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心に
じむ

障害のある子 ども達 と障害のない子 ども達や地域 の人 々が共 に活動す る交流教育 は,1969年 の特
殊教育総合研究調査協力者会議 の報告 「特殊教育 の基本的な施策 のあ り方 について」 (辻 村泰男議
長,通 称 ・辻村報告)を 受けて,1970年 代 に入つてから教育課程審議会の答 申を経 て盲 ・聾 ・養護
学校 の学習指導要領 に規定 (小 ・中学部 :1971年 ,高 等部 :1972年 )さ れ,1979年 度 の養護学校教
育の義務化 に際 して始められた文部省 による心 身障害児理解推進校の指定 (1979〜 1996年 度)や
追加 された心身障害児交流活動地域推進研究校 の指定 (1987〜 1996年 度)な どによつて全 国に広がっ
た。そ して,1997年 度からは交流教育地域推進事業が実施 されている。
ところで,渡 部 (1994)は 鳥取県における交流教育 の展開を整理・分析す る中で,交 流教育には
大 きく分けて①学校間交流 (盲 ・聾 ・養護学校 と小 。中 ・高校な どの学校 間での交流),② 地域交
流 (盲 ・聾 ・養護学校が立地する近隣地域の人 々との交流),③ 居住地校交流 (盲 ・聾 ・養護学校
に在籍す る児 の居住地域 の学校などでの交流 ;③ ②の集団交流に対 して,個 人交流 ・個別交流 とも
,

称 される)の 3つ の形態があ り,な かでも居住地校交流 において鳥取県 は先駆的な試 みを行 つてい
ることを明らかにした。加えて,他 の形態 の交流教育 に比 して居住地校交流 は,① 障害児 の個 々の
ねらい を明確にして取 り組 むことが可能である,② 交流教育の成果を放課後や学校長期休業中の居
住地での時空間や生活に拡張 しうる,③ 病院や施設 を伴 う学校 にあつては退院 ・退所後 の復帰 をス
*人
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表1

鳥取県下 の盲・ 聾・ 養護学校 にお ける交流教育の現状 (2000年 度)

県立鳥取盲学校
鞠
県立鳥取理学校
岩美郡国府町
岩美郡国府町
汗 在 地
19106胞 9年
立
1910領 40年
班
亀童 生 徒数 1鶯 鞠 5メ、中学部2人 幼雑部 3人 、小学部 10人
高等部22ノ 峰翻聯 4人 中学部 9人 、高等部 14人
職員 19人 教員 43人 、職員 8人
吹議 員 数 教員34人 、

同ひ まわ り分 校

島大附属養護学校

米子市

馬 懸 TIII

1994C10年
幼稚部 2人
教員 8人

1教 育方針」
:平 成 12年 度の努力点」
②集 圃生活での適 ③ 生き方在 り方に関する指導の推進
.交 流教育(保 奇 の実施
触
、縦 を舘
イ
・一般校 との行事交流・学習交流の拡充
るため、健常児及び
健蔦遺 との交流教
電流教 育 の 育を推進し せて
、併
立置 づ け
社会的 自立に向け
ての資質を養 う。
「本年度の努力点」
②交流教育の充実
発展
教育研究部 :7人
学部 ごとで運営

1978650年

1961SaO年

ガ崎鞠 14ノ A4中 鞠 19人
高等部 23人
蕩懲ミ29″ (、 瑠選肇2フ (

巧導郵 38人 中鞠 鶴 メ
訪閥 17人
高等都 45人 、
議員 e人
教員 75人 、

交流学習 の 目的
・本絞児童生徒の生活経験
を広げ、
社会性を装い、
好
ましVサ 調 関係を育てる.
・…障害のある免重生徒の
理解 と障害児教育への啓
発を因る.
・…一人ひとりが、
個性を
もつたかけがえのない存
在であることを穂認 し合
い、
再い口餘い合 う豊かな
ど
こ輯 を育てる.

学校 iO校
中学校 1校
間 交 流 高等学校 2校 帥
の
rhttEメ ツ斑鉛
手 校 盲学校 l校
養譲学校 と技
'WrX化 祭への出品
,あ んま柳
羅 ・鞍 科)
・ を三味
・中央テ
ルス
イ
―
に招待
騨 か 卜
・ を盤の
・久松テ
イ
ルス
域 交 流
つか み取 りに招
待
・ar青 年団 との交流
儲 宿Э
/1ヽ

碧ヽ
ミ
癬お4メ 、
住 地校 と
個人交流
電流 通 信 ・
ま とめ 冊 子

なし

⑥交流活動を推進 し、
障害児教育への藩姿
を進める。
「本年度努力点」
②地域及 び児童生徒
の居住地 の障害児騒
解 と啓発に努める。

教務部一交流学習

5人
流教 育 の
連 機 関

県立白兎護護学校

ガ博瑯 6メ 、中学部 5人
訪闘2人
菌等都 5人 、

/Jヽ 1学 校 4校
保育園 1園
保育園 生回
小壌 交5校
中学校 と校
幼稚園 1園
小璃 交と校
高等学校 ユ校
中学校 1校
養護学校 2校
高等学校 1校
高等学校 1校
妻璃 交1校
聾学校触
養護学校 2校
装謹学校 2校
・地区の運動会や公民
・老人ホーAと の交流
・学校祭の公開
r敬 老 のつ どい」 饉 動会、
学習発表会、 館祭への参珈 °
(地 区入の案内配布、
・カフ との
・末懐カラ
沙ク
に招待
鵬
作品交船
・風府まつ り0増ヒの日 老人ホームの運動善 i遼 域 の家庭 を訪 閥
交流鱗 閣・中)
4末 恒地区老人ク
ダ・
ラ
し、
に諺功田
タ
の行事)に 作品をだ
牛が ン
回収備
・近隣の施設(皆生療 ・喫茶しら:ま ま
争 3軽 と潮
末起
す
。
小児療育炒 働
活動C/r→
譲園、
期 妙 会 Ct・ 辞
・婦大会 との交流C/1う
片なか との交流
°
・老大会 と淋 →・イ
藤
交流(中 )
・特別養護老人ぶ工 て
のホ'テ ンティ
ア活動倒
など
/い 鞘 郊 2人
/J郵 23人 徹爾 守稲
幼稚蔀 2人 餞
勁鴻蔀 5入 鐵
2人 を含0
小学部 8人
中学部銑《訪FFE学 級 1
人を含tFJ
稜隣 学部 触 だ より
要獣 ゝに収録
鞠

学校 2校
小学馘麒轡蕪寺鶏及2校
中学校 2校
高等学校 1校
/1ヽ

Jヽ

・

蜘

ン
舛卜
結果をまと
任のア
めたもの)
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(山 本作成)

累立倉吉養護学校

県立米子養護学校

県立管生養護学校

米子市
米子市
1963G30年
1978俗 50年
1972647J年
小学部29人
ガ学部 22入 中鞠 弱 人 ガ癖部 26入 中碧 脱 B人 幼稚部 2人、
中諄 語20人 欝撃脱8人
商等都 64人
商等部54人
職員 8人
較員 7人
救員 67人 、
醸員 6人
教員 66人 、
教員62人、
倉吉市

「教育方針と
「A4F― Eの 重点1
①地域 に開かれ た学 1,基 本的な個人生活
習慣の確立をめざ
校作 りの推進
す
・交流教育、
体験入学
の充実 と学校 開放
の 家庭 と連携を密
地域社会 と交
にし、
の縫
・・…施設、家庭、地
流 を深 めなが ら自
立への指導を行 う
福祉、医療機 関
域、
との連
や各種団体
携
指導部―交流福祉 教
育 :州 濤鞠 8人 、中学
部 3人

・交流学習委員会
教務、
耕風各葉
殺長、
・高 3年
進路指導蝉気 中
生担任
‐
―娑Я
・孝 言イ‐
F
脅
学
:尋

E軍

:予 1子

:ゝ F喜

3人
保言囲 3園
幼稚園 5園
おヽ
学校 22校
中望陵 11校
高等学校 4横

学校 2校
事1絡n校
高等学校 1絞

/1ヽ

4吾Sl樹 11ヨ ,費s,ヨ

「本年度の重点 目標」
②交流教育の充実
・活動内容の改善
・多様な交流の推進

小学校 2校
中学校 2校
1校
高鉾
攀学校 1校
聾璃 銭 液 1校

2人
学部 と
中学部 4人

1質 猟叡禽 ―笑賑訂鎌
―」
年 1回

/jヽ

学部 3人

小学部 二人
中学部 2人

市立米子養護学校

島取市

米子市

1975650年

1962G3つ 年

イ学 部 22人 中学吉昼9人
高等都 15人
聯員 6入
類 襲 人、

4鐸都 4人、
中学部 24人

学校経営方針
ヒ
③ 教育活動の活性イ
5,特 別活動の振興
・― 児童 生 徒会活
動・ふれ あい学習・
交流学習 の場 を充
実す ると共に、
個性
の伸長を図る

「本年度の学校経営の
重点」
⑥交流教育の推進
@福 社教育の推進

・交流教育推進委員会
教務部培人
各挙
長、教畷、
交流期
教務主
部主事主任・担当、
装護教
任、
幕FH教 育部長、
識
・安磯荒島文
ギ￢部:P‑3
人、
学校閲交流 4人

マ
フ との
スタ
ラ
ル・
・倉装まつ り、ゆ うあ ・けんぺ い大運動会、・城山テイ
いショ
ガでの学校開
交流僑 等船
けんぺ い纂 で の学
フ
・手をつなぐス本'― ツ祭
校開放
放
,う つぶ き青年都 との
下ス り
チランを配 つた り、
ターを館 らせて もら ・周辺 の公民館 (福 生
茶道交流
福米東、
福生西、
った りし、
東、
地域 の人
福米翔 での公民館
に来てもらう
・餅つき大会
纏
・
近 くに住 むお年 よ ・ふれあい交流υ,ア 活
へ
の
参
一
ど
な
動
りの方を呼んで、
力IIJ(中 f⇒
緒 にお餅 をついた
り、
食べた りする
/Jヽ

県立鳥取養護学校

小学校 1被
小鋼 理 鬱 辞 鞍 1校
中戦 交と技
盲学校 1校
養護学校 2校

職員 4人
教員 19人 、

研究部一交流教育

6人

小増 交1校
中学校 2校

丙勇、
ふれ あい集会「七タ 。隣接す る園豆ジ
看護学校 との作品
まつ り」
ふれ
交流
文化祭(作 品展、
・隣接す る病院、
看護
あい祭 り)
公民
学校を,ま じめ、
児童生徒会主催「ふ
館、
幼稚園等に運動
れあセず ド司
・ ーを持 つて
会の林スタ
ふれあい淋'―S7大 会
いき、
参加を呼びか
ける

なし

今年は 0人
鰹 めばやつている)

交流 「馬養の記録一笑顔謳 学瓢だより
律 1回 、
学校通信 (け んぺいだ 鶉
録一」￨こ 収録
学校 教育の特集を組め
より)、 学級通信、
の
闘交流 記録
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ムーズにすることもねらえる,④ 障害児 を含 めて学校外活動 の充実や家庭 ・学校 ・地域社会 との連
携 を謳つた学校週 5日 制 の趣旨にも合致す る,⑤ ノーマ ライゼーションの思潮 の上に進められてい
る教育的インテグレーションの国際的動向に沿うもので もある ことを指摘 した。
居住地校交流 に関連 して,文 部科学省 は,2001年 度の予算案 に「障害のある子 どもの地域にお け
る交流活動の充実 のための調査研究」 を計上 してお り,中 央政府 としても新 たに盲・聾 ・養護学校
在籍児が住 んでいる地域に焦点を当てて,居 住地域 の同年代 の子 ども達や地域 の人々との交流活動
を進めるための連携 ・推進体制づ くりの調査研究 に着手す る。居住地校交流 を含 んだ居住地域交流
が,今 まさに国の事業 としてクローズ アップされようとしてい るのである。
以上のような現状認識 から,本 稿 では,鳥 取県 における盲 ・聾 ・養護学校在籍児 に係 る居住地校
交流 (就 学前 における居住地園交流 を含 む)の 展開 とその到達点 を明らかにする。その上で,先 に
渡部が指摘 した 5つ の居住地校交流 の特長点 に留意 しながら,居 住地校交流 を含 む居住地域交流ヘ
の発展可能性について考察 を行 う。

I.鳥 取 県 に お け る居 住 地 校 交 流 の 展 開
1.居 住地校交流 の広 が り

(表 1)
鳥取県 で居住地校交流 が始め られたのは,1987年 ,県 立 鳥取聾学校及 び県立倉吉養護学校 におい
てであ る。鳥取聾学校 では,幼 稚部 におい て1975年 頃か ら一部 の保護者 の希望 で地元 の保育所 を並
行 して週 に 1日 利用す る等 の試み (交 流保育)が 行 われていたことか ら,幼 稚部 の試み を小 学部 で
も地元の小学校 と継続 して行 えない ものか とい う要望 が出された ことによつて,希 望者へ の「土 曜

