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養護学校（精神薄弱）小学部における重度ちえおくれ児の教育課程

白石恵理子

The Curriculum for the Severely Mentally Retarded 

in the Primary Part of Special School 

SHIRAISHI Eriko 

I.はじめに

1979年の養護学校義務制実施は，教育対象の拡大をもたらし，それまで就・修学権を奪われて

きた「重度障害児」にも学校教育の場がつくられるようになった。このことは必然的に教育課程

編成における質的転回を必要とした。

本稿は，歩行等の移動手段を獲得している一方で，コミュニケーション手段としての話しこと

ばを獲得していない障害児における養護学校小学部での教育課程について考察を試みるものであ

る。

コミュニケーション手段としての話しことばを獲得していない子どもたちとは，発達的には乳

児期から幼児期への質的転換期，すなわち 1歳半の質的転換期に到達していない子どもたちであ

るが，そのうち，脳性麻痺等による運動障害が主障害ではなく，精神遅滞を主障害とする子ども

たちに対する教育課程を考察の対象とする。したがってその大半は， 6, 7か月頃から 1歳前半

の発達課題を有する子どもたちである。

本稿ではまず，戦後の学習指導要領を中心に「重度障害児」がどう位置づけられてきたかを概

観し，次に京都府下のある養護学校における重度ちえおくれ児に対する教育課程をとりあげ，乳

児期後半に発達課題をもっちえおくれ児の教育課程編成の課題を整理・考察することにする。

n.学習指導要領の変遷と「重度障害児」

戦後，特殊教育振興の行政施策がはじまり，学校教育法 (1947) において，養護学校（第71条）

と特殊学級（第75条）の規定がなされたが， 1956年に公立養護学校整備特別措置法が制定される

までは，「養護学校」という名の精神薄弱教育の公立学校は存在しなかった。一方，特殊学級は

軽度障害児を対象とし，「促進学級」的性格が色濃いものであった。したがって，教育内容は通

常の教育の「水増し教育」的性格が強かった。

1950（昭和25) 年の東京都渋谷区立大和田小学校特殊学級の資料1)によると，子どもたちの状

況は「I.Q.65-85」または「85以上で他に異常のあるもの」となっているが，他の学校でも似た

状況であった。日本で最も早く独立の精神薄弱児指導の場として作られた大阪市立思斉小・中学

校では1953 （昭和28) 年度試案として「教育課程単元表」を作成し，「教育治療対象児」の発達

段階を 9段階に分けて指導内容を提起しているが，最も発達段階の低い「第 1段階児」は「学習
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前段階児」とされ，対応する「精神年齢」は「3-4歳Jとされている 2)。つまり，当時学校教

育の対象となっていたのは，通常の教育形態，すなわち机上での学習が一定可能な「軽度障害児」

であり，通常の教育課程による教育が成立しにくい「重度」の障害児は学校教育の対象から除外

されていた。

1953 （昭和28) 年の文部事務次官通達「教育上特別な取扱を要する児童•生徒の判別基準」の

「精神薄弱者」の項では，「白痴」「痴愚」「魯鈍」という名称でそれぞれ「重度」「中度」「軽度」

の障害児が対応していたのだが，「白痴」児に対しては「就学免除を考慮する」，「痴愚」児に対

しては「遅滞の高度のものは就学猶予を考慮し，軽度のものに対しては，養護学校に就学させ，

または特殊学級に入れて指導するのが望ましい」という教育的措置の方針が打ちだされた。「就

学免除」，「就学猶予」という名で，障害の重い子どもたちの就学権は奪われてきたのである。

1956（昭和31) 年に公立養護学校整備特別措置法が制定され，翌年より公立養護学校が誕生し

はじめるが，それに呼応して，学習指導要領を準備する動きが生じてくる。また， 1958（昭和33)

年には，学校教育法施行規則の改正が行なわれ，それまで，普通小，中の教育課程絹成の法的規

定に従うべきとあったのが，「特に必要がある場合は，特別な教育課程によることができる」と

される。障害児に対する学習指導要領の最初のものは， 1963 （昭和38) 年 3月に文部事務次官通

達として公示された「養護学校小学部・中学部学習指導要領精神薄弱教育絹」であり，この学習

指導要領はその後， 1970年の第 1次改訂， 1979年の第 2次改訂， 1989年の第 3次改訂を経て，今

日に至っている。現行の「盲学校，聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」は1991年

10月に文部省告示されたものである。

これらの学習指導要領をみていくと，それぞれ想定している障害児の「発達段階」が徐々に重

度化していることに気付く。 1963年の学習指導要領では，「I.Q.50-60」程度の障害児が璽視さ

れていた。

1971年の「養護学校（精神薄弱教育）小学部・中学部学習指導要領」（告示）における改訂の

主旨は，各障害児学校に共通する新領域として「養護・訓練」を設置し，童度障害児に対しては

「養護・訓練を主とした指導」を行なうなど教育課程編成における「弾力化」がはかられたこと，

「精神薄弱」養護学校小学部では，社会，理科，家庭の各教科が廃止され，「生活」科が新設さ

れたこと等である。これは， 1970年の養護学校校長会の調査で，「I.Q.30-50」の者が全体の70%

を占めていることが明らかになり，文部大臣の諮問に対する1970年の教育課程審議会答申で，

「障害の程度が重い重複障害者については，発達の状態等から，特に必要がある場合は，養護・

訓練を主とした適切な教育課程」の絹成が強調されたことによる。すなわち1971年の改訂では，

「I.Q.40-50」が中心的対象となったのである。

また，「生活」科が新設された背景にも，対象となる障害児が重度化し，「精神年齢 2~ 6歳」

が大部分を占めるようになったことが挙げられている。松原隆三（国立特殊教育総合研究所精神

薄弱教育研究部長）は，「養護学校の小学部においては， 2 ～ 6歳程度の児童が大部分を占めて

いるというのが実情である。そこで，小学校のような各教科の分類にそのまま準ずることは非常

に困難であるために，精神薄弱教育の立場から，独自の分類を行なった。…学習指導要領が改訂

されるにあたって，教科の名称はいずれにせよ，身辺生活の確立と処理，集団生活への参加と社

会生活の理解などの内容を中心とする教科を設置すべく努力が続けられ，「生活科』が誕生した」
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と述べている。

