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母子通園だからこそ出会えたもの 
― 卒園を迎える⺟たちの想い ― 

 

 
 

障害があったからこそ 
          見える景色、聞こえる言葉 
 

⻘井 美佳 
 

不安が増す⽇々の中で 
 ２０１３年１２⽉１１⽇、私の実家がある M 県 I 市の産婦⼈科で、男の⾚ちゃんが⼤きな産声を
あげて、この世に誕⽣しました。それが、私にとって２⼈⽬の⼦、⻑男⼤和（やまと）です。⼤和の
前に⼀度流産を経験しており、⼤和をお腹に授かってからは毎⽇、元気に⽣まれてくれますように
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と紙に書いては鶴にして、出産の⽇を⼼待ちにしていました。そんな強い願いもあって、⼤和が⽣
まれた⽇は嬉しくてたまらなく、幸せで興奮して寝られませんでした。退院して暫くし、⼤和の健
康や成⻑に問題が無いと確認した私は、⽣後 4 ヶ⽉の⼤和と当時４才の⻑⼥、⽇和（ひより）を連
れて、主⼈のいるベトナムに戻り、新しく加わった⼤和と家族４⼈で再び⽣活をスタートさせまし
た。ママ友達も皆、とても歓迎してくれて、平凡ながらも平和で有難い⽇々でした。勿論、その頃は
⼤和の障害を知る由もなく、ただただ可愛くて愛しくて仕⽅がない⼤和でした。ベトナムでも予防
接種と検診を怠ることなく受け、毎回良好で⽇和と同じ道をそのまま追っていました。 

⽇和が⼩学校に上がるのを機に、主⼈はベトナムに残り、私たち３⼈は⽇本で暮らし始めました。
その辺りから⼤和はまだ喋らないなぁと気づいたものの、⽇和も⾔葉は遅かったし、男の⼦は成⻑
が遅いって⾔うし、なんて思い込ませては⾃分を安⼼させていました。そうする間に⼤和の幼稚園
探しの時が来ました。変わらず喋らない、落ち着きも全くない、不安が増す⽇々のまま、園の⾯接に
向かいました。他の⼦と明らかに違う⾏動の⼤和でしたが、合格したので４⽉から⼊園になりまし
た。とはいえ、私は安⼼して⼤和を園に預けることが出来ず、毎朝、⼤和を登園バスに乗せた後は、
⾃転⾞でこっそり園を⾒に⾏きました。皆と同じ事が出来ないこともですが、それ以上に脱⾛して
⾏⽅不明になっていないかと、命に関わる⼼配が絶えず頭にあり、⾝体に⼒が⼊らない⽇々でした。
案の定、⼤和が⼀時脱⾛して、先⽣⽅が探し回ったり、給⾷のいただきますの前に⾷べてしまった
り、教室のホウキを振り回したり、名前を呼んでもこちらを⾒ないことなど、キリがない程の苦情
が園から⼊り、私が恐れていた退園という⽅向になりました。やっぱりね・・・。けれど、あのまま
惨めな思いで、頭を下げながら通い続けるよりも、退園でスッキリしたのも本⼼です。⼤和を知る
きっかけにもなりました。 
 

“あちら側の⼈”から、“こちら側の⼈”へ 
さぁ、これからどうしよう…、２⼈でどう過ごす？ けれども家にいる場合ではないぞ、動かな

きゃと直ぐに区役所に電話をしました。まずは発達検査という⼈⽣で初めて出会った⾔葉に、ピン
とこないまま検査の予約をしました。３ヶ⽉待ちの間、親⼦で⾏けそうなコミュニティを探して参
加したり、毎⽇⼤和と出掛けました。当時、主⼈が側にいなかったので、誰かに話を聞いてもらう事
で⾃分を保とうとしていた事に後から気づきました。それなりに、必死だったんだなあ（笑）。そし
て、発達検査の⽇。その⽇に障害の診断が下りて、分かってはいたものの、⾝体がガタガタになりま
した。障害者とは無縁の“あちら側の⼈”から、“こちら側の⼈”へ移⾏になり、⼈⽣を⼤きく左右され
た⽇になりました。 

