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大 南 英 明

はじめに

大江健三郎の作品「新しい人よ目覚めよ」「恢復する家族」等を読みな

がら、平成6年4月から10年3月（1994～1998）まで勤務した東京都立青

鳥養護学校での4年間の生活を思いおこし、大江健三郎が実際に見た青鳥

養護学校、作品に描かれた青鳥養護学校及びその教育についてまとめたい

と考えた。

大江健三郎は、長男光さんの活動、妻ゆかりさんのPTA活動などを通

して青鳥養護学校の教育についての情報をたくさんもっており、作品の中

で好意的に表現している。

また、父親としてPTA活動にも協力的であり、知的障害養護学校PTA

連合会の総会において講演もしている。

引用した作品は、次のものである。

核シェルターの障害児　　　世界　6月号

―青年へ、憲法について　　　　　　　　　　　 1981,6

新しい人よ目覚めよ　　　　講談社文庫　　　9刷　1999,3

恢復する家族　　　　　　　講談社　　　　　9刷　1995,8

誌面の都合により、今回は、その一部を掲載する。
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1 東京都立青鳥養護学校の概要

都立青鳥養護学校は、知的障害児を対象とした学校で、現在は、本校

（世田谷区池尻）が、高等部のみで普通科と都市園芸科、久我山分校（世

田谷区北烏山）が小学部・中学部、梅が丘分教室（世田谷区梅が丘）が、

都立梅が丘病院に入院している子どものうち、学校で教育を受けることが

医療的にみて可能な子どもを対象とした小学部・中学部とそれぞれ別々の

キャンパスに設置されている。さらに、本校には、寄宿舎があり、都市園

芸科の農場が都立園芸高校の果樹園（世田谷区等々力）に隣接して設けら

れている。

児童生徒数約290名、教職員数約180名という規模の大きな学校である。

知的障害養護学校は、平成14年5月現在、全国に523校あり、61,243名

の幼児児童生徒が学んでいる。東京都内には、30校あり、4,587名の幼児

児童生徒が在籍している。

都立青鳥養護学校は、全国の知的障害養護学校の中で最も歴史のある学

校の一つであり、創立55年になる。

沿革史の一部を紹介すると、次のようである。

昭和22年 品川区立大崎中学校分教場として国立教育研修所の中に

（1947） 設置（通称　白金自然学園）

25年 都立青鳥中学校設置（設置者の変更）

「青鳥（せいちょう）」という名前は、メーテルリンク

の名作「青い鳥」の理念―日々の学校生活を大切にし、

社会参加、自立という夢の実現をめざす―に由来（注）

26年 光明小中学校（現都立光明養護学校）の敷地内へ移転

31年 埼玉職業実習所に職業補導部（卒業生のため）を設置

32年 都立青鳥養護学校設置（中学部と高等部を設置）

現在の場所に移転（世田谷区池尻）

創立10周年を記念し、「青鳥十年」を刊行

33年 寄宿舎を開設
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47年 都立梅が丘病院内に分教室を設置し、自閉症児の教育を

開始

49年 東京都が障害児の希望者全員就学を実施したことにより

生徒の障害が重度・重複化

54年 養護学校教育の義務制の実施により、生徒の障害がより

重度・重複化、多様化

平成2年 中学部を分離し、久我山分校を設置（小学部及び中学部）

本校は高等部のみ

5年 本校の校舎の外装及び校門の周辺の整備・改修

9年 職業学科として都市園芸科を設置　1学年定員16名

50周年記念式典を実施

13年 東京都教育委員会職員表彰を受賞

14年 「平成12・13年度盲・聾・養護学校等新教育課程推進

実践研究校」の研究発表会を開催

（注）「青鳥」の名前の由来について「青鳥十年」（1957）に次のような

文が寄せられている。

青い鳥の回想　　　　渋谷　徳雄（東京都議会局長）

東京都立として、始めてこれ等の子供を教育する中学校ができ

た時、この校名をどうつけようかと、色々考えたものでした。当

時学務課でこの仕事を担当していた大塚　晃君（現、教育研究所

庶務部長）が私の所へ来て、「青鳥中学校」としたいとの話があり

ました。

ちょっと考えて奇抜なように思いましたが、この学校の性格か

ら見て、世界的名作の名をとった「青い鳥中学校」―将来の夢と

幸福とを実現する教育―という意味から、本当によい名前だと賛

成しました。
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2 「核シェルターの障害児」 世界P23-26 1981,6