ただし，全体として子どもの障害の重度化・多様化への配慮はしながらも，「教科」が無理だ

から「生活」科，重度・重複障害児は「養護・訓練を主とした指導」でもよい等と，「障害と発

達についての科学的な視点を欠き，いぜんとして限定主義，適応主義の教育観に貫かれている」

（大久保哲夫， 1984戸のである。

さらに， 1979年には第 2次改訂が行われるが，ここでの特徴は，養護学校義務制実施にともな

い，訪問教育の位置付けがなされたことである。

現行の学習指導要領は， 1989年に改訂されたものであるが，新たに幼稚部の教育課程の基準を

示したこと，「精神薄弱」養護学校小学部の各教科の内容が 3段階区分で示されたこと，「養護・

訓練」の内容が再構成されたこと，社会参加・自立を促進するため，「精神薄弱」養護学校高等

部に職業に関する教科を新設したこと等が挙げられる。教科内容の 3段階区分については，各教

科の「第 1段階」は教師と一緒，または教師に援助されての行動が中心の段階，「第 2段階」は

教師の指示や助言をうけて行動する段階，「第 3段階」は自分で基礎的な判断を伴って行動する

段階とみることができる。小出進 (1977) は，「従来の考え方を踏襲すれば，知能指数にして30

~40ぐらいというようなことになるのだろうが，この改訂では，このような考え方を改めて，す

でに選択・組織されている教育内容に加えて， どんな未発達段階の子どもにも，つまり 0歳台の

子どもであっても，用意できる教育内容を選択・組織する努力をすることになった」4)と述べて

いる。この意図が成功しているかどうかはともかく，学習指導要領においても，乳児期に発達課

題を有する子どもたちが教育課程絹成の対象になってきているのである。

しかし，そこには，依然として知能指数 (I.Q.) の恒常性という観点が存在し， また教科内容

の段階区分にみられるように「重度障害児」の発達課題が教師の指示や援助の度合いに矮小化さ

れている等の問題点がある。それらが，ひいては乳児期に発達課題をもつ「重度障害児」の多く

が実質的に就学させられないで「訪問教育」の対象とされている事態につながっていることを指

摘しておかねばならない。

][．障害の重い子どもとは

「重度児」あるいは「重度・重複児」といっても，その規定は明確ではない。

文部省次官裁定の協力者会議で発足した「特殊教育の改善に関する調査委員会」は， 1975 （昭

和50) 年に「重度・重複障害児に対する学校教育の在り方について」（報告）を出したが，そこ

で「重度・重複」について一応の規定を行なっている。「これまで『公立義務教育諸学校の学級

編成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に規定する障害ー一盲・聾・精神薄弱・肢体不自由・病弱 をあわせ有する者）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，自傷行為，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」となっている。

この規定に対し，西村 (1981) は，「そこでは，杜会生活に有用な適応的行動のレベルをプラ

ス面として，機能的障害や『問題行動』等の障害面をマイナス面として測り，その単純な組みあ
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わせから「どのくらい重度・重複か』を規定しようとしている」5)と批判している。ここから帰

結される教育方法は，「問題行動」等のマイナス面をどう治療や訓練で減らすか，一方で有用な

面をどう訓練して増すかに終始することになる。

このように「重度」障害児に対し，その劣弱性を枚挙していくようなとらえ方では，障害児の

人格を統一的に把握し，自らの障害に立ち向かいつつ人格発達を遂げようと努力している障害児

に対する教育方法のあり方は見出し得ない。狭い意味での「訓練」ではなく，能力発達を人格形

成に結合させる教育方法のあり方を探るために求められる障害のとらえ方は，障害による制約の

内容，能力障害の様相を明確にとらえることであり，発達の原動力となる内部矛盾の形成過程が

どのような特徴をもっているのかを明らかにすることである。

N. 「重度障害児」教育における教育目的・教育目標

教育課程について論じる際，教育目的，教育目標をどう設定するかは決定的に重要な意味をも

つ。

窪島 (1988) によれば，教育目標とは「教育の各階梯・各段階・各分野で具体的な到達目標と

して示されるもの」であり，一方，教育目的は「子どもの心理的発達，身体・運動機能の発達の

法則にそいながらも，それらの発達が直接に教育目的となるのではなく，その根拠をむしろ『社

会生活』のなかに求めなければならない」ものであって，「個々の技術・手法のねらい，指導目標，

各段階の到達目標といういわば下から上へ順次積み上げていくことで到達し得る性格のものでは

ない」6)という。

障害の軽重にかかわらずその教育目的は，教育基本法第 1条に明記された「人格の完成」をめ

ざして人間的自由を獲得していくことである。

教育目標に関して，学習指導要領に顕現されてきたのは，適応主義の教育観に基づくものであ

り，それは「社会的に必要なことがらをただ難易度で配列して，能力をつちかうのでなくその能

カの下でいろいろな技術を一方的に身につけさせていこうとする適応主義的な指導内容」につな

がり，さらには，「方法論的にはきわめて行動主義的なオペラント条件づけ，さらに広義の行動

修正法や…行動療法を許容して」（西村， 1981炉きた。このように，教育目標をどう設定するか

によって，当然ながら，教育方法，指導内容は規定されてきた。

「重度障害児」であっても，適切な教育的働きかけによって内面を揺さぶり，能動的・主体的

な活動をひきだすことがめざされねばならない。その際，障害による制約によって困難にさせら

れている発達の内的過程の特殊性をとらえ，さらに子どもの生活の現実と生育史に規定された個

別性に配慮したきめ細かい教育方法のあり方を問うていかねばならない。その際の教育目標は，

一人ひとりの子どもの諸能力を共感的人間関係のひろがりのなかでとらえ，人格に統一されて獲

得されていくことをめざす発達保障の立場にたつものである。

V.「重度障害児」の教育の場

精神遅滞の程度が「重度」であることが主たる障害である子どもたちは，そのほとんどが精神

薄弱養護学校（訪問教育を含む）に在籍していると考えられるが，障害児学級，なかでも情緒障

害児学級に在籍しているケースもある。情緒障害児とは「情緒の障害が心因的でしかも一次的に
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形成されている炉児をさすが，日本における情緒障害児学級は，自閉症を主たる対象として，