診断を受けた療育センターで療育を受けるにも、既に定員オーバーの状態。けれど、⼤和の年齢
は、年少の７⽉。いち早く療育をさせてあげたいと近くのさわらび園を紹介していただき、早速⾒
学に向かいました。そこには、⼤和と同じように障害を抱える児童とその⺟の姿がありました。普
通の幼稚園とは違う異質の雰囲気はありましたが、⼦どもに寄り添い丁寧に関わる⺟の姿に衝撃を
受けたのを強く覚えています。 
 

我が⼦を信じて歩んだからこそ 
なぜか、⼤和は直ぐにさわらび園を気に⼊りました。⺟⼦通園に不安と⼾惑いはありましたが、

⼤和の為だと⾶び込みました。ようやくココで、さわらび園⽣活の始まりです。園では出来る出来
ないに拘わらず、「ひとつひとつゆっくりで⼤丈夫ですよ」という、優しい先⽣の⾔葉に、当時⼤和
の出来ない事だらけの姿に焦りと⼼配でガチガチになっていた私の気持ちがほぐれました。ココは、
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⼤和を隠さなくていいのだと安⼼しました。楽になった分、⼤和を⼤和の⾼さに合わせて⾒ようと
する⾃分が芽⽣えたような感じがあります。それと同じ悩みを持つ⺟達の存在が何より⼒をくれま
した。皆さん、明るくて無邪気に笑う姿はとても素敵でした。⼊ったばかりの私たちを気に掛けて
くださり、親切に教えてくれました。 

毎⽇通う中で、⼤和への課題が⾊々と出てきました。⾷事、トイレ、気持ちのコントロールがきか
ない、他⼈が⾒えない、本当に⾊々…。⼤丈夫か？また退園かな？と再び不安が蘇ってきました。け
れどもそんな⼤和を邪険に扱うどころか、⼩さな事にもしっかり⽬を向けてくれる先⽣の姿があり
ました。それが⼤和と⼀緒に頑張ろうという気持ちになり、今までなら気に留めなかった⼤和の発
信を受信するアンテナがピンと張りました。⾃分の気持ちを⾔葉に出来ない⼤和は、どんなに不憫
だろう。態度で⽰したら、それはワガママに取られてしまって叱られる。先⽣の⾔葉を聞きながら、
⼤和を⾒ていると、私には理解出来ない⼤和の⾏動ひとつひとつに理由があると知り、嗚呼（ああ）
…、こうしたかったんだね、と繋がる場⾯が増えていきました。ごめんね、強く叱りつけて、と謝る
ばかり。これだ！こういう発⾒が出来るのも、⺟⼦通園ならではなんだと思いました。不思議と、相
⼿にジェスチャーなどで⾃分の気持ちが伝わる事を知ると、⼤和はグイグイ表してきました。“アレ
欲しい” “コレ嫌い、など、思いが通らない時は、憤慨したりしますが、今まで⼀⽅通⾏だった私た
ちが少しずつやり取りが出来るようになっていきました。あんなに座っていられなかった椅⼦に、
今は３０分近く座って過ごせるようになったり、苦⼿な野菜を⾷べたり、園まで電⾞で来れたり、
⼤和⾃⾝が苦⼿とすることを⼤和⾃ら戦って克服してくれました。とはいえ、思い通りにいかない
地味な療育の⽇々に投げ出したい時も、沢⼭ありましたが、結局それが出来なかったのは、⼤和を
信じているからなのでしょう。そんな発⾒も療育のひとつに思います。 
 

⼤和が運んでくれた沢⼭の温かいご縁とともに 
今、卒園を間近に控え、こんなに課題を残したまま⼩学校へ⾏って⼤丈夫か、⼼配の⽇々です。け

れども、さわらび園にいたらいただけ、課題も増えるでしょうし、この際、思い切って⾶んでしまお
うではないか！ やる事はやった。この園⽣活は、これからの⼤和にとっても、私にとっても、⼤き
な糧になります。そして、障害もずっと⼀緒です。障害を知らないあちら側の景⾊も良いかもしれ
ないけれど、こちら側から⾒える景⾊もなかなか良いもんだと最近思えることも増えました。障害
があったからこそ、⾒える景⾊、聞
こえる⾔葉がある気がします。 

