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　　同調＝対立しあう共生
　

あそび塾さんこん館の試み（序章）

教育学部松下行則

はじめに

　あそび塾さんこん館は，民間の学童保育所として

2002年4月に福島市鎌田に開設された。ここには，重

度の知的障害，自閉症，ADHD，ダウン症，言語障

害など，命名すれば，そうした障害児たちと一見問題

を抱えたようには見えない健常児たちとが放課後と土

曜日に通ってくる。障害児が障害児として，また，健

常児が健常児としてその遊びを豊かにできるように，

さらに，障害児と健常児が交われるように，20代から

40代のスタッフとボランティアが子どもたちのr一人

遊び」に寄り添ったり，r関係遊び」を作り出したり

する。しかし，障害児と健常児のr関係の非対称性」1

は，“共に生きる”ことが容易でないことを白日のも

とにさらす。健常児同士であれば，r言い合う」とい

うことが可能であるが，多くの場合，障害児は，健常

児の言語能力と身体能力の圧倒的優位によって下位に

置かれ，対等なrけんか」が成立しない。それがrい

じめ」に発展することもある。また，障害児が健常児

に対して関係的遊びを求めることはほとんどないし，

健常児があえて障害児を巻き込んだ遊びを作り出すこ

ともほとんどない。健常児による障害児の軽視・無視

や回避行動が起こることもある。この関係の非対称性

が共生を阻んでいく。形態・機能のr欠如」r欠損」

r損傷」として，また能力不足として目に見える形で

r障害」が日々表出される障害児は，r分けのわからな

いもの」r異質なもの」として認識される。両者は生

まれたときから地域や学校の同一時空間に居たことが

ないのだから当然といえば当然である。しかし，一度

共生の場に来ると，互いが同じ時空間に投げ込まれる。

そこは，同化，融和，同調，対立，タタカイのるつぼ

となる。

　こうして私たちは，日々r共生」，障害（児・者）

と健常（児・者）とは何かを問い続けられる。

　本稿では，“共に生きることが大事だ”とする単純

な共生概念から始まった私たち素人集団の実践を，社

会福祉学，教育学，障害学などで検討されてきたr障

害」やr共生」の見方と反省的に向き合いながら意味

づけしてみたいと考える。

1　障害一r生きる様式の違い」から見る

　障害概念は，健常者と障害者の対立が歴然と存在す

る現実を反映して，単一のものがあるわけではなく多

義的である。手塚による障害者福祉の入門書にはWHO

の1980年r国際障害分類」と2001年r国際生活機能分

類」（本稿では取り上げない）が紹介されている。前

者は，機能障害impairment，能力低下disability，社

会的不利handicapというように，r障害の階層性を重

視して三つのレベルを明確にし，国際的な共通認識を

得たことなど画期的なものであった」2と評価される。

しかしこれは，障害学（ディスアビリティ・スタデ

ィーズ）からは「医学モデル」として批判され，石川

によれば，障害者インターナショナルによるその批判

点は，障害者の問題の原因を機能障害にある3とした

点に求められる。倉本も「handicap発生の基底に

impairmentやdisabilityの存在を認める医学モデル」

と記し，それを批判し，r障害を純粋に社会関係の所

産として捉えようとするのが社会モデル」4だとする。

　障害概念には，このように大きくはr医学モデル」

と「社会モデル」の違いがある。

　r医学モデル」とr社会モデル」の違いの概略につ

いては，長瀬が「ディスアビリティのモデル」として，

オリバーの分類を紹介している5。しかし，障害概念

の規定は，こうした表層的な理解では十分に明らかで

はないようだ。まず，いくつか障害概念の規定を見て

みよう。

　①r障害」概念は，少なくとも，生物学的ないし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　r自然性」レヴェルで特定される損傷と，さまざまな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ことがrできない」という能力不全と，r障害者」と

いうr弱者」の排除に他ならない不利二差別の三つに

区別しなくてはならない6。

　これは，WHOの規定に沿った表現だが，竹内は
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r諸個人に固着した属性としてのみ分類する視点にで

