を少し変えてみると、見えていない「強み」が見えてくるかもしれません。「強み」が将来

的に就労にかかわるかもしれません。 

金丸 どうも、なんかね、「強み」を見つけて下さる方は専門家じゃなさそうだなという感じもしてきまし

たけど…、結局、地域を見渡しながら、色んな人とつながった方がよさそうですね。今の話をきいていて

も…。すいません、木原先生からもお願いします。 

木原 あの…とにかく「強み」を見つけてやる、これは大切なことで、まあ、私たちの方針は、数多

く打てば…あれもこれも…、そのとき本人は嫌がるけども、あれもこれもやってみる、そうでないと

なかなか見つからないですね。 

今まであれこれやった中で、パン作りやケーキ作りが好きになった子がいます。そしたら、それを

とことんやらす。パンを作ったら、それを担任の先生とか、親戚に、特定の人に売って、小遣いを稼

ぐわけですね。結構稼ぎました。 

そういうやり方で、野菜作りが好きな子が出てきました。ちびっ子農園、私のところは広いですか

ら、かなり広い畑を貸して、一生懸命作るんです。その作った野菜を買ってやるんです。そうすると

一生懸命頑張るんですね。今までに多く稼いだ子は 1 年で 10 万。彼は大学に行きましたけども、そ

んな中に、大学で農業をやっているクラブに入った子もいます。 

ノイローゼになって自殺しかかった女の子なのですけど、数多くやっている中で草木染めに興味を

持った子がいました。そしたら、専門の人に当たりまして、タマネギの皮でいい色がでるとか、ほお

のきとかあかねですね、色んなのを集めてやって、彼女は一生懸命それで草木染をやって、今では結

構大きな百貨店に自分の作品を出すくらいになりました。 

だから、確かに「強み」をみつけてやることは、彼らに自立していく上でより大切なことではない

かなと思いますね。 

金丸 一緒に暮らしていく中で…一緒に行動して行かなければならないわけですね。まずね、見つけるた

めには、色んなことをやっていく中で、最終的に、今の草木染めではないですけど、その道の専門家に出

会っていくのは大きなきっかけになっているなというふうに感じます。はい、杉原先生、お願いします。 

杉原 同じような話になってしまうかなと思うんですけども、好きなことを見つけるとか、「強み」み

たいなところがその子の中でできてくると変わってくるなという感じがしています。「見守り」ですよ

ね。かなり難しい言葉で、態度で示すのは難しいのかなと思っています。一般的にというか、「見守る」

というのは、興味・関心を持っていながら、でも手は出さないというのが「見守り」といわれている

んですけど、でも普段かかわっているとそんなことは難しいですよ。興味・関心を持ちながら「手を
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出さないで下さい。」というのは難しいと思うんですよね。私としては、最初なんだかんだ本人と向か