園を出ても、路（みち）は続きま
す。ここで教えてもらった⽬配り、
気配り、⼼配りの三配を⼤事にして、
⼤和と⼆⼈三脚で歩んでいこうと思
います。そして、共に過ごし、いつ
も勇気をくれたお⺟さま⽅、可愛い
笑顔で元気をくれた園児たち、本当
に有難うございました。⼤和が運ん
でくれた沢⼭の温かいご縁に⼼から
感謝いたします。 
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我が子を心から可愛いと思えるようになって 
 

⻤頭 敬⼦ 
 

この⼦は⽣きたいんだ 
 平成２６年１⽉２７⽇、帝王切開で佑典（ゆうすけ）は⽣まれました。⿇酔が切れてきて意識はし
っかりしているのに、⾝体は動かない状態で医師や看護師さんが慌ただしく動いているのがわかり
ました。次に気がついた時、主⼈が「数⽇で天国に⾏くかもしれないし、助かっても⾜まで⾎液がい
っていないので、切断する可能性があり、S 病院に転院することになったので⼀緒に⾏ってくる」と
⾔って、病室から出て⾏き、「がんばれ！がんばれ！」と泣き叫んでいる主⼈の声を聞いて、涙があ
ふれました。その夜は、“兄ちゃん（⻑男）に申し訳ない” “これからどうなるんだろう” “私と⼀緒
の誕⽣⽇なのは天国に⾏っちゃうから？” と、医療器具につながれて携帯電話も触れない状態の私
は、朝まで泣き続けました。 
翌⽇には S 病院からN病院のNICUに転院。主⼈からダウン症の検査をしていると⾔われ、⼀緒

に泣きました。それでも、結果が出るまでは何かの間違いと思いながら、インターネットで検索を
し、⼀⼈になった病室で夜な夜な泣きながら、天国に⾏ってくれたらと、酷いことも考えました。初
めてNICUに⼊院している佑典に会った時、「佑典、佑典、寂しかったね。お⺟さんだよ。ずっと会
いに来れなくてごめんね」と話しかけると、⽬を開けてくれました。⾃宅に佑典と帰った⽇に、搾乳
が出なくなり、粉ミルクに代えて飲ませたら、全て吐き出してしまいました。「おっぱい飲んでくれ
ないから、もう出ないの！ 粉ミルク飲まないと死んじゃうよ！」と⾔いながら、病院でどんなに
練習しても直接飲んでくれなかったおっぱいに、佑典の⼝を近づけたら飲んでくれ、“この⼦は⽣き
たいんだ” と思いました。 
 

さわらび園でのあゆみがスタート 
兄の幼稚園の送迎以外は家に引きこもり、泣いていました。そんな私を⾒て、主⼈は「まずは３歳

まで、頑張って育てよう」と、ダウン症の本を沢⼭読んで、何とかなると励ましてくれました。病院
の定期検診も付き添ってくれ、療育も⼩児科の先⽣と相談をして、１歳の誕⽣⽉から療育センター
に週１で通い始めました。ダウン症のお⼦さんを育てているママと話をしたり、療育の先⽣と話す
ことで、少しずつ⼼が楽になっていきました。そのまま通園になるのかなと思っていた⽮先、「さわ
らび園で通園になります」との連絡が⼊り、“ハイハイをしている佑典には無理” と、反発しました。 

さわらび園に⾒学に⾏った時に、兄が通っている幼稚園と何ら変わらない光景に⾒えた教室、本
当に障害があるの？と思える⼦どもたちが、あつまりでシールを貼っている姿を⾒て、佑典がその
中にいる想像が出来ないまま、通園がスタートしました。ところが、通園が始まってしばらくした
頃、家でつかまり⽴ちをしなかった佑典が⾛り回っているお友達を⾒て、刺激を受けたのか、⾃分
でつかまり⽴ちをし始めました。この時、お友達のパワーはすごい、さわらび園に来て良かった、と
思いました。 
 