はなく，さまざまな場面や諸関係とのかかわりの中で

機能的に分類する視点にたっている」7と高く評価す

る。

　先の手塚の評価が障害のr階層性」を評価したのと

は違い，竹内は障害概念が個人属性のみではなく，広

く社会関係性として捉えられたr機能性」を評価して

いる。

　②障害＝個性論はr一様ではない」δことを認めな

がらも，それを批判する茂木は，「障害　　結果とし

て生じる困難に対する物的，人的な補助・支援のあり

ようによって異なるが　　，それをもつ人の生活のほ

とんどすべての時と場面で，種々の形態と程度におい

て行動などを制約する条件となる属性であり，その制

約は意識の上でいかに軽く位置づけてみたところで軽

減したり解消したりするものではない。」9と言う。

「障害は個人の属性であっても個性ではないと考える

のが妥当であろう。」とする。

　茂木は，個人の属性としてのr障害」に議論を集中

させ，障害＝個性論を批判するあまり，障害概念の広

がりには慎重な態度を示す。この点は，当該論文の

［注］10で，障害の社会的規定性を評価し，障害を個人

の属性と捉えるべきでないことに妥当性があると言い

ながらも，障害者個人に着目すれば，r個人の属性」

であるとする障害二個人属性論を放棄していないこと

を見てもわかる。

　③茂木が批判するように障害＝個性論がある。それ

は，障害を肯定的な属性として捉え直そうとするもの

だろうが，当事者からもそういう言い方はr強すぎる

かもしれない」r無理しない方がいい，りきんだりす

るのはやっぱり障害をあんまり問題化」することであ

るとされる11。障害の当事者もr本気では信じていな

い」12と言われる。

　④福島は，r障害」とは，rある個人が備えている諸

属性のうち，心身の機能・形態等の諸条件に関して，

その個人が属する社会において，生活上の不利や困難

を強いられる状態をもたらすような諸属性の総称」で

あるというu3。

　福島も障害＝個人属性論であるが，それが社会的不

利をもたらすものであると規定しているように，社会

的不利をもたらす属性になる場合と考え，個人属性で

あっても，障害にならない場合を想定している。ここ

では，個人の属性と社会を接合させようとする意図が

読み取れる。

　⑤杉野は，r障害の社会的構成論」としてr障害」

を位置づけ，社会がr障害者」というラベルを特定の

個人に貼りつけく名づけ＞ることによって「障害者」

がっくられるという14。

　この考え方では，個人属性としての障害は存在しな

いことになる。この個人属性を無視する思考は，個人

属性のみにこだわってきたこの健常者社会の見方から

すれば，社会の側の障害（障壁）として立論した点で

大きな意味がある。しかし，そこには，健常者と障害

者の関係の非対称性が無視される結果を生んでしまう。

社会の側の問題であれば，両者に差異は全然ないと言

うように単純化されてしまう。

　こう考えると，個人属性および社会的構成への一面

化は，障害概念としては納得しえるものではないよう

に思われる。

　⑥立岩によれば，rそれ（身体的な機能）だけを『障

害』と呼ぶことにすることはできる。ただ，これはま

ずは言葉の使い方の問題である。」それにともなって

rできない」こと，つまりr前者も後者も合わせて障

害と呼ぶことにすることもできる。」しかし障害が

r生きる様式の違い，世界に対する対し方の違い，違

うように世界を生きることでもある」から，失うもの

と同時に得られるものがあり，また同時にrそれが不

便であり，不利になることがある。この両者は立派に

両立する。」15

　つまり，これまでの規定で否定的に捉えられてきた

r個人属性」かその否定を目論んだ社会的構成かなど

という二項対立的な設定は重要ではない。r身体をな

おすのと身体の機能をおぎなうのとは連続的であり，

当の人にとってどちらがよいかもいちがいに言えな

い。」16。身体と社会は連続的である。つまりこれまで

否定的規定を与えられた個人属性が問題でもなく，そ

れをまた社会の障害（障壁）と規定することでもなく，

連続している両者は両立可能である。

　そこから導き出されてくる個人属性としての障害は

否定的でも肯定的でもありうるし，社会と地続きなの

だから，社会の在りようによって異なってくる。

　それゆえ私たちは，個人属性としての障害を肯定も

否定もする必要はなく，時として不便・不利がもたら

されることがあっても，健常児・者と障害児・者の関

係の非対称性を考慮しながら，互いの異なる様式と世

界を“ともに生きる”という単純な思考があっても許

されることになると思うがどうだろうか。
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2．共生 共生化の代名詞