―青年へ、憲法について

『＊＊君よ、僕は、昨日、息子が高校生として入る養護学校の入学式に

出た。在校生たちが、中学と高校の新入生を待っている講堂に、僕ら父母

も先に入って開式を待つ。若い先生が、厚いゴム底の靴をはいて下半身の

バネがいかにもよくはずむ人なのだが、痩せた上体をまっすぐ伸ばして指

揮棒をふる。それはまるで若い頃の小沢征爾を思わせたがね。音楽を自分

の精神と肉体にいかにも生きいきと、ほとんど上機嫌なぐらいにして表現

し、伝達する、その仕方が。この先生の指揮にこたえてザイロフォンやア

コーディオン、それに各種の打楽器を、子供らが緊張して演奏する。湧き

おこる音楽は、陽気で悲しく、励ますようでもあり、なんとも懐かしいも

のだった。僕はヨーロッパも東の方の、民俗的な活気をなお失わぬ場所の、

サーカスの音楽を聞いているような気がした。それがブラームスのハンガ

リア舞曲五番であったせいもあるのだが、しかしこの養護学校に学ぶ知恵

遅れの生徒らの（そしてほとんど誰もが、かれに知恵遅れをもたらしたも

のによる二重、三重の障害を持っているのだ。現に僕の息子は、癲癇を発

してしまったから、その抑制剤を服用していなければならぬ。つまりはつ

ねに茫然とした具合でいなければならぬ、そのような子らの）バンドの演

奏の仕方自体に、なによりもまず揺さぶりたててやまぬ力があったのだ。

陽気で悲しく、励ますようでもあり、なんとも懐かしい、と僕は書いた

が、＊＊君よ、これは障害児とともに生きている人間の大方が、しばしば

その子供との関わりで感じとる、ほとんど生活の基本をなす感情のひとつ

ではないだろうか。（―略―）

さて僕はこの障害のある子供らの演奏を二度聴いた。新入生が入って来

る前の予行練習と、本舞台のそれと。新入生たちのなかには、苦痛か喜び

か、ともあれ緊張感にかさなる自己表現ではあるにちがいない、呻くよう

な声をあげつづけている生徒もいた。それを先生たちも生徒らも、父母た

ちもまた、すくなくとも排除的には気にかけぬ。たとえば林のなかで車座
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になる時、鳥の声を気にかけぬ、というふうに。そのようななかで、入学

式が進行するのだ。校長先生の話のうち、僕には障害を持つ子供らという

言葉が、あたかもなんらかの人間的資産のようにして障害を持つのだとい

うように胸にこたえた。それより他のいくつもの感銘については、＊＊君

よ、僕はここでこれ以上は書かない。

桜の花の散りしき、新しく花の木が咲きはじめている校庭をぬけて、僕

は帰って来たんだが、（妻と息子は、担当の先生方とのこまごました話し

合いや手続きのために残り、僕はひとりでバス停に歩いて行ったのだ）、

たまたま自衛隊中央病院の前を通ったこともあり、僕は、自然に考えるこ

とがあった。（―略―）

この英語学者はその大学で「国際競争の戦士たち」を教育しているので

ある。そして僕の息子の養護学校では、その困難を考えざるをえぬ以上、

来賓として祝辞をのべる、それぞれに障害児と関わりのある人びとの語調

も暗くなってしまうような、多種多様な困難を経験しつつ（それは現に眼

の前の生徒たちのそれぞれのありように見てとれる）、やはり来賓のひと

りのいった「明るく善良な働き者」として底辺の労働につくことが最上の

望みである、そのような教育がおこなわれる。かならずしもかれらが養護

学校を出た後、社会のお荷物となるのみだと僕は考えぬが、しかしこれら

の「明るく善良な働き者」たちより、「国際競争の戦士たち」を育成する

ことが、より効率の高い教育であるという意見に僕は反対しない。

そこであらためて、僕の息子らの養護学校の教育の根拠はどこにある

か？　それを第三者にも明示できるものとして探すならば、僕は憲法に、

つまりわれわれの現に持っている（いわゆる憲法改正の促進派たる、旧憲

法の支配層の生き残りとその同調者らにとっては、それこそ障害として

持っている、しかし僕には人間的資産として持っていると感じられる）憲

法にゆく。《すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じ

て、ひとしく教育を受ける権利を有する。》それはそのまま教育基本法に

つらなってゆくのもである。《われらは、さきに、日本国憲法を確定し、
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民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しよう

とする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべ

きものである。／われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する

人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創

造をめざす教育を普及徹底しなければならない。》

ここにのべられている思想は、障害をしばしば二重三重にも担った子供

らの、おなじ重荷を背負ってくる新入生らをむかえる音楽のうちにそれを

聴きとるといって、いささかも矛盾をあらわすのでない思想である。この

ように決意することで、日本人は戦後を生きはじめたのであった。』

（1）大江健三郎の見た校門周辺、校舎等とその後の変化

昭和56年（1981）4月、大江健三郎が見た校門の周辺、校舎の外観等と

現在の様子とはかなり変わっている。

まず、平成2年（1990）に寄宿舎が全面改修され、校門の右手の景観が

かなり変わった。そして、平成5年（1993）に校門の周辺の整備・改修、

校庭の改修と校舎の外装が改修され、学校全体の感じが変わっている。

（全体が明るくなった。）校門が改修されたのをはじめ、校門の左手には重

度・重複障害児のための遊具や休憩するための「四阿」が設けられている。

また、平成9年（1997）に校門の左手にプレハブの作業室が設置され、

昭和56年当時と比べ、同じ学校とは思えないほど変わっている。

しかし、「桜の花の散りしき、新しく花の木が咲きはじめている校庭」

と表現されている桜の木々は、毎年みごとな花を咲かせ、八重桜、ゆきや

なぎ、ぼけ等の花をつける木々もあり、その雰囲気には変わらないものが

ある。

（2）中学部と高等部の学校から高等部のみの学校（本校）へ

概要で述べたように、青鳥養護学校は、中学校の分教場（特殊学級）か

ら始まり、都立中学校そして都立養護学校となり、中学部と高等部を設置

する学校となった。
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しかし、生徒数の増加に伴い、教室が不足し、平成2年、中学部を分離

して久我山分校を設置し、小学部と中学部を設置した。この時点で、本校

は、高等部のみの学校となったのである。

そして、平成9年（1997）4月、普通科に加えて都市園芸科を設置し、

二つの学科をもつ特色のある学校―職業学科を設置する学校―となったの

である。（都立南大沢学園養護学校には普通科と産業技術科が設置されて

いる。）

普通科には、定員はないが、都市園芸科は、各学年2学級16名が定員で

ある。

（3）入学式、卒業式における生徒の演奏

青鳥養護学校では、入学式、卒業式に新入生、卒業生が式場へ入場する

際に、在校生が、お祝いの意味をこめて演奏することが伝統的に行われて

いる。

入学式には、2・3年生が、卒業式には、1・2年生が、音楽の時間を中

心に練習をして、演奏を行っている。

入学式、卒業式に演奏された曲目は、次のようである。

昭和56年度 入学式合奏　ブラームス ハンガリア舞曲第5番

入学式 卒業式

平成7年度 合奏 ビゼー アルルの女 合奏　すべての山に登れ

（サウンドオブミュージック）

斉唱　つばさを広げて 斉唱　さよなら友よ

8年度 合奏　すべての山に登れ 合奏　明日にかける橋

斉唱　つばさを広げて 斉唱　さよなら友よ

9年度 合奏　明日にかける橋 合奏　エルガー　威風堂々

斉唱　つばさを広げて 二部合唱　さよなら友よ

10年度 合奏　威風堂々 合奏　凱旋行進曲（歌劇アイーダ）

斉唱　緑のラララ 二部合唱　さよなら友よ
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11年度 合奏　凱旋行進曲 合奏　威風堂々