「⼦どもをよく観る」ことと向き合いながら 
療育を重ねていく中で、⼀緒に⼊園したダウン症の１学年下のお友達が⾊々なことが出来るよう

になっていく姿を⾒て、“皆すごいな！” “私の関わり⽅がダメなんだろうか？” と思うようになり、
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佑典にかける声かけが⽇に⽇に多くなりました。また、家ではトイレトレーニングや着替えなど、
取り組んでいたことの成果がなかなか⾒られないことへの焦りもあり、佑典に厳しく関わることも
増えていました。 

その後、年中の冬頃から、本⼈の気持ちが納得いかないことがあると泣いたりすることが多くな
り、また体調を崩すことも多く、さわらび園に相談しながら、⼩児科に通ったり、年⻑になってから
は低⾎糖で何度も点滴を打ちに⾏ったり、病院通いで、園の⾏事をほとんど⽋席しました。 
体調不良が続き、通園出来ていない不安の中、さわらび園でよく⾔われている『⼦どもをよく観

る』ということを思い出し、家で知育アンパンマン靴下を購⼊して、佑典と⼀緒に履いてみたら、佑
典の顔⾊が変わり、靴下を何度も触っていました。それからは早く、それまで何度関わっても⾃分
で靴下を持とうとしなかった我が⼦が、失敗しても⾃分で履き直して努⼒する姿を⽬にして、涙が
あふれました。年⻑になってからの気づきで、遅いのですが、『⼦どもをよく観る』ことの意味が少
しわかった瞬間でした。 

それからは、握⼒をつけられて楽しめるクレパスやピタゴラスイッチみたいなブロックを家で購
⼊してみたら⾃分で遊んでくれるようになったり、ボタンを触ってほしくて録画した『パジャマで
おじゃま🎵』を⾒せ続けていたら…突然着ているトレーナーの胸の辺りでボタンをつまむ仕草をし
たので園のスモックを着せて数回再⽣したら、ボタンを⾒てボタンホールに⼀⽣懸命⼊れようと努
⼒する姿を⾒せてくれました(まだ、ボタンはめは１⼈では無理ですが…。) 
佑典の【やる気スイッチ】が⼊る⼿助けをする事が⼤切で、その事を⾒つけることが出来ると佑
典も私も楽しめることがわかりました。 
 

親⼦で卒園 
最後に私たち親⼦の時間の流れはゆっくりで、皆が頑張っている姿を⾒て “頑張らないと！” と
思わせてもらえた⼀緒に⼊園した仲間に感謝します。ありがとうございます。 
 ⼩学校⼊学に不安はありますが、改めてスタートラインに⽴てたこと、佑典のことを可愛いと⼼
から思えるようになって親⼦で卒園出来るようになるなんて、⼊園時には想像もしていませんでし
た。親⼦で療育していただいたと思っています。 
 これからもお世話になりますが、３年間、本当にありがとうございました。 
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公太と出会い、わたしと出会えた３年間 
 

塩野 維⼦ 
 

 公太（こうた）が３歳の誕⽣⽇を迎える前、当時通っていた保育園で発達検査をすすめられ、療育
センターを受診しました。結果は、⾃閉スペクトラム症と知的障がい。その現実を受け⽌めきれな
かった私は、療育を受けて障がいを治して、１年後には保育園に戻ろうと決意し、さわらび園に⼊
園しました。 
 

⾃分を認められるようになるまで 
 ⼊園してすぐにいただいた療育テキストは、障がいを治すヒントが書いてあるのかも…と期待し
て読みました。でも、私の期待したヒントは書いてないし、内容はその当時の私にはさっぱりわか
りませんでした。唯⼀、「休まず通いましょう」という⼀⽂が⼼に残り、とりあえずその⾔葉に従う
ことにしました。 
 さわらび園は、⺟⼦療育ということで、意思の疎通もできない宇宙⼈のような息⼦と２４時間⼀
緒に過ごすことになりました。でも、これといった問題となるような⾏動はしないし、このまま療
育すれば話せるようになり、普通の⼦になれるかも、と思っていました。 
 その⼀⽅で、⺟親のグループカウンセリングでは、話し出すと、なぜか涙が溢れてしまう。みんな
はお⼦さんと向き合って、お⼦さんについての相談を冷静に話しているのに、私は⾃分のことばか
り話してしまう。なんで、きちんと話すこともできないんだろう…と悩みました。今思うと、公太の
ことがわからないことが苦しかったんだと思います。１年⽬は徹也先⽣で、沈黙も多くて、本当に
緊張しましたが、聞いてほしい⼀⼼で勇気を出して発⾔していました。話の途中で泣いてしまい、
まともに話せないときもあり、本当に恥ずかしかったです。でもそんな私に、どんな時も寄り添っ
てくれ、気持ちを受け⼊れてくださいました。⾃分でもわからない思いを解ってくださっている気
がしました。聞いていただくことで⾃分を認められるようになってきて、だんだんと安⼼感に変わ
っていきました。障がいについても、他のお⺟さんのお話を聞いていく中で、治すとかではないの
かな？と感じ始めていました。 
 