日交流J(土 曜 日におけ る居住地校 との交流 )と して1987年 に実現 した 1)。 一 方 ,倉 吉養護学校 で
は,1987年 度 の小学部入学 に際 して,一 児童 の保護者 か ら就学前 に行 っていた地元 の保育所 での統
固別 (の )交 流J(学 校 間の集団交流 とは異 なる
合保育 の成果 を継続 したい との要望 が出 されて「イ
2)。
従 って,神 戸や京都 などで行 われていた「地域交流」等 の試
個別的な交流 )と して導入 された
3)を
み
移入 したのではな く,鳥 取県 における障害幼児 の統合保育 ・交流保育 の蓄積 の上 に,「 地域
の子 と共 に育 てたいJと い う保護者 の要望 に基づいて就学前 の成果 を学校教育 (小 学部 ・小学校 の
教育)が 引 き継 ぐとい う視点 か ら,偶 然 にも両校 におい て1987年 に各 々独 自に着手 された ものであっ
た。
渡部 (1994)は ,開 始 か ら 6年 後 の1993年 度 にお い て,鳥 取県下 の盲学校 (県 立 1校 )。 聾学校
(県 立

1校 )・ 養護学校

(知 的障害 [県 立 3校 ,国 立

1校 ],肢 体不 自由

[県 立

1校 ],病 弱

[県 立

1校 ,市 立 1校 ])の 9校 の 中で,国 立 1校 を除 く8校 にお い てなん らかの形で居住地校交流が取
り組 まれてい ることを確認 してい る。 しか も,初 年度 に取 り組 んだ子 ども達が中学部 に進学 した こ
ともあ って,県 立鳥取聾学校 ,倉 吉養護学校 を含 む 3校 では,中 学部 で も取 り組 まれていた。
山本 (2001)は ,さ らに 7年 後 の2000年 度 において,鳥 取県下 の盲学校 (県 立 1校 )。 聾学校 (県
立 1校 ・幼稚部分校 1校 )・ 養護学校 (知 的障害 [県 立 3校 ,国 立 1校 ],肢 体不 自由 [県 立 1校 ],
病弱 [県 立 1校 ,市 立 1校 ])の 10校 の 中で,病 弱 の県立 1校 を除 い て, 9校 (調 査 時点 で希望者
が 0人 の病弱校 1校 を含 む)に お い てなんらかの形 で居住地校交流 が取 り組 まれてい ることを確認
した 4)(表 1)。 また,実 施人数 は,1993年 度 の幼稚部 1校 6人 ・小学部 8校 38人 ・中学部 3校 5
人か ら,2000年 度 では幼稚部 2校 (1分 校 を含 む)7人 ・小学部 7校 63人 ・中学部 3校 14人 へ と増
加 してい た。
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2)

居住地校交流 に該当す る交流 の呼称 ・位置づ け は,開 始 された経緯が各校 で異 なるように,学 校
によって多様 で ある。山本 (2001)は ,全 10校 へ の聞 き取 り及 びアンケ ー ト調査 に基 づい て,2000
年度 における各校 の交流教育 の形態 をまとめてい る (表
表2
鳥取盲学校

鳥取聾学校

2)。

交流教育の形態

同ひまわ り分校

(山 本作成 )

鳥大附属養護学校

白兎養護学校

1)近 隣学校との交流

1)学 校間交流

1)学 校間交流

1)近 隣学校との交流

1)地 域交流

2)県 内養護学校や障

2)居 住地域交流 ・居

C助 稚園との交流

2)養 護学校や障害児

2)学 校間交流

②養護学校 との交流
C本 校との交流
2)個 人交流 (居 住地
校交流)
3)地 域交流
C魅 離 ゝとの交流
C近 隣施設 との交流
4)そ の他
皆生養護学校
1)学 校間交流
C周 辺校
C出 身地域校
2)地 域交流

学級 との交流
3)地 域社会・施設等
との交流
4)出 身地域校 との交
流
5)国 際交流

3)居 住地校交流

害児学級 との交流
3)地 域社会との交流
4)居 住地・出身地佼
との交流

舘 養諄 校

住地域校交流

県立米子養護学校

1)直 接交流

1)学 校間交流

①校内交流

2)居 住地校交流

C校 外交流

,地 域の学校等へ本

校の児童生徒が出
かけてい く交流
・本校 の児童生徒が
個別で出身地域の
学校 へ 出かけてい
く交流 (個 別の交
趾
2)間 接交流

*国 際交流 :週 に 1
回英語に含まれる

*作 品交流 :図 画工
作 に含まれる

鳥取養護学校
学校間交流が中心で
ある。1卿 目養護学校の
ものを元にしてい え
1乱

1)近 隣学校 との交流
2)養 護学校や障害児

学級 との交流

その他,国 際交流も行
われている

市立米子養護学校
1)学 校間交流

・一番近い学校との
交流 留敵 流
学習交流)
2)前 籍校 との交流
3)そ の他
・国際交流 (英 語の
タト
国人教師)
,Eメ ール交流
*地 域交流は教科学
習に含む ゆJ:公 民館
での交流は社会科)
,

呼称 に関 しては,鳥 取盲学校 は「居住地,出 身地校 との交流」,鳥 取聾学校 は「居住地域交流」
また1ま 「居住地域校交流」,同 ひまわ り分校 は「個人交流 (居 住地校交流)J,鳥 取大学教育地域科
学部附属養護学校 (以 下,附 属養護学校)は 「出身地域校 との交流J,白 兎養護学校は「居住地校
「出
交流」,倉 吉養護学校 は「個別 の交流J,県 立米子養護学校 は「居住地校交流」,皆 生養護学校は
身地域校」 との交流,市 立米子養護学校は「前籍校 との交流Jで あった。
形態上の位置づ けに関 しては,ま ず,学 校間交流 ・地域交流などとの区分 。対比 で位置づ ける学
校 (鳥 取盲学校 ,鳥 取聾学校 ,同 ひまわ り分校,附 属養護学校,白 兎養護学校 ,県 立米子養護学校
市立米子養護学校)の 多いことが分かる。 これに対 して,皆 生養護学校 は,地 域交流に対比 してま
ず学校間交流 の中に含めた上で,周 辺校か出身地域校かの区分を行ってい る。また,倉 吉養護学校
は,間 接交流に文
すす る直接交流 の中にまず含 めた上で,校 内交流か校外交流かの区分 を次に行 い
その校外交流 の中に「個別 の交流」 として位置づ けてい る。 (蛇 足なが ら,交 流教育 の中に国際交
流が含 まれ始めたことは近年 の一つの特徴 である。)
なお,教 育課程上の位置づ けに関 しては,鳥 取聾学校幼稚部及 び同ひまわ り分校 は時間割の中に
組み込 んでお り,ま た実施 しているすべ ての学校 で教育方針 ・重点目標等に位置づ けて,居 住地校
交流の時間は場所 を操えて学習 していると見なして出席扱 い としていた。 ただ し,自 宅等から相手
,

,
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校 へ の送迎 は集団登校 に参加す るか保護者 が行 い,交 流活動 中 も保護者 が付 き添 うことが多 く,基
本的に保護者 の責任 におい て行 われてい る。

3.学 部別の実施状況

(表

3)

居住地校交流 は,基 本的 には保護者 。本人 の希望 とともに相手校 の受入態勢 によつて実現するか
否かが決 まる。従 って,居 住地校交流 を実施 してい る学校 ・学部 において も,そ の実施人数率 は様 々
である。
表

3

居住地校交流 の実施 状況
(山 本作 成 )

害別
障種

学校

幼稚部
在籍数

県 立 鳥取 首 学 校
県 立 島収 野 字 校
同 ひ ま わ り分 校

実施 致

在籍 歎

5名

IIF管

5名

隠覚

5名

1000%

2、

流 ワ】

実施致

実施 率

在籍 致

実 施象

4名

80096

2名 イ姉 :I

0名

̀寄

0

2
知的

県 立倉 吉 養 護 学 校

知的

県 立米 子 春 諄 学校

/Ju的

県立皆生養護学校

肢体

県 立 鳥取 養 護 学校

病弱

市立米子養護学校

病弱

38 (施
̀施

2(病 :1)

29(妬 ■3)

0

552

:1

■6

(病 i2】

12
3

高等部
在籍数

22(寄 ■

7、

(寄

実施 数
椛づ

0

3(施 :5)
29(施 :20】

4

28

0

̀4■

0

在籍 敷

実施数
0

1

137

0

9

24 ̀病 :1】

専政君

実施 率

242

20(施 ■、病 ■

11

0

学校

県立 ′
島収 聾 学 校
同 ひ まわ り分 校

00%

1000

聴竜

県 立 自兎 養 護 学 校

実施率

S

蔦大 Ilf属 蕃 譜 学 校

県 立 専取 菅 学 積

中学 部

小学部

実施 率

0
訪問

実施 率

在籍 敷

実施数

実施率

')

専大 附 属 蕃 語 学 校

0

県 立 自鬼 養 護 学 校

つ】

0

県 立倉 吉 春 謹 学校

̀施 B2)
54 ̀加

0

県 立 皆 生 養 護 学校

28(施

0

県 立 鳥取 春 語 学 校

15

17名

3名 f/1、 2、 甲:1

県立米子養護学校
:3、

病 ■OⅢ

0

市立米子養護学校
注 1)「 寄」
「 施J「 病Jは 、それぞれ寄宿舎、
施設、病院を、数字 はそ こか ら通 って くる児童生徒数 を表す。
2)在 審数欄「―Jは 、その学部が設置 されていな いこ とを示 して いる。
3)表 中の網掛 け部分 は、居住地校交流が行 われているこ とを示 している。

居住地校交流 の学部別 の実施状況 (表 3)を 見 ると,ま ず幼稚部 で実施 して い た 2校 (̀鳥 取等学
校 ,同 ひまわ り分校 )は 100%の 実施人数率 であった。小学部 で実施 してい た 7校 で は,鳥 取盲学
校及 び薦取聾学校 が80.0%,白 兎養護学校が55.2%,倉 吉養護学校 が54.5%,皆 生養護学校が37.9
%,附 属養護学校 が14.2%,県 立米子養護学校 が11.7%で あ り, 7校 の平均 は42.4%で あ つた。中
学部 で実施 して い た 3校 では,白 兎養護学校 が24.2%,倉 吉養護学校 が 13,7%,皆 生養護学校 が
10.0%で あ り, 3校 の平均 は17.1%で あ った。なお,白 兎養護学校 の訪問学級 で も実施 されてお り
,

実施人数率 は17.6%で あ つた。実施校 の 中で も,幼 稚部 >小 学部 >中 学部 と実施人数率 の平均 が低
下 してお り,中 学部 。中学校段階以上 における実施 の難 しさが うかがえる。
ちなみに盲 ・聾 ・養護学校 10校 の在籍者全体 での実施人数率 を見 ると,幼 稚部 (3校 )は 77.8%

(7/9人 ),小 学部

(9校 )は 35,9%(61/170人 ),中 学部 (9校 )は 8.1%(14/173人 ),訪 問

学級 (1校 )は 17.6%(3/17人 ),高 等部本科及 び専攻科 は 0%で あ った。幼稚部 は在籍幼児 の
約 4人 に 3人 ,小 学部 は在籍児童 の約 3人 に 1人 ,中 学部 は在籍生徒 の約 12人 に 1人 が居住地校交
流 を受けていた。鳥取県 は,全 国的 にも高 い実施人数率 で ある 5)。
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4.交 流活動の内容

(表

4)

交流活動 の 内容 (表 4)は ,当 然 なが ら個 々に応 じて多様 で あ る。 しか し,学 部 や学校 ごとに
ある程度の特色が うかが える。
幼稚部 に関 しては,鳥 取等学校 が毎週火曜 日,同 ひまわ り分校が毎週木曜 日に週 1回 の定期交流
,

を行 ってお り,普 段 の相手 園の活動 の 中 にその まま入 る活動 を行 っている。
小学部 に関 しては,鳥 取盲学校及 びィ
専取聾学校 が 月 2(〜 3)回 (第 1・ 3[・ 5]土 曜 日)の
定期交流 を行 ってお り,行 事等 とともに国語等 を含 む教 科学習 に参加 して いる。具体的 には,鳥 取
盲学校 は体育 ・音楽 ・国語 であるが ,蔦 取聾学校 は国語 。算数 ・社会 ・体育 ・図工 ・家庭科や書道
と幅広 い。 これに対 して,知 的障害養護学校 (附 属養護学校 ,白 兎養護学校 ,倉 吉養護学校 ,県 立
米子養護学校 )で は,月 1回 程度 の 回数が多 く,行 事等 とともに学級活動 ,生 活単元学習 ,総 合的
な学習 ,体 育 ・音楽 。図工 ,生 活 ・家庭科 ,ク ラブなどに参加 してい る。
知的障害 に配慮 して 国語 ・
表4
害別
障種

諏詳結翻學校 備別姉 鳥大 附属 養護 学校

学校

幼稚部

交流活動 の 内容
/1ヽ

学きヽ

中学部

交流相手 回数
行事等
通常学級 ,全 校 連動会,遠 足
音楽会
月 2回
r第 135土 曜 日〕

,

視覚

聴覚

普段 の相手校
の活動を行う
週 1回 (火 曜日)

通常学級,全校
月2回
(第

聴覚

運動会,遠 足
音楽会,親 子会
全校集会
,

135土 曜日)

