
1 はじめに

平成23年12月 3 日、帝京大学八王子キャンパスに

おいて、第 3 回「帝京大学教職大学院フォーラム～

子どもをみつめて～」が開催された。本稿は、今回

のフォーラムがどのように計画、実施されたのか記

録に留めるだけでなく、終了後に行ったアンケート

調査や反省から、次年度以降のフォーラムについて

提言するものである。

今回のフォーラム実施に当たりパネルディスカッ

ションのゲストを快くお引き受けいただいた清水哲

也氏（多摩市教育委員会教育長）、韮塚史代氏（さ

いたま市総合療育センターひまわり学園、療育セン

ターさくら草ケースワーカー）、加室弘子氏（世田

谷区教育委員会教育相談専門指導員）に、ここに改

めて深く感謝申し上げる。

2 テーマ決定まで

（1）名称の変更

第 1 回、第 2 回の本フォーラムの名称は、「教育

と医療の連携フォーラム ～子どもを見つめて～」

であった。これは、本教職大学院の特色である「教

育と医療の連携」を全面に押し出すものであった。

従って、その名称の下で開催された第 1 回目のテー

マは「発達障害児－医師の目・親の目・教師の目－」

であり、第 2 回目のそれは「発達障害児～支援～」

であった。

しかし、その後の反省で「発達障害以外のテーマ

も扱いたい」という声が上がった。そこで「教育と

医療の連携」という冠を外し、「帝京大学教職大学

院フォーラム」という名称に改め、幅広くテーマ設

定できるようにした。しかし、初回から設定されて

きた「～子どもを見つめて～」というタイトルはそ

のまま残した。これは、教育研究が子どもから乖離

してしまうのではなく、常に子どもの事実に目を向

けた臨床研究こそ大事にしていきたいという本教職

大学院の理念に基づくものである。

（2）会場の変更

第 1 回、第 2 回フォーラムは、板橋キャンパスの

本部棟にある臨床大講堂を会場として開催した。こ

れは、第 1回の平成21年度に板橋の本部棟が完成し

たこと、八王子よりも板橋キャンパスの方が交通の

便がよいこと、「教育と医療の連携」をアピールす

る上からも医学部のある板橋で開催した方が良いこ

となどが理由としてあげられる。

しかし、板橋キャンパスはいつでも使用できる訳

ではない。早めに施設を予約しておくことが必要と

なる。また、フォーラムに合わせて八王子キャンパ

スから人や物を移動し準備する手間がかかることも

ネックとなる。フォーラムのプログラム内容によっ

ては、八王子で行った方が都合がよいこともある。

これらのことから、今年度はフォーラム会場を八

王子キャンパスに移し、その可能性と問題点を探る

こととした。

（3）テーマの設定

先にも述べたように、フォーラムの名称そのもの

が変更され、そのテーマも「発達障害」に拘泥せず

幅広く考えることができるようになった。また、連

日報道される東日本大震災のことも、看過すること

ができなかった。

こうしたことから当初（ 5 月）、フォーラムのテ
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ーマは「子どものSOSをどう受け止めるか」、サブ