教育実践にとりくんできたという歴史をもつ。現在では，自閉症は心因性の障害ではなく，なん

らかの中枢神経系の障害を有する発達障害であるという把握が一般的になってきているが， 1973

年の広島大学の調査では，情緒障害児学級に在籍する障害児の60％が自閉症という結果も報告さ

れている叫

この情緒障害児学級は1970年代に全国に開設されていったが， 1975年頃から，通級制よりむし

ろ固定学級制が言われ出し，教育方法としては個人遊戯療法的な治療教育から，オペラント条件

づけ法による教育が主流を占めてきている。

本稿では，養護学校における教育課程編成を考察の対象とし，障害児学級については別の機会

に論じることにしたい。

¥II．教育課程編成の課題

窪島 (1988) は，教育課程には二つの課題があり，第一の課題は集団編成にかかわること，第

二の課題は教育内容編成にかかわることだと述べている。しかし障害児教育の分野では，後者の

教育内容絹成にかんする議論が優先されて，その教育効果を高めるための手段・方法としてのみ

集団綱成の問題がとりあげられることが多かった。集団編成は，「それ自身独自の教育的•発達

的かつ社会的価値をもつものとして考察されるべきもの」であり，そのための理論的整理が必要

である JO)。

また，重度ちえおくれ児の教育課程編成の課題を探るにあたり，乳幼児保育における実践と理

論の蓄積に学ぶことも有効であろう。清水民子 (1978)は，保育カリキュラムづくりにおいて「生

活の組織化」という基本的視点を提起している。「子どもの毎日の生活は，ある空間的条件のな

かでいとなまれ，時間的な経過があり，さまざまな人間関係のなかに位置づけられている。その

ような生活の構造を，発達的に分析し，生活構造と発達との関係を明らかにするならば，逆に保

育のなかでは，どのような生活構造のなかに子どもをおくことによって，子どもの発達を保障で

きるかを明らかにし，計画化することが可能になる」11)という。したがって，生活の組織化には，

生活時間の組織化，生活空間の組織化，生活集団の組織化の 3側面が含まれる。

障害が「重度」であるほど，基本的生活習慣の獲得をはじめとする生活指導の位置づけは高く，

子どもがより主体的に生活し得るように生活を教育的に組織することが重要である。また，集団

編成について論じるにあたって， 日課等の時間をどう組織するか，教室や移動等の空間をどう組

織するか， という問題を切り離して捉えることは不可能である。したがって，教育課程編成の課

題を集団編成と教育内容編成とする視点には異論はないが，その際，「集団編成」という課題を

広く捉え，日課や週程，空間の組織化もその中に含めるべきだと考える。さらに，集団編成には，

子どもたちをどう集団編成するかという問題だけでなく，教師，指導者の配置や集団の問題も含

まれる。

以下，京都府下のある養護学校における教育課程編成の変遷を追い，乳児期後半に発達課題を

有する重度ちえおくれ児の教育課程編成の課題について考察を行なうが，その際，広義の集団編

成という課題に関しては，①基礎集団編成，②基礎集団以外の集団編成，③日課と週程，④空間，

という 4つの視点，教育内容編成に関しては，⑤教科・領域等の設定，⑥教材，という 2つの視
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点をもつこととする。もちろん，教育課程には評価という視点が不可欠だが，本稿では特別の考

察は行なわない。

頂．向日が丘養護学校（ちえおくれ）における重度ちえおくれ児に対する教育課程編成12)

向日が丘養護学校は， 1967年に発足した京都府で最初の養護学校である。当初は肢体不自由養

護学校であったが， 1979年の義務制実施の年にちえおくれを主障害とする子どもたちが入学し，

以来，総合養護学校としての歩みを続けている。

ちえおくれの子どもたちが入学した1979年度の基礎集団編成は肢体不自由児とちえおくれ児の

混合による学年別集団となっており，基礎集団で取り組む教育内容は「生活」と「給食」であっ

た。したがって一日の大半を学習集団ですごすという状況で，基礎集団の教育的意義が明確でな

いという反省が出され，翌1980年度からは，ちえおくれ児のみの集団編成となった。

1980年度には，基礎集団で取り組む教育内容は，「みる， きく，はなす」「えがく，つくる」

「からだ」等の学習指導と，「朝の会」「生活」等の生活指導となり，この時から基礎集団は，学

習指導と生活指導の両面を統一的に担う集団になったといえる。

1981年度には，乳児期に発達課題をもつ重度のちえおくれ児が増加し，発達的に 2, 3歳頃の

子どもたちと同一の日課や教育内容では子どもたちの発達要求に応えられないという実践的認識

から，発達段階別に基礎集団が編成されるようになる。発達的に 1歳半の質的転換期に達してい

ない子どもたちだけの基礎集団がつくられるようになり， 1歳半以降の子どもたちには「領域」

と称して「みる，きく，はなす」「えがく，つくる」が設定されているのに対し， 1歳半に達し

ていない子どもたちには「領域を総合した形で」の「単元」として感触あそびや身体へのゆさぶ

りが取り組まれている。また，子どもに即した日課づくりが検討課題となり，毎日，同一の時間

帯に同一の教育内容を設定するいわゆる「帯状」日課となる（図 1参照）。また，週 2時間の「労

働」は，小学部から高等部までのちえおくれ児が一緒になった「たてわり」の異年齢集団による

活動であり，米づくり等が1984年頃まで取り組まれた。

1985年度頃から，教育課題を取捨選択して「中心課題」を設定する方針がうちだされ，発達課

題だけでなく，「今一番必要なことを」と生活年齢をも視野に入れた目標がたてられるようになる。

図 1 1981年度の週程
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とりわけ低学年期には，基本的生活習慣確立にむけての密度高い指導を行なう一方で，空間的・