交流相手 回数

孵

行事等

教科等

体育,音 楽
国語
国語 ,算 数
社会 ,イ 本育
図工 ,家 庭
書道

/

音段 の相 手校
の活動を行う
週 1回 曜日〕
̀木

障害児学統 通
常学級 ,全 使

知的

月に 1〜 2回

甑轟数

障害児学級,通
常学級,全 佼
知的

通常学級
全佼

聴粁轟数

月 1回 程度(児
童の実態に合わ
せて決める)
澄常学級 鉢
,

月 1回 程度(児
童の実態に合わ
せて決める)

科

知的

朝 の活動
学級活動
湖 山フェスタ
総合的学習
生活単元学
習 ,国 語
生活単元学
運動会,遠 足
デ 習】
芸術鐘賞,持 ン
給 食・休
秋祭り,芋掘 り 憩 ,体 育
全校集会
図工 ,音 楽
お楽しみ会
生活科
家庭科
運動会,音 楽会
親子会,芋 掘 り
焼 き芋大会,餅
つ き大会 ,か タ
大会,追 肺 yキ ン 学級 活動 (お
｀
ク ,七 夕集会
楽 しみ勾
運動会,学 習発 T4k甫
給 ,翻 PTA 図工
｀
タ
ラフ
行事 ,年 賀状
べい
の
けん
祭 招 学級活動
待状 を送る

備課匝姪

舘講抑

年数回(児 童 の
実態に合わせて
決める)

知的

(山 本作成 )

障害児学級,通
常学級 ,全技
年 数 回(児 童 の
実態 に合わせて
決める)

通常学級
全校
年数回程度(行
事への参加が中
′
凸

運動会
文化祭
交歓会
全校集会

運動会
文化祭
全校集会

調理

な し

,

坐離数

通常学級
図工 ,音 楽
家庭 ,国 語
銃
収穫祭,追 帥 イ 生活 ,道 徳
｀
キン
年 5回 程度
年 5回 程度
ク,七 夕集会 特別活動
(児 童の実態に 遠足 ,餅 つ き
学活 (お 楽 し (児 童 の 実態 に
合 わせ て決 め
合 わせ て決 め 学級 PTA行 事
み剣
°
る)
給合
るヽ
ャンク
学年キ

通常学級,障 害 学習発表会,全
校活動,運動会
児学級,全 校

肢体

運動会
文化祭

なし
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算数等 は設定 されてお らず ,場 合 によっては障害児学級 と交流す ることもある。肢体不 自由の皆生
養護学校 では,年 5回 程度 と多 くはないが,活 動内容 は盲 ・聾学校 と知的障害養護学校 の双方 の特
徴 を併 せ有 してい る。
中学部 に関 しては,知 的障害養護学校

(白 兎養護学校

,倉 吉養護学校 )で は回数が年数回 と少 な

くな り,教 科 は調理 に限 られて,運 動会 ・文化祭 ・全校集会 な どの行事等が中心 となる。肢体不 自
由養護学校では,回 数 自体 は小学部 と同様 に年 5回 程度 で あるが ,教 科学習へ の参加 はな く,運 動
会 ・文化祭 のみ となる。中学部 ・中学校段階における学習課題 の 開 きの大 きさとともに,学 級担任
制 の小学校 とは異 なって教科担任制 を採 る中学校側 の 困難 な事情が うかがえよ う。
開始 か ら13年 ,居 住地校交流 は′
鳥取県全体 で見 て も着実 に広が りを見 せてお り,今 日では国立校
を含 んで交流教育 の一形態 として認知 され,確 実 にその地歩 を築 い て きてい る。 しか し,中 学部 で
の実施困難な ど,課 題 を抱 えてい ることも示唆 された。以下の章 では,1987年 度 に居住地校交流 を
始 めた鳥取聾学校 と倉吉養護学校 の 2校 に絞 って,各 々の学校 における居住地校交流 の展 開 をさら
に具体的 に解明す る。

Ⅱ.県 立鳥取聾学校 にお ける居住地校交流 の特徴

1.居 住地校交流の 目的
鳥取聾学校 の小学部が 1987年 に居住地校交流 を始 めたのは,既 述 の ように,幼 稚部 での交流保育
の成果 を継続 したい とい う保護者 の要望 か らであった。幼稚部 での交流保育 の成果 とはどの よ うな
ことで あろうか。幼稚部では,居 住地園 との交流 を含 む交流保育 の全体的なね らい を以下の ように
定 めて きた 6)。
・大 きい集団の 中での 関 わ りを通 して,年 令相応 の望 ま しい社会性 を育成す る。
・同年令 の健聴児 と言葉 を使 って,コ ミュニ ケー シ ョン活動が で きるようになる。
・聴覚障害児 につい ての健聴児 の理解 を図 り,共 に遊ぶ機会 を多 くす る。
居住地域 とい う よ りは同年齢 の健聴児 との直接的 な関わ りを重 視 してお り,保 護者同伴 かつ少規
模す ぎる等学校教育の短所 を補 い,キ ュー ドス ピーチ法 を軸 とした幼稚部 での コ ミユニケ ー シ ョン
教育 の成果 を実地経験 で さらに トー タルに伸 ばそ う との意図が強 くうかが える。例 えば,「 本校幼
稚部 では,(中 略 )常 にお母 さん と一緒 にい ることで 自分 ひ と りで考 えて行動す る機会 に乏 しい。
交流 日は,多 くの子 どもにとって,ひ と りで行動 しなければな らない 日とな っている。 また,聾 学
校 ではで きない多 くの 同年令 の子 どもと遊べ る場 で もある。分か らないこ とが あ ったら自分 で対処
しなければならない。 (中 略)/交 流 を通 して,多 くの友達 を作 り,そ の 中で 自分 らしさを発 揮 し
友達 の話 も受け入れ られる子 どもになってほ しい と願 ってい る。7)」 との記述 か らも,同 様 のこと
,

が読み とれる。
次 に,小 学部 を見 てみ よう。小学部 における居住地校交流 を含 めた交流教育全体 の 目的 は,以 下
の 3点 にまとめ られてい る (「 小学部交流教育基本事項」)。
・交流教育 を通 じて,本 校児童 と地域社会 の児童 との友人関係 を持続 させ る。
・健常児 との コ ミュニケ ー シ ョン活動 を通 して,本 校児童 の言語力 の一層 の伸長 を図 る。
・聴覚障害 につい て理解 と啓発 を図る。
「地域社会の児童 との友人関係」や 「障害 について理解 と啓発 Jは 他 の障害児 にも該当す ると思
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われるが,「 言語力の一層 の伸長」 とい う目的は聾学校教育 に特有の位置づ け となっている。
このように,個 々の子 どもの社会性 の育成,コ ミュニケーション活動や言語力の伸長を大 きなね
らい とした鳥取聾学校 の交流教育 において,個 々に応 じて交流活動 の内容が設定できる個別形式 の
交流 は集団的に行 われる学校間交流 にない特別な意義 を有 しているのである。幼稚部における個別
の交流保育に続いて小学部 で個別の「土曜 日交流」が始められた背景 に,聴 覚障害教育上の要請を
も読み とることができよう8)。

2.幼 稚部及び小学部における居住地校交流の実際

5)
幼稚部の交流保育 は,幼 稚部 の学習の一環 として行 われている。従 って,録 護者 の希望が前提で
はあるが基本的に全員 に実施 される。なお,幼 稚部 の交流保育 は毎週火曜 日に行 つているので,「 火
曜 日交流」 とも呼 ばれている。 これに対 して,小 学部 における「土曜 日交流」 では,相 手校 の同学
年 の教育活動 に定期的に参加す る (通 常の教育課程 を共修す る)レ デイネスが求められ,教 科学習
を含 んで個 々の児童 に即 したねらい を明確 にす ることが大切 にされてい る。従 つて,2000年 度 の居
(表

住地校交流の実施児 に関す る交流履歴 (表 5)を 見 ると,幼 稚部で交流保育の経験があつても小学
部でただちに居住地校交流が継続 されるのではなく,学 年が進んでか ら開始 される児童が少なくな
いことに気づ く。
1)開 始から終了 までの手順
交流 の開始から終了までの手順 を見 ると,幼 稚部 の交流保育では,① 保護者 に希望 を聞 く,② 学
習の一環 として居住地域 と交流を行 っていることを説明して相手園 (保 育所 ・幼稚園)に 依頼 をす
る [琴 学校],③ 当該 の市町村役場 の福祉課 (ま たは教育委員会)へ 依頼 をして「交流教育基本事
項」 の文書を取 り交 わす [聾 学校],④ 交流保育 の実施 :相 手園の普段 の活動 を一緒に行 う,⑤ 交
表

5

交流履歴
(山 本作成 )

年

度

1996

1992

1997

1999

幼稚部

1.A
2 B
3 C

4. D
5, E

3歳

1, G

5歳
3歳
3歳

2 H
3

1

小学部

4.」

5. K
3歳

6 L

4歳
4歳

4歳

3歳
3歳
3歳
3歳
5歳

5歳
5歳

― (地 域の保育所 こ納
5歳
5歳
4歳

/1ヽ

3

/1ヽ

4

/1ヽ

4

(ひ まわり分おヱ諜Э

7 h/1

8, N
9, 0

10,P

3歳
3歳

3歳
4歳
4歳

4歳
5歳
5歳

5歳

/1ヽ

1
/Jヽ

4

/1ヽ

4

4歳

積善学園
注 1)2000年 度に居住地校交流を行っていた幼稚部 5名 ・ガ哺箸円10名 について示した。
い
っていないことを示している。
2)「
=Jは 、在籍して るが交流を行
3)交流を行っている幼児は年齢を、児童は学年を記した。
は分校,「 債菩学園Jは 隣接している児童福祉施設である。
4)「 ひまわり畑

/1ヽ

5

/1ヽ

5

/1ヽ

6

/1ヽ

6
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流の反省 をす る [相 手園,聾 学校教員 ,保 護者]と なっている。小学部 の「土曜 日交流」では,①
保護者に希望を聞 く,② 相手校 に依頼す るとともに市町村 の教育委員会 と「交流教育基本事項」 の
文書を取 り交 わして了解 を得 る [聾 学校],③ まず両校の教員で話 し合 った後 に保護者 も交えて話
し合 う [相 手校 ,聾 学校 ,保 護者],④ 毎回の交流前 に事前相談 を行 う [相 手校 ,聾 学校],⑤ 交流
教育の実施 :相 手校 の教育課程 にあわせて交流 を行 う,⑥ 交流の反省をす る [相 手校 ,等 学校 ,保
護者]と なっている。
小学部の「交流教育基本事項Jに は,先 に述べ た交流教育の 3つ の 目的の他 に,交 流教育の期間
学習内容,事 故等 の場合,出 ・欠席 の扱 い,両 校 の連携な どの取 り決めが記 されている。例えば
交流教育中 (登 下校を含む)の 事故等への対応 は,相 手校 ・鳥取等学校 ・保護者 の三者が話 し合 っ
て解決す ることとし, 日本体育・学校健康 センターヘ の災害共済給付手続 きは鳥取聾学校が行 うと
されている。また,相 手校への出 ・欠席をもって鳥取聾学校 の出・欠席に代えるが,欠 席 の場合 は
保護者が両校 に連絡す る。連携 に関 しては,学 習 ノー ト・担任連絡 ノー ト等を活用す るとともに
,

,

,

必要に応 じて鳥取聾学校 の担任力訪日手校 を訪問す るようになっている。なお,「 交流教育基本事項」
については保護者の承諾 を得 ることになってお り,そ の他 の必要事項 はその都度協議 がなされる。

2)交 流の実際
交流 の実際 を,実 践集録 『龍文』 か ら抜粋 してみ よ う。
《幼稚部 の「 火曜 日交流J(1998年 度 9))》 一年齢 (交 流先 )特 徴 の順 に記入一
,3歳 児 (探 育所 ):少 しず つ保育所 にも慣 れ,友 だちの後 をつい て遊 んで い る姿 がみ られるよう
になった。母親が 日の届 く所 にい て,担 任 の指示 を要点 のみ伝 えてい る。
・ 5歳 児 (保 育所 ):交 流 をとて も楽 しみに してい る。友 だちも積極的にかか わ りを求 めて くれ