テーマを「震災に出遭った子どもたち」とし、主に

震災で心に傷を負った子どもたちの心のケアや、今

後も必ず起こる災害に遭遇しても冷静に行動し、く

じけない心を如何に育てるかに視点を当てるものだ

った。

しかし何回か議論を重ねるうちに、やはり第 1回、

第 2 回で扱ってきた発達障害に関わる内容を踏襲

し、その延長線上に今回のフォーラムが位置づけら

れるべきという考え方に変わっていった。これは、

フォーラムを実施する側の思いもさることながら、

これまで本フォーラムに参加した方々からの期待に

応えるものでもあった。

当初考えていた東日本大震災関係の内容をポスタ

ーセッションに位置づけることとし、最終的に第3

回フォーラムのテーマを「子どものSOSにどう向き

合うか」、サブテーマを「発達障害児を支える学

校・家庭・地域～」とし、実施することとなった。

3 フォーラムの実際

（1）ポスターセッション

ポスターセッションのテーマは「震災と子ども

～教師だからできること・教師だからすべきこと

～」とし、教職大学院生に広く参加を呼びかけた。

7 月28日には現地視察を行った院生もいれば、個人

的に複数回にわたって現地でボランティア活動を行

った院生もいた。また、学部生にもポスターセッシ

ョンへの参加を促したところ、3 グループ（内 1 グ

ループは院生と共同）の出展があった。教職大学院

生と学部生が同じ目的に向かい、同じ場で発表し合

えたことは、今回フォーラムの一つの大きな成果で

あった。

《学部生》

◆「ネコの手プロジェクト」（教育学科学生）

◆「絵本の読み聞かせ」（観光経済学科学生）

《教職大学院生》

◆「僕・私がすべきこと」

◆「他府県の教員・行政としてできること」

◆「震災・現地で学んだこと」

◆「教師と子どもたちでできる復興支援」

◆「現職教師からのおすすめの一冊」

◆「震災から学んだこと」

◆「震災・中学生の言葉」

◆「学部生と考える『東日本大震災』」

◆「道徳の時間で活用する読み物資料の開発」

◆「震災・私の45分」（7名による提案授業）

今回の大震災に直面し、誰もが自分のできること

をしたい、少しでも力になりたいと願った。「喉元

過ぎても熱さ忘るな」という強い思いから、どのポ

スターにも、この震災を何らかの形で未来の子ども

たちに伝えていきたいという願いが込められてい

た。

また、このポスターセッションの活動はこの場に

とどまることなく、フォーラム終了後も継続して取

り組まれたものもあった。

（2）基調講演

基調講演は本学教職大学院の藤井靖史教授によっ

て行われた。テーマは「子どものSOS ～それを我々

はSOSと捉えられるか～」であった。東日本大震災

で被災した子どもたちの心の傷に触れながら、「し

かし、考えてみると子どもたちがSOSを発するのは

大きな災害が起きたときばかりではない。周囲の大

人が見落としてしまうような状況でも、子どもたち

は様々な形でSOSを発信している」「こうした子ど

もたちが発する様々な症状を取り上げ、改めて大人

がそれを子どもからのSOSと理解することの重要

さ」について述べた。医者はいつでもSOSを発して

いる子どもを診ている。だからSOSを発している子

のことを知っている。しかし教師はSOSを発してい

る子もそうでない子も一緒に見ている。だからその

見極めが難しい、という話が印象的だった。

（3）パネルディスカション

基調講演に引き続き、「発達障害児を支える学

校・家庭・地域」のテーマでパネルディスカッショ

ンが行なわれた。多摩市教育委員会教育長の清水哲

也氏、さいたま市総合療育センターひまわり学園療

育センターさくら草ケースワーカーの韮塚史代氏、
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世田谷区教育委員会教育相談専門指導員の加室弘子