時間的に自由度の高い教育的援助が必要だとされている。

さらに1986年度には，教育課程の構造化についての集団討議がなされ，教育課程表が提起され

る。そこでは，小学部の「つくってあそぶ」から中学部の「つくる活動」を重視した単元，そし

て高等部の「労働」へと小・中・高12年間の見通しをもって系統的に追求されていくことの必要

性が認識されるようになる。図 2は， 1986年度の週程表であるが，これは現在もほぼ同様である。

図2 1986年度の週程

4
 

給食

給食I 給貪

匿は
ぞうグループ
の合同学習

5 I 自由遊び 自由遊び

終りの会 終りの会

そう3・4組：火曜3.4隈「合同学習」（労慟）

2校時の「からだ」と 3, 4校時の「課題あそび」，給食後から 5, 6校時にかけての「生活」

が教育内容の柱とされた。なお， 5, 6年生になって 1歳半の質的転換期に達していない子ども

たちについて，発達と教育の経過を総括した結果，数年間取り組んできた感覚あそびでは外界に

主体的に向かう力を形成し得なかったという反省から，「課題あそび」の内容について見直しが

行なわれる。そして，より全身で外界の変化を感じとることができ，適切な発達的抵抗が組織で

きるあそびの追求がなされた。

1987年度からは，発達的に10か月ころに課題を有する子どもたちの基礎集団がつくられるよう

になる。これは，子どもたちの発達がより重度化したというよりは， 1歳半の質的転換期に達し

ておらず発達のアンバランスが大きい子どもたちの発達課題がより明確に把握されるようになっ

てきたことの反映と推察される。また，これまで 3, 4校時に取り組んでいた「単元」は「課題

学習」に名称変更がなされる。従来より， 日本の適応主義的「特殊教育」の主流であった「生活

単元学習」ー~「教科」が不可能だから「生活」という位置づけが強かった との混同をふせ

ぐためとされている。

この後 1991年度に至るまで集団編成と日課，週程，教育内容に関する基本的視点の変更はな

されていないが， 1991年度には，着脱，食事等の生活活動を主体的に行なっていけるような環境

設定，生活活動の教材化等が重視されている。
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直．集団編成について

(1) 集団の教育的機能

これまで，一般の教育における集団の問題は，「学習集団」と「生活集団」の対置にかかわる

問題として，主として生活指導の分野で議論がなされてきた。熊谷和夫 (1976) は，この問題は

「戦後の H本教育が， しつように追求してきたテーマ，すなわち，学習指導と生活指導，教科の

論理と生活の論理，教授学と訓育論，教授における陶冶と訓育，そしてこれら両者の相互関連性

と統一」13)という，教育学の基本課題にかかわる問題であると指摘している。そして，中内敏夫

(1985) によれば，学級，学年などの子ども集団は，「教授と訓育という学校教育の二つの機能

を効果的にすすめるためのつごうのよさを考えてつくられてき」ており，「教授の機能に対応す

る組織原理の働いている部分が学習集団としての学級，つまりクラスや学習班の集まりであり，

訓育の機能に対応する組織原理の働いている部分が生活集団としての学級，つまりホーム・ルー

ムやクラブの集まりで」，学級には，このクラスとホーム・ルームの二重構造がみられるという。

さらに，「学校での子どもの学習集団と生活集団が同じく教育集団でありながらその集団組織の

目的，形態，機能いずれの点でもちがっているというその非連続性，にもかかわらず不可分の機

能連関のなかにあるというその連続性を考慮に入れながら，子どもの学習集団，そして学習集団

のなかの子どもひとりひとりの学習活動をどう組織し，運営すべきかにこたえ」なければならず，

その際，「学習集団とその活動のなかにあらわれる教師の指導性は，その教師のすすめる教科の

授業の指導過程を構成するが，この指導過程が組織できる子どもたちの学習活動は，指導過程が

教材に制約されてもっている生活概念が子どもたちによって共有されうる範囲の外にはおよびに

く」＜，「生活概念のうえでの等質性がどうしても要求され」るため，学習集団では，「たてわり

集団などといった形態は考えられない」とも述べている 14)0 

現行の「盲学校，襲学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」では，「指導計画の作成

等に当たって配慮すべき事項」のひとつに，「児童又は生徒の心身の障害の状態や学習の進度等

を考慮して，個別指導を重視するとともに，必要に応じて授業形態や集団の構成を工夫し，学習

活動が効果的に行なわれるようにすること」とあげられているのが，集団編成について触れられ

ている唯一の箇所である。しかしこれは新しい学習指導要領で追加された部分であり，旧学習指

導要領では，「学校の教育活動全体を通じて，個々の児童又は生徒の心身の障害の状態及び能カ・

適性等の的確な把握に努め，個人差に即応した指導を行うとともに，中学部においては，併せて

適切な進路指導を行うようにすること」となっており，授業形態や集団の構成について触れられ

たのは新しい学習指導要領になってからである。つまり，これまでは通常の学習形態である一斉

指導を基本としながら，そのなかで個人差に対応することが配慮事項とされていたのに対し，今

回の学習指導要領では，「個別指導」，「指導の個別化」が原則に据えられたことの表われと考える。

しかし，集団編成に関する議論は，一斉指導か個別指導かの二元的問題に帰結させ得る問題では

ない。

それに対し，障害児教育実践の現場では，集団のもつ教育的意義にかんする実践的検討が蓄積

されてきた。
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(2) 京都府下養護学校における集団編成の系譜