,

一緒 に遊 んでいる。安全面 のため,母 親がす ぐそばについ て行動 している。
・ 5歳 児 (保 育所 ):何 人か の仲良 しの友だちといつ も一緒 に遊 んで い る。聞 き落 としやす い言葉
の指示がある と,そ ばの友 だちが教 えて くれる姿が見 られる。
・ 5歳 児 (保 育所 ):朝 の会等 で話 したいこ とを皆 の前 で発表 で きるようになる。担任 にもよくお
話 を し,会 話 を楽 しんでい る。仲良 しの友だちと一緒 に遊 んでいる。
・ 5歳 児 (保 育所 ):仲 良 しの友だちがで き,そ の友 だちのことを話す よ うになって きた。弟や弟
の友 だち と遊 ぶ ことが多 い。
《小学部 の「土 曜 日交流」 (2000年 度 10)》 一学年 (交 流曜 日・回数)交 流活動 :特 徴 の順 に記入一
・ 2年 生 (第 1・ 3・ 5土 曜 日)算 数 ・体育 ・国語 :6名 の少人数学級 で あ り,同 じクラスの仲 間
として, しっか り受け入 れてい ただい てい る。周 りの子 どもたちも,話 しかける時には,肩 をたた
き,前 に回 り,日 を開けてゆつ くりめに話そ う と努力 して くれてい る。互 い に刺激 を受 け合 い,集
団の 中で のマ ナーやル ール等 も学 ぶいい機会 となっている。
・ 3年 生 (第 1・ 3・ 5土 曜 日)国 語 ・裁量 ・総合 :ク ラス替えがあ り,担 任 もかわったが ,近 所
の友 だちや前 のクラスメー トも多 くい るため,ス ムース に交流 に参加 してい る。 クラスの一員 とし
て運動会や学習発表会 に参加 した。毎回交流 をとて も楽 しみに してお り,土 曜 日は「 M(引 用者注
記一原文 をイニ シャルに変更。 以下同 じ)小 学校 の児童」とい う気持 ちで参加 してい るよ うである。
・ 4年 生 (第 1・ 3・ 5土 曜 日)国 語 ・ゆ と り・ゆ と り :今 年度 か ら開始 した。土曜の交流 日だけ
でな く,春 ・秋 の運動会 にも参加 し,交 流 と経験 を深 めることがで きた。国語 は主 に漢字練習 を中
心 とした学習 をしていただいてい る。 また,国 語 の学習 の一環 でキユーサイ ンを学級 の友 だちに教
える場面があ り,友 だちや先 生がサイ ンを知 って くれた ことにたいへ ん喜 んでいた。
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1回 ):国 語 ・国語 ・ゆ と り :今 年度 か らの交流で,当 初 は学期 に 1回 の交流 を計画

してい た。 しか し,予 想以 上 に交流校 にな じむ ことがで き,本 人 ・保護者 の希望 によ り2学 期 か ら
は月 1回 (第 3土 曜 日)交 流す ることになった。土 日に地域で遊 ぶ友 だち もで き,交 流 日を楽 しみ
に待 つ ようになってい る。
・ 5年 生 (毎 週火曜 日)算 数 ・音楽 ・家庭 。家庭 ・給食 ・国語 ・クラブ :ク ラス替 えがあ り担任 も
かわつた。仲良 しの友 だち と離 れて しまい不安そ うで あ ったが ,新 しい友 だちも少 しず つ で きて き
た。総合的な学習 の一環 で聴覚障害 について学習 した こと もあ り,FM補 聴器 のことを気 にかけた
り,話 す速 さに気 をつ けた りす る児童 が増 え,接 し方 に変化 が現れ始めた。火曜 日の一 日を交流棟
で過 ご してお り,学 習 とともに登下校 ・給食 ・クラブ も一緒である。
・ 6年 生 (月 1回 )国 語 ・国語 。ゆとり :今 年度 か ら交流 を始めた。最初 は緊張 していたがす ぐに
慣 れ,笑 顔 で過 ご してい る。学級 でサイクリングに行 った り,キ ックベース をした りと体 を動 かす
ことを多 く取 り入れ てい ただ き,友 だちとうま く関 われた。身振 りや,ホ ワイ トボー ドを使 つての
筆談 で コ ミュニケ ー シ ョンをとった。
・ 6年 生 (第 1・ 3・ 5土 曜 日)算 数 ・国語 ・ゆ と り :ク ラス替 えがな く,昨 年 と同 じ担任 の先 生
だつた。様子 をよく分か つていただいていて,良 かった。算数 は,進 度 が同 じくらいだった。学習
内容 が よ く分 か り,授 業 に参加 で きて,喜 んで いた。仲良 しの友だちが いる。休 日には家 で兄 (交
流校 の 6年 生 )や 友 だち と遊ぶ ことが多 い。交流校 の祭 りや宿泊学習な どに参加 し,友 だち と楽 し
く過 ごす ことがで きた。
・ 6年 生 (第 1,3・ 5土 曜 日)ゆ と り ,ゆ とり・委員会 :落 ち着 い て学習 に取 り組 み ,授 業 中 は
発表 をす るなど,参 加 で きてい る。休 日や,長 期休業 には友 だちが家 に遊 びに来 た り,外 で遊 んだ
りして い る。 スポー ツ集会 や交流校の祭 りな どの学校行事 に参加 し,楽 しく交流 で きた。友だちや
先生 とは回話 で コ ミュニケ ー シ ョンをとった。
友 だち関係 を築 いた り,遊 びや学習 に参加す ることで ,自 信 をつ けてい る様子 が うかがえる。 ま
た,刻 ヽ
学校 でのクラス替 えを経験す ることによつて,人 間関係 を新 しい担任や友 だちへ と広 げ て も
い る。注 目すべ きは,居 住地校 での関 わ りが週末 ・休 日や長期休業 中における居住地域 での交友 関
係 に及 んでいることである。 こ うした成 果 につい て,F龍 文』 では「大勢 の人 の前 で 自分 を表現す
る意欲 と力 が ついた もの と思われる。児童 の 日記や作文 には交流校や地域 でのいろいろな人 との 関
わ りを書 い て い る文 がた くさんあった。今後 も児童 の積極 的な関 わ りを期待 したい。11)」 とまとめ
ている。 また,山 本 (2001)に よれば,「 地域 の子 ども達 と交流 がで きて よい。/高 学年 になって
も地域 の子 ども達 と友人関係 が持続 で きる。/学 習面 では,大 勢 で考 えを出 し合 つて学 ぶ姿 に触 れ
て良い刺激 を受けて くる。/集 会 の進 め方 ,集 団行動 の きま りな どを学 んで,聾 学校 で実践 しよう
と意欲 をもつ。/方 言 を覚 えて きて使 う。/遊 びを覚 えて きて聾学校 の友達 にも教 える。
」 な どの
肯定的な評価 が ,鳥 取等学校教員へ の聞 き取 り調査 で確認 されてい る。
しか し,反 省点がない わけではない。小学部 の「土 曜 日交流」 につい て,例 えば1993年 度 には
,

「相手 の言 うことが分か らないことに対 して,慣 れて しまわない よ うにす る。/自 分 か ら集団に働
きかける ことがで きるようにす る。/人 がするか ら自分 もする。人が しないか ら自分 もしない では
な く,自 分 で判断 して行動 で きるようにする。/土 曜 日は半 日で, しか も休憩時間が短 いのでふ れ
あう時間が少 ない。/交 流校 の学習進度 に合わせ るために,ど の ように補充 をしてい くか。/本 校
121」
における土 曜 日分 の学習保障。/担 任 同士 ,担 任 と家庭 との連 携 を,い かに密 に してい くか。
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といつた留意事項が記 されて い た。 1999年 度 には,「 居住地域交流 では,学 年 が進むにつ れて学習
進度 の差が大 きくなる。実施す る曜 日や教科 につい て相手校 との事前打 ち合わせ を十分 に行 う。19」
との記述がみ られる。山本 (2001)の 聞 き取 り調査 にお いて も,「 曜 日が決めてある事 によって融
通が きかない (決 まった 日以外 に誘 いがある こと もある)。 /学 年 が進 むにつ れて,学 習進度 の差
が大 きくなる。/交 流校 の学習進度 に合わせ るために,ど の よ うに補充 してい くか。/聾 学校 にお
ける土 曜 日分 の学習保障。/実 施す る曜 日や教科 につい て,相 手校 との事前打 ち合わせ を十分 に行
う。/担 任同士 ,担 任 と家庭 の連携 をいかに密 に してい くか。/土 曜 日は半 日で, しか も休憩時間
が短 いの で,触 れ合 う時間が少 ない。
」 が挙げ られてお り,下 線 を引 いた重複意見 につい ては継続
した問題 点 とみて よい。
居住地校交流 を含 めて,「 交流教育 の教育効果 を上 げ るためには,相 手校 との事前打 ち合 わせ を
通 してね らい を確認 し合 い,内 容等 について十分検討 し,そ の都度連携 を密 にする ことが必要であ
る。一 回ない し一 日の交流 のために少 な くとも 2回 の連絡 ない し打 ち合 わせ を行 って きた ことを付
け加 えてお きた い。10」 との記述 の重みを感 じる。

3.中 学部 にお ける居住地校交流の実際
1993年 度 か ら,中 学部 におい て も「土曜 日交流」が始め られた。交流の 目的 は,小 学部 と同様 に
「交流学習 を通 じて,本 校生徒 と居住地域 の生徒 たちの友人関係 を持続 させ る とともに,健 聴生徒
とのふれ あい,コ ミュニ ケ ー シ ョン活動 を通 して,言 語力 や人 間関係 の一層 の伸長 をはかる。lD」
とされた。 しか し,中 学部 にお い ては,こ れまでわずかに 3事 例 の「土曜 日交流」 しか行 われて い
,

ない。

1例 目は,1987年 度 に小学部 では じめて居住地校交流 を開始 した子 どものケ ースで,小 学部 か ら
中学部 へ 進学す る際 に継続的 に導入 された (1993〜 1995年 度 の 3年 間)。 なお ,高 等部進学後 は実
施 されてい ない。
・ [1993年 度 10]1年 生 (土 曜 日)理 科 ・数学 ・国語 :中 学校 生徒 の学習や生活 の様子 に刺激 を受
け,学 習意欲が高 まった り,自 分 自身を振 り返 る機会 となった。今後 ,積 極性 を育 ててい く必要が
ある。

2例 目は1994〜 1996年 度 の 3年 間, 3例 目は1997〜 1999年 度 の 3年 間,取 り組 まれた。
・ [1997年 度 10]1年 生 (土 曜 日)教 科 ?:年 度当初 ,教 科や友人関係 を考慮 したクラスに配属 し
ていただい た り,随 時連絡 を取 り合 うな ど,相 手校 の協力 を得 て順 調 に進 んで い る。
これ も, 1例 目 と同様 に,幼 稚部年少組 に入 学 してか ら居住地校交流 を継続 して きたケ ースで
,

幼稚部 3年 ,小 学部 6年 ,中 学部 3年 の計 12年 間 にわたって居住地校交流 が取 り組 まれた事例 であ
る。なお ,同 様 に高等部進学後 は実施 されてい ない。
このよ うに小 学部 に比 して中学部での居住地校交流の実施例が少 ないの は,鳥 取聾学校 に限 らず
全国的な聾学校 の特徴 りで あ る。幾 つかの要因が推定 されるが,小 学部段階 で既 に見 られた「学年
,

が進むにつ れて学習進度 の差が大 きくなる」 とい う側面が ,中 学校 における教 科担任制 とも相 まっ
て,障 壁 となっているのではなかろ うか。
一方 ,交 流教育 の課題や形態が ,思 春期 ・青年期 に入 って変化 して きたと理解する こともで きる。
すなわち,聴 覚障害教育 にお いては,聴 覚障害児者 の手話文化 を尊重す る思潮が広が つて きてお り
聴覚障害児者同士 の集団を保障す ることの重 要性 が見直 されてい る。 席取聾学校 の 中学部 では,手
話 による コ ミュニ ケ ー シ ョンを通 した学校 間交流が成果 を挙 げている。例 えば,「 K中 学校 との交
,
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流 は,本 年度 (引 用者注記‑1997年 度 )で 15年 目を迎 え,両 校 の行事交流 は,昨 年 にも増 して深 ま
りをみせ た。 (中 略)K中 学校 におい ては,昨 年発足 した手話 クラブの活動 もます ます盛 んにな り
行事交流 の時 の挨拶 も手話 をつ けて行 うな ど,K中 学校 の生徒 の努力 が ,本 校 の生徒 たちの感動 を
,

誘 った。181」 との記述が注 目される。 K中 学校 との学校間交流 は,「 1982年 ,文 部省 の研究指定校『心
交流 の範囲 は
身障害児理解推進校』 に指定 された ことに始 まる。本校が求めて始めた ものでない。
運動会 ,文 化祭 ,水 泳 ,部 活 か らなっていた。 (中 略)行 事交流 は,見 る側見 られる側 に分かれた
り,展 示物 を観覧 した りで,生 徒 同士 の対面 しての コ ミュニケ ー シ ョンを必要 としない。そ の点 で
,

負担 が少 ない ようであるが ,や は り言葉 を交 わ さないでは不 自然 で , どうや つて コ ミュニ ケー シ ヨ
ンを成 り立 たせ るかが 問題 で ある。 このことが また生徒 ,特 に本校生徒 に負担感 を与 えてい る。191」
とい うコ ミュニケ ー シ ョン問題 を乗 り越 えて,現 在 の深 ま りを得 るに至 ったのであ り,貴 重 な教訓
を含 んでい よ う。
また,鳥 取聾学校 では,中 学部 ・高等部 にお い て陸上 ・卓球 ・写真 の部活動 が活発 に行 われてお
り,部 活動 を通 じた交流 も熟心 に行 われてい る。鳥取聾学校 にお い て取 り組 まれて きたダ ンス教育
につい て も,大 学生や社会人 のモ ダ ンダ ンス部 とともに交流会や発表会 を継続 してお り,交 流 の輪
が広が っている。

4.居 住地校交流 か ら「居住地域交流」へ の展望
鳥取等学校が 1987年 度 に「土曜 日交流Jを 開始 した後 ,国 の施策 として学校週 5日 制が登場 した。
すなわち,1992年 度 の 2学 期 (9月 )か らまず第 2土 曜 日が休業 日とな り,1995年 度 か らは第 2・