斉唱　緑のラララ 二部合唱　さよなら友よ

12年度 合奏　威風堂々 合奏　威風堂々

斉唱　青鳥の四季 二部合唱　さよなら友よ

13年度 合奏　威風堂々 合奏　威風堂々

斉唱　青鳥の四季 二部合唱　さよなら友よ

14年度 合奏　威風堂々 合奏　威風堂々

斉唱　青鳥の四季 二部合唱　さよなら友よ

当初は、入学式、卒業式にお祝いと別れの意味をこめて、出席者全員で

歌を歌っていたが、昭和50年頃から楽器の演奏で新入生、卒業生を迎え

るようになった。

演奏する楽器は、少しずつ揃え、生徒の演奏する力に応じて様々なもの

を取り入れている。

昭和56年度の入学式では、ザイロフォン、アコーディオン、各種打楽

器により演奏していたが、その後、電子楽器等の普及、学校での音楽の指

導への導入などにより演奏する楽器も多種に及んでいる。

現在使われている楽器は、次のようなものである。

キーボード、鍵盤ハーモニカ、リコーダー、小太鼓、大太鼓、トライ

アングル、ミュージックベル、木琴、シンバル、ティンパニー、ティ

ンパレス、ピアノ（教員）

入学式、卒業式での演奏だけでなく、運動会においても、生徒の鼓笛隊

による演奏によって、入場行進が行われている。鼓笛隊の練習は、放課後

等に行われており、生徒は、積極的に取り組んでいる。ユニホームも揃え

られている。

これらの演奏は、かなり以前から行われており、楽器も少しずつ揃えら

れ、昭和50年頃にまとまった形になってきたようで、それ以来、関係の

教員、関係者の努力により今日のようになってきている。
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（4）重複障害の状況

「しかしこの養護学校に学ぶ知恵遅れの生徒らの（そしてそのほとんど

誰もが、かれに知恵遅れをもたらしたものによる二重、三重の障害を持っ

ているのだ。）」と表現されているように、東京都教育委員会が昭和49年

（1974）4月から実施した障害児の希望者全員就学、昭和54年（1979）4月

から実施された養護学校教育の義務制により、東京都、全国の知的障害養

護学校の児童生徒の障害の状態は、重度・重複化したのである。

青鳥養護学校も同様であり、昭和56年度、57年度、58年度の学校要覧

より重複障害の状況を引用すると、次のようである。

昭和56年度　　　 昭和57年度　　　 昭和58年度

中学部 高等部 中学部 高等部 中学部 高等部

単純障害 2.4 6.6 2.4 6.5 0 5.1

二重 7.1 28.2 9.8 18.7 4.0 23.1

三重 45.2 38.8 39.0 30.2 22.0 25.6

四重 31.0 19.4 31.7 28.0 28.0 26.7

五重 11.9 6.5 9.8 12.6 26.0 14.9

六重 2.4 0.6 7.3 3.3 20.0 4.6

中学部、高等部の全生徒に対する割合　％

高等部に比べて、中学部の生徒の方が重複障害の割合が高く、三つ以上

の障害を併せ有する生徒がかなりいることが分かる。

また、高等部においても、年度をおうごとに重複障害の割合が高くなっ

ている。

重複障害の状況は、てんかん、肢体不自由、難聴、弱視、心臓疾患、自

閉症などである。

重複障害については、学級編制、教員の配置等の場合、学校教育法施行

令第22条の3に示された五つの障害、すなわち、盲・聾・知的障害・肢体

不自由・病弱のうち、二以上の障害を併せ有することを指している。
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一方、指導上、管理上の重複障害については、昭和50年（1975）3月に出

