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ここでの豊かな時間の中で 
― 「太獅

た い し

なら大丈夫」、「わたしだって大丈夫」 

          と思える４年間が私たちの中にはあります ― 
 

盛山 亜耶 

 

療育に繋がるまで  

 太獅が産まれたのは、夫の当時の赴任先であった東京でした。出産の数日後に医師から染色体検査を勧

められ、約１ヵ月後にダウン症の確定診断を受けました。医師から、染色体異常の詳細や発生頻度、今後

抱える身体的リスクや知的障害のこと等、一通り説明がありました。「？？」と疑問符ばかり浮かぶ中で

私がいちばん腑に落ちなかったのが「ダウン症は病気ではなく個性です」という言葉でした。そのときの

私は、自分が一体何にこんなにも泣いているのかは分からないものの、頭の中は「どうやったら治るんだ

ろう。明日からまず何をしよう。できることは片っ端から全部やろう」と冷静に考えていました。  

 でも実際にまずすべきことは、当然目の前にいる新生児のお世話でした。哺乳力が弱くミルクを１０ml

飲むと疲れて寝てしまう太獅は体重が増えず苦労しました。仕事から帰宅した夫の第一声は毎日「今日は

何 ml飲んだ？！」でした。  

 調べてみたらダウン症は医師が言っていた通りで、治るものではなかったし、当時の太獅はふにゃふに

ゃで弱々しかったけれど、どこからどう見ても可愛かったので、第一子である太獅を夫婦で毎日、可愛い

可愛いと愛でました。たまに、ふとしたときに泣けてくることはありながらも、隣の夫からも同じような

様子が感じ取れたし、それぞれの両親も温かく受け入れてくれていたので、愛しさや不安や困惑など色々

ひっくるめて、同じ温度感の人が周りに居てくれる安心感とありがたみに助けられていました。  

この子らを世の光にと願い 援け合うこころを育む 

心身に障害のある人とのかかわりを通してボランティアの心を育み すべての人々が共に良い人生を送れる社会づくりをおこなう ２０２１（令和３）年 ３月１０日発行 
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 本やインターネットでダウン症に関する情報を読みあさりましたが、合併症の有無や知的障害の度合

いによって心身の発達の様子も様々で、どの事例を参考にすればいいのか分かりませんでした。初めての

育児ということもあり、自分が何を知りたくて誰にどんな質問をすればいいかも分からず、知りたい情報

のカテゴリーが医療・福祉・発達・心理だと頭の整理がつくまでにもだいぶ時間を要しました。ダウン症

協会や親の会に電話してみてもハッとする答えはなく…さわらび園風に言えばおそらく「お母さんはど

うしたいのか」が私の中に無かったのだと思います。どんどん定型発達の曲線から外れていく太獅のゆっ

くりな成長を、喜びつつも内心もどかしく思う日々でした。  

 太獅が１歳半になる頃に夫の転勤で名古屋に移住し、それを機に療育施設を探し始めました。ずっと気

になっていた「療育」ですが、やりたいことなど具体的イメージは持てておらず、施設の綺麗さや対応し

てくださった山本智恵先生の印象からさわらび園に通いたいと思い、まず週 1回の「りとるぐるぅぷ」に

通わせていただくことになりました。  

 