4土 曜 日が休業 日とな った。そ して,2002年 度 か ら完全学校週 5日 制が全 ての学校段階 で一斉実施
される予 定 である。そ うなれ ば「土 曜 日交流Jが で きな くなるために,鳥 取等学校 では現在 の居住
地校交流か ら「居住地域交流」 へ と転換 を図 つてい く必要がある との認識 を持 っている2の 。
ところで,「 居住地域交流」 (な い し「居住地交流J)と い う呼称 自体 は,鳥 取聾学校 にお い て「土
曜 日交流」 とともに以前 か ら見 られた。実践集録 [龍 文』 を見 ると,第 1号 (1993年 ):「 土 曜 日
交流」,第 2号 (1994年 ):河 ヽ
学部― 「居住地域交流J ・中学部― 「土曜 日交流」,第 4号 (1996年 )
:「 居住地域交流 (土 曜 日交流 )」 ,第 5号 (1997年 ):「 居住地域交流 (土 曜 日交流 ,水 曜 日交流 )」
第 6号 (1998年 ):「 居住地域交流 (土 曜 日交流 ,水 曜 日交流 )J,第 7号 (1999年 ):「 居住地交
,

流 (土 曜 日交流 ,水 曜 日交流 )」 ,第 8号 (2000年 ):「 居住地域交流 (土 曜 日交流 ,金 曜 日交流 )」
第 9号 (2001年 ):「 居住地域校交流」 とい う変遷 である。 つ ま り,「 居住地域交流」 は「土 曜 日
交流Jと 同義 で使用 され始め,交 流 日が土曜 日を含めて多様 になるにつ れてP取 等学校 における居
,

住地校交流 の総称 となった。 これ までの「居住地域交流」 の呼称 は居住地校交流 を意 味 し,実 施 さ
れる曜 日によって「土 曜 日交流」等 とも呼称 されたのであった。
しか し,今 回 は「居住地域校交流」 とい う用語 で居住地校交流 を呼 び直 し,居 住地校交流 を含 む
広義 の交流 ・ふれ あ い として「居住地域交流」 を提起 してい る。それ は,「 土曜 日交流」 を他 の曜
日に振 り替える対応 に留 まらず ,地 域子 ども会や地域行事へ の参加 など, 日常的で幅広 い居住地域
での交流 ・ふれ あい を念頭 に置 いた ものである。親子が ともに地域で人 間関係 を築 いてい く必要 と
ともに,保 護者 の率先 した取 り組 み を支える形 で「状況 に応 じて学校 がその地域 に足 を運 び,子 ど
もたちに対 して聴覚障害 につい ての理解 を深 めるための話 をする機会 を作 る21)」 こと も語 られてお
り,今 後 の展開が注 目されよう。
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Ⅲ .県 立 倉 吉 養 護 学 校 に お け る 居 住 地 校 交 流 の 特 徴

1.居 住地校交流の目的
倉吉養護学校 の実践記録 『交流教育』においては,平 成 1〜 8年 度冊子 は,文 部省 『交流教育 の
実際 Ⅲ』や他の考書 ・論文な どから,交 流教育の意義やねらい を抜粋 して掲載 していた。 これに対
して,平 成 9年 度冊子 から「基本的な考え方」が,平 成10年 度冊子からはさらに「ねらい」 と「視
点 と指導 の重点」が明記 されるようになってい る。以下 に引用2の す るように,「 差別 と偏見 のない
共に生 きる地域社会を創る」 とい う大 きな目的の中に,倉 吉養護学校 の居住地校交流 は位置づ けら
れている。
○基本的な考 え方
交流教育は差別,偏 見 のない共に生 きる社会をめざして,多 くの友達や地域 の人々と交流す るこ
とによ り,児 童生徒 の人格形成上に人間尊重の意識を高め,社 会性を養 い,好 ましい人間関係 を育
てることを目的 とす る。/本 校教育 は,主 として児童生徒 の人格 の発達 と個 々の特性 に合わせた専
門的な教育を行 っているが,よ り幅広 く社会性 を身につけさせるために交流教育 は重要である。同
時に各地域で学ぶ児童生徒及 び地域社会の人々に本校 の児童生徒 を正 しく理解 してもらい,適 切 な
対応を促す ことも目的としてい る。/こ れらの目的 を達成す るために教育課程内で交流教育 として
特別な体験 の場を設定 して行 うものとする。
①児童生徒一人一人の人間尊重 の精神 を高める。
②児童生徒カンロ互に人間的理解 を深 め,両 者の間に好 ましい人間関係 を育成す る。
③友情 ・協力 ・責任感等を養い,共 に支え,励 まし合 って生 きていける地域社会 を創造 ・発展 させ
るための態度を養 う。
④生活 の中にある差別や,偏 見 に気づ き,こ れらをな くして強 く生 き抜 く力 を養 う。
③社会福祉 の意識を深め,社 会的連帯感 を高める。
○ねらい
多 くの友達や地域の人々と交流することにより,社 会性を身につけ,好 ましい人間関係 のあ り方
を体得 し,人 間性豊かな児童生徒 の育成 をはかる。
○視点 と指導の重点
・社会性 :① 友達 に関心 を示 し,一 緒に行動す る。②友達を誘 つて一緒に活動す る。③集団活動に
積極的に参加する。
・コ ミュニケーション :① 自分な りの コミュニケーシヨン手段によって相手に気持ちを伝 える。②
友達 とや りとりをし,相 手 の気持ちを受け止める。③大勢 の人に自分 の意思 を伝 える。
・人間関係 :①友達 と関わる。②友達 と一緒に活動することを楽 しむ。③積極的 に友達 と関わ り
協調す る。
,

2.小 学部における居住地校交流の実際
1)開 始 から終了までの手順
開始か ら終了までの手順2の は,① 交流担当者会 :年 度初 めに基本的な考え方 を共有す る

(資 料 の

(担 当者),養 護学校交流担当者],② 事前打ち合 わせ

:年 間計

紹介 も行 われる)[交 流校交流担任
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画 を作成する (実 態把握 ,プ ロ フィール,ビ デオ,保 護者 メ ッセ ー ジな ど)[交 流校 ・養護学校 の
交流担当者 ・担任 ,保 護者 ],③ 事前指導 :両 校 の児童 に事前指導 を行 う (学 習計画 [交 流校 ]→
本校担任 → 本校保護者 ),④ 交流 の実施 ,⑤ 事後指導 ,⑥ 反省会
年度 につ なげる [交 流校 ,養 護学校 ,保 護者]と なってい る。

:1年 間の反省 を年度末 に行 い次

交流活動は行事 を中心 として,養 護学校 の該当児が活動 しやす い教科が加 えられる こと もある。
交流時間は,養 護学校 の授業時間外 (放 課後や水曜 日の年後 など)が 原則 であるが ,運 動会 ・音楽
会 ・文化祭 などの練習 は時間内で も可能 とされている。 なお,行 事や学習等 の 日時が重 なる場合 は
,

養護学校 の方 が優先 される。交流回数 は,該 当児 の実態や交流校 の態勢 に応 じて決定 されるが ,継
続 で きるような無理 のない計画 が′
ふがけ られてい る。交流学級 だ けでな く,交 流校全体 (保 護者 を
含 む)で 受け入れがで きるよ うに,養 護学校側 か らビデオや資料 ・図書 の貸 し出 し)準 備 の支援等
がなされる。交流当 日は保護者同伴であ り,登 下校 も保 護者 の責任 で行 われる (交 流す る児童氏名
と交流場所が養護学校 の 日程黒板 に明記 される)。 養護学校 の交流担当や担任 は,可 能 な範 囲 で参
加す る形 を採 る。なお,諸 連絡 は交流校一養護学校―保護者の流れで行 われる。

2)交 流の実際
1999年 度2つ にお け る11名 の交流 の実際を実践記録 『交流教育』か ら抜粋 してみ よう。

・ 1年 生 (T小 学校 ,年 15回 ):5月 2回 (対 面式 ,水 辺 の楽校 開校 セ レモ ニー), 6月 1回 (1
年親子会 ), 7月 1回 (プ ール学習),夏 休 み 0回 (4回 の学年 プールの 日を予定 してい たが風邪気
味 で欠席 ), 9月 6回 (運 動会 とそ の練習),10月 5回 (音 楽会 とその練習 ,さ つ まい もの収穫 ),
12月 0回 (「 三世代 でつ くろ うJに 法事 で欠席 )。 保育所 で一緒 だった子 どもの多 い クラスで ,初 め
ての子 ども達 も回を追 うごとに理解 を深 めた。交流校 か らは,次 年度 には交流学級 の皆 で養護学校
祭 に行 かせて もらう計画 を含 めたい とい う声 も出 されてい る。
・ 3年 生 (M小 学校 ・年 15回 ):6月 2回 (対 面式 ,プ ール開 き),夏 休 み 1回 (親 子 のつ どい),
9月 6回 (運 動会 とその練習 ),H月 2回 (学 習参加 ・学芸会 とその練習),12月 2回 (や きい も大
会,小 学校祭 もちつ き), 1月 1回 (菓 子作 り), 2月 1回 (カ ル タ大会)。 3年 生 になると,交 流
の積 み重ねによって,行 動 か ら心情 を察 した り,マ カ トンサインを覚 えて気持ち を通 わせ よ う とい
う意欲 を持 つた りす る児童 もい る。同 じよ うに交流 の機会があ って も個人差がある。友 だちの 中に
一人で入 って活動 で きるようにな り始 め,保 護者や教 師の支援が少 な くな って きてい る。交流校 ・
養護学校 ともに,今 後 は実態 に応 じて保護者が離れて一人で もで きる交流へ と移行 させてい きたい
としている。
・ 3年 生 (T小 学校 ・年 13回 ):4月 1回 (全 校対面式 ・追跡 ハ イキ ング), 6月 1回 (図 工 ), 7
月 2回 (親 子会 カレー作 り,プ ール), 9月 4回 (運 動会 とその練習),10月 4回 (音 楽会 とその練
習),10月 1回 (全 校 い もほ り)。 交流校側 は,事 前連絡 の遅れを反省 し,ま た,発 達差が開 い て き
てお り何 か新 しい方法 ・ アイデア等が必要で ある こと,本 児 の出すサイ ンを子 ども達が理解 して判
断で きる ことが課題 と感 じてい る。保護者 は,混 乱 な く過 ごせ るよ うになってきていると思 う とと
もに,本 児 にとって交流が楽 しい ものかは疑間があって も地域の中で生 活す る上で理解 を広 げ るに
は不可欠であると感 じている。
,3年 生 (Y小 学校 ・年 5回 ):6月 2回 (対 面式 ・運動会の練習 ,運 動会),夏 休 み 0回 (水 泳
での交流 を予定 してい たが 日程が合わず),10月 1回 (小 学校音 楽会 [ビ デオ出演 ]),12月 1回 (学
級お楽 しみ会), 3月 1回 (学 級集会 )。 運動会は大 きな集団なので活動が難 しかったが ,学 級 での
お楽 しみ会は音楽的活動 で楽 しく交流 で きた。養護 学校側 は,本 児 の好 きな活動内容 を中心 とす る
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交流 であれば参加 で きるが ,マ ンツーマ ンで援助 しなければな らず ,学 年 が進むにつ れて難 しくな
るのではない か と見 ている。交流校側 は,保 護者 と一 緒 にす る活動 (お 楽 しみ会 ・お話 を聞 く等 )
もあれば と望 んで い る。 これに対 して保護者 は,前 年度 に比較 して交流回数が 3分 の 1程 度 だった
のを物足 りな く思 つてお り, 4年 生では子 ども対子 どもの交流 を希望 してい た。
・ 4年 生 (O小 学校 ・年 18回 ):5月 8回 (対 面式 ,運 動会 とその練習), 6月 1回 (1'2年 生
との交流 ), 7月 1回 (交 通安全教室 ・全校航空写真撮影 ),夏 休 み 1回 (4年 生の親子会 ), 9月

1回 (3・ 5年 生 との交流),10月 3回 (音 楽会 とその練習 ),11月 1回 (お 楽 しみ会 ), 1月 1回
(参 観 日 [豚 汁 をつ くろう]), 3月 1回 (6年 生 を送 る会 )。 移動 した り, 2階 に上が った りす る
ときに,進 んで手伝 う子 が多 かった。交流 も 4年 目 とな り,年 々関 わ り方 に変化が出て きた。 ペ ア
になった子 は,本 児 が楽 しめるように最後 まで一緒 に活動す る ことがで きた。 また,養 護学校 のバ
ザ ー に沢山の 4年 生が本児 の応援 に来 て くれ る等 の広 が りも出 ている。他学年交流 は保護者 にも好
評 で,「 来年 も他学年交流 を行 い,地 域 とのつ なが りを深 めて い けた らよい」 との希望 であった。
養護学校側 も,他 学年交流 が小学校全体 に交流 を広げてい くス テ ップになってい ると評価 していた。
・ 4年 生 (T小 学校 。年 5回 ):4月 (対 面式 ・追跡 ハ イキ ング), 9月 2回 (運 動会 とその練習 ),
10月