された「重度・重複障害児に対する学校教育の在り方について」（特殊教

育の改善に関する調査研究会報告）において次のように述べられている。

『本報告でいう「重度・重複障害児」には、これまで「公立義務教育諸

学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」等で定められている

重複障害児（学校教育法施行令第22条の2に規定する障害―盲・聾・精神

薄弱・肢体不自由・病弱―を2以上あわせ有する者）のほかに、発達的側

面からみて、「精神発達の遅れが著しく、ほとんど言語を持たず、自他の

意思の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常

時介護を必要とする程度」の者、行動的側面からみて、「破壊的行動、多

動傾向、異常な習慣、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必

要とする程度」の者を加えて考えた。』（この報告は、昭和50年3月に出さ

れたものであり、学校教育法施行令の一部が、平成6年（1994）10月に改

正され、第22条の2の規定が、第22条の3に、平成14年（2002）4月に第

22条の3の規定が改正されたこと、「精神薄弱」という用語が、「知的障害」

に平成11年（1999）4月より改められたことなどに注意が必要である。）

青鳥養護学校の最近の障害の状況は、次のようである。

平成12年度　 平成13年度　　　　　　　 平成14年度

単純 68 85 単純 104

盲 2 1 視覚障害 2

弱視 5

ろう 聴覚障害 1

難聴 1

肢体不自由 7 2 肢体不自由 4

病虚弱 2 2 病虚弱 2

言語障害 2 2 言語障害 2

情緒障害 5 9 情緒障害 11

その他 3 6 その他 1

計 94 108 計 127



（注）数字は人

普通科の生徒の状況　　　都市園芸科の生徒はこの分類では知的障害のみ

各年度の生徒数は52名

各年度の数字は、学校要覧より引用

昭和56年度～58年度の生徒の障害状況と平成12年度～14年度とを単純

に比較することは、難しいことであるが、重複障害のとらえ方の違いを考

慮した上でいえることは、知的障害と併せ有する障害―重複障害―の割合

がかなり変化している。

生徒の障害の状況を昭和56年度～58年度と平成12年度～14年度とを対

比すると、重複障害のとらえ方、統計上の処理の仕方等が異なっているた

めに難しいが、後者の方がやゝ障害の状態が安定しているととらえること

ができる。しかし、統計上に現れてこない多動、自傷、衝動的な行動など、

指導上、管理上重複障害ととらえられる生徒はかなりいるものと思われる。

重複障害の状況は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病虚弱、言語障

害、情緒障害など、昭和56年当時と変わらないが、LD、ADHDなど新た

な障害への対応が必要となってきている。

（5）青鳥養護学校の教育の目指すもの

『多種多様な困難を経験しつつ（それは現に眼の前の生徒たちのそれぞ

れのありように見てとれる）やはり来賓のひとりのいった「明るく善良な

働き者」として底辺の労働につくことが最上の望みである、そのような教

育がおこなわれる。かならずしもかれらが養護学校を出た後、社会のお荷

物となるのみだと僕は考えぬが・・・・』

青鳥養護学校の前身である品川区立大c中学校分教場の設置に当たり、

教育の方針が検討され、｢その教育は生活と生産に直結するものでなけれ

ばならない。｣と決められた。

この考え方は、青鳥養護学校の教育の方針として今日まで伝統的に受け
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継がれてきているものである。

昭和56年度の学校要覧には、教育目標が、次のように示されている。

学校教育目標

生徒の能力、特性に応じて個別的、集団的に指導し、進んで家庭、

社会、職業生活に参加していく能力と態度を養う。

高等部指導の重点

ア　身辺自立の生活習慣の確立をはかる。

イ　健康管理能力を高め、体力の増進をはかる。

ウ　能力別指導の充実をはかり、基礎学力を高める。

エ　特別活動の充実をはかり、社会性を伸長する。

オ　進路指導の充実をはかり、進路の適正化をすすめる。

カ　全教育活動を通して、青年期の特性を生かすよう、配慮する。

また、平成14年度の学校要覧では、次のようになっている。

教育目標 生徒の目標

・健康な心とからだを育てる 明るく元気で、丈夫なからだ

・身のまわりのことを自分でやり 自分のことは自分で

とげる力を育てる

・社会生活に必要な基礎的学力を育てる よく学ぶ

・豊かな感情と表現する力を育てる 自分の気持ちを伝える

・すすんで働く力を育てる すすんで働く

・自ら考え、判断し、主体的に生きてい よく考え行動する

く力を育てる

知的障害教育が目指しているところは、生活に根ざした教育を進め、逞

しく「生きる力」をはぐくむことである。

「生きる力」を次のように構造化することができる。
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「生きる力」の人間性 小学校学習指導要領解説　道徳編

①　美しいものや自然に感動する心などの柔らかな感性

②　正義感や公正さを重んじる心

③　生命を大切にし、人権を尊重する心などの基本的倫理観

④　他人を思いやる心や社会貢献の精神

⑤　自立心、自己抑制力、責任感

⑥　他者との共生や異質なものへの寛容

「生きる力」は、図に示した内容の観点六つと人間性に関するもの六つ

をともに身につけることによりはぐくまれるものと考える。

高等部を卒業した後の進路は、生徒の障害の状態、適性、社会情勢等に

より違いがある。また、福祉施策のありようによっても異なってくる。卒

業生の進路は、就職、社会福祉施設への入所・通所などさまざまである。

進路指導は、養護学校の教育、特に高等部の教育においては、重要な内

容であり、担当教員を中心に全教職員が一体となって取り組んでいる。公

共職業安定所、世田谷区、目黒区等の福祉担当課との連携、保護者に対す

る進路情報の提供など高等部1年生のときから進路に関心をもつような指

導を進めている。

「明るく善良な働き者」として育ち、社会の一員として生活することに

卒業後の進路

身辺生活の�

　　　　確立�

健康・体力�

　　　づくり�

人とのかかわり�

　　　の拡大�

経済生活への�

　　　　参加�

働くことの�

　　　習慣化�

趣味・いきがい�

　をもつこと�
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は意を同じくするが、「底辺の労働につくことが最上の望みである、」とい

う考え方に対して、私は別の考えをもっている。それは、職業、働くこと

には上下もないし、貴賤もないということである。

卒業生は、決して自分が底辺の労働をしているとは思っていないし、そ

のように考えることを学校では指導もしていないのである。むしろ、「私

がいないと、休むと会社が困る、機械が動かない、品物ができない」と思

い、胸を張って仕事に精を出している、生きていると感じることが少なく

ないのである。また、係長になったり、生産性向上委員になったりして、

仕事に「生きがい」をもっている人もいる。

（6）養護学校の教育の根拠

『そこであらためて、僕の息子らの養護学校の教育の根拠はどこにある

か？それは第三者にも明示できるものとして探すならば、僕は憲法に、つ

まりわれわれの現に持っている（いわゆる憲法改正の促進派たる、旧憲法

の支配層の生き残りとその同調者らにとっては、それこそ障害として持っ

ている、しかし僕には人間的資産として持っていると感じられる。）憲法

にゆく。《すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
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　　　　　  卒業生数  就職  家事従事 作業所 生活実習所   施設    その他�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （入所・通所）�

 昭和56年度 59  34  1 21  3�

 57 44  21   20  1 2�

 58 54  20   29  5�

 平成9 54  11  1 28 10 1 3�

 10 46  11   24 7  4�

 11 31 （16） 5 （16）  13 9 3 1�

 12 31 （18） 4 （18）  13 10 2 2�

 13 28 （16） 3 （16）  16 7  2

数字は人�

（　）の数字は都市園芸科卒業生�



ひとしく教育を受ける権利を有する。》それはそのまま教育基本法につら

なってゆくのである。《われわれは、さきに、日本国憲法を確定し、民主

的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとす

る決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきも

のである。／われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間

の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造を

めざす教育を普及徹底しなければならない。》

ここにのべられている思想は、障害をしばしば二重三重にも担った子供

らの、おなじ重荷を背負ってくる新入生らをむかえる音楽のうちにそれを

聴きとるといって、いささかも矛盾をあらわすのでない思想である。』

大江健三郎は、養護学校の教育の根拠は、日本国憲法、教育基本法にあ

ると述べており、知的障害の生徒も当然その中に包含されていると考えて

いる。

養護学校の教育の根拠は、確かに日本国憲法、教育基本法にあると考え

るが、それをさらに具体化し、盲学校、聾学校及び養護学校の目的を規定

しているのが、学校教育法第71条である。

さらに、教育内容については、「盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教

育要領」、「盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」、

「盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領」に示され、これらに

基いてそれぞれの学校が教育課程を編成し、日々の教育活動を展開してい

る。

第71条　盲学校、聾学校及び養護学校は、それぞれ盲者（強度の弱視

者を含む。以下同じ。）、聾者（強度の難聴者を含む。以下同じ。）、又

は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者（身体虚弱者を含む。以

下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教

育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授ける

ことを目的とする。
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2 「新しい人よ眼ざめよ」 講談社文庫　第9刷　1999. 3

（1）現場実習　p201～202 p222～223

『イーヨーが世田谷でやっている障害者のための福祉作業所へ、職場訓

練を受けに通うことになった。養護学校に在籍しながら、2週間、実際に

仕事をしに行くのである。それに先だって自宅で練習しておくために、割

り箸を紙袋に入れる宿題があたえられた。学校から戻ったイーヨーが、学

習鞄から大量な白い木片と紙袋の束をとり出すと、浄か穢か禁忌の領域の

ものが、日常生活の場に持ちこまれたという気がした。イーヨーは再生装

置のふたつのスピーカーと適当な距離をとり、うしろから見るとセイウチ

が横たわっているように、大きい尻の脇に両足を出して座る。そして膝も

との花茣蓙にひろげた木箸を、念入りに時間をかけて紙袋に入れてゆくの

である。それも紙袋に入れる前、仔細に眺めまわした木箸に欠陥部がある

のを見出すと、慨嘆にたえぬように、

―ああ、残念でした、この箸は頭の部分が欠けております！といって立

ちあがり、台所の屑籠へ恭うやしく「葬むり」にゆくのだ。

百本たまると、あらためて数えなおした上で、こちらは妻が、どこから

見ても紙袋の印刷された表面が見えるように揃え、ラベルを巻き、サラン

ラップで包みこむ。最後の仕上げは難しいが、大人であるなら急速に熟達

しうる技術であるらしい。家族でスーパー・マーケットに行くと日頃は素

通りしてきた棚の間で、妻がやにわに立ち止まる。そこには同じく百本ま

とめた割り箸の包みが置かれている。妻は専門の職人のような眼くばりで、

表装の具合を眺め、あらためてゆっくりと歩き出す・・・

さて、職業訓練センターに出ていくことは、息子が生まれてはじめて、

参加するまがりなりにも社会生活に参加することである。

―略―　　』

「世田谷区でやっている障害者のための福祉作業所へ、職業訓練を受け

に通うことになった。養護学校に在籍しながら、2週間、実際に仕事をし
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に行くのである。」

このことは、知的障害特殊学級、養護学校においてかなり古くから行わ

れている実習で、「校外実習」、「職場実習」といわれたもので、授業の一

環として行われてきている。青鳥養護学校においても、分教場、都立中学

校の時代から行われていた。

現在では、「現場実習」という用語が使われており、主に、高等部の2

年生、3年生を中心に2～3週間にわたって実習を行う。生徒によって回数

は異なるが、年間2～3回程度実施される。

現場実習の目的は、働くことに対する臨場感の強い工場等において、働

くことの意義、働くことの厳しさ、約束を守ることの大切さ、人とのかか

わりなどを具体的な体験を通して身につけることである。

実習先は、生徒の能力・適性に応じて、一般企業、特例子会社、福祉施

設（入所・通所）等であり、卒業後の進路を決める大切な学習の場、進路

選択の場である。

現場実習へ出るまでには、校内において週10時間程度、作業学習、職

業、家庭、農業等の実習の時間に働くことの基礎・基本を身につけるため

の指導が計画実施されている。

また、終日、作業を行う校内作業週間等を設け、集中して「働く活動」

を行っている学校もかなりある。

現場実習に出る前に宿題として割り箸の袋入れがあったことが前記の文

章の中にあるが、青鳥養護学校では、現在は、割り箸の袋入れは、校内で

も行われておらず、宿題にもなっていないのである。

『イーヨーは福祉作業所に日々通って、新宿の中村屋から提供されてい

る「月餅」用の紙箱を組立てる仕事に従事した。イーヨーは指導員の先生

方や、大人の障害者たちから声をかけられると、ゆったりして正確なもの

いいで丁寧に返事をする。休み時間に、おなじく障害を持つ女生徒が、娯

楽室でピアノを弾いたり歌ったりすると、熱心に聴いて拍手をする。また
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指づかいや和音のまちがいをわかりやすくなおしてやって、そのうち頼り