園での生活  

 通い始めてから初めての母子分離のとき、先生から「お子さんに声をかけてから行ってくださいね」と

言われた私は、「太獅はもうおもちゃで遊び始めているし、泣かないと思います。もしかしたら私がいな

いことに気づかないかも。声はかけて行かない方がいいと思います」と答えてさっさと部屋から出て行き

ました。その後のカウンセリングや母子療育でまず見えてきたのは、子どものことよりまず、そんな「我

が子のことを全く見ていない自分の姿」でした。  

母子療育の日々では、１５分ごとに失敗するトイレトレーニングや全く進まない給食、朝の準備も帰り

の支度も、どれもこれも私の目には太獅が「できない」というより「やらない」ように映り、周囲の目も

はばからず太獅に怒りの感情をぶつけたりもしました。叱っても褒めても怒ってもやろうとしない太獅

のことをカウンセリングで相談していたころ、「お母さんはそんな太獅くんを見てどう感じたの？」と聞

かれることが何回かありました。「やらない、やれない太獅に腹が立つ」という感情を掘り下げていくう

ちに、『何故やらないのか何故やれないか…やれない太獅の姿に悲しむ自分、やらない太獅のことが理解

できなくて悲しむ自分』が見えてきました。太獅のことも自分のことも可哀想だなんて一度も思ったこと

がないし、太獅は絶対幸せになるんだからダウン症であることを悲観する必要もないと本気で思ってい

たし、我が子の障害をすっかり受け入れたと思っていた私は「あ、まだ悲しんでるんだ」と自分の鈍感さ

に驚きました。  

 産んでからずっと愛しく思ってきたことも確かだけれど、エレベーターで乗り合わせた人に「何ヵ月？」

と太獅の顔を覗き込まれると冷や汗が出たり、私の顔をじーっと見る太獅の表情にドキっとしたり、親し

い友人に太獅がダウン症だと話すときは育てやすいことを強調してやけに虚勢を張ったりする自分がい

たのも、確かでした。そういうずっと見て見ぬふりをしてきた過去の自分のことを、すくい上げるように

思い出すことがポツポツとあり始めました。実は障害受容ができていない自分や、太獅のためというより

自己実現のために療育に通っているような自分もたまに垣間見えて、嫌な自分ダメな自分を目の当たり

にしていたこのころは、とてもしんどかったです。  

 でも多分、私にはそのステップが必要だったのだと思います。「私って本当に素直じゃなくて、色々こ

じらせてて面倒だなぁ…」と思ったとき初めて、太獅と自分が重なりました。自分が悲しんでいる気持ち

を見つけて受け入れ始めたくらいから、徐々に太獅のことも観ようと、見つけようとし始めたように思い

ます。とても恥ずかしいですが、自分を受け入れてからでなければ子どもを受け入れられなかったのかな
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と思います。「自分のことを見てもらえな

かったら、ありのままを受け入れてもらえ

なかったら、そりゃ悲しくてやる気も起こ

らないよねぇ…太獅はいつもママのあり

のままを受け入れてくれてるのにねぇ…」

とふてくされて何もしない太獅に共感で

きた瞬間がありました。２年目後半くらい

だったかなぁと思います。  

 そうしていくうちに徐々に、まだ乏しか

った太獅の表情から、おしっこを失敗した

ときの「しまった」という気持ちや、太獅

なりに給食を食べようとしている頑張り、

分かってもらえないことへの怒りを感じ

とれることが増えてきました。太獅は誰かが教室に出入りするのを察知するのが早いことにも気付きま

した。母子分離のときに私が太獅の元を離れていくのを彼が気付かないはずなかったんだと、それまでの

日々を振り返って恥ずかしくなりました。急に色んなことが見えたり分かったりするようになったわけ

では決してなく、分かったと思ったら違ったり、できたと思ったらできなくなったり、うまくいってると

思っていたら見えていないだけだったり、その繰り返しでした。  

 先生方から、靴の履き替えや給食でこじらせてる太獅の姿を見て「お母さんとそっくりだね」と言われ

ることにも３年目くらいからは納得するようになりました(笑)。  

 