2回

(音 楽会 とその練習)。 運動会 と音楽会 は父親 の後 ろに隠れて皆 の 中になかなか入れなか っ

た。交流校側 は,練 習 の時間 を増や して,自 信 を持 って参加 で きるように改善 したい と反省 して い
る。養護学校側 は,限 られた回数の中で関わ りが よ り深 まるように支援 したい としている。
・ 5年 生 (KO小 学校 ・年 8回 )i4月 1回 (対 面式 ), 5月 1回 (追 跡ハ イキ ング),9月 4回 (運
動会 とそ の練習),10月 2回 (音 楽会 とその練習 )。 交流 3年 目にな り,本 児 のことが よ く分か り親
しみの気持 ちを持 つ子 どもが増 えてい る。運動会 で先生や友 だちとお しゃべ りをした り,音 楽会 で
は作 って もらった音楽 テ ー プを練習時や会終了後 にお い て養護学校 の教室 で もかけて楽 しそ うに
歌 つていた。保護者 も「 回数 を重ねるに度 に K小 学校 に行 く事 があた りまえにな り以前の様 に嫌が
る事 が少 な く」 なった と述べ ている。交流校側 の反省点 としては,練 習予定 の連絡 を早 い 目にす る
ことで あ った。
・ 5年 生 (K小 学校 ・年 19回 ):4月 2回 (対 面式 ,全 校遠足 ), 5月 2回 (体 育 [リ レー・ハ ー
ドル]), 6月 1回 (家 庭科 [サ ラダ作 り]), 9月 5回 (運 動会 とそ の練習 [組 み体操]), 9・ 10月
7回 (音 楽会 とその練習),11月 1回 (家 庭科 [卵 料理 ]), 1月 1回 (家 庭科 [野 菜炒 め])。 担任
よ りも子 ども達 の方が本児 の様子 をよ く知 っているので,関 わ り方 もまかせた。積極的に関 われ る
子 とそ うでない子 の差 はあったが ,グ ル ー プでの本児のポジシ ヨンを考 え,役 割分担 を して行動で
きた。昨年 とは違 う本児 の成長 ぶ りに気 づ く児童 もあ った。保護者 も,好 きな調理 の希望 を取 り入
れて もらった ことに感謝 してい る。
・ 6年 生 (Y小 学校 ・年 6回 )i6月 3回 (対 面式 と母親 の話 を聞 く,運 動会 とその練習 ), 9月
1回 (プ ー ル),H月 1回 (ミ ニ運動会), 3月 1回 (集 会活動 )。 交流校 では,母 親 の話 を聞 く機
会 を持 つた り,養 護学校 での様子 をビデオで観 た り等 ,積 極的 に本児 を理解 しようとした。そ して
交流内容 を子 どもたちが計画 して進め,一 つの活動が終 わつた後 に皆 で反省 し,次 の活動 につ なげ
,

られるような話 し合 い を持 つ ことがで きた。児童 を主体 とした交流 の進 め方 に,保 護者 も充実感 を
持 っている。
・ 6年 生 (O小 学校 ・年 16回 ):4・ 5月 2回

てわ り班顔合 わせ ,対 面式), 5月 4回 (遠 足
運動会 とその練習), 6月 1回 (他 [1・ 2]学 年交流 ), 7月 1回 (七 夕集会),夏 休 み 1泊 (6
年生親 子 キ ヤ ンプ), 9月 1回 (他 [3・ 5]学 年交流 ),10月 2回 (音 楽会 とその練習),H月 1
(た

,
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回 (追 跡ハ イキ ング), 2月 1回 (さ よな ら集会 ), 3月 2回 (6年 生 をお くる会 ,参 観 日)。 交流
校 は, 6年 生 との交流 はあ ま り持 てなかった と反省 してい るが ,音 楽会 に向けて母 親 の話 を聞 く機
会を持 つ ことで子 ども達 の心 に追 る学習がで き,卒 業 に向けて同 じ仲 間 だ とい う思 いが持 てたとし
ている。保護者は,新 しく始 まった他学年交流や縦割 り班 の活動 ,交 流校全体 での取 り組 み (交 流
通信 ・学校 だよ りでの交流 の様子 の紹介 ,交 流写真 の校内掲示 )を 評価 してい た。
・ 6年 生 (K小 学校 ・年 20回 ):4月 1回 (対 面式), 5・ 6月 3回 (紙 芝居作 り,紙 芝居 の読 み
聞かせ練習, 1年 生 へ の読み聞かせ ), 6月 1回 (か き氷 をつ くって食 べ よ う), 9月 5回 (運 動会
とそ の練習), 9・ 10月 8(?)回 (音 楽会 とその練習),11月 1回 (抹 茶 を飲 もう), 2月 1回 (調 理
実習 )。 交流校側 は,水 曜 日午後 の時間が確保 しず らかった こと (特 に後期 ),年 間 を通 した活動計
画が不十分で連絡等が遅れた ことを反省 してい るが,数 回をセ ッ トに した活動 は子 ども達 が 目当 て
を持 ちやす くてよか った としてい る。保護者側 は,普 段 の交流 はかな り減 つて しまったが ,毎 回工
夫 して新 しい体験 をす ることがで きたと評価 してい た。
対面式 で始 まった後 に,運 動会 ・音楽会 などを中心 に,数 回が セ ッ トで行事単元的 に交流 が組 ま
れてい る。調理な どの活動 を共 にで きる学習が組 まれる こと もある。 同学年 を基本 に,他 学年交流
や縦 害より活動 (追 跡 ハ イキ ングなど)や 全校活動が多彩 に試み られてい る。夏休 みには,プ ール開
放 日に交流が行 われる場合 もある。 こ うした校外交流 としての個別 の交流 に,交 流校が養護学校 に
やって きて行 われる校内交流や ,作 文や絵画作品,写 真 ・ ビデオ等 の交換 を行 う間接交流が組み合
わさって展 開され るのが ,倉 吉養護学校 の居住地校交流 の特長 で あ る。その 中で,学 年が進 むとと
もに子 ども間の発達差が開い て交流が難 しくなる例 もな くはないが ,交 流 を楽 しみに し,児 童 自ら
が工 夫 して交流活動 を計画 で きるまでに成長 してい る事例 も認め られる。 また,同 学年 か ら他学年
に理解 が広が っている様子 もうかが えた。

3.中 学部 における居住地校交流の実際
中学部 において居住地校交流 が取 り組 まれたのは,小 学部 で居住 地校交流 を開始 した第 1例 目
(1987年 度 )の 子 どもが 中学部 に進 学 した1993年 度 か らである。 これ また偶然 にも,鳥 取聾学校 に
おい て 中学部 での居住地校交流 が始 め られたの と同年度 である。 1993〜 2000年 度 にお い て,以 下 の
ような交流が行 われいる。
・1993年 度 (2中 学校 ・ 3名 ):運 動会 ・文化祭 ・クッキングなど年 2〜 3回 。
・1994年 度 (3中 学校 ,5名 ):運 動会 ・文化祭 ・クッキング ・クリスマス会 ・障害児学級 との合
同遠足 など年 1〜 3回 。
'1995年 度 (3中 学校 ・ 4名 ):運 動会 ・文化祭 ・狂言 の鑑賞会 ・グラ ン ドゴルフなど年 1〜 7回 。
・1996年 度 (4中 学校 ・ 6名 ):運 動会 ・文化祭 ・合同遠足 ・廃品回収 など年 2〜 4回 。
・1997年 度 (5中 学校 ・ 8名 ):運 動会 ・文化祭 とその練習 。合同遠足 とその練習 ・学級活動 など
年 3〜 7回 。
・1998年 度 (5中 学校 ・ 9名 ):対 面式 ・運動会 とその練習 ・文化祭 とその練習 ・七夕交流 など年
1〜 7回 。
・1999年 度 (1中 学校 ・ 1名 ):対 面式 ・運動会 とその練習 ・文化祭 の年 5回 。
・2000年 度 (2中 学校 ・ 4名 ):対 面式 ,運 動会 とその練習 ・文化祭 ・町区生徒会 ・夏休み プール
など年 2〜 9回 。
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1998年 度 にお い て交流校数 も生徒数 も最多 となってお り,中 学部 にお い て も居住地校交流 の広

がって きてい る ことが分かる。ただ し,小 学部 と比較す ると交流回数 は少 な くな っている。

4.「 自立 と共生 」 の地域社会づ くりへ の展望
居住地校交流 へ の評価 につい て,山 本 (2001)に よると,「 地域 の人たちに児童生徒 を知 って も
らえる。理解 して もらえる。 (先 生 ,子 ども達 ,保 護者 ,地 域 の人)/普 段会 った時 に声 をかけて
」 とい う肯定
もらった り,行 事 や子 ども会 に誘 って もらった りと温か く受け入 れて もらっている。
的な評価が,倉 吉養護学校教員 へ の 聞 き取 り調査 で確認 されて いる。一 方 ,「 保護者 中心 で行 って
い るので,交 流が で きる子 とで きない子 が い る。子 どもによつてアンバ ラ ンスで差が大 きい。また
寄宿舎 (K学 園)か ら通 う児童 生徒 が全体 の 3分 の 2い る。その子 たちは,東 ・西部 に自宅がある
,

子 で交流 を行 っていない (引 用者注記 一倉吉養護学校 は東西 に細長 い鳥取県 の 中部 にある)。 通 う
ことは不可能 で,行 事 に居住地校 の子 に来て もらうのが精 一杯 である。進 めて もい ない。地域 と疎
遠 にな り,交 流が で きる子 とで きない子 の差 =理 解 の差が大 きくな って きてい る。/小 学生の とき
は運動会 ,学 級活動 ,音 楽 ,体 育 でた くさん受け入 れて もらい,一 緒 に学習で きて い る。 しか し
中学生 になると学習内容 が難 しくなる (交 流 は相手校 の教育課程 に合 わせ ている)。 小学部 の時 は
交流 を していたが ,中 学部 ではやめた子 もい る。/同 じように交流の機会 があって も個人差があ り
,

,

また関わ りの度合 いの薄 い他学年 では障害 につい ての理解 も不十分である。/行 事 が多 い ため活動
が途切 れて しまい,子 どもの意識 も少 しず つ 薄れ ていって しま うことがあった。
」 とい う問題点や
課題 も聞かれた。
こ うした中で注 目され るのは,「 自立 と共生」 の地域社会づ くりを目指す ことを打 ち出 した こと
で ある20。 2000年 度 の 当初 ,倉 吉養護学校 の一保護者 か ら「 うちの子 に とつては,倉 吉養護学校 で
行 われてい る交流学習 は,意 義 がみ られない」 とい う話 が出され,そ の言葉 の重 さを真塾 に受 け止
めて交流担当者 ・各学部 ・全校教職員の集 ま りを持 って,交 流学習 の意 義 と取 り組 みについ て話 し
合 いが持 たれたのである。今 まで当た り前 の よ うに行 って きた交流学習 を一か ら見直す作業が行わ
れ,倉 吉養護学校 の保護者 を対 象 に「交流教育 を語 る会」が開催 された。保護者か らは「交流回数
が多 いのではないか」 とい う意見 も出 され,交 流回数 を減 らす原条 も一旦 は検討 された。
しか し,「 交流学習 をしてい く中で,子 ども達 によい姿 や よい変化 が見 られ ,交 流学習 の効果 が
感 じられる。交流学習はお互 い によい活動 の場 になってい る。/子 ども達 にとって意義ある交流 に
なるか どうか は,教 師 の学習 の準備や対応 の仕方 が大 きく影響す る。教師が考 えてい くべ き重要な
問題 である。/た とえ 1回 の交流学習 であつて も,保 育園,幼 稚園,小 学校 ,中 学校 ,高 等学校 と
交流 は積み重 なってい き,地 域 の人たちの理解 は深 まってい る。 また交流学習 は 1回 で も相手校 の
事前事後 の学習 が しつか りとされてお り,交 流学習が よ り成果 の上がるよ うな手 だてが されて いる。

/倉 吉養護学校 に子 どもだ け でな く保護者 の方 に も来て いただ き,一 緒 に交流す るの も理解が深
まって よい。地域 の人 に支 えて もらうことも大切である。/地 域 の人に障害児 ,者 の正 しい認識や
理解 を していただ くために,倉 吉養護学校 の教職員 が ,小 学校 などに出かけて ,児 童や PTA対 象
に学習や講演 を行 って きたが ,今 後 も積極的に しよう。
Jな どの意見が次 々に出 される。そ の結果
,

「児童 生徒 一 人一人に力 をつ け るとい う日々の授業 を,よ リー層大切 にす るとい うことを基本 にお
いて,交 流教育 を充実 させ るJ「 高等部 は,中 部 の全 高等学校 に交流 を呼 びか け,交 流 の案 内状 を
出すJ等 のよ うに,交 流学習 を縮小す る方向 にではな く,よ り充実す る方向が出 されたので ある。
「障害児教育 にお い て,児 童生徒が よ りよ く生 きてい く力 を培 ってい くこととまわ りの人 の正 し

鳥取大学教育地域科学部紀要

教育 ・人文科学

第

3巻

第

1号 (2001)