にされるようになった。そうした生活の側面を見た上で、担当の先生から、

妻が問いただされるということがあった。いくつかの点でよく気がつき、

熱心につとめもするのに、作業の終わりの掃除の際、イーヨーがかいがい

しく箒やモップを持つまではよいが、そのままじっと立っている。そして

結局なにもせぬのは、怠けているのか、実際にそうしたことはなにもでき

ぬのか、と？

驚いた妻はイーヨーに、家の内外を掃除する実地訓練をおこなった。僕

も脇からそれを眺めて、巨漢といっていい身長と躰の嵩をそなえた息子が、

庭石に引っかかった落葉をどうしたものか頭をひねったり、いったん片隅

にあつめた落葉を、箒で庭じゅうに撒き散らしたりするのを認めざるをえ

ない。自分らが家庭で息子の能力訓練のためにやってきたことの、外部か

ら指摘されるだけで判然とする、あからさまな欠落部分に気づかされたわ

けなのであった。』

ここでは、掃除のことが話題として出されているが、食事の仕方、準備、

後片付け、調理、買い物、着がえ、入浴、あいさつ、持ち物の整理など、

学校時代から幾度も体験をしているにもかかわらず身についていないこと

がいくつもある。

学校で毎日学習したり、練習したりしていることや、家庭で毎日繰り返

していることが、意外なところで身についていないと指摘される。

「掃除をする」「カレーライスをつくる」ということに対する理解の程度、

意識の違いが、「掃除ができない」「カレーライスがつくれない」という状

況をつくり出しているのではないかと考える。調理実習の時間にグループ

ごとに役割を分担してなんとなく参加をしているうちにカレーライスがで

きあがり、カレーライスを自分でつくったような気分になってしまうこと

もあり、カレーライスは一人でできる、カレーもごはんも両方ともできる

と思い込んでいることがおうおうにしてある。

学校、家庭でほんとうに一人でできるのかをきちんと確認する必要がある。
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世田谷区における福祉作業所等の設置状況 平成14年1月現在

＊区立授産施設　施設名 設置年 設置・運営主体

区立世田谷福祉作業所 S. 55 区立区営（前身は、都立S. 42設置）

区立玉川福祉作業所 S. 55 区立区営

区立烏山福祉作業所 S. 59 区立区営

区立砧工房 H.  9 世田谷区・都育成会受託運営

すきっぷ（授産所扱い） H. 10 世田谷区・都育成会受託運営

区立下馬福祉工房 H. 14 世田谷区・せたがや樫の木会受託運営

＊民営授産施設

白梅福祉作業所 S. 51 世田谷区手をつなぐ親の会補助運営

喜多見福祉作業所 S. 59 同　　　　　　上

第四白梅福祉作業所 S. 61 同　　　　　　上

奥沢福祉作業所 S. 63 同　　　　　　上

大原福祉作業所 H.  3 同　　　　　　上

松原福祉作業所 H.  5 同　　　　　　上

のぞみ園 H.  9 東京カベナント教会設置運営

＊更正施設

区立九品仏生活実習所 S. 52 区立区営

区立駒沢生活実習所 H.  5 区立区営

区立等々力福祉園 S. 63 区立・都育成会運営受託

区立桜上水福祉園本園 H.  5 区立・都育成会運営受託

区立桜上水福祉園分室 H.  9 区立・都育成会運営受託

区立千歳台福祉園 H. 14 区立・せたがや樫の木会運営受託

あゆみ園 H.  2 社会福祉法人「愛隣会」設置運営

おおらか学園 H. 11 社会福祉法人「嬉泉」設置運営

（3）修学旅行　　p182-184

『イーヨーが養護学校の高等部にあがってすぐ、日本各地の養護学校

PTAの全国大会が東京であり、僕は障害児の父親ということで講演した。
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講演の後、国電の駅に向けて歩いている僕を追いかけてきた、頑大なジー

パンに精気あふれる下肢をおしこんだ女性教師二人組から、僕はこう問い

かけられたのである。自分らの養護学校では、上級の生徒たちの修学旅行

に、一昨年は松島へ行き、昨年は広島に行った。原爆資料館で様ざまな悲

惨・実態を見た子供らはショックを受けた。そしてみんな、なにか変わっ

てきたように思う。今年も広島へ行きたいのだが、父兄の反対があって説

得できない。あなたならばどうやって説得しますか？

若い彼女らは障害児との広島旅行に僕が賛成するとはじめから決めこん

でいるのであったが、僕はイーヨーが級友たちと原爆資料館の薄暗がりに

行列をなして歩いている様子を想像し、ひるむようであったのである。そ

こで僕は、自分にはどちらともいいがたいと答えたのだ。父兄のうち反対

派が多ければ、広島行きを止めるとして、それがまちがっているとは思わ

ない。広島でのショックから障害児たちが良い変化をあらわしたというの

が本当ならば、昨年の旅行が立派な教育であったことを疑わない。しかし、

軽症の子供らはともかく、重症の子供らに対して核兵器の悲惨をどう説明

したのか、かつはかれらにもたらされた良い変化というものを読みとった

のか？』

修学旅行の目的地を選定するに当たっては、生徒の障害の状態、移動能

力、集団行動への参加の状況等を考慮する必要がある。

京都、奈良へ出かける場合、我が国の歴史における二つの都市の位置づ

け、神社仏閣、仏像等を拝観する時の観点等を生徒が理解できるように説

明する必要がある。魂のこもった仏像、宝物、建造物に対して、口で説明

する以上に、生徒が心にとめることもある。

広島、長崎を目的地にする場合、生徒が何を見、何を感じ取ることがで

きるのかを十分把握することが大切である。また、原爆、平和教育にのみ

こだわることもないと考える。

原爆資料館の雰囲気に恐れをなす生徒もいるし、写真を見ただけで状況

を想像することが困難な生徒もいる。一方で、原子爆弾の凄まじさを壁に
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残った人影や溶けたガラスや金属製品などから推測できる生徒もいる。