「遊ばない」我が⼦と向き合う⽇々 
 さわらびのプログラムの中で、私が特に嫌だったのが、集団個⼈プレイの時間でした。周りのお
⼦さんは座って⼿におもちゃを持って、お⺟さんや先⽣やお⼦さんたちで楽しそうに遊んでいる。
でも、公太はフラフラしているだけ。「あそぼうよ」と誘っても、我関せず。おもちゃを渡すと⼀瞬
⼿に取るけど、すぐに放ってしまう。ふいに私に近寄ってはくるけど、おもちゃが置いていないと
ころでウロウロしている。⼈の合間を縫って⾛り、⾒ているだけでヒヤヒヤ、イライラ…。この⼦の
障がいの重さ、みんなの輪の中に⼊れないみじめさを強く感じる時間でした。 
 先⽣に相談をして、アイデアをもらいながら、様々な取り組みをしました。１年⽬の宿泊療育で
は、プレイ中の公太の動きを集めた映像を⾒せてもらいました。でも、私には、『いろんなところに
ただ現れる⼈』にしか映りませんでした。また、⽇々のプレイの時間中では、公太が何を⾒ているの
かよーく⾒てみよう、私⾃⾝が積⽊で遊んでみたらどうか、近寄ってきたら⼿に渡してみよう、公
太の背後からついて⾏き、同じ景⾊を⾒てみよう、隣に座らせて遊び⽅を教えてみよう…。どうし
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たら、『遊んで』くれるのか、試⾏錯誤の⽇々でした。 
 そんな中、平野先⽣から“空間でとらえている”という考え⽅を教えていただきました。でも、『遊
ぶ』っていうことは、おもちゃで遊ぶことなのに、“空間”って何だろう、よくわからない、どういう
意味だろう。私はすぐにはその⾔葉を飲み込めませんでした。 
 

我が⼦を発⾒した瞬間 〜表現は⼀つではない〜 
 １年が経ち、来年度の進路を決める時期になりましたが、⼊園時とそう変わらない公太を前にし
て、保育園に戻るという選択はできず、療育を継続することに決めました。 
 公太が年⻑になり、さわらび３年⽬の宿泊療育のビデオを観ていたときのことです。『あれ？？』
公太の気持ちのような、空間で遊ぶ感覚になった瞬間があったのです。それは、カラフルな⾊や形
があって、うきうきする、たくさん動きたい、きらきらした世界でした。 
 公太は今までも、ずっと、遊んでいたのかもしれない。遊んでいないと思っていたのは、私の思い
込みで、焦る気持ちが何もかも⾒えなくしていたんだ、と気が付きました。 
 はっきりした意思表⽰がない⼦だと思っていたけれど、視線や表情、素振りで気持ちを表現して
いることもわかってきました。好きなダンス、好きな歌のときは、笑顔で⾝体を動かし、楽しそうに
しています。興味のあるものをよく⾒ているし、イヤなときは⾝体をグネグネさせます。この３年
で、いろいろな⼈がいること、表現は⼀つではないことを教えていただきました。 
 