43

い認識や理解 を推進 してい くことは,車 の両輪 のようなものである。/こ のことを心 して,一 人一
人が輝 き,一 人一人が花開 く自立 と共生の社会 をさらに進めてい きたい。
Jと ,「 自立 と共生」 の地
域社会づ くりの提起 は締 め くくられてい る。
こうした「 自立 の共生」 の地域社会づ くりを提起 した背景 には,居 住地校交流 による地域づ くり
の蓄積がある。すなわち,倉 吉養護学校において小 ・中学部 を通 してはじめて居住地校交流 を行 つ
た事例児 が1999年 に高等部 を卒業す る際 に,地 域での理解 と協力 の広が りの上に,居 住 自治体 にお
いて作業所 「あゆみの郷」が開所 されたのであった20。
また,「 既 に,い ろい ろな場面で,本 校がめざす交流教育は『 自立 と共生』 であ り,決 して本校
児童生徒 のための交流 だけではないことはご理解 いただいてお りますが,学 校週五 日制完全実施が
目の前にきてお ります。その時を想定 して学校 ,家 庭 ,地 域における交流活動 をどのように取組 む
のか大 きな課題であ り早急に解決 しなければな りません。/本 校児童生徒,あ るいは障害児学級 の
子 どもたちの事ではな く,人 間 として,共 に地域に活 きる者 としての生 きざまが問われてい ると考
2DJと ぃ ぅ学校長 の言葉には 自立 と共生」 の地域
えます。
社会づ くりとい う新 たな提起が持つ射
,「
程 の広 さをうかが うことができる。今後 の展開が期待 されよう。
Ⅳ J居 住 地 校 交 流 か ら居 住 地 域 交 流 へ の 発 展 ― そ の 意 義 と可 能 性 ―
先 に渡部 (1994)カ ン旨摘 した居住地校交流 の 5つ の特長点 に関 して,今 回の2000年 度 の調査 にお
いても,「 ①障害児の個 々のねらい を明確 にして取 り組 むことが可能であるJ「 ②交流教育 の成果を
放課後や学校長期休業中の居住地での時空間や生活に拡張 しうる」 の 2点 が確認 で きた。「③病院
や施設 を伴 う学校にあっては退院・退所後の復帰 をスムーズ にすることもねらえる」 に関 しては
今回は病院・福祉施設利用児 の実施例がなかったために裏付けられなか った。最後 に,さ らに「④
障害児 を含めて学校外活動の充実や家庭 ・学校 ・地域社会 との連携 を謳つた学校週 5日 制 の趣 旨に
も合致するJ「⑤ ノーマ ライゼーションの思潮 の上に進められている教育的イ ンテグレー シ ョンの
国際的動向に沿 うもので もあるJの 2点 とも関連 させつつ,鳥 取聾学校及 び倉吉養護学校 が ともに
,

押 し進 めようとしている居住地校交流から居住地域交流 (居 住地域社会づ くりを含む)へ の発展が
持つ意義 と可能性を,交 流教育施策の変遷を押 さえる中で考察 したい。

1.1970〜 1980年 代 における交流教育施策一学校が立地する近隣地域への着目一
居住地域 とは,文 字通 り居住 している地域社会 (コ ミュニティ)の ことである。盲 ・等 ・養護学
校在籍児 は,居 住地域 の学校 (保 育所 ・幼稚園)に は在籍 していないので,居 住地域 との関わ りは
薄れがちである。
交流教育が施策化 される契機 となった1969年 の特殊教育総合研究調査協力者会議報告 (辻 村報告)
は,障 害児が「普通児Jと ともに学習す る機会 を提起 しているが,地 域社会や居住地域へ の言及 は
なかった。
交流教育が明記 された1970年 代 はじめの盲 ・聾 ・養護学校学習指導要領の改訂 (小 ・中学部
1971年 度実施,高 等部 :1972年 度から学年進行実施)で は,小 学部 ・中学部においては「小 学校 の
児童」「中学校 の生徒」が,高 等部においては「高等学校 の生徒」「地域社会の人々J力 減す象規定 さ
:

れたが,こ れは年齢段階で区分された意味合いが強かった。
「地域社会の人々」 力Mヽ ・中・高等部で位置づ けられたのは,1979年 の改訂

(小 学部

:1980年 度
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実施 ,中 学部 :1981年 度実施 ,高 等部 :1982年 度 か ら学年進行実施 )に お いてで ある。 この時 は
小 ・中学部及 び知的障害養護学校高等部 を含 めて ともに総則 に位置 づ け られてお り,特 別活動 に限
らず ,盲 ・聾 ・養護学校教育 の全体 にわたつて児童 ・生徒や地域 の人 々と活動 を共 にす る機会 を積
,

極的 に設 けることが配慮事項 とされた。ただ し,1980年 代 の交流教育施策 は主 に研究指定校 (心 身
障害児理解推進校 の指定 [1979〜 1996年 度 ],心 身障害児交 流活動地域推進研究校 の指定 [1987〜
1996年 度 ])を 通 じて進め られた為 に,集 団的 な学校 間交流や近隣地域 との交流が主 とな り,個 別
的な呂住地校交流 などへ の着 目は弱 かった。居住 地校交流や居住地域交流 は,概 念的には児童 ・生
徒 との交流や地域社会 の人々 との交流 の 中に確 か に含 み うる (排 除 は してい ない)。 とは言 え,養
護学校教育 の義務化 をめ ぐる「統合教育論vs特殊教育 (分 離教育)論 Jの 葛藤 もあ って,1980年 代
までの「特殊教育」政策 にお い ては「居住地域」 の視点 が意識 的 に回避 されて きた向 きが あ る。
1989年 に発行 された文部省著作 『心身障害児 と地域社会 の人 々 との交流』 にも,居 住地域 へ の言及
は特 にない。
なお,幼 稚部 の交流教育 に関 しては以前か ら行 われていたが ,盲 ・聾 ・養護学校幼稚部教育要領
(1989年 告示 ・1990年 度実施 )に おいて「地域 の幼児等 と活動 を共 にする機会 を積極的 に設 け るよ
うにす ること」 として記 された。

2.1990年 代以降 における交流教育施策一在籍児の居住地域 への着 目―
転機 は,1992年 における学校週 5日 制 の導入 であつた。学校週 5日 制 は,社 会一般 における週休
2日 制 の普及拡大論議 と相 まって,教 育課程審議会容 申 (1987年 12月 )や 臨時教育審議会 の第 2次
答 申 (1986年 4月 )の 中に検討課題 として含 まれた。そ して,社 会 の変化 に対応 した新 しい学校逗
営等 に関す る調査研究協力者会議 (1989年 8月 設置 )の 「社会 の変化 に対応 した新 しい学校運営等
の在 り方 につい て (審 議 のまとめ)」 (1992年 2月 )に お いて段階的 に導入す ることが適当であると
の提言 が なされ,ま ず 1992年 9月 か ら第 2土 曜 日が休業 日となった。その後 ,1995年 度 か ら第 2・

4土 曜 日が休業 日とな り,2002年 度 か らは完全実施 の予定 で あ る。
子 ども達 の多 くは,休 業 日を家庭や居住地域 で過 ごす。 1992年 に発 行 された文部省著作 『学校過
5日 制 の解説 と事例』 は盲 ・聾 ・養護学校 における実践事例 2め も掲載 してお り,居 住す る地域 (市
町村 )に おける取 り組み も記述 されてい る。盲 ・聾 ・養護学校 が 関 わるべ き「地域」 の 中に,こ れ
まで主 に意識 されて きた盲 ・聾 ・養護学校 の近隣地域 に加 えて,在 籍児 の居住地域 が位置 づ け られ
たのであった。 これが ,交 流教育施策にも変化 を産 む ことになる。
中央教育審議会第一次答 申 (1996年 7月 )に お いて「交流教育 の一層 の充実Jが 課題 として取 り
上 げ られたのを受けて,特 殊教育 の改善 ・充実 に関す る調査研究協力者会議 (1996年 月設置 )は「特
殊教育 の改善 ・充実 につい て (第 一次報告 )J(1997年 1月 )に お いて「多様 な交流 の展 開J「 地域
における交流の充実」 を提言 している。そ こでは,「 盲 ・聾 ・養護学校 の児童 生徒等が ,卒 業後
家庭又 は家庭 の近隣地域 で生活す るに当 たって,社 会生活へ の円滑 な移行 を進める観点か ら,こ れ
,

らの地域の人 々 との交流 は意義 のあ ることと考 える。 このため,家 庭 を取 り巻 く地域 における小 ・
中 ・高等学校等 ,各 種団体 ,企 業等 との交流 (例 えば,コ ミュニテ イサ ー クル,親 子会 ,PTA,
青少年団体等 の行事 ,青 少年教育施設 などを活用 した宿泊 を伴 つた体験活動 など)に つい て も,積
J「 完全学校週 5日 制 の実施 に向けた検討が進め られてい る状況か
極的 に検討 してい く必要があ る。
らも,今 後その実施 に当たっては,学 校 ・家庭 ・地域社会が一体 となって青少年 の学校外活動 など
」 と,家 庭 の近隣地域 ・家庭 を取 り巻 く地域 =居 住
社会教育 を充実 させて い くことが重要である。
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地域で の交流 の意義が明記 されたのであ った。 ここでは居住地域 の学校等 とともに各種 団体 ,企 業
等 が例示 されてお り,居 住地校交流 を含 む居住地域交流 や社会教育活動 の充実 が提起 された と見 て
よい。 また,倉 吉養護学校 において居住地校交流 の蓄積 が居住 自治体 での作業所 づ くりに結 びつい
た事例 があつた ように,卒 業後 の生 活や移行 と関連 した視点 を示 した ことを特記 してお きたい。
これを受けて,こ れまでの心身障害児理解推進校及 び心 身障害児交流活動 地域推進研究校 の指定
事業 に代 わって,1997年 度 か ら地域の実態に即 した交流教育が推進で きるように交流教育地域推進
事業 が実施 される ところとなった。 さらに2001年 度 か ら,「 近年 ,ノ ーマ ライゼ ー シ ヨンの進展 に
よ り,障 害 の ある人 も,住 んでいる地域社会 の 中で,積 極 的に活動 し,コ ミュニテイの一員 として
豊かにい きてい くことが重視 されるようにな ってい る。 このことは,居 住地 か ら離 れた学校 に通 う
2の
ことの多 い盲 ・聾 ・養護学校児童 生徒 の新 たな課題 となっている。
」 との認識 の下に,「 障害 のあ
る子 どもの地域 における交流活動の充実 のための調査研究Jが 予定 されてい る。 この研究 の構想図
(資 料

1)で は,障 害 のある子 どもが「住 んでいる地域」 における小 中学校及 び地域社会 での交流

活動 ,す なわち居住地校交流 を含 む呂住地域交流 を促進 して,「 社会性や豊 かな人間性 をもち地域
社会 の 中で生 きる子 どもの育成J及 び「完全学校週 5日 制へ の対応」 を進め ようとしている。
なお ,こ れ まで盲 ・聾 ・養護学校 の教育要領 ・学習指導要領 に規 定 されて きた交流教育が ,1998
年度 における改訂告示 に際 して,幼 稚園 ・小学校 ・ 中学校 ・高等学校 の ものにも明記 された 。幼
稚園か ら高等学校 までの教育指導 における配慮事項 として新 たに位置づい たことによつて,居 住地
枝交流 は盲 ・聾 ・養護学校 と居住地域 の学校 の対等 な協力共同 の活動 として ます ます充実 される裏
3の

付 けを得 た と言 えよう。
加 えて,21世 紀 の特殊教育 の在 り方 に関する調査研究協力者会議 (2000年 5月 設置)が 「21世 紀
の特殊教育 の在 り方 について一 一 人一人 のニーズ に応 じた特別 な支援 の在 り方 につい て― (最 終報
告)」 (2001年 1月 )に お い て,「 ノーマ ライゼ ー シ ヨン」 を政策理念 に位置づ けた上で ,各 地域 (市
町村 )に お いて教育 ・福祉 ・医療等 が一体 となって乳幼児期 か ら学校卒業後 まで障害 の あ る子 ども
及 びその保護者等 に対す る相談及 び支援 を行 う体制 を整備する ことを含 めて今後 の「特殊教育」 の
在 り様 を提言 した ことは,生 涯 にわたる地域での支援体制 を整備す る一環 としての居住地域交流 の
意義や可能性 をも示 して くれてい よ う。
居住地域交流 は,先 に指摘 した居住地校交流 の特長点 の「④学校週 5日 制」及 び「⑤ ノーマ ライ
ゼ ー シ ョンJと 密接 に関 わつて,居 住地校交流 を含 む よ り広義 の実践形態 として,今 後 の更 なる充
実発展 が 要請 されてい るのである。