「たくさんの人がなくなった」「家がほとんど消えてしまった」などとい

う説明から「こわい」「むごい」「ひどい」という感想を述べる生徒もいた。

しかし、長崎、広島へ行ったから、原爆資料館を見せたから平和教育が

できたと考えることは慎むべきことである。

平和教育は、それぞれの地域にある古い墓地においても十分できること

である。

最近の修学旅行の目的地と主な見学先

（3）寄宿舎の生活　p266-267, p306～309

『―寄宿舎に入る順番になりました！準備はできておりますか？来週の

水曜日に入ることになっております！つづいてかれは、こういいもしたの

であった。しかし僕がいない間、パパは大丈夫でしょうか？

6年 広島　平和公園　原爆資料館　　愛媛　道後温泉　松山城

香川　レオマパーク　金比羅宮　　瀬戸大橋

7年 三重　伊勢市　真珠島　鳥羽水族館　伊勢神宮　志摩スペイン村

愛知　知多半島

8年 沖縄　ひめゆりの塔　海洋公園　大平養護学校との交流

戦跡　玉泉洞

9年 長崎　原爆資料館　平和公園　雲仙　　　　ハウステンボス

佐賀　有田焼　　　　　　　　　　　熊本　阿蘇・内野牧温泉

10年 長崎　原爆資料館　雲仙岳　　　　　　　　ハウステンボス

佐賀　鹿島（ガタリンピック） 佐賀茶業試験場

11年 長崎　原爆資料館　雲仙岳　　　　　　　　ハウステンボス

佐賀　鹿島（ガタリンピック） 佐賀茶業試験場

12年 三重　伊勢市（おかげ横町） 鳥羽水族館　志摩スペイン村

鈴鹿サーキット　伊賀忍者村

13年 三重　伊勢志摩　鳥羽　　　　　　　　　　志摩スペイン村

愛知　渥美半島　犬山　名古屋

14年 三重　伊勢志摩

大阪　ユニバーサル・スタジオ
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洗いものをしながら妻がつい笑い声をだしながら答える。その取りなし

に、僕は思いがけない一撃をうけたふうで、半分ベソをかく式の笑い顔に

なっていたはずだが・・・

―相撲のアナウンサーが、そういう言葉づかいをするねえ。若乃花が連

敗した時とか・・・それよりイーヨーがしっかりしなければ。このところ

遅くまで起きているから、朝、発作がおこるでしょう？寄宿舎では、毎日

眼がさめたらすぐにお薬をのむのよ。

イーヨーの養護学校では、一学期ずつすべての生徒が校内にある寄宿舎

に入る規則である。今学期にイーヨーの寄宿舎入りがあることは以前から

きまっていた。イーヨー自身、それを気にかけて緊張しているということ

もあった。正月休みに、家族そろって遅い朝食をとっていると、食事につ

いてはたいてい機敏なイーヨーが、しだいしだいに緩慢な動作になる。食

事を終えるには終えたが、立って行ってソファに横たわった顔つきは、面

がわりしたというほどのこわばりを示している。一挙に中年すぎの、しか

も古風な顔だちの男となったようだ。 ―略―

寄宿舎の入舎日がきまったこの日、セーターとコーデュロイのズボンに

着替えて脇にやって来たイーヨーが、新聞はさみこみのFM放送の週間プ

ログラムを検討しているのへ、かれが母親にいった言葉の背景にあるもの

を、僕はたずねてみようとした。』（p266-267）

『イーヨーの寄宿舎に入る日が、二日後にせまった。昼の間は日常の雑

事におわれている妻は、深夜までイーヨーが寄宿舎に持参するものの名ふ

だづけに励んでいた。抗てんかん剤を一日の分量ずつ紙袋に分けて日付を

書きいれるのにはじまって、名ふだをつける品物がじつに多様なのである。

しかし名ふだは縫いつけなければならない。蒲団上下、各一、毛布一、敷

布一、パジャマ一組、枕、パジャマを包む風呂敷、シャツ三、パンツ二、

普段着としてのシャツ二、ズボン二、制服とそのためのシャツ二、トレパ

ン、トレシャツ、短パン各一、ハンカチ五、靴下五、ハンガー三、傘一、

室内ばき、上ばき、ふだんばきのズック、各一、歯ブラシ、歯みがき粉、

コップ、石鹸、石鹸箱、櫛、ポリ容器、洗面器大、小、シャンプー、これ
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ら各一にも、名前を書きこんでおかねばならぬ。そして洗面タオル二、バ