　さて，本当に単純にそう言っていいのか。障害概念

と同様に多義的であるr共生」概念について検討して

見よう。

　①福島は，健常者と障害者という二類型だけによる

r真の共生」は成立せず17，大切なことは，障害者と

健常者がく同じように＞生きることではなく，障害の

有無に関係なく，各人がくいかに生きるのか＞という

ことであり，本来，すべての人間に問われるべきく生

き方の問題＞とする18。

　福島は，＜複合共生＞19という概念を作り，共生の

めざすべき方向を指し示す。

　②茂木は，r障害児と健常児の共生を求める教育は，

障害の軽減や諸能力の形成を横に置いて，両者がいつ

でもどこでも一緒に生活し学ぶ場をつくればよいとい

った単純で画一的な考え方」を採用することは許され

ず，それではr障害児の教育におけるダンピングを起

こしかねない」と言う。そして発達保障論の立場に立

ってrさまざまな場面，多様なレベルでの両者の協力

と共同を着実に組織すること」が必要だと言う20。

　教育の方向性の1つとは言えるだろうが，はたして

r両者がいつでもどこでも一緒に生活し学ぶ場をつく

ればよい」ということがダンピングだろうか。

　③その反論を篠原に聞こう。彼は，r養護学校」と

r地域の学校」を対比させ，地域の学校が学習，勉学

および能力・学力で序列化され，差別，抑圧の場にな

ることを認めながらも，そこから逃れることなく，

（障害児に対する）侮蔑，軽蔑，いじめの渦とその渦

を反省し合う子ども同士の関係に期待を寄せる。r共

生・共学」の場は，この二面性と両義性を帯びた，リ

アルな時・空間であると言う21。

　以上をまとめると，共生は第一に，健常者と障害者

との共生という発想ではなく，すべての人間の生き方

の問題であること，第二に，それは，ともすると障害

者のダンピングになること，第三に，共生は，障害者

の差別・抑圧の場であるだけでなく，それを反転させ

る場にもなりうること，となる。

　これらの概念規定は，人間一般の問題に解消された

り，両極にゆれたりしている。それはとりもなおさず，

先に見たr障害」概念の違いによるものであることが

見てとれる。

　さて，こうした共生概念を整理した寺田は，こうい

う。共生は差別の克服を課題とし，すべての人々の異

質性の尊重であり，同化や統合でもなく，譲歩や優遇

措置を取ることでもない。「異質性との対峙によって

生じる衝突や葛藤を強調するだけでなく，相互の認

識・理解を通じて，尊重し合い，変容することが求め

られる」22。しかしここでは立岩が言うような障害の

文化性や連続性の問題，健常者と障害者との関係の非

対称性の問題が視野に入れられていない。それゆえ寺

田が言うようなr全ての異質性の尊重」という共生も，

r譲歩」やr優遇措置」もなくr特権を持たず，対等

な立場にたつ」共生も，多くの場合不可能である。異

質性を尊重できる障害者もいるが，精神機能上そうで

きない障害者もいる。r尊重」は相互互恵的ではない。

ではr譲歩」やr優遇措置」が必要ないか。必要の無

い障害者もいるが，それがなければ生きていけない障

害者もいる。r特権を持たず，対等な立場にたつ」こ

とは必要だが，そう簡単ではない。寺田が整理したよ

うに共生は，新しい価値と社会関係を生み出すこと自

体が容易ならざる事態であり，自己と他者との合意形

成の難しさを含んでいる23ことを忘れてはならないだ

ろう。

　共生とは，寺田が言うように共生化の代名詞24であ

る。障害者が健常者と違って否定的に捉えられる属性

のために，また，健常者との非対称性のためにこの社

会では低位に位置づけられながらも，独自の世界を生

きる人として健常者の前に現れ，互いが「生きやす

い」場を求めて，折り合いをつけ同調し，時には対立

しあう時空間に居合わせることではないだろうか。な

ぜ，そう言いうるのか，健常児と障害児が日常的に出

会うあそび塾さんこん館の場合を見てみよう。

3．同調二対立しあう共生

　最初に2003年12月現在のあそび塾さんこん館の子ど

もの在籍状況を示しておこう。

　まず，健常児は，亜子・香恵（3年），知子・彩・

美貴（2年），香子・岳史（1年），好男（土のみ，5

年）の8人。好男以外はほぼ毎日通ってくる。亜子と

香恵はK小学校。知子と彩と美貴はY小学校の同級生。

香恵と岳史は姉弟。香子はS小学校。次に，障害児は，

藤男（豆腐屋勤務19歳），雅夫（週3回，特殊学級5

年），洋（養護学校5年），篤（養護学校2年），勝男

（養護学校6年），正（週1回，特殊学級5年），均（不

定期，特殊学級5年）の7人。藤男は1養護学校卒。

雅夫はD小学校，洋と篤と勝男は1養護学校，正はS

小学校。均は市外のD小学校。
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　あそび塾さんこん館は，共生をスローガンにして始

