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はじめに

　本書は2016年 12月に発行された『ライフステージを見通した障害児の保育・

教育』の改訂版です。「保育所保育指針」等の改訂や教職課程における「特別支援

教育」の必修化を受けて大幅に加筆修正を行い、書名を『ライフステージを見通

した障害児保育と特別支援教育』と改めました。新しい書名は、本書が保育士養

成課程における「障害児保育」のテキストであると同時に、幼稚園教諭を含めた

教職課程における「特別支援教育」のテキストであるという決意表明です。

　本書は、保育者や教師が子どもたちの最善の利益を考えて援助できるよう、実

践の知をわかりやすく手渡すことを目的として、当事者や保護者をはじめさまざ

まな関係者の視点から執筆されました。編者２名は、ともに障害児の学校教育現

場に身を置いた後に保育者養成に携わるようになった経歴の持ち主です。そんな

２人がこの本を編集するにあたり、大切にしたいと考えた３つの願いがあります。

　１つ目の願いは、本書では障害児の成長に向けた営みを連続体でとらえたいと

いうことです。この世に誕生したすべての子どもは日々途切れることなく変化し

続けます。その過程は一人一人似てはいても同じではありません。その成長のあ

る期間だけを切り取るのでなく、連続体として考察したい。「障害児保育」という

テーマは、「障害児・者の生涯発達」という流れのなかにどのように位置づくかを

考えなければ、深く理解することができないのではないかと思うのです。この視

点は、障害児・者を支援する施設で働く保育者にとっても大切だと考えます。

　２つ目の願いは、本書を障害児本人や保護者、さまざまな現場で障害児・者と

関わる人々の経験の集合体にしたいということです。編者２名も現場で働き、多

くの子どもたちや保護者、専門職の方々から教えていただいて今日があります。

読者のみなさんには、こうした学びを可能な限り追体験していただきたいと考え

ているのです。編者や執筆者がお世話になった現場の方々に、コラムという形で

できるだけ多く登場していただきました。

　３つ目の願いは、障害の特性を理解することの重要性です。障害の種類は同じ

でも子ども一人一人は決して同じではなく、その内面的な育ちをしっかりと読み

取ることが大切です。これをみなさんにわかりやすく伝えたいのです。このことは、

これからきっと出会うであろう障害児との関わりに必ず重要となる視点であると

考えています。

　この願いに賛同した全国各地の専門家が本書の執筆に加わりました。本書があ

なたにとって、新たな学びの水先案内人となることを心から祈っています。

2020年１月

編者　小林徹・栗山宣夫
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　この章の
　　この章の　 キ ー  ワ ード　キ ー  ワ ード　
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●

●

学び学びののロローードドマッマッププ

■ライフステージ…人の一生を年齢によって「乳幼児期」「学童期」「青年期」「壮年期」「老年期」など
に分けて考える場合、それぞれの段階をさします。本書では障害のある人の一生のさまざまな段階を見通
しながら、どのような保育・教育が必要とされるのかを考えます。

障害の有無にかかわらず、人生の節目
には喜びのイベントとともにさまざま
なハードルもやってくるものです。

第 章 ライフステージを見通す１１１
この章のま

とめ ! 見本



第１節　障害のある人の歩み

　自分自身のライフステージを思い浮かべてみてください。たとえば、生ま
れて３歳で幼稚園に入園し、６歳で小学校に入り 15歳で高校を受験、18歳
で大学に入学。そして卒業後は就職して、何歳で結婚しようか、歳をとった
らどんな生活をしようかと、大まかなステージごとに、「おそらくこうかな」
とか「こうしたいな」という推測や希望がみなさんにはあるのではないでし
ょうか。
　大学への進学前までは、自宅で生活をして小学校へ行って、中学校へ行っ
てというのがあたりまえで、特にどのようなコースを歩もうかということは
それほど考えずに、「あたりまえの」「普通の」流れにまかせて進んできたと
感じている人もいると思います。しかし、障害のある人のライフコース（個
人がたどる人生の道筋）は必ずしもそうではありません（図１－１）。
　本章に「ライフステージを見通す」というタイトルを掲げました。障害の
ある子どもの「現在」と「将来」の関係をどのようにとらえたらよいのかを
一緒に考えていきましょう。

１
　地域療育支援に詳しい研究者であり医師である宮

みや

田
た

広
ひろ

善
よし

氏は、ライフステー
ジ上の４つのハードルについて以下のようにあらわしています１）。

　親は、障害がわかった時に「何かの間違いではないか」という拒絶感、「な
ぜこのようなことになったのか」「自分が悪かったのか」という苦しみや罪
悪感、「これからどうしたらよいのか」が見えない不安感をもつことがあり
ます。そして就学時には、通常学級に行かせたいと思う一方で、子どもの状
態と通常学級の現実とのギャップに不安を感じることは少なくありません。
一部、「通級による指導」という選択肢はあるものの、基本的には「通常学級」
「特別支援学級」「特別支援学校」から選択することとなっています。最近は

18

障害のある子どもと親が越えなければならない「４つのハードル」
①１つめのハードルは、障害がわかったとき
②２つめのハードルは、就学のとき
③３つめのハードルは、学校卒業後の進路を考えるとき
④４つめのハードルは、親が歳をとって子どもの面倒が見られなくなった
とき、親が死んだ後の子どものことを考えるとき
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章 ライフステージを見通す１１１