氏をパネラーにお迎えし、本学教職大学院、砥 敬

三准教授の司会で行った。

教育行政、福祉、相談という幅広い視点で3人の

パネラーから提言してもらい、それぞれの立場で子

どものSOSをどのように受け止めるかという話を伺

うことができた。また、子どもだけでなく、そこに

関わる保護者、教員、関係機関の立場も踏まえ、フ

ロアからも質問や意見が出された。パネルディスカ

ッションは75分間であったが、もう少し長く時間設

定をしておくべきであった。

4 今後のフォーラムに向けて

（1）当日外部参加者数について（48名）

幼稚園（1），保育園（1），小学校（15）中学校

（5），高等学校（1），特別支援学校（1），教育委員

会（7），学生・大学院生（7）保護者（1），大学関

係者（1），医師（1）その他（7）

（2）アンケートについて

〈回収数〉

29通。うち23人は次回通知希望。

〈フォーラムへの感想・意見〉

○第1・2回は院生として、今回の第3回は教員と

して参加させていただき光栄です。私が勤務する地

域は残念ながら学校・家庭・地域や医療の連携が不

十分で、「SOS」を発信している子どもへの支援が

難しいところです。まずは教育委員会、管理職とい

った上の方々に本腰を入れて知識を深める必要があ

ります。今回パネルディスカッションを聞いて、ま

ずは一番子どもと接する担任や同学年の連携、体制

作りの重要性を再認識できました。意見として、パ

ネルディスカッションは教員、医療その他関係者に

都合がよいものでしたが、学ぶべき院生・学生はど

こまで理解できたでしょうか。また、小学校重視に

なっているため中学校はどうなのでしょうか。

○医療と教育のリンクしたフォーラムであったの

で教員を目指している私にとっては教育というもの

を別の視点から考えることが出来、大変嬉しく思い

ました。これが帝京大学の強みなのだと深く感じま

した。意見。学歴と人間性には関係性があるのか。

脳科学の視点から見ると…。

○前回の内容よりも充実していたように思いま

す。

○各々の機関の立場から発達障害をもつ子ども、

親との関わり方、SOSの受け止め方についてお話を

伺うことができ勉強になった。現在横浜市で小学校

教員をしている。横浜市では平成22年から 5 年をか

けて児童支援専任を各校に配置している。昨年度こ

の立場を理解し、各機関との連携を図ることの大切

さを実感した。個々のケースを見ていくと、困って

いる子、親は「どうすればよいのだろう」と悩み、

辛い思いをしているが、どうすれば解決できるのか

手立てがない状況が多く、あるいは逆に親に理解が

足らず、つなぎたくてもつなげないという状況も同

じくらい多い。個々のケースについて述べ合うこと

はこういうフォーラムの場合難しいが、モデルケー

スを基に参加者が各々の立場から見解を述べ合い、

課題や効果について話し合うようなパターンのフォ

ーラムはできないかと思いました。

○心身障害教育から特別支援教育へと移行の際、

発達障害について研修をしたが、その時点では対象

の中におらず、現在の学校となり正に発達障害の生

徒が半数近くを占めるようになった。悩み苦悩する

中で今回の講演を聴き、以前の研修内容も思い起こ

し、すごく参考となった。そして自分の実践にも自

信が持ててきた。有意義な時間に感謝したい。有り

難うございました。

○発達障害児・者のサポートをしていて常に一人

一人の対応が違う中、前回のフォーラム、都市部の

行政の受け入れ態勢が整って（？）、優先されてい

る特別支援教育のように感じました。なぜ環境が違

うのか、地方ではまだまだ弱者への福祉サービスが

行き届いていない。財政にもよるのですが、子ども

たちの側に立って考えること。「困り感」の受け取

り方が親や地域の人もまだまだ受け入れの価値観が

違っていて、理解されていません。親を支えること、

家庭の問題を理解し、実際に現場の声を伝えていた

だき、参考となりました。また、多摩市の支援体制
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の力強さが伝わってきました。帝京のフォーラムに