めたから，健常児のなかに障害児が少数いるというよ

うな学童保育ではない。参加日数や関わりの深浅を問

わなければ，両者はほぼ同数である。また，きんこん

館は，一つの小学校区の学童保育ではなく，広域学童

保育なので，在籍学校が多い（現在6校）。藤男はす

でに青年であり，通常の学童保育にはいない。さらに，

どういうわけか，現在，健常児はほぼ女子，障害児は

すべて男子という特徴がある。これほど異質性を含ん

でいる学童保育も少ないかもしれない。

　かつて筆者は，きんこん館の子どもたちの様子を

rいじめも暴力もやさしさも　　みんな笑って泣いて

生きている　　」と題して，2つの物語を紹介したこ

とがある25。一つは，ADHD的（？）な雅夫と亜子

のr人間関係をめぐるタタカイ」であり，共に過激に

否定的である状況。もう一つは，言語障害をもつ洋と

寛夫と夏夫との物語であり，寛夫と夏夫にrいじめ」

られながら，それに立ち向かう洋であった。今，寛夫

と夏夫は，ともに在籍していないので，その継続の物

語は書けなくなった。しかし，雅夫と亜子の物語は今

も続いている。女子が増えたこともあって，雅夫と亜

子の物語は，それに輪をかけて，過激さを増したよう

な様相を見せるし，雅夫の状態が悪化しているように

も思えるときがある。

　さて，子どもたちの共生という時，忘れてはならな

い前提がある。それは，何よりも健常児と障害児のそ

れぞれが置かれている日常性（その抱える問題群）で

あり，共生化を成立させにくくする個々の子どもたち

の生きづらさという問題である。とくに健常児は，閉

塞化したこの社会で生きるから，1ヶ月もきんこん館

生活をすると，rいい子」仮面を脱ぎ捨てるかのよう

に，ストレスを放出するようになる。健常児は健常児

の課題を抱え，障害児は障害児の課題を抱え，それが

個々に乱れ響きあいながら，複雑な人間模様を作り出

す。そう考えると，共生の局面は3つある。第一に健

常児たちの関係という局面（本稿ではふれない），第

二に障害児たちの関係という局面，第三に健常児と障

害児の関係という局面である。共生とは，第三の局面

のみをさすわけではない。健常児のみの集団，あるい

は障害児のみの集団であれば，それぞれ単一の局面を

論じればとりあえずこと足りる。しかし，共生化をめ

ざす場面では，健常児と障害児それぞれの異質性が微

妙に絡まりあいながら，第三の局面を作り出す。例え

ば，健常児と健常児が何気なく遊んでいるところに，

障害児を介入させると，障害児を挟んで，健常児の間

に，障害児をめぐる異質性が顕在化される。ともに障

害児を拒否する場面もあるが，片方が介入を許し，片

方が介入を許さない場面がありうるというように。こ

うして共生の複雑な関係が作り出されていく。

　では，最初に，健常児たちの日常の一事例を，きん

こん館開設当時から在籍し，最もきんこん館生活が長

い亜子の場合を見てみよう。

　工健常児たちの日常一亜子の場合一

　亜子は，もともと小学1年の時に，別の学童保育所

に通っていたが，少し太っていることなどを指摘され，

そこで「いじめ」にあったという。

　亜子がきんこん館に通うようになってから，雅夫と

の過激な物語はいくつもあるが，それと同じぐらい亜

子自身の物語もある。

　2003年1月以降の日誌から見ておこう。

　気にいらないことがあると，ふてくされたり，かた

まったりするのが，亜子の表層的特徴であるが，3年

生になってから，学校へ行き渋る回数が増えてきた。

　　4月9日因　亜子，早退

　　　学校からTELがあり，rおなかが痛い」とい

　　うことで早退してくることに……。話によると

　　r便秘がひどい」とのこと。（中略）……が，帰っ

　　てくると，大して具合は悪くないようす……。亜

　　子の話では「ずっと痛い紹って言ってるのに，

　　先生は“がまんしな”と言うんだ。」とのこと。（中

　　略）新しい担任の先生に対してはまだ反抗心？

　　みたいなものの方が大きいらしい。（中略）その

　　うち，ローラースケートで外で遊んだり，おやつ

　　もしっかり食べて……と，いつもの亜子だった。

　　一度も具合の悪い様子ではなかった。

　この様子に対して，スタッフの鈴木愛さんは，rお

なかが痛いのは，便秘のせいだけではないように思う。

亜子の心の中に何があるのか，何を思っているのかは，

まだわからないけれど，最近，よく体調が悪いと自己

申告してくること（口と行動が伴わない場合も多）も，

気持ちの変化が関係しているように思えて仕方がな

い。」と記している。

　　4月14日（月）亜子……帰らず。（要約）

　　　（午後6時すぎに迎えに来た父親との間のr帰

　　る」r帰らない」の押し問答の末，帰宅したのが

　　19時50分。）約2時間余りの攻防の発端は，朝の

　　出来事だった。その朝亜子はr『学校に行きたく

　　ない！』と言ってトイレに閉じこもったらしい。
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　　お父さんもある時間まで待っていたそうだが，会

　　社の時間もあって，お兄ちゃんに後はお願いして

　　出社したとのこと。それを根にもっているんじゃ

　　ないか・…一ということだった」。

　　4月15日図　亜子の機嫌のよさ

　　　今日は迎えに行った時から口数も多く，とても

　　ご機嫌な様子。昨日の今日ということもあって，

　　rどうかな？」と少々心配していたが，見事に裏

　　切られ，終始よく気が付き，誰に対しても優しく

　　対応していた1日だった。

　愛さんは記す。

　「何があったのかはわからないが，心に余裕がある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のとないのとでのこの浮き沈みの激しさ……『何がこ