い合って、やり合うじゃないですけど、ちょっとぶつかってやっていくというのもいいのかなという

ふうには思っています。不登校や外傷を被った時など心の状態、関係性がどんな経過を辿るか、とい

うような表があります。不登校でも色々な問題行動が起こり、初期にはどうしてもぶつかってみるみ

たいなことがありますね。そこを経て、何もしないというか、抑うつ的な時期を過ごして、そこから

ちょっとずつ何かを見つけて行くみたいな経過があるので、全部含めて私は「見守り」だと思ってい

るので…、その経過の今どこをやっているのか、そういう視点をちょっと待ちながら、バチバチとや

っているときが一番しんどいですけど、そこの先にはゆったりした時期があって、そこから上がって

くるという見通しを持ちながらかかわり続けるという、ところかなと思います。はい、とりあえず。 

金丸 はい、ありがとうございます。湊崎先生からもお願いします。 

湊崎 指定討論の際に、さらっと流してしまったところで、「支援する」ことの中にあったのですけ

ど、「ケアすること」というのは「相手のためにこちらが悩むこと」「いろいろと心配すること」「苦し

さに耐えること」と土居（健郎）先生がいわれているのです。ここでちょっと考えてみると、この「ケ

ア」っていうのは、相手に手を出していないのですよね。この「ケアすること」の考えで言えば、大

人側の都合であれこれ言うのではなくて、「できるだけ見守る」、それが「相手のためにこちらが悩む」

こと、「いろいろと心配する」ことになるのだと思います。これは結構苦しいことかもしれません。そ

の「苦しさに耐える」こともしながら「見守る」。もし本当に子どもに必要なことで、子ども自身だけ

ではできないことであれば手伝う。でも、できるだけ思いを聞いてから手を出す。こんな姿勢ではな

いかと思います。 

それで、最初の方に出した「療育とは」で、「療育とは丁寧に配慮された子育て」と言われますが、

特に気になる子に対して、私は「見守る」という字を、看護師さんの「看」「護」に「る」をつけて「看

護る」という言い方をしています。丁寧にしっかり看ていること、もちろん必要なときにはちゃんと

手を出すこともあると思うのですけど、この「看護る」ことができていると、役に立つ支援になって

いるのではないかなと思います。その上で、子どもが自分でできることを増やしていってもらう、で

きないことはまわりに頼ることができるようになることが目標なのかと思います。発達障害の方に必

要なこととしてお話ししているわけですけど、私たちみんな同じかなと思うのです。自分の「できる

こと」は何かな、「強み」は何かな、「弱さ」は何かなということが分かっていて、「できるところは自

分で頑張る」ようにして、「できないところはどう対応するか」、これができていたら生きていく上で

うまくいきやすいのかなと思います。以上です。 

金丸 はい、ありがとうございます。本当に色んなヒントをいただいたのではないかなと思います。 

今日の話をきかれていて、うちの子は知的な障害があるしな、障害が重いしなと思われる方がいらっし

ゃるかもしれません。話はできないし、ストレングス「強み」を見つけるのは難しいなと思われるかも知

れませんけど…、いずれにしても、今日の話をきかれて感じられたと思いますが、「教えられて支援されて

生きているわけではない。」というのが皆様方に対する一つのメッセージかなというふうに思います。 

自らが気づくと言うことでしょうね。自らがその気になる…、のどが渇いたから水を飲みたいという行

動できる、自分で気づいて次の行動ができるようにするためには、どうすれば良いか、ここが難しいので

しょうけれども、それは自分で考えましょうねになってくるんだろうと思います、一緒に暮らしながら。 

質疑応答 ～質問者の了承を得ていませんので、割愛します～  

金丸 最後に一言ずつ、皆様にメッセージをお願いします。野口様、どうぞ。 

野口 （質疑応答をきいて）「必ず必ず、変化がある。お電話ください。」と先生が仰っておられるの

を聞いて、なんて暖かいんだろうと思いました。これが繋げていくっていうことなんだなと思いまし

た。「繋がらない」「繋がれない」、でも、「繋げる」方が存在していることが、この時代の発達障害の

未来が見えていると思いました。 
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息子が 4 月に家族を連れて 10 日間帰国しました。その時に「全く心配ないよ。どうやってでもに