スタオル一。

妻は老眼鏡をかけた頭をそらすようにして、針を運んでいる。はじめて

その恰好の妻を見るのではないが、思いがけない気持ちが新しくするので

もある。僕はしばしば年齢より子供じみているといわれてきた。そうした

ありようが、いつまでも幼児の魂でいるイーヨーとの関係に由来するとす

れば、同じことは妻についてもあっただろう。イーヨーの言動の細部に愉

快なあらわれを見い出しては、声をあげて笑っている妻には、かれの誕生

以前から本質において変化をこうむっていない、ある若さを、僕は受けと

めてきたのだが。イーヨーが寄宿舎に入ってしまうと、妻はあまり笑わず

静かにしている、つまり娘らしさをすべて年月の層の向こうにへだてた人

間という様子になるのではないか？それは僕自身についてもということだ

がと、僕は考えた。ところが妻もおなじように考えていたらしく、針を動

かす指の速さはそのまゝ、こういうことを話したのだ。

――サクちゃんが、今日クラブを終えて帰ってきてすぐね、イーヨーが

寄宿舎に入ったら、自分たちはあまり笑わなくなるだろう、といった。

イーヨーが滑稽なことをするからみんなが笑ってきた、というのじゃなく

て、なんでもないことでもイーヨーが、みんなが笑うように元気をつけた

んだと、サクちゃんはそういっていたね。

――確かにね、と僕もイーヨーの弟の説明づけに同意したのだ。われわ

れの家族につねづね祝祭の雰囲気があるのは、祝祭の道化であり、かつ司

祭でもあるイーヨーがいてのことだから。』（p281～282）

知的障害養護学校には寄宿舎が設置されており、全国では、約520校の

うち、100校程度に、東京都においては、都立八王子養護学校、青鳥養護

学校の2校に寄宿舎がある。

青鳥養護学校では、寄宿舎の役割、学校における位置づけ等を次のよう

に定めている。（平成14年度学校要覧より抜すい）
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①　寄宿舎の位置づけと役割

本校の寄宿舎は昭和33年、在校生の24時間教育の必要から設置さ

れた。以来、集団生活の中で生活指導を主として行う教育機関として

位置づけられ運営されてきた。

ア　学校教育の一環として、主として生活指導を行う。

イ　通学困難（島嶼在住生徒等）の生徒の学校教育保障を行う。

ウ　家庭事情等は別途配慮する。

②　寄宿舎の教育機能

ア 学校での教育とあわせて一日24時間の全生活を長期間継続して

教育的に組織し、指導することができる。

イ 寝食を共にする集団生活を通して、衣食住に関わる生活の問題を

生活の流れの中で自覚させ、自立に向かって取り組ませることがで

きる。

ウ 異年齢集団の中で兄弟姉妹的な援助関係が作られ、相互に理解を

深め合いながら対等の立場で集団の一員としての行動を学ぶことが

できる。

エ 長期間家族から離れて生活することにより舎生の精神的自立を促

し、親にとっても自分の子供を客観的にとらえる機会とすることが

できる。

③　指導目標

ア　生命を大切にし、主体的に生きていく力を育てる。

イ　自分のことは自分でする意欲を育てる。

ウ　自分で考え行動する力、自己主張や自己表現の力を育てる。

エ　仲間と協力していく力を育てる。

④　入舎の基準

本校に在籍する生徒は、入舎計画に基づいて入舎し、寄宿舎生活を

経験する。入舎期間は2学期間を最大とする。生徒数や一人一人の状

況に合わせて入舎期間を考慮している。（島嶼生についてはこの限り

ではない。）
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⑤　寄宿舎の日課

「イーヨーの養護学校では、一学期ずつすべての生徒が校内にある寄宿

舎に入る規則である。」と書かれているが、保護者、本人と学校との相談

の上、決めることになっている。入舎を希望しない家庭もあるが、多くの

保護者は希望するし、2学期間より長く入舎を希望する保護者も少なくな

い。寄宿舎での生活は、青鳥養護学校の特色の一つである。

■寄宿舎日課表■� ＊都園科が農場に行く曜日�

下　　校�

下　　校�

就　　　　　寝�

起　　　　床�

学　　　　  校　　　　  生　　　　  活�

下　　校�

登　　校�

登　　　  校�

洗　濯�

着　替　え�

時　間�

14：40�

15：10�

15：30�

16：00�
17：30�

17：30�

18：00�

18：30�

19：10�

19：30�

20：30�

21：00�

22：00�

6：30�

7：00�

7：10�

7：30�

8：00�

8：30

月� 火� 水� 木� ＊都園科農場日（水）�

自　由　時　間�
学　習　時　間�

自 由 時 間 �
シャワー入浴�
学 習 時 間 �

着　替　え　・　布　団　上　げ　・　洗　面　　　　　　　登　校　準　備�

　集　　　合　　　・　　　体　　　　操　　　　　　　　　朝　　　　　食�

　　　　　配　　　　　　　　　　　　膳�

　　　　　朝　　　　　　　　　　　　食�

　登　校　準　備（着替え・持ち物など）�

就　　寝�

睡　　　　　　眠　　　　　　時　　　　　　間�

消　　　　灯�

準　　備� （着替え・布団敷きなど）�

 入 　 浴 �
自 由 時 間 �
学 習 時 間 �

自 由 時 間 �
シャワー入浴�
学 習 時 間 �

 入 　 浴 �
自 由 時 間 �
学 習 時 間 �

掃　　　　　　　　　　　　　　　除�

夕　　　　　　　　　　　　　　　食�

全　　　　　　　体　　　　　　　会�

部　　　　　　　屋　　　　　　　会�

　着替え�

　洗　濯�

おやつ買い�
（おやつ）�
（諸活動）�
（自由時間）�
（学習時間）�

着替え・洗濯�

　　時　　　間�
　　時　　　間�

　下　校�
着　替　え�
�
洗　　濯�

　自　　　由�
　学　　　習�

― 81 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第28号（2003年2月）



「イーヨー自身、それを気にかけて緊張しているということもあった。

正月休みに、家族そろって遅い朝をとっていると、食事についてはたいて

い機敏なイーヨーが、しだいしだいに緩慢な動作となる。食事を終えるに

は終えたが、立って行ってソファに横たわった顔つきは、面がわりしたと

いうほどのこわばりを示している。」という表現がある。

入舎することに対する生徒の気持ちは、個人差はあるが、家庭を離れる、

親と離れて暮らすという不安感はどの生徒にもある。

入舎直後には、ホームシックになり、べそをかいたり、夜眠らなかった

り、食事を食べなかったり、友達に当たったりする生徒もいる。しかし、

時間が経つにつれて多くの生徒は慣れて、友達や先生との寄宿舎生活を楽

しむようになる。
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