来たくなる理由の一つに関係作りの良さから、パネ

ラーや講師の方々が様々な立場の方が来られること

ですね。

○とても貴重なフォーラムでした。現状は日々深

く増えつつあるケースがあるため早めの対応が一番

だと思います。現在小学校 3 年生の、横断性脊髄炎

の男の子のサポートで勤務。休み時間に吸引したり、

体操服を着替えさせてあげたりしています。毎日学

校でクラスを見ていると、学習障害や家庭の問題も

気になるところで、どういうサポートができるのか

SOSを見てあげる必要性を学べました。私の長男、

ADHDを診断されたのは小学校 5年生でした。先天

性と聞いてホッとしました。まだまだ問題行動はあ

りますが、息子のおかげで学べることが出来て良か

ったです。

○基調講演では、実際に担当している児童・生徒

の顔を思い浮かべながら、あてはめて理解すること

が出来ました。中学の先生方に是非聞いていただき

たい内容でした。学校内でSOSと捉え医療につなげ

ることが出来れば、重傷にならずに済むケースが多

いと感じました。教員にもこのような医学的知識の

必要性を同感しました。「SOSを受け止めた次は…」

についてのフォーラムに参加したいです。

○内容が大変良かったです。行政・医療・教育相

談に実際に携わっている方々の声には伝わるものが

大きいと思います。

○ 3 人の先生の話を聞き、とても良い体験となり

ました。現在特別支援に関わる仕事をしていますの

で今後役立てたいと思います。

○発達障害児のSOS、通常学級で困っている子ど

もたち、そして指導で困っている先生達が「困った

子」と捉えるのではなく「困っている子」と捉えら

れるようになって欲しい。そのためにはSOSのサイ

ンをしっかり先生達がみとることの大切さを感じて

いる。大変コンパクトにまとめてお話をしてくれた

藤井先生の話もとても分かりやすかったです。3．

11のPTSDの話も大変興味深かったです。パネルデ

ィスカッションでの 3 人の先生からのお話も参考に

なりました。もう少し具体的な話が深められると良

かったと感じました。

○「困った子＝困っている子」の次に、発達障害

を持った子にとっての幸せを考えたい。PDD傾向の

子もADHDの子もLDの子も、周りに合わせて上手

くやることが苦手でも、クラスの中で友達と一緒に

いたい、学習が出来るようになりたいと思っている。

特別支援教育は成功体験の確保である。とくに小学

校に於いてはどんな個性を持った子でも怒らずにす

む学級経営が必要。刺激を低くする必要、掲示物は

横か後ろ、掲示板にはカーテン、音への配慮など、

環境整備、整理整頓、温かい人間関係作りが特別支

援の基本です。時間の見通しを持たせることもSOS

を出させない、少なくする工夫が必要。

○ありがとうございました。特別支援教育につい

て関心があったので勉強になりました。

○今回同様、さらに踏み込んで「①SOSの子ども

と親～きっかけをつくってしまう教師～　②職員集

団の意識向上の方途」のテーマでフォーラムを行っ

てほしい。

○高校生くらいになると病院へのアプローチが難

しくなる。小・中であれば親が一緒に連れて行くと

いう感じであると思うのですが…。本人が困って泣

くくらいのこともある。その困っていることをどう

説明したらよいのだろうか。病院に行くか？と言う

と、どこも悪くないから行かないと言う。周りも大

人になっていくので、彼が少々変わった行動を取っ

ても何も言われなくなる。欠落しているところをど

う本人に伝えて良いか？

○子どもたちのことは、10人いたら10以上のケー

スを考えて良いくらい、本当にたくさんの問題があ

ります。卒業したらそれでよいのか？　卒業までの

ガマンで良いのか？ 時々思うことがあります。ま

た子どもだけでなく、保護者対応について正直参っ

ています。子どものSOSの中に、親に対してのSOS

があったり、所謂モンスターペアレンツの要求ばか

りで疲れてしまいます。ご本人からブログ始めまし

た、読んでくださいと言われ、ずっと忘れていて…、

ふと思い出して覗くと悪口ばかり。保護者が恐いで

す。

○ケースワーカーの方のお話が聞けて良かったで
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す。保護者の方の思いが聞けたり、事例が聞けたり