3.残 された課題
ところで,渡 部

(1986)は ,「 地域」を①盲 ・聾 ・養護学校の通学区域に重なる「地域」 (通 学エ

リア・校区),② 子 ども達の居住する「地域」 (居 住地域),③ 学校の立地区域 としての「地域J(学
道府県立校の場合は都道府
校の近隣地域),④ 教育行政区域及び学校設置主体 としての「地域J修 卜
県),⑤ 地方自治体の基底的な単位である居住する市町村自治体 としての「地域」 (居 住市区町村),
⑥福祉 ・医療等の諸サービスの総合保障を押 し進める区域 としての「地域」 (福 祉機関・保健衛生
機関・病院機関などが管轄・分担するエ リア)の 6つ に整理 し,障 害児教育 との関連で「地域Jを
創造する具体的な方策を提示 している。 しかし昨今, 1学 区 1校 とい う小学区制を採 つてきた公立
小 ,中 学校 において通学区域の弾力的運用31)が 許され,一 部には居住地の学校 を忌避する学校選択
の自由も叫ばれるようになっている。居住地域の子 ども達が共に学び育ち合うという小学区制自体
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が揺 らいでい る。 こう した新 たな状況 の下で,「 地域」 を単 に居住区域や自治体区分 としてではな
く地域共同体 と捉えた場合 には,共 同体機能の崩壊 と再創出 とい う難 しい課題 を字んで こよう。
「地
域」 を重層構造的に捉えつつ,崩 壊 と創出の複合過程 をリアルに分析 し,ノ ーマ ライゼーシヨン及
び地方自治 (地 方分権)の 時代 に相応 しい方策 を更 に追究 してい きたい。
付記 :第 I・ Ⅱ章 に関す る資料収集及 び調査 は山本が,第 Ⅲ・Ⅳ章 に関す る資料収集及 び調査 は渡
部が分担 し,共 同討議 の上に渡部が本文を責任執筆 した。
謝辞 :資 料収集及 び諸調査 に際 しては,鳥 取県下 の盲 ・等 ・養護学校 における交流教育担当者にお
世話になりました。 と りわけ,農 取聾学校及 び倉吉養護学校 の実践に関 しては,多 くの関係者から
聞き取 り調査等へ の御協力 をいただきました。 ここに記 して感謝申し上 げます。また,本 稿 で取 り
上げたような貴重な取 り組みを蓄積 されて こられたィ
専取県 の関係者の皆様 に対 して,敬 意を表 しま
す。
,主 》
《

1)鳥 取県立鳥取聾学校 (1993)『 龍文』第 1号 pp.6263。
2)朝 日新聞 (1987年 12月 9日 付 け,鳥 取版記事)「 深 めよう障害者理解/大 栄 ・羽合西両小学校 と倉吉養
護学校が交流学習J,横 山裕美 (1991)辟 青神薄弱児 の交流教育― I児 の事例 に関する考察―』pp.3242。
3)梅 谷千鶴栄 (1984)「 地域交流学習 にかけ るねがい」,渡 部昭男 (1986)「 障害児 の教育的イ ンテグ レー
ションと『地域』
」pp.189190。
―
4)田 村真 (1999)「 居住地校交流 に関す る調査研究Jに よれば,1997年 10月 の調査時点において,全 国
で31,80/0の 学校 (小 ・中学部 を設置す る盲 丁聾 ●養護学校964校 中の有効 回答 は760校 )で 居住地校交流が
実施 されていた。地方別 に見 る と,近 畿が62.8%(有 効 回答 113校 ),中 国が55.3%(同 47校 )と 実施校率
が高 いの に対 して,東 北 ・北海道 は127%(同 126校 ),関 東 は22,9%(同 175校 ),四 国は28,9%(同 38校 ),
中部 は29.3%(同 133校 ),九 州 ・沖縄 は30.6%(同 111校 )と 低 かった。都道府県別 では,広 島県 100%(有
効 回答 2校 のみ),島 根県90,9%(同 11校 ),鳥 取県889%(同 9枝 )と 中国地方 の 3県 が高率順位 となっ
てお り,鳥 取県 は第 3位 の高 い実施校率であ った。

5)田 村 (1999)に よれば,1997年 の全 国調査 において,小 学部 の実施人数率 は8。
中学部 は3.8%(同 725校 )で あ った。

9%(有 効回答 749枝 ),

6)鳥 取県立蔦取聾学校 (1994)『 龍文』第 2号 p.177。
7)鳥 取県立′
烏取聾学校 (1993)『 龍文』第 1号 pp.6263。
8)田 村 (1999)に よれば,1997年 の全 国調査 において,小 学部 における居住地校交流 の実施校率 は盲学
校が48.3%(有 効 回答 58校 ),聾 学校 が43,7%(同 87校 ),肢 体不 自由養護学校 が38.2%(同 144枝 ),病 弱
養護学校が34.6%(同 78校 ),知 的障害養護学校が20,7%(同 367校 )で あ り,聾 学校 は盲学校 に次 いで実
施校率が高か った。 また,全 国的な「特殊教育課程運営改善講座」 の聾学校小学部部会 において も,各 地
の聾学校小学部 で取 り組 まれてい る「居住 区交流J「 居住地域交流」等 の情報交換がなされ ている (鳥 取県
立鳥取聾学校 [1998]『 龍文』第 6号 p.157)。
9)鳥 取県立鳥取聾学校 (1999)『 龍文」第 7号 p.10。 なお,第 8,9号 には,交 流保育 のまとめは掲載 さ
れていない。

10)鳥 取県立′
鳥取聾学校
11)同 上p.52。

(2001)『 龍文』第 9号 pp.50‑51。
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12)鳥 取県立鳥取聾学校 (1994)『 龍文』第 2号 p.181。
13)鳥 取県立鳥取聾学校 (2000)『 龍文』第 8号 p.67。
14)同 上p.64。
15)鳥 取県立鳥取聾学校 (1994)『 龍文』第 2号 p.182。
16)鳥 取県立鳥取聾学校 (1998)『 龍文』第 6号 p.94。
17)田 村 (1999)に よれば,1997年 の全 国調査 において,中 学部 における居住地校交流 の実施校率 は病弱
養護学校が26.0%(有 効回答73校 ),盲 学校 が24.1%(同 58校 ),肢 体不 自由養護学校 が20.4%(同 142校 ),
聾学校がH.3%(同 80校 ),知 的障害養護学校が8,7%(同 356校 )で あ り,聾 学校 は知的障害養護学校 に次
いで実施校率が低か った。注 8)に 示 したように,聾 学校 は小学部 の実施校率43,7%か ら中学部の11,3%
へ と大 きく減少 してお り,極 めて特徴的であつた。
同様 の記述 は,前 年度 の第 5号 に もあ り,「 本校運
い
の生
と
H中
が
に
くの悪天候 のため,午 後 は,校 内で手話 の歌 を一緒
学校
徒 参加 ,あ
動会 には,K中 学校
に歌 った りして楽 しい交流会 となった。 K中 学校 では,手 話 クラブもで き,挨 拶 も手話でするな どコ ミュ
ニケー シ ョンをとるための努力が,本 校生徒 の感動 と親 しみをさそった。
」 (鳥 取県立鳥取聾学校 [1997]『 龍
18)′ 鳥取県立鳥取聾学校 (1998)『 龍文』第 6号 p.94。

文』第 5号 p.84)と されている。
19)鳥 取県立鳥取聾学校 (1993)『 龍文』第 1号 p.64。
20)鳥 取県立鳥取聾学校 (2000)『 龍文』第 8号 p.67。 同様 の認識 は,山 本 (2001)に よる聞 き取 り調査 で
も確認 されている。
21)塩 田健夫 (2000)「 鳥取聾学校 の現在 とこれか ら (提 言)Jp6の 「 8.交 流教育 とふれあいの場 (2)
居住地域 でのふれあい」 とい う項 目で言及 してい る。

22)鳥 取県立倉吉養護学校 (2001)『 交流教育―実践記録一』2000年 度p.1。
23)同 上p.4。
24)鳥 取県立倉吉養護学校 (2000)『 交流教育―実践記録一』1999年 度pp.4群 58。 なお,『 交流教育―実践
固別 の交流」実施報告 はあるが,交 流校 ・保護者 ・養護学校 の三者 の反省文が省
記録一』2000年 度 にも「イ
略 されているので,記 載 のあ った1999年 度 か ら抜粋 した。
25)山 崎千井子 (2001)「 まとめ と課題」 (鳥 取県立倉 吉養護学校 『交流教育一 実践記録一』2000年 度 )pp
.62‑63。

26)山 崎千井子 (2000)「 は じめに」 鳥取県立倉吉養護学校 『交流教育―実践記録一』 1999年 度),大 栄町
(′

ふれあいセ ンター (2000b)「 Fromあ ゆみの郷」。
27)福 本侃 二 (2001)「 は じめにJ(鳥 取県立倉吉養護学校 『交流教育一実践記録一』2000年 度)。
28)文 部省 (1992)『 学校週 5日 制 の解説 と事例― 子供 の豊 か な人 間形成 のため に一』大蔵省 E「 刷 局pp
.131‑171。

29)「 障害のある子 どもの地域における交流活動の充実のための調査研究」概算要求書類 (障 害者の生活 と

権利 を守る全国連絡協議会 [2000]『 障害者問題情報』第208・ 209合 併号p.56)。
30)幼 稚園教育要領 (1998年 文部省告示第174号 :2000年 度実施)で は「第 3章 指導計画作成上の留意事
項」「 2 特 に留意する事項Jに 「 (3)幼 児 の社会性や豊かな人間性 をはぐくむため,地 域や幼稚園の実態
等 により,盲 学校,聾 学校,養 護学校等の障害のある幼児 との交流の機会 を積極的 に設けるよう配慮す る
こと。
省告示第175号 :2002年 度実施)で は「第 1章 総則」「第 5
J,小 学校学習指導要領 (1998年 文書る
べ
の
指導計画 作成等 に当たって配慮す き事項Jに 「(11)開 かれた学校づ くりを進めるため,地 域や学校の
実態等に応 じ,家 庭や地域の人々の協力 を得 るなど家庭や地域社会 との連携 を深めること。また,小 学校
間や幼稚園,中 学校,盲 学校,聾 学校及 び養護学校な どとの連携や交流 を図るとともに,障 害のある幼児
」,中 学校学習指導要領 (1998年 文部省告示第176号
児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。
2002年 度実施)で は「第 1章 総則J「 第 6 指導計画の作成等に当たって配慮すべ き事項Jに 「 (12)開 か
れた学校づ くりを進めるため,地 域や学校 の実態等 に応 じ,家 庭や地域の人々の協力 を得 るなど家庭や地
:
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域社会 との連携 を深 めること。 また,中 学校 間や小学校 ,高 等学校 ,盲 学校 ,聾 学校及 び養護学校 などと
の連携 や交流 を図 るとともに,障 害 のある幼児児童生徒 や高齢者 などとの交流の機会 を設けること。
J,高
等学校学習指導要領 (1999年 文部省告示第58号 :2003年 度か ら学年進行実施 )で は「第 1章 総則」「第 6
款 教育課程 の編成 ,実 施 に当たって配慮すべ き事項Jに 「 (11)開 かれた学校 づ くりを進めるため,地 域
や学校 の実態等 に応 じ,家 庭や地域 の人 々の協力 を得 るなど家庭や地域社会 との連携 を深めること。 また
,

高等学校 間や中学校 ,盲 学校 ,聾 学校及 び養護学校 な どとの間の連携や交流 を図る とともに,障 害 のある
幼児児童生徒や高齢者 などとの交流 の機会 を設けること。
」 と規定 された。 これ らに対 して,盲 学校 ,聾 学
び
校及 養護学校幼稚部教育要領 (1999年 文部省告示第60号 :2000年 度実施 )で は「第 3章 指導計画作成
上の留意事項」「 1 ‑般 的な留意事項」 に「 (10)幼 児 の経験 を広 めて積極的な態度 を養 い,社 会性や豊か
な人間性 をは ぐくむために,学 校生活全体 を通 じて,幼 稚 園の幼児及 び地域 の人 々 などとの活動 を共 にす
る機会 を積極的に設けるよう配慮すること。
J,同 小学部。 中学部学習指導要領 (1999年 文部省告示第61号
:2002年 度実施)で は「第 1章 総則」「第 7 指導計画 の作成等 に当たって配慮すべ き事項Jに 「 (6)開
かれた学校 づ くりを進めるため,地 域や学校 の実態等 に応 じ,家 庭や地域 の人々の協力 を得 るなど家庭や
地域社会 との連携 を深 めること。 また,学 校相互 の連携 や交流 を図 ることにも努 めること。特 に,児 童生
徒 の経験 を広めて積極 的な態度 を養 い,社 会性や豊かな人間性 をは ぐくむために,学 校 の教育活動全体 を
通 じて,小 学校 の児童又 は中学校 の生徒及 び地域の人 々 などと活動 を共 にす る機会 を積極的 に設けるよう
にす ること。
J,同 高等部学習指導要領 (1999年 文部省告示第62号 i2003年 度 か ら学年進行実施 )で は「第
1章 総則J「 第 4款 教育課程 の編成 ・実施 に当たって配慮すべ き事項」 に「 (4)開 かれた学校 づ くりを
進めるため,地 域 や学校 の実態等 に応 じ,家 庭や地域 の人 々の協力 を得 るなど家庭や地域社会 との連携 を
深 めること。 また,学 校相互 の連携や交流 を図 ることに も努 めること。特 に,生 徒 の経験 を広 めて積極 的
な態度 を養 い,社 会性や豊かな人間性 をは ぐくむために,学 校 の教育活動全体 を通 じて,高 等学校 の生徒
及 び地域の人 々などと活動 を共にする機会 を積極的 に設けるようにする こと。
」 と規定 されてい る。
の
をど
(2000)『 学校選択 自由化
う考 えるか』大月書店。
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