んなにも波立たせるんだろう？』と，つい考えてしま

う今日この頃です。お父さんに昨日のあの後のことを

きくと，『ケロッとして，何もなかったように過ごし

ていました。』とのことだった。う一一一一ん。」

　現在亜子は不登校をしているわけではない。しかし，

その激しく浮き沈む心模様を日々くり返しながら生き

ている。きんこん館に来る子ども達を見ていると，大

なり小なりどこかに訳の分からないストレスを抱えて

日々を過ごしているように感じられる。そのストレス

やいらだちが障害児の「できない行為」や「いたずら」

に対して，r正義派として注意する，攻めたてる行為」

としてまかり通る場面を誘発するようにも思える。

　②障害児と健常児一雅夫（ADHD的？　自閉的？）

と亜子，そして雅夫と香恵の場合一

　では，雅夫と亜子そして雅夫と香恵の物語を見てみ

よう。香恵は2003年6月2日からきんこん館に通いは

じめた。

　　6月18日　雅夫「ぼくのこと好き？」

　　　雅夫は帰ってくると，r亜子ちゃん，ただい

　　ま。」r香恵ちゃん，ただいま。」と一人一人に声

　　をかけていく。そして決まり文句でr亜子ちゃん，

　　ぼくのこと好き？」「香恵ちゃん，ぼくのこと好

　　き？」ときいていく。亜子はお決まりで「キラ

　　イ！！」という。それに対して雅夫もお決まりで

　　r亜子いぬH」と返す……。また，香恵は雅夫の

　　問いに対して「うん。好きだよ」と返す。雅夫は

　　そうすると照れたように顔をふせる。

　　7月4日（香恵の変化）

　　　（香恵は，今まで（雅夫に対して）キライとは

　　言わなかった。逆にrスキだよ。」と答えてい

　　た。）香恵はrキライ。」の一言。雅夫は予想外の

　返答に一瞬戸惑う。その後も何度もきき返す雅夫。

　その度に「キライ。」と返され，しまいに「しつ

　こい・・…・。」とまで言われてしまった。そんな雅

　夫は，今日はめずらしく，知子と香子にまで「ぼ

　くのこと好き？」ときいていた。2人とも「キラ

　イ。」と言っていた。

　8月30日　雅夫とみんな

　　お母さんから「最近，きんこん（館）に行きたく

　ない理由の中に“みんなに怒られるから”というの

　があるんです。雅夫には雅夫もわるいことしてる

　から怒られるんだよって言ってるんですが……」

　ということを伝えられる。確かに最近，みんな雅

　夫に対しての言葉がキッイなあと感じていた。確

　かに雅夫が間違ったことをした時に注意してるに

　しても，「言い方ってものがあるだろっ！！」と思

　うような注意の仕方だったり，平気な顔してr雅

　夫，さいあくだあ！！」と何もない時に言った

　り……する光景が多い。

　9月10日　雅夫に対する香恵の態度

　　r雅夫だから○○してもいい」ということがあ

　る。ちょっとヒドイなあ……と思うことでもr雅

　夫だからいい」と自分で言う香恵。雅夫は不意

　に軽くたたかれても，ちょっとビックリした表情

　をするだけで言葉にしてイヤということは伝え

　ず……あい（スタッフ）に注意されるだけで……

　また同じことをくり返す。

　11月29日　雅夫に対する香恵

　　いきなり雅夫を叩く香恵。（中略）雅夫だった

　から叩いたといった香恵の理不尽さが見えたので

　口を出す。rなんで叩くの？　雅夫，みてみい？

　こわがってるよ。」と伝える。香恵は半分ごまか

　そうとする表情で言葉がつまっていた。その時は

　もうみんなが（おやつの準備で）集まっていたの

　で，香恵に対してはそこまでしか伝えられず……。

香恵は，道路を挟んできんこん館の隣に住んでいる

子どもである。香恵は，きんこん館が隣に開設された

ときから，きんこん館の様子を見てきた。すでに2003

年3月のはじめには，つまり入所の3ヶ月前には近所

の子どもとしてきんこん館の部屋に入ったことがある。

そのときの優しくておとなしかった姿を今も思い出す。

　　当時，きんこん館には，香恵みたいにやさしい子

はいないねとスタッフと話し合ったことを覚えてい

る　　。それがきんこん館に来てから，まさに1ヶ月

たって変わった。誰にも気を使わない子どもらしい
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（？）子どもになった。子ども本来の姿に戻ったと言