京都府下養護学校における集団編成の理論と実践は，近江学圏など施設教育で明らかにされて

きた到達点を継承し，発展してきたが， 1979年の養護学校義務制実施を契機に，養護学校におけ

る集団編成に質的な転換が生じた。すなわち，それまでは就学猶予•免除の対象とされ，学校教

育を受ける権利を奪われてきた子どもたちが入学することによって，発達的には乳児期にある子

どもたちや重度の肢体不自由をもつ子どもたちが，新たな教育対象となったのである。

近江学園では，重度児の分類処遇は好ましくないとして，五つの視点を確認している。そのう

ち集団編成に関わっては，「質の違う 3つの集団を保障する」，「一つの教育集団に指導者が3人

以上関係がもてる」，といった点が挙げられている。生活集団の場合，集団の人数が少なすぎると，

「教育的人間関係が一方向的に固定化していき」やすく，「指示的な指導が中心になりがち」に

なる。さらに，生活時間が細かく区切られていくことによって，「生活の場に時間のハードルが

順番につめこまれ，なかま関係が切られていく」ということが実践的な問題として意識化される

ようになったという。そして， 1歳半の質的転換期に向かう子どもたちに対し，「発達の質的転

換期において注意が持続するということは，同じことをいつまでも受身的にやらされているとい

うことではなく，獲得すべきつぎの操作特性を発達的に自己生産するようなやりかたで人間関係

を展開していくこと」が必要であり，「教育的人間関係が子どもの自発性を重視する方向」で構

築されていくためには，「①集団を大きく，②部屋をたくさん，③時間を大きく，④所有関係の

質をゆたかに」することが求められる， と述べられている 15)0 

筆者らは， 1984年に京都府下の養護学校における基礎集団編成について調壺を行なった16)。

1984年は， 1979年の義務制実施の年に 1年生に就学した子どもたちが6年生になった年であり，

「重度・重複」障害児に対する教育課程編成，教育指導のあり方についての模索からようやく方

向が見出されはじめた頃であった。たとえば，京都府立与謝の海養護学校における集団編成の変

遷をたどっていくと（図 3参照）， 1970年の開校の年には学年別基礎集団編成であったのが，翌

1971年からは発達を考慮した集団編成に変化している。そして， 1970年代の集団編成の基本的視

点は，どの子にも複数の集団を保障し，学習集団は発達段階に応じて小さな集団にしながらも，

生活集団（ここでは，基礎集団）は比較的大きく，生活年齢や発達段階等の異質性に「育ち合い」

の条件を見出そうとしている等，上記の近江学圏での確認をふまえたものとなっている。

しかしこの確認は，当時の近江学園における障害児たちの発達実態すなわち 1歳半の発達の

質的転換期において努力している子どもたちにとっての確認であり，他の発達段階にある子ども

たち， とりわけ乳児期に発達課題をもつ子どもたちに対しても普遍化し得るものであるのかどう

か，慎重に検討しなければならない。

(3) 「基礎集団」（学級）の位置とその編成基準

養護学校における集団絹成を考える際，基礎集団（学級）のもつ教育的意味をどこにおくか，

基礎集団（学級）をどう編成するかが大きな問題としてある。基礎集団は，「第一次集団」とも

いわれ，集団編成の「構造のなかで中核となる」集団である。「児童生徒の健康状況，その日の

気分などを把握し，身辺自立指導と深くかかわる集団」，「家庭との連絡の窓口でもあり，父母集
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図3 与謝の海養護学校における基礎集団編成
のあゆみ
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※実線による 1ブロックが 1基礎集団を示す。

ブロック内数字は基礎集団あたりの児童徴。

櫨線は学習集団を示している。発達段階は

「可逆操作の高次化における隋層一段階理論」
（田中昌人）による。

団の基礎単位」（喜田， 1980)17)となる集団，「他の学習に行くとき，「行ってきます』

ていくような集団」（山口勇， 1984)18)とも言われてきた。

したがって，生活指導をその基本的任務とする集団という位置づけが強く，京都府下の養護学

校においてもかつては学年別に編成し，学習指導を担う学習集団はそれとは別に発達段階別，指

導課題別に編成することが多かった。しかし，子どもたちの「重度化」「多様化」にともない，

基礎集団の担う教育的役割に変化が生じてきている。筆者 (1984) は，基礎集団の担うべき役割

と出かけ
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として，「自治的集団活動と基本的生活習慣の確立を内容とする生活指導，及びこの生活指導と

教科・領域での学習指導，『養護・訓練」指導を人格形成に統一する教育指導」19)の2つを提起

した。

向日が丘養護学校の実践から，基礎集団編成についてみていく。ちえおくれ児を受け入れた初

年度の基礎集団をみると，編成基準は学年別であり，その教育的機能は生活指導を一義的任務と

するものであった。一方，中内も指摘するように学習集団には子どもたちの発達的等質性が要求

されることから，教科や領域の学習は発達課題別，指導課題別の集団で行なわれた。これは「一

Hの大半を学習集団ですごす」という状況を生み，翌年度以降，基礎集団編成の編成基準を変化

させていく。しかし，このことは単に基礎集団で過ごす時間の多少の問題ではない。学習集団自

体も同ーではなく教科・領域によって集団編成が変化することもあり，その結果，子どもたちに

とって自らの学校生活を組織化していく上で依拠すべき集団が不明確になり，また教師にとって

も子どもたちの発達課題の全体像が把握できないという事態を招いたのである。「童度」の子ど

もたちほど，集団のもつ機能は所与のものとして認識されるのではなく，毎日の学校生活のなか

で，教師の教育的配慮のもとに集団への帰属性を高めていく。また，乳児期後半に発達課題をも

つ子どもたちにとっては，集団そのものを対象化して認識することは困難で，まず特定の教師と

の間で教育的関係を構築し，その安定した関係を基盤にして，集団のもつ「雰囲気」を捉えてい

く。したがって，担任教師との安定した関係づくりを行い，一日の学校生活を子ども自らが主体

的に組織化していけるために依拠すべき集団として基礎集団を位置づけるなら，基礎集団は生活

指導の機能に加えて学習指導の機能ももたざるを得なくなる。その結果，基礎集団は必然的に発

達的等質性へとむかっていくことになるのではないか。

さらに，基礎集団編成にあたって考慮すべきこととして以下の 3点を提起したい。

一つは，乳児期後半に発達課題をもつ子どもたちのなかには，一定の歩行能力は獲得していて

もまだ不安定な獲得の仕方であったり，また外に飛び出す子がいる一方で室内でじっとしている

子がおり，この「動きの違い」を集団編成でどう考慮するかという問題である。二つめは，生活

年齢をどう考慮するかという問題である。与謝の海養護学校などのように，学部自体を低学年部

と高学年部に分けている学校もある。これは低学年期にはより基本的生活習慣の確立等を重視し，

高学年になると第 2次性徴の開始など子どもの生理的基盤の変化に対応した指導課題を設定する

ことが必要になってくるためと，発達的変化が相対的に見えにくい子どもたちに対して，教育実

践の単位として 3年間の単位をもつことの有効性が認識されていることによる。向日が丘養護学

校では，当初から低学年期と高学年期の課題の相対的独自性に配慮してきているが，その独自性

の内容が明確になったのは1985年度の実践からである。低学年に対する，基本的生活習慣確立に

むけての密度高い指導と時間的な自由度の高さ，また学校を探索することによって「好きな場所」

を見つけたりするような，主体的に生活・学習の場を我がものにしていく活動の大切さが強調さ

れているようである。三つめは，「 1年目」への教育的配慮に関してである。学校生活を開始す

る第 1年め (1年生）の独自な課題に取り組むため， 1年生のみ別の基礎集団を編成する学校も

ある。また，養護学校，とりわけ「精神薄弱」児を対象とする養護学校には地域の普通学校から

の途中転入児も多く，その「 1年目」への配慮という課題もある。途中転入児の場合，それまで

に教育不適応を起こじl胄緒的な問題や二次障害を拡大させて転入してくる場合が多く，一定期間
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の「治療教育」的な対応を必要とする場合もある。もちろん，その子どもたちだけの基礎集団が