するのが良いと思い、3回来ています。

○それぞれの立場が異なる 3 人のパネラーの方か

らお話を聞くことが出来、良かったと思います。今

後私自身の仕事に役立てることができます。

○藤井先生の基調講演でよく話が分かりました。

またパネルディスカッションの 3 人の方の話で実際

のことがよく分かりました。多摩市教育長の方の多

摩市の特別支援の熱意に感動しました。多摩市に住

みたくなりました。

○小児科の先生や地域・家庭・学校をつなげてく

ださっている方々のお話を聞くことができ大変勉強

になりました。児童の困っていることを理解できる

よう、これからも学んでいこうと思います。

○次回テーマ。発達障害児を持つ親の職労（仕事）

について。

○支援教育の基本となる、「保護者や教師が困っ

ていることを、子どもが困っていることと捉える」

など、参考になる話がたくさん聞けて良かった。多

摩市の取り組んでいる「子ども支援教室」について

知ることが出来良かった。その取り組みの内容につ

いてもう少し自分でも調べてみようと思う。

○次回テーマ。学級経営について。

○障害をかかえる子どもたちについてのフォーラ

ムに参加したい。

○発達障害を持つ子供のSOSに関して具体的な対

応場面の例を見てみたかった。

○子どものSOSについて、もう少しゆっくり取り

組んでいきたいと思います。また、周りにも伝えて

いけるようにしていきたいと考えています。

○発達障害を持つ子供のSOSを教師はどのように

受け止めないといけないかということを改めて考え

させられました。SOSを受け止めて、少しでも力に

なれるように成りたいと思いました。

○保護者なので、自分の子どものことしか考えな

くて良いという利点があり、インターネット等で調

べると、今日のお話の事例などはわりと見聞きする。

お立場上どうしても一般的なことになってしまうの

は仕方ないと思うが、保護者にも公開しているのな

ら個別相談会の時間があると大変嬉しく思う。みん

なの前で質問はしにくいが、聞いてみたいことはあ

った。今後のフォーラムに期待したい。

〈ポスターセッションについての感想〉（10通）

○自分も向きあわなねばいけないと改めて思いま

した。熱心な行動に感動しました。

○東日本大震災はあまりにも被害が大きすぎ、ま

た福島第 1 原発の事故も収束しておらず、どうアプ

ローチして授業として取り上げるのかは、かなり難

しいことだと率直に感じました。出来事の一部分だ

けでもどうとらえて授業を受ける子どもたちとどう

共有していくか。難しいことだと思います。取り組

んだ学生の方々も、取り組んでみてまた考えていら

っしゃるのだろうと思いました。気仙沼のファイト

新聞で、「暗いニュースは書かない」という子ども

たちの声が切実で、心に残りました。

○今朝、揺れました。直後に忘れたはずのイヤな

ベルが鳴りました。心はまた波立ちました。人間と

して貴重な体験をしていると思います。これで得た

知識を教師としてどう扱っていくのかの知恵が問わ

れてくると思います。風評についても事実でないこ

とが事実であるかのように一人歩きする前に、真実

かどうか見極める知恵が問われたのではないでしょ

うか。まず、人間としてのアンテナを鈍らせない、

偏らせない、受信した知識を職業（教師）として生

かす知恵を磨き続ける。これは私のモットーですが、

ポスターセッションは小学校の国語で高学年（ 4 年

～）になると学ぶ一つです。ポスターセッションに

することで、もう一度考え直し、より自分の言葉で

語れるように導くとき、この体験は大きく生かされ

ると思います。震災ということで言えば、国語で必

ず戦争の話を取り上げます。正直声をつまらせず読

める教員は私の周りには居ません。皆、戦争を知ら

ないのですが。同じようにいつか教科書に関係話が

載るかもしれません。そのときこのセッションの経

験を子どもたちに語れたら素晴らしいですね。本物

を体験し、真実を伝えられれば風評という言葉が死

語になるでしょう。現場で皆さんに負けないように

私もこれから頑張りたいと思いました。

○ポスターの展示だけでなく、生の声が聞けたら

良かったと思う。素晴らしいポスターだと思います。
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ありがとうございました。