うべきだろうか。姉として背負わされているものの大

きさだろうか。確実に，きんこん館は，香恵を含め健

常児たちのストレスのはけ口の場として機能している

部分がある。香恵にとってそれは，雅夫を叩く行為と

して表れている。叩くことが悪いことぐらい「いい

子」を続けてきた香恵には，わかりすぎるぐらいわか

っているはずだろう。しかし，その叩く手をとめるこ

とが出来ない。スタ・ソフに注意されてもである。言葉

を返せない障害児へとその矛先が向けられたこのスト

レスのはけ口は，まさに，健常者社会の子どもたちが

弱くあることを認められず，常に強く生きることを強

いられる存在であるからに違いない。だから，そう簡

単に暴力をとめることはできないだろう。日常的にそ

の都度，スタッフが注意するだけではこの傾向は変わ

らないで進んでいくかも知れない。ここには健常者が

自分に絡んでくる障害児をターゲットとするrいじ

め」が起こっていることが見てとれる。この事態は，

私たち大人にとっても，子どもたちにとってもr共

生」をかけたタタカイである。

　3障害児と健常児一藤男（19歳）と亜子（3年生），

そして藤男と知子（2年生）

　音声言語をほとんど持たない重度の知的障害児の藤

男は19歳。きんこん館設立当初から在籍する彼は，養

護学校高等部を卒業後，今は豆腐屋さん（障害者が多

く働く）で働き，2時半以降，きんこん館で小学生に

混じって生活する。中学校の頃から写真が趣味であり，

筆者がデジカメで写真を取り，プリンターで印刷して

くれることをいつも心待ちにしてくれている。筆者自

身にも彼とのタタカイが何度かあった。一度目は，そ

の日写真を撮れなかったことに納得しなかった藤男が，

一向に帰るそぶりを見せず，きんこん館の電気を消し

て今日はおしまいなどと手練手管で納得させようとし

たがそれでも承服せず，床にへたり込み目に涙を浮か

べた。結局1枚だけ写真を印刷してやっと帰宅した。

この攻防にかかった時間は，2時間余りで時計は20時

30分を指していた。二度目は，霊山子どもの村にみん

なで出かけたとき。自分のディバッグを持とうとせず

（他者＝母がもつのが習慣になっていたようだった），

帰り際に筆者と押し問答になった。最初はr持ちな。」

と軽く話していたが，腕が痛いからだめだみたいな素

振りや体の前で腕を左右に振り，僕は持てないと意思

表示する。バッグを押し付けたりしながら，言うこと

を聞かそうとしたがダメ。そして最後に私はr藤男ち

ゃんがもつの。あなたのだから。みんな自分のものは

自分でもっているでしょ。」というと藤男はバッグを

持った。10分ほどつづくタタカイであった。

　この藤男は，パニ・ソクになったり，怒りが爆発する

と，服を脱ぎ捨てたり，亜子に矛先を向けたりする。

　亜子の最初の被害は，日誌によると，2002年10月8

日であった。続いて2003年2月25日，26日。お母さん

によると，家でも怒ると，妹が被害を受けるという。

　　6月12日　藤男ちゃん怒る

　　　（おやつの時）勝男ちゃんが藤男ちゃんのお皿

　　を取った（イタズラというよりはお世話をやいた

　　という感じ）。それに対して激しく怒る。そして，

　　いつものように何でか亜子に当たる（写真を投げ

　　る）。亜子はびっくりして泣き出す。藤男はひろ

　　K－ing（スタッフ）と一緒に2階へ（事件が起こ

　　ると2階の和室がスタッフとr話し合い」の場に

　　なっている　　引用者）……。2階で暴れている

　　音が1階にも伝わってきて，初めて藤男ちゃんが

　　怒った姿をみた知子と香恵はr藤男ちゃん，こ

　　わ一い……」と何度も口にする。r藤男ちゃんは

　　今，怒っているんだよ。だれだって怒るとこわい

　　でしょ？　いつもの藤男ちゃんはこわい？」とき

　　くと，知子ちゃんはr藤男ちゃん，いつもは写真

　　で遊んでいる……」と言う。rうん，そうだね。

　　気持ちが落ちついたら……いつもの藤男ちゃんに

　　戻るよ。」と話しているうちにホットケーキが焼

　　き上がる。〔中略）ひろK－ingは亜子に謝らない

　　ことに対して強く怒ったとのこと。結局，今日は

　　謝らず……。

　7月23日にも藤男ちゃん怒る。この日も亜子に謝ら

なかった。スタッフによると，筆者の言うことには耳

を傾けるが，スタッフの言うことを聞かないときがあ

る（筆者の言うことを聞いて，亜子に謝ったことが一

度だけあった）。

　　11月6日　藤男ちゃんと知子

　　　（きんこん館ではおやつの準備をみんなが「皿

　　を出す」係など分担している。）机出しになった

　　藤男ちゃんに知子がr藤男ちゃん机だして」とカー

　　ドをみせながら伝えていた。が，何もしない藤男

　　ちゃん。そんなやりとりがつづく中，香子が一人

　　で机をだそうとしていた。香子の役割はコップ出

　　し。他の子も香子を手伝い，知子は藤男ちゃんに

　　r藤男ちゃんは最後の片付けね……」と言って，

　　そこのやりとりは終了。その時の知子のつかれき
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　　つた顔・一…。そして香子の意外な行動がとても印