公太のことがみえてきて 
 さわらび園に通う中で、少しずつの成⻑を感じ、それに気付く気持ちを学びながら、公太のこと
を知ることができました。知ることが増えてくると、周りと⽐べて悲観することも減り、公太のこ
とがみえてきて、⾃分⾃⾝のこともみえてきました。公太も感情がある⼈間なんだ、と思えたとき
から、モヤモヤしたものが消えて、公太とも⽬が合うようになり、考えていることもわかるように
なってきました。あんなに憎らしかった公太のことを、やっとかわいいと思えるようになりました。
かわいいと思えるようになるまで、６年もかかりました。保育園への執着も、気が付いたら消えて
いました。さわらび園に通い続けることができて、本当に良かったと思っています。⽀えてくれた
主⼈と、⽗⺟、私たちにかかわってくれたみなさんに感謝いたします。 
 このレポートを通じて、⾟かったこと、楽しかったことなど、思い出しました。思い出すと、涙が
出てしまい、完成までに時間がかかりました。でも同時に、公太の成⻑を改めて感じることができ

ました。スキー場で雪遊びをした
り、バレーボール観戦に連れて⾏
くこともできるようになりました。
七五三では⽻織袴で撮影もがんば
りました。卒園を控えたこの時期
に、振り返る機会をくださってあ
りがとうございました。 
 ４⽉からは、地域の⼩学校に⼊
学します。新しい環境で、楽しく⼩
学校⽣活を送る公太を⾒守りなが
ら、⼀緒にこれからの⽇々を楽し
みたいと思います。 
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巣立ちのとき 
〜いろんな想いに包まれながら〜 

 
この３⽉に卒園を迎え新たな旅⽴ちの時を待つお⺟さんたちの⼼は、今、いろんな想いに包まれ

ていることでしょう。そして、⼦どもたちの中にもきっと、さわらび園で過ごした⽇々の思い出が
⼀つひとつ刻まれていることと思います。 

 
晴れの⽇も⾬の⽇も、⼦どもと⼀緒に通ったこと。なかなか落ち着かない我が⼦を前に、どうし

ていいのかわからず途⽅に暮れたこと。通い続ける中で⼦どもの姿に⼩さな変化が⾒えて⼼からう
れしく思えたこと・・・。 

これまでの歩みそのものが、今の⼦どもとお⺟さんの姿に現れているように感じます。 
 
⼼待ちにして⽣まれた我が⼦の障害を知らされ、先の⾒えない不安に押しつぶされそうになりな

がら、通い始めたさわらび園でのスタート。お⺟さんの中に渦巻いていた⾏き場のない思いがさわ
らび園での関わり合いの中で、ゆっくりと、けれど確かに、解きほぐされていく様を⽬の当たりに
して、⼈は、⼈との出会いの中で、⾃らのことを知っていくのだと、改めて教えられたような気がし
ます。 
今回掲載した３⼈のお⺟さんの⼿記には、⼦どもを通して、⾃分の中に起こる様々な感情を受け

とめながら⾃分を⾒つめ、あるがままの⾃分を受け⼊れていくプロセスがお⺟さん⾃⾝の⾔葉で語
られています。⼦どものことを少しずつ知っていくことで、お⺟さんの中に気づきが⽣まれ、お⺟
さんの⼦どもへのかかわりが変わり、⼦どもとの関係の変化につながっていきます。『⺟⼦通園だか
らこそ出会えたもの』その真実が、それぞれのお⺟さんの⽂章の中に綴られているように思います。 

 
今年は９組の親⼦が、４⽉から⼩学校に⼊学し、新たな場所でのスタートを迎えます。 
今⽉号の表紙を飾っている写真は、今年の節分⾏事の年⻑親⼦の写真です。⼦どもたちの表情も

お⺟さんたちの表情も、それぞれその⼦らしさ、その⼈らしさが表れているような気がします。そ
して、⼼も⾝体も成⻑した我が⼦の姿に、どんな歩みを重ねてきたのかは、⼀緒に歩んだお⺟さん
⾃⾝が⼀番わかっていることでしょう。 
 

さわらび園に通う中で、親⼦で共に重ねてきた⼀つひとつのことを財産にして、新たな歩みにつ
なげていってほしいと⼼から願っています。 

これから⼦どもとお⺟さんが、多くの⼈との新たな出会いをつむいでいけますようにとの願いを
込めて・・・。  

さわらび園園⻑ ⼭本智恵 