こにこ笑って生きていけるから」と言いました。「にこにこ笑って元気で生きていく」こと以上の言葉

は見当たりません。 

金丸 はい、三好先生、お願いします。 

三好 今日はありがとうございました。こういう機会をいただいたことに感謝します。また、私自身

多くのことを考えさせられました。まだまだ勉強せんにゃいけんなあと思いました。 

私は教師をしていましたから、どうしても目の前の子どもの悪さとか欠点とかが目についてしまい

ます。そうではなく、子どもの素晴らしいところ、例えば捉え方が鋭いとか、この子は時間をかけて

丁寧に説明できる子だなとか、諦めずに取り組めるところがあるなど、捉え方を少し変えることによ

ってその子の輝き方が違ってくるんじゃないかということを教えられてきました。どうかお子さんの

良さ（強み）を伸ばしてください。違う視点で見直してみられると、また新たな面が見えてくるんじ

ゃないかと思います。今日はありがとうございました。 

金丸 それでは木原先生お願いします。 

木原 今日のような機会が与えられまして、ありがとうございます。これを機に、何か個人的にお悩

みのことがあれば、お気軽に私のところへおいで下さい。道によく熊が出ます。猪が出ます。そうい

うふうなところ、気をつけながら運転して来て、子どもに関してゆっくりお話しできたらと思います。 

金丸 はい、杉原先生お願いします。 

杉原 私も、皆様のお話をきいてすごく勇気がもらえたというか、そんなかかわりをされているんだ

なということがすごく勉強になりました。私の発表では、先ほど言ったように、「どうやってつながれ

るか」というところ、その人の「強み」みたいなところに視点を置いていくか、を話させていただき

ました。 

一つだけ言わしていただければ、河合隼雄先生の言葉でしたかね、「子どもは根っからおもろい存在

だ。」と。なので、ちょっとジーとみていると必ず面白いことをするし、どんなことだと考えると「す

ごく面白いことを提供してくれるな。」てことを言っていたかと思います。そのような視点をもちなが

ら、かかわりは必要になってくるかなと思います。河合先生の言葉を最後に、終わりにさせていただ

きます。ありがとうございました。 

金丸 子どもって、ジーとみていると何かやってくれますよね。はい、湊崎先生。 

湊崎 発達障害というふうにいうと、「障害」とか、困るところとか、できないところとか、「何でこ

んなことするのだろう」ということをついついみてしまいますよね。先ほど三好先生がお話しされて

いましたけど、子どものできる面、健康的な面もしっかりみていくことがとても大事なのかなと思い

ます。その子どもの中に自閉症の要素がある、あくまでその子どもの一部分として自閉症の要素があ

るという視点が大事なのかなと思います。 

時々、「特性なのでしょうか」とか、「わがままでしょうか」「甘えているのでしょうか」と質問され

ることがあると思います。そんな時に、多くの場合は両面から捉えていくのもいいのかなと思う面も

あります。しかし、そういう言い方（「特性」「わがまま」「甘え」）をしているということは「子ども

の問題」とみているということだと思います。でも、大人側の問題とか、大人側との関係の問題とい

うような可能性、例えば、お母さんといるときはいろいろと困ることが起きるけど、お父さんとだと

あまり困らないとか、友達との間ではそんなに困らないといったこともあると思います。それは、お

母さんが悪いとか、子どもが悪いということが必ずしもあるのではなくて、二人の関係やまわりとの

影響から問題となることが出ているというふうに考えるところから始めると、少しかかわりの変化に

つながるのかなと思います。とても難しいことだとも思います。 
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また、子どものやっていることをちょっと真似てやってみると、こちら側の発見にもつながるよう

に思います。ものの見方も、ちょっと独特な変わった見方をする子どもがいますけど、真似てやって

みると結構面白く見えたりします。真似てやってみる、寝そべって見たらどんな感じかなとか、いろ

いろと真似てみると何か面白い気付きがあるのではないかなと思いますので、是非試してみて下さい。 

金丸 はい、本当にありがとうございました。 

長い時間になりましたが、これにてシンポジウムを終わりたいと思います。 

4 人のシンポジストの皆様と湊崎先生にもう一度拍手をお願いします。 

副代表：閉会の挨拶 秋田 智佳子 （弁護士） 

こんにちは。副代表の、弁護士をしています秋田智佳子と申します。 

本日はこのシンポジウムにご参加いただき、ありがとうございました。私たちは、色んな分野の

専門家が横のつながりを持って勉強して、少しでもこの社会が発達障害の問題について理解を深め

て、特性ゆえに必要のない苦しみを味わっている人たちが少しでも生きやすくなるようにというこ

とで取り組んでいるボランティア団体です。 

このシンポジウムを準備するために、それぞれの仕事を抱えながら、夜 7 時からの会議に集まっ

て、なかなか大変なことではありますけど…。 

今日のこのシンポジウムに参加して、我ながらいいシンポジウムだったなと感じているところで

す。皆さん、本当に素晴らしい方々のお話いただきまして、当事者自身は本当に何をしていけばわ

からない、野口さんが苦しんでこられた時代よりは随分変わってきていますけど、それでも必要な

人にこそ必要な情報が届いていませんので、今日ここに来て下さった方々が、野口さんが相談され

たお友達になれるように、是非、皆さんに広げていっていただきたいなと思っております。 

前回のシンポジウムで、中小企業同友会の方が就労支援で、中小企業には色んな社長さんがいら

して、色んな「強み」を活かせる現場があるという話をして下さいました。今日も湊崎先生の基調

講演の中で、どこに相談していいのか、そういうのがわかるように、自分の苦手なことを知ってい

てそのことにうまく対応するためにどうしたらいいのか、そういうことがわかるように上手な生き

方を教えていけばいいということを教えて下さいました。 

支援することというものも、自分で自分をケアできるように支援していくことと、弁護士をしな

がら非常にそういうことをなかなかしてもらえずに大人になった方々で悩んで苦しんでいらっし

ゃる法律問題を一つ一つ解決していきますけども、もう少し小さいときに色々とケアがあったら、

今こういうふうに苦しんでいらっしゃらないなと思うことがしばしばです。私たち専門会議は、こ

れからも、こういった取り組みを微力ながら続けていきたいと思っております。 

それで、第 4 回シンポジウム、来年の 2 月 9 日、この南区民文化センターホールで、今度は、

発達障害を悩む親と子どもの関係と、一人で抱え込まず、DV や虐待を生まない社会制度のあり方

について、広島文教大学の清水先生に基調講演をしていただきます。清水先生は虐待問題について

精通した先生です。それから、シンポジストとして、子どもの問題について詳しい平田祐子弁護士、

広島学園の園長先生、それからペアレントトレーニングなどの本を出していらっしゃる野口啓示先

生です。子どもの問題、様々な困難を抱えてこられた方の問題に取り組んでいる佐藤弁護士がコー

ディネーターになっております。 

皆さん、是非こちらの方にもご参加下さい。本日はありがとうございました。 

 