　　象的だった。

　小学2年生の知子は，果敢に笑顔が素敵な藤男ちゃ

んに臨む。仕切り屋でがんこ，そして負けず嫌いの知

子は，10歳も年齢の離れた藤男に果敢に挑戦するが，

そう簡単に意思疎通ができないので疲れ果てる。知子

のなかで，重度の知的障害者＝藤男は，どのような存

在と映っているのであろうか。その言葉を聞く日がい

っかは来るだろうか。

　＠障害児と障害児一藤男ちゃんと篤君（養護学校初

等部2年）一

　篤は自閉症（？）でカルタ遊びを好み，開設当時か

らきんこん館にいる。最初はカルタに他者を寄せ付け

ないr一人遊び」だったが，次第に大人をカルタに混

ぜるようになり，そして他の子どもたちともカルタ遊

びをするようになる。一方藤男は勝男との関わりが長

い。ともに同じ養護学校に通っていたので，知り合い

の二人は，一緒に遊ぶことが他の障害児同士よりも多

い。藤男ちゃんが要らなくなった写真を投げ，それを

拾い破る勝男ちゃんというような構図が勝男ちゃんの

イタズラと連動しながら，時たま繰り返される。

　その二人（篤と藤男）の物語。

　　1月15日

　　　このごろ他の子に触ったり，乗ったりすること

　　が多い篤君だが，今日のおやつではコアラのマー

　　チを皆と一緒に皿にのせていた。まだ同じ数を分

　　けることは解らない様子だったが，食べる，片づ

　　ける以外を私（非常勤のスタッフ）ははじめて？

　　みたので驚いた。食べながら，となりの藤男ちゃ

　　んをじっとみつめて，ニヤ～ッと笑った。藤男ち

　　ゃんも，バッチリ目が合ったのだけれど，一瞬固

　　まっていた。

　　7月7日

　　　おやつ（今週の分）を決めていた時，となりど

　　うしだった藤男ちゃんと篤がケンカを始める。い

　　つもなら手を出さない藤男ちゃんが，手を出して

　　篤をおこる。そうすると，篤も，つねって応戦。

　　結局2人とも気が張ったまま離れたので，一時休

　　戦という形で終わった。

　きんこん館は，健常児と障害児が，それぞれ独自の

世界を繰り広げながら，関わりを作ったり，切ったり

して，ときには優しくなり，ときにはタタカイ，とき

には対立する世界である。共生が小さな子どもたちに

簡単に根付くなどと考えることは夢物語でしかない。

かつて1年余り在籍した寛夫が，8ヵ月後にきんこん

館に遊びに来てサッカーをしていた時，r寛夫はしき

りに『ザコ』とか『ザコい』という言葉を使い」，「し

まいには勝男ちゃんや洋ちゃんに対して『弱い』とい

うレッテルを貼りつけていた」（2003年10月27日）。ス

タッフの鈴木愛はr1年あまり一緒にいたのに」と嘆

いている。

　この共生をめぐるタタカイは果てしなく続くことだ

ろう。

おわりに一共生の評価に関わって一

　ここまで厳しく悲しい物語を綴ってきた。しかしま

た一方には健常児の優しさ，障害児の微笑みにいやさ

れる健常児など，数え上げれば幾つものもう一つの物

語があることも断っておかなくてはならない。

　さて，この1年半に及ぶきんこん館の実践はどう評