○先生方の本人の意見や考えがもう少し聞きたか

ったです。また子どもたちに考えさせた後、何をさ

せたかったなどの行動（実践力）について知りたか

ったです。

○①まず定刻になっても開始せず、いつになった

らポスターセッションが始まるのかと思った。②

「これから始まるので担当者がそれぞれの場所で説

明するので別れてお聴き下さい」等の開式の言葉が

必要だと思う。③誰がどのポスターの説明をするの

かも分からなかった。④道徳の授業についてのポス

ターは良かった。震災を扱い子どもたちに授業をす

るのは良いと思う。⑤会の運営に一考あり。

○学生が質問する人に対して答えるだけでなく、

自分が今回の取り組みから得たものについて参観者

に質問してみてはどうかと思った。

○素敵なポスターセッションでした、ありがとう

ございました。

○それぞれに考えさせられる何かがありました。

記録誌としても貴重なその時の思い、心情を大切に

したいと思います。私事、南相馬市の原町第二小学

校作文教育をやっておられる白木次男先生の話を聴

く機会があり、文面やパソコンからでは伝わらない、

手書きで家庭向けへのお便りを、週 2 程度発行。毎

日の先生と生徒とのやりとりの作文を許可を得たも

のを配布。家庭全般が状況把握できるという。また、

先生の解釈付きの作文の中には手書きをしていて感

じ取られる行間の様子等。家族がバラバラな生活を

している中での児童が無理して頑張っている様子に

は、「ありのままの気持ちを表現していいよ！」「飾

らなくてもいいよ」の赤ペンを入れるそうです。永

年の作文、文章を通しての心の通い合いならではの

ことです。私たちにはくみ取れない思いが注釈を付

けてもらって「なるほど…」と思える現状でした。

（中略）ポスターセッションでは、ある小・中学校

に目を向けられただけでもまとまるなあと思いまし

た。子どもの壁新聞もたくましさが感じられ、今ど

きの段ボールでのアピールも現場の様子が伝わりま

す。今の子どもたちにも固定された、またマニュア

ル通りという枠に囚われないたくましさを伝えた交

流もしていって欲しいと思います。

○多くの学校・幼稚園で育てるアサガオの種を被

災地に送るというプロジェクトを構想し、実現に向

けて行動していることが素晴らしいと思います。何

より子どもにとって能動的な活動であり、送り手受

けて双方にとって、生物の成長への喜びがあると思

う。来年、再来年に繋がる活動だと思います。

冊子「つなみ」を私は 4 月に知り、何度も読み返

しました（ハンカチを濡らしながら）。私自身、現

在は幼稚園の教員のために、教材化して子どもたち

に働きかけることが出来ません。ぜひぜひご健闘を

祈ります。今は放射能が最大の問題。福島から全国

に転出している子どもたちも多数います。各場面、

状況での対応が求められることもあると思います

が、子どもの心を育む、耕すことの大切さを共に考

えていきたいと思います。

（3）今後の展開

今回もフォーラム参加者から貴重なアンケートを

頂戴した。ここでいただいたご意見を参考にしなが

ら、今後のフォーラムをどのように実施していくか

検討したい。

フォーラムを実施する上で最初に考えるのはテー

マである。それを毎年 0 から考えるのではなく、

「教育と医療との連携」の道筋の上で、角度付けを

明らかにしていきたい。第 1 回目から取り組んでい

る「発達障害」に関わる内容は是非とも継続したい。

特に板橋での「ワクワク学習教室」が正式に整備さ

れることも視野に入れ、フォーラムだけにとどまる

ことなく、年間を通して相互交流を図っていきたい

ものである。それと同時に、「発達障害以外のテー

マも扱ってほしい」という声にも耳を傾け、「教室

の医学」「脳科学と教育方法」「食育」などの角度付

けも検討したい。

本学のフォーラムが年一度の「打ち上げ花火」で

終わってしまうのではなく、教職大学院における年

間の学びの一つの公開の場として位置づけていく努

力を今後も継続したい。

第 3回「教職大学院フォーラム～子どもをみつめて～」を終えて
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