必要ということではなく，基礎集団の重要な役割である育ちあい関係の中で追求していく視点を

大切にしながら，集団編成にあたって配慮すべきと思われる。

なお，発達的等質性を基準に基礎集団を編成する場合，その基準をどこにおくかについては，

集団全体の子どもたちの人数や実態によって大きく規定されてくるが，原則的に考慮されるべき

ことについては後述する。

(4) 基礎集団以外の集団編成との関係

全国的にみると，「生活指導」はさまざまな発達段階の子どもたちを含む幅の広い集団（基礎

集団である場合が多い），「教科指導」は発達段階を同じくするグループによる学習，「療育」は

個別指導に近い形態をとるという集団編成をしている学校が多い。その集団編成の基調となる考

え方は，「どんなに障害が重くても，その子の要求に応じて，質と量の異なる多様な集団を準備

していく必要がある」というものである。

たとえば渋江孝夫 (1977) は，東京の養護学校でははじめ障害の重い子どもたちに対し，「障

害の重い子には取り組みの量（質はもちろんだが）が決定的に重要であり，個別的な取り組みが

必要である」という認識によって，特別学級絹成を行なってきていたが，徐々に混合絹成へと移

行してきているという。その理由として，「確かに，障害の重い子どもの発達は，多くの時間と

細かなアプローチが必要である。しかし，子どもの発達というものは，身辺処理であれ，知的働

きであれ，ことばであれ，集団生活の中で，外界との関わりの中でこそ意味のあるものとなるは

ずである。とすれば，やはり，発達の初期から，障害の軽重にかかわらず，異質の集団の中での

指導があるべきである。なぜ異質の集団なのかといえば，障害の重い子どもだけの集団は，相互

に作用する力の著しく少ない，集団としての機能を有しない集まりになる可能性が高いからであ

る」と述べ，「少なくとも，子どもの発達課題に応じた学習集団（等質が望ましい）と，子ども

の集団づくりをめざす生活集団（異質）の二つの集団を組織することが必要」と結論づけてい

る20)。

東京都立小岩養護学校でも， 3学年たてわりの学級集団編成を実施しているが，その意義とし

て，同一学級内に同じ発達段階，異なる生活年齢，異なる発達段階という種々の関係が作れるた

め，「刺激しあい，学びあう豊かな関係を生み出せる」点，「学年の進行や他学年部への進級とと

もに学級集団内における子どもの位置と役割がかわり，そのことによって子ども自身のなかに矛

盾や葛藤が生み出され」ていくため，「 3学年たて割り集団は子どものなかに矛盾や葛藤を意図

的につくりだす集団」であるという点，「教師集団として 3年間にわたる指導の一貫性ができる」

という点，たてわりであることは各基礎集団が共通の特徴を持つということであり，そのために

「教師集団が共通の教育実践の基盤に立つことができる」点を挙げている（山口勇， 1984)21)0

この都立小岩養護学校では，全校共通に「 6つの学習活動領域」を設定しており，「ことば，

かず」「えが<,つくる」は発達段階別グループ編成で，「音楽」「体育」「労働学習」は学年部全

体あるいは学級合同で，「学級活動」は基礎集団で行なっている。

これに対し，向日が丘養護学校では，基礎集団のもつ教育的機能を生活指導と学習指導とする

ことにより，種々の集団のなかで基礎集団編成を第一義的に設定している。そして，「からだ」
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や「うた・リズム」など一定の集団の大きさが必要な学習内容においては複数の基礎集団を合同

させており，基礎集団そのものを解体する方法はとっていない。基礎集団が発達課題別になると，

確かに，「集団が固定化する」というマイナス面が生じることは否めない。しかし，「固定化」は

子どもたちに必要な発達的抵抗を組織できなくなることに問題があるのであって，乳児期後半に

発達課題を有する子どもたちにとっての発達的抵抗とは何かについての解明が不可欠である。

(5) 日課・週程について

西村章次は図式的に「 1日の活動の流れ」（図 4) を示している。 1970年代の終わり頃から，

「重度」児にとって，朝の生活指導（あいさつ，着替え等）は時間的に短い方がいいといわれは

じめた。「朝の大胆な活動が子どもたちに学ぶ意欲を育てる」ということが，実践的に確かめら

れ始めたのである。また，学習は小さい集団で，生活指導は，午後にゆったりと設けるようになっ

てきている，という 22)。

図4 西村章次による「一日の活動の流れ」

-------b｛あそび，労1動
運動
機能訓練など

--------C学習

G主）時間の流れ：上から下へ

向日が丘養護学校では， 1980年頃から「帯状」の日課・週程となり，子どもにとって「見通し

のもちやすい」日課の必要性が強調されている。「見通しがもちやすい」ということは，発達的

抵抗とはなり得ない不必要な不安を除去し，子ども自身が 1日の時間を組織していける（ときに

は，逸脱を選択することも含めて）条件をつくることを意味する。さらに，活動の「山場」を設

定し，間に自由度の高い時間帯を設定することは，子どもたちが着替えや移動に否応なく追われ

てしまうことから解放し，自主的な選択の条件を生み出すことにつながる。また，他の子どもに

対し意識的に関わりをつくることに困難をもつ子どもたちが，他の子に関わるときは，「授業」

や給食の後の「ほっとした」時間であることが多い。時間・空間における自由度の高さは子ども

たちが自ら教育的関係を構築していくうえでも必要である。

区．教育内容編成について

(1) 重度障害児教育における「教科」の位置

人類が創造•発展させてきた「文化」を子どもたちが人間として豊かに育つ方向で発達の法則

性にそくして科学的・系統的に束ねたものを「教科」と呼ぶならば，「どんなに障害の重い子ど
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もにも，その子の発達に応じて，その子に合った教科の内容があるはずである」という考え方に