価されているのだろうか。共生の実践に終着駅がある

のかどうかはわからないが，きんこん館の試みの序章

を締めくくるに当たって2003年10月の保護会から保護

者の声を紹介しよう（筆者のメモによる）。

　　　美貴ちゃんのお母さんr明るくなって，よくし

　　ゃべるようになった。」／岳史のお母さん「ワイ

　　ルドになってきて，魚の骨まで食べる。」／藤男

　　ちゃんのお母さん「この場所が大好きで，朝から

　　来たくて，来たくてしょうがない。」／雅夫のお

　　母さん「目に見えて変わってきた。（小学校から）

　　ちゃんと歩いて帰ってきた。学校でも自分の気持

　　ちを言えるようになった。」／好男のお母さん

　　rサッカーは一年がんばったからもう（やらなく

　　て）いいと言っている。念願かなってやめられる

　　と。前よりも狂暴になった。私（母）にけりを入

　　れてくる。自己主張しているかなと思う。ここな

　　しでは生きられない確かな場所。」

　健常児・障害児の保護者に関係なく概ね肯定的な評

価が聞かれた。もちろん，きんこん館に子どもを預け

ているのだから，リップサービスとしての言葉も含ま

れてはいるだろう。しかし，共生のタタカイが続くき

んこん館が子どものr居場所」としてある程度の役割

を果たしているといってもよいであろう。

　しかし，共生をめぐる否定的評価があったことも付

け加えておかなくてはならない。2003年2月3日の日

誌には，勝男の母親Kさんが勝男の否定的行為に対

する共生の問題点を次のように指摘している。

　この日は，子どもたちみんなでおやつを買いに出か
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けた。その時，重度の障害をもつ勝男は，おやつを

（みんなのところへ）持っていってアピールしたが，

「ダメ。」「待ってて」と拒否されたために，お菓子の

袋を口で破いてしまう……。それはあまりにも唐突で

予想外であった。それが，次々と繰り返される。

　こうした事態について，Kさんはこう分析している。

r家では，（親といる時は）そのような行動（商品をあ

ける〉はない。きんこん（館）のように，みんなでそ

の場で買う物を決めながら買い物をするということは

はじめて。きんこん（館）でしかみられない，いいと

こも，わるいとこもあるんだけど，その商品をあけて

しまうということは，そのわるいところの1つなんだ

よね」。

　共生は，健常児と障害児がともに同質のr暖かく包

まれた」環境では見せない，否定的な人間の醜い部分

を誘発する。しかし，それが繰り返されたとしても，

私たち大人がその場からr逃げない」r援助者」26とし

てその一場面，一場面を丁寧に切り結び“共に生きて

いく”ことをあきらめないことが，もしかしたら共生

なのかもしれない。やはり共生はr今，ここに」ある

のかもしれない。
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