インクルーシブ保育・教育の必要性が謳
うた

われていますが、決して十分な状態
ではないというのが日本の現状です。

出
生 １歳～

胎
生
期

乳
児
期

６歳～

幼児期 学童期 思春期・青年期 成人期 壮年期 老年期

12歳～ 22歳～ 30歳～ 65歳～

４週（新生児期）

保育所 小学校　中学校　高校
普通学級

大学、短期大学、専門学校
進学

幼稚園 通級による指導

認定こども園

乳児院

障
害
児

通
所
支
援

障
害
児

入
所
支
援

福祉型児童発達
支援センター

医療型児童発達
支援センター

福祉型障害児
入所施設

医療型障害児
入所施設

母子生活
支援施設

児童養護施設

児童心理治療施設

在宅での療養

障害者福祉
サービス事業所

幼稚部　小学部　中学部　高等部
特別支援学校

福祉的就労
一般就労障害者

の就職

小学校　中学校
特別支援学級

就職

グループホーム

独立行政法人国立重度知的障害者
総合支援施設のぞみの園

＊知的障害者（小規模）
 通所授産施設など

障害者支援施設 ＊知的障害者更生施設、
身体障害者療護施設など

＊知的障害児通園施設
＊難聴幼児通園施設

＊肢体不自由児通園施設

＊知的障害児施設
＊盲児施設
＊ろうあ児施設
＊肢体不自由児療護施設
＊第２種自閉症児施設

＊第１種自閉症児施設
＊肢体不自由児施設
＊重症心身障害児施設

注１：施設によっては、実態として卒業後すぐにではなくある程度の年齢になった時や保護者の状況に変化が
　生じた際に入所するというケースもあります。施設ごとに確認が必要です。

注２：＊は旧児童福祉法の施設名称です。

出典：筆者作成

図１－１　ライフステージとさまざまなライフコース

人それぞれ、さまざまな
居場所があるのですね。
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（２）「一緒に考え、一緒に歩む」という視点
　保護者や家族へのケアを考える時、保育者として大事なことは、「保護者
と一緒に考え、一緒に歩む」という視点です。障害児の子育ては、特別なケ
アや対応が必要であることから、一般的な子育てよりも育児困難感を抱えや
すいことが考えられます。そのような保護者が相談にやって来た時、日ごろ
から障害児の勉強をしている保育者であれば、その答えもすんなりと伝える
ことができるかもしれません。しかし、これでは真の保護者支援にはつなが
りません。真の保護者支援とは、保護者自身が答えを見つけていけるよう、
そして保護者自身で動いていけるよう手伝うことだからです。
　これは、子どもの保育とまったく同じ視点だと言ってもよいでしょう。保
育とは、保育者が一方向的に何かを教えたり、導いたりするような関わりで
はありません。子どもの心に応えていくことから始まるものであり、子ども
と保育者との応答的・双方向的関係にもとづく概念です。保護者の支援でも、
まず保護者の心に応えていくことから始め、一方向的に保育者が保護者に教
えたり導いたりというスタンスではなく、保護者とともに考え、ともに歩ん
でいくという双方向的なスタンスが核となります。

　保育者は、障害児を保育する役割だけではなく、その保護者も支援する役割も担って
います。そこで、エピソードを通して支援の実際について、グループで話し合ってみま
しょう。

Q

演習課題
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エピソード（5） 初めて会う母親からの相談

保育者として、この母親に対してできることは何か、すべきことは何か
を考えて箇条書きで書き出してみましょう。

考えたことをもとに話し合ってみましょう。すべての可能性を否定せず、
できるだけ多くの事柄を出すよう心がけてください。

話し合いで出された事柄について、保育者として何がもっとも大事なの
かを文章にしてみましょう。

「うちのアキラは２歳８か月の男の子ですが、
まだ言葉が単語で数語程度しか出ていないの
で心配で…。実母からは問題ないと言われ、
義母からは早く病院に行ったほうがいいと言
われます。友だちの子どもとよく遊ぶことも
ありますが、あっちはもうおしゃべりができ
るし…。主人に相談したいけど、仕事で忙し
くしてるので、なんか悪くてできない。前から、
視線が合いづらいとか、あまり寝ないとか、気になることは確かにあって、
いろいろと調べても、障害の特徴にあてはまるので、怖くなってしまって
…。やっぱり病院に行って診てもらったほうがいいでしょうか…」
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エピソード （6）　ダウン症の園児の保護者（母親）からの相談

このお母さんに共感できるかどうかを考え、どういう点で共感できるの
か、またはどういう点で共感できないのかを考え、箇条書きにしてみましょ
う。

「ホップ」で考えたことをみんなで報告し合いましょう。

このお母さんに対して「最善の支援」は何かをみんなで話し合ってみま
しょう。

【参考文献】
村井実著『新・教育学のすすめ』小学館　1988年
平野朝久『はじめに子どもありき－教育実践の基本－』学芸図書　1994年
伊藤正男・井村裕夫・高久史麿（総編集）『医学大辞典』医学書院　2003年
金子保・横畑泰希『乳児保育 演習と講義』クオリティケア　2013年
中 田洋二郎「子どもの育ちを支える家族への支援」『臨床心理学』第 14巻第 1号　2014年

　「出生前にダウン症だとわかっていて、本当に、本当に迷いました。結局、
主人とも話して産むことに決めたんですけど、やっぱり今もそれでよかっ
たのかなぁって思うことがあって。この子がどこまで生きていられるかは
わからないんですけど、私たちに何かあったら、この子はどうなるんだろ
うとか…。正直、普通の子だったら、もっといろんなことしてるのかなぁっ
て思うし、人の目とかやっぱり気になるし、産まなきゃよかったかなって
思う時もあって…」
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