振り返って 〜個性だと思える日が来たんだなぁ〜 

 入園当初、先輩のお母さん方が自信を持って自分の子どもを愛し「うちの子かわいいでしょ！」と言っ

ている姿を見て驚きました。堂々としたその姿はキラキラしていて、格好良いなと思いました。  

 同じ学年や下の学年のお母さんたちとは、子どもに障害があるという複雑な気持ちを共有しながら、お

互いの子どもを一緒に可愛がって、たくさんの嬉しくて楽しい時間を過ごさせてもらいました。  

 さわらび園の先生方や、また、あさみどりの会の他の施設の職員の方々の態度や言葉からも、障害者・

児とその家族に対する温かさをいつも感じていました。  

 関わった人たちや学ばせてもらった知識のおかげで、障害というものの捉え方が全く変わったように

思います。先生から「さわらび園でできるようになるのではない。家でできるようになったことが園でも

できるようになる」と言われたことがあります。太獅はこれから人に支援していただく機会も多いかもし

れませんが、きっと太獅が誰かの支えになったり、 歩み寄りを待つだけでなく自分からも歩み寄るよう

な場面もあるのではと思っています。なぜなら家の中で私は太獅に支えられることも多いし、喧嘩した時

に歩み寄ってくれるのはいつも太獅の方なので(笑)、いつか家の外で家族以外との関係でもそんな事象

が起こるのではないかと、お気楽ながらも思うのです。  

 傷つくことがあってもいいです。自分で立ち直っていく力もつけられたら素敵だなぁと思うからです。

あさみどりの会の中で何度か聞いた、自己決定と自己実現、自己成長と自己治癒という言葉と繋がる気が

します。  

この４年間で太獅の表情と表現はどんどん豊かになっていきました。表情がほぼ無かったところから、
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“NO”の一点張りの表現だった時期を経て、今は“NO”にも“YES”にもバリエーションが増え、気持ち

を顔や体や動作、最近では言葉でも伝えてくれるようになりました。表出するようになったのは、自分の

発信を、見つけて拾って受け止めてもらうという成功体験をたくさん積んだおかげだと思っています。違

った表現をしてしまったときはその都度丁寧に教えてもらいました。ここでの豊かな時間は、今後必ず太

獅の背中を押してくれると思っています。これから困難も疲弊も傷みもあるだろうけれど、ゆっくりじっ

くり悩んで迷っていいのだとさわらび園で教わったと思っています。「太獅なら大丈夫」、ついでに「わた

しだって大丈夫」と思える４年間が私たちの中にはあります。「絶対幸せになるから大丈夫」 と盲信的に

自分に言い聞かせていたころとは違って、太獅の中に可能性を見た上での「きっと大丈夫」があります。

私の想う太獅が本当の太獅を通り過ぎないように、期待する想いが本人の重荷にならないように気をつ

けながら、これからも家族と歩んでいきたいと思います。ダウン症は数的にはマイノリティだし、身体的

リスクも含めて決して小さくないハンデを背負わせてしまった太獅に、今後も申し訳ない気持ちになる

こともあるだろうけれど、私にとって今や太獅のダウン症は、私の人生を豊かにしてくれた太獅の素敵な

個性です。個性だと思える日が来たんだなぁと、今回振り返って思いました。  

 大学生時代の４年間より何倍も濃くて長い４年間を３０代で経験するとも、大学の卒論より思い入れ

強くレポートを書き残すことがあるとも思っていませんでした。改めて、太獅と家族と親族と、さわらび

園で関わってくださったお母さんお子さん方、あさみどりの会の職員のみなさんに、心から感謝いたしま

す。加藤先生（栄養士・給食、食育担当）、給食美味しかったです！  

 本当にありがとうございました。  

 

 

４年間で見つけた実月
み づ き

との歩みかた 
― いつかできると信じて待ってみようという気持ちに ― 

菅沼 有紀 

 