は根強いものがある。発達的に乳児期にある子どもたちに対しても，「教科」あるいは「学習領域」

として，「からだ」，「しごと」，「ふれる・えがく・つくる」，「うた・リズム」，「みる・きく・は

なす」，「かず・かたち」等を設定している実践報告は多い。ある重症心身障害児の養護学校では，

教育活動を「教科」「あそび」「特別活動」「からだ」とし，「教科」として「しぜん」「みる・きく・

はなす」「うた・リズム」「ふれる•あつかう・えがく・つくる」の 4 つを設定している。

窪島は，教科の系統的学習には前提となる発達的力量，すなわち「生活能力からいったん疎外

された記号の獲得・操作能力が相対的に安定した地歩をえること」が必要であると指摘し23),

無限定な概念の使用は避けるべきだとしているが，筆者も同じ意見である。また，「教科」を重

視する考え方には，教育活動における「系統性」をどうつくるか，という視点が璽視されている

ようである。しかし，「系統性」について考えるとき，教科や文化に内在的な系統性，子どもに

内在的な系統性，教育の系統性，の 3者を区別してかつ相互浸透のもとにとらえる必要があると

思われる。

これは，教育内容をより適切に表現する名称をつくるという問題だけではない。乳児期後半に

ある子どもたちに「教科」を持込むことは，子どもたちの日課を輪切りにし，生活を組織化する

という視点にとってマイナスの作用をもたらしかねないという問題がより重大なのである。

(2) 教育内容編成の課題

教育内容編成に関して，文部省は，教科指導，教科外指導，道徳，養護・訓練の 4領域論をとっ

ているが，大久保は教科指導，教科外指導，療育の 3領域論を主張している24)。そして，「重度・

重複障害児」の場合，子どもの活動が未分化なだけに 3領域は大きく重なってくるとして，童な

り合う教育活動の展開として，散歩やあそびを挙げている。とりわけ，あそびについては，乳幼

児期の「発達を主導する活動」であり，発達的に重度の障害児にとっては重要な位置を占めると

いう認識である。そして，「こうした未分化で総合的な活動は，学校教育においてはさらにしごと・

労働や総合学習へと発展的に組織されるべき」であり，「未分化な身体的・感覚的諸活動や自発

的・能動的諸活動から， リズムあそび，体育あそび，造形あそび，ことばあそびなどへと，文化

内容を媒介とした意図的指導によりあそびは分化・焦点化され，それらはやがて系統的・集中的

に指導する教科として徐々に分化・分立してい」き，教科指導の展開として，「体育，図工，音

楽そして国語さらに算数へ」と発展していくという。

また，田中良三 (1981) は，教育課程構造の発展的系統として図 5のような試案を提起してい

る25)。

教育課程の基本構造をこのような領域論として捉えることは，発展的・系統的に教育課程を考

えていく上では有効である。しかし，乳児期に発達課題をもつ「重度」児にとっては，「総合活動」

のもつ教育的意義と内容がより明らかにされることが求められよう。

たとえば窪島は，「総合活動は，組織された目的的な総合的な生活活動ともいえるもので，子

どもの活動としては全体的で，教育の計画化と指導過程は多面的，複合的であるような教育形態

である。その特徴は，①課題が子どもの活動を展開することにおかれ，②「山となる活動」の性

格が比較的長い時間の集団的準備行動を必要とし，③からだと手と頭を総合的に働かせなければ
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図5 田中良三氏の「教育課程基本構造の発展的系統」図

仁こ:----------〈纂団•あそび・労慟〉

養護指漏（体育）

•排灌着脱など
身辺自立へのとりくみ

●給食指導•健震教育／
「養謹・訓練」

（生理的、発遺的基磯に
対する教育活動）

＜．）精神発遣が未文化から分化へ
C)障害の軽減ヘ

一
しク'

教科指濤

生活指濤

ヽ

'←〈纂両．、：：竺動〉｝）

ヽ
養謹指導

ならない必然性を有しているようなもの，④かつ，子どもが準備行動をとおして「山となる課題」

を見通すことができるものが「総合活動」にあたいしよう」と述べている。

X.重度ちえおくれ児の発達的前提と教育課程編成に関する仮説的提起

乳児期後半に発達課題をもつ子どもたちの教育課程編成の課題を，集団編成と教育内容編成の

視点からみてきたが，ここで，筆者なりの仮説的提起を試みる。

発達的に乳児期後半にある子どもたちは，坐位を獲得し， 自由になった両手でモノやヒトに積

極的に関わり，ねがえりやはいはい等の移動手段を用いて生活空間を自ら拡大することが可能な

子どもたちである。田中昌人らの「可逆操作の高次化における階層一段階理論」26)によれば，乳

児期後半の発達の階層には 3つの発達段階が含まれ， 6, 7か月ころの第 1段階， 9か月ころの

第2段階， 11か月ころの第 3段階があるという。この段階は，主として，乳児期後半の主導的活

動である手指の操作特性から導き出されたもので，外界との「連結」数が段階を決定する主要な

モメントとされている。また，各階層の第 2段階から第 3段階の移行期においては，次階層への

飛躍的移行をなしとげるための発達の原動力も形成されるとし，これを「ダイナミックな法則

性」27)と呼んでいる。

そして，教育階梯としては，この発達の原動力の誕生から次階層の発達の原動力の誕生の直前

までを同一の教育階梯とする提起を行なっている。

本稿でとりあげてきた，歩行等の移動手段を獲得している一方で，コミュニケーション手段と

しての話しことばを獲得していない「重度」のちえおくれ児は，発達的にはこの乳児期後半の階

層にある子どもたちであるが，この段階をそのまま直線的にもちこんで教育課題を設定すること

は正しくないと思われる。
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先述したように，この発達段階は，乳児期後半の主導的活動である手指の操作特性から導き出