不安と覚悟の狭間で 

 息子に障害があることを知ったのは、妊娠中期の頃。まだ男女どちらかも分からないときでした。 

入院中だった私は、お腹の子がこのままでは生きられるかどうかも分からず、生まれたとしても障害が

残る確率は高いだろうと告げられました。告知の後、夫と２人で泣きながら夜遅くまで話し合いました。

私たちの結論は、『とにかく、自分たちの子どもに会ってみたい』『どんな障害があるか分からないし、不

安はあるけれど、２人で育てていこう』というものでした。それでも、出産までの間とても心が揺れ動き、

障害のある子を育てていけるのか不安で、親になる覚悟が持てないまま、あっという間に出産を迎えるこ

とになったのです。 

 まもなく生まれた実月は、すぐに NICUに運ばれました。その途中で夫は一目会ったそうですが、産後

の経過が悪く、私が息子に初めて会ったのは、生まれてから１週間後でした。保育器に入った我が子は、

とてもとても小さく、触れたら壊れそうな姿でした。そのときの私には『やっと会えた』という喜びより

も『どれだけ生きられるんだろう』という不安の方が大きかったです。それでも、４か月で退院して自宅
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に戻ることができたときはとても嬉しく、やっと普通に近づけたと思いました。自宅に帰ってからは、１

歳になるまではなるべく外に出さずに過ごしてとの指示があり、通院以外は家にこもって生活しました。 

喃語もない、好きな物しか食べず、また手づかみ食べは一切しない、手が汚れることは極端に嫌がるな

ど、１歳半を過ぎた頃からゆっくりだとは分かっていても気になることが増え、だんだんとこの子の持つ

障害は何だろうかと考えることが増えていきました。これまで同年代の子どもと接することもなかった

ので色々考えた末、今の環境を変えることで刺激になるのかもしれないと思い、保育園に入れようと決意

しました。それは今思うと、本当に無謀なことをしたと思います。 

実際、保育園に通った１年間は、全く成長を感じることができず、本当に苦しい時期でした。給食は好

きなものしか食べないので代わりにパンを持参。夕方迎えに行くと、いつも隅っこで丸い物を回している

姿で、切ない気持ちになりました。今日は給食を食べているだろうか、迎えに行った時の遊ぶ姿に変化は

あるかな？など心配しながら迎えに行くと、いつも通り隅でひたすら何かを回し続ける姿を横目に、先生

から「今日も給食は食べられませんでした」と話がある日がほとんどでした。その頃並行して通っていた

療育センターのグループに行っても、私から離れられずずっと抱っこして過ごしていました。それでもお

もちゃの中から丸い物を見つけた時だけ私から離れて回し続けていました。このまま保育園に通い続け

ていて大丈夫なのかと不安が膨らみはじめたとき、療育を勧められ、保育園を辞めることにしました。 

 

さわらび園での日々と気づきの中で 

さわらび園に入園してからは、本当に目まぐるしい日々でした。はじめのころの母子療育の日は、とに

かく出てくるおもちゃで遊んでほしい、でも他の子どもたちやお母さんに迷惑かけないように気をつけ

て見なければと、神経をとがらせていて、肝心の子どものことはさっぱり分からない状態でした。 

 ある時、園で頂いた療育援助を見ていた際、ある先生の文章のなかの「この子はもう準備できている

よ！」という言葉がとても印象に残りました。『準備って何だろうか？』『先生方には何が見えているんだ

ろう』と気になりました。私は、子どもは見ているけれど、一体何を見ていたんだろう。そこで“子ども

を知ろう”と思って見ていなかったこと、“何をするにも難しいだろう”と考えていたことに気づきまし

た。気づいたけれど、具体的にどうしたらいいのかは分かりません。とりあえず色々と先回りしていたの

をやめて様子をみよう、何か分かるかもしれない。そして少しずつ何かに挑戦してみようと考えました。 

 そこから挑戦を始めたものの、食事もトイレも思うようにいかず、「何でできないの？」と思いイライ

ラしては反省し、あきらめそうになる

のを我慢して付き合う日々でした。で

も実月は、園でほんの少しの変化があ

ったり、どんなに小さなことでも先生

や他のお母さんたちにほめられて嬉し

そうにしていました。少しずつでもで

きることが増えると、それが自信にな

っているんだと感じました。 

トイレは一進一退で、時間がかかり

ました。失敗を怒ってばかりのときは