されたものと推察されるが，教育課題は子どもの人格を統一的に把握した上で，そこに迫るもの

でなければならない。したがって，両手が使用できるかどうかが問題ではなく，そのことが他者

との人間関係を構築することにどう結びつき，子ども自身の内面にどういう発達的な葛藤の状態

を引き起こし，外界に対する自発的な活動をどう生み出すのかが，問われねばならない。その視

点から，乳児期後半の発達を考えると， 8か月ころ， 10か月ころが重要な発達の時期として浮び

上がってくる。

8か月頃は，従来より「 8か月不安」の時期と言われてきた時期であるが，外界に対する感受

性が強まり，それが内面的な不安を惹起する時期と考えられる。そのために，身近な大人である

母親等に対する「あとおい」が激しくなり，見知らぬ人や場面に対しては「人みしり」が相対的

に強まる。

一方この時期は，通常の場合，はいはい等の移動手段を獲得する時期と重なり，外界に目標を

見出し，目標と手段を分化して捉えることが可能になりつつあることとあいまって， 目標到達へ

の意欲と移動能力の未発達の状況が葛藤を引き起こし，それがさらに意欲を高めたり，大人への

愛着行動を強めることにもなる。つまり，外界への感受性が強まったことによる「不安」の形成

は，全身での移動能力の獲得において，新しい能力を獲得するための「葛藤」に高めることがで

きるのである。

しかし，発達のアンバランスをもつ障害児において，とりわけ乳児期後半に発達課題をもっち

えおくれ児の中には，既に（時には，通常の場合よりも早く），歩行等の移動手段を獲得してい

る場合が多くある。この場合，「不安」な事態から逃げたり，飛び出したりすることが可能であり，

そのために「不安」を「葛藤」へと高めることに特別の困難をもつことになる。

したがって，発達的に 8か月までの子どもには，それ以降の子どもたちとは異なる教育課題の

設定が必要であり，とりわけ“第 2者の形成”への教育的配慮，そのための集団編成が重視され

る必要がある。ここでいう“第 2者の形成＂とは，他者に対する愛着と期待の形成であり，また

外界に対する「不安」を支え外界への志向性をともに高める存在の形成である。その際，不必要

な「不安」を減らし，教育的に有効なゆさぶりをかけられるような日課や週程でなければならな

い。日課や週程はできるだけ安定したものとしていくことがまず必要で，場所（教育空間）で変

化をつける等の段階も考慮されるべきではないだろうか。同時に，外界への志向性を高め得る教

育内容や教材の吟味が必要である。それは，「近づいてみたい」「手でさわってみたい」と思える

ような教材であり，子どもの行動によって対象の変化が惹起され，その変化を，子どもと教師が

共感的にとらえられる教材である。

設定的な教育内容としては，「からだ」と「リズム」を重視したい。個別機能の獲得をめざす

訓練的なとりくみではなく，共感関係を高め得るようなゆさぶりや散歩が必要である。 8か月に

もつれをもつ子どもたちにとっては，教師との間で共感的なリズムをつくりだし，そのことによっ

て教師を対象化してとらえ， リズムを要求する相手としていくことが必要である。

「10か月の力」の獲得と充実を課題とする子どもたちにおいては，要求を自ら伝えたり共感的
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なあそびを量的に充実させ発展させていきながら，自ら教育的人間関係をつくりだしていくこと

が必要である。そのための教育的な「間」を生み出す条件としての時間，空間の自由度，集団の

設定，子ども自身が目標をとらえやすいような教育内容がつくられる必要があろう。子ども自身

が目標をとらえやすく，また，活動のもつ意味を対象化し，その意味を大人と共有してい<,と

いうこの時期に必要な「発達的抵抗」を含む内容として，食事や排泄，着脱などの生活行動を教

育的に組織していくことは重要な意味をもつ。

注

l) 全日本特殊教育連盟「日本の精神薄弱教育~ 第二巻 教育の方法』日本文化科学社，

1979, p.50 

2) 同上， p.99

3)三島敏夫，大久保哲夫，綴細建史編著「障害のための教育課程 編成の考え方』労働旬報社， 1984,

p.36 

4)柚木腹，鈴木克明編著『重度・重複障害児の教育』学苑社， 1977, p.84 

5)河添邦俊他編「障害児の教育課程と指導法』総合労働研究所， 1981, p. 511 

6)窪島務「障害児の教育学』青木書店， 1988, pp.167 -169 

7) 5), p.511 

8)厚生省大臣官房統計情報部編「WHO国際障害分類試案（仮訳）』（厚生統計協会， 1985)， 米国精

神医学会「DSM-ill』1980など参照

9) 5), p.293 

10) 6), pp.167-169 

11)清水民子「乳幼児の発達と保育』青木書店， 1978, Pp.12 -13 

12) 向日が丘養護学校「向日が丘の教育』 14号(1980),15号(1981),16号(1982),17号(1983),18号(1984),

19号(1985), 20号(1986), 21号(1987), 22号(1988), 23号(1989), 24号(1990), 25号 (1991)より

13)砂沢喜代次編「学習集団の思想と方法」明治図書， 1976, p.73 

14) 中内敏夫「指導過程と学習形態の理論』明治図書， 1985, p. 73, pp.87 -89 

15) 田中昌人「発達保障への道③』全国障害者問題研究会出版部， p.136, p.158 

16) 白石恵理子「養護学校小学部における基礎集団編成 京都府下養護学校における集団編成の到達

点と課題 」障害者教育科学，第10号， 1985, pp.12 -20 

17)喜田正美「障害児の発達と教育課程』ぶどう社， 1980, p.133 

18)障害児教育実践体系刊行委員会編『障害児教育実践体系 5』労働旬報社， 1984, p.18 

19) 16), p.19 

20)大井清吉，佐藤光義編著「障害児教育の展開 II（中野善達監修・講座障害児教育 4)』福村出版， 1977,

p.65 

21) 17), p.18 

22) 3), p. 103 

23) 6), pp.213 -214 

24) 17), p.18 

25) 5), p.511 

26) 田中昌人「人間発達の理論」青木書店， 1987など

27) 同上， p.49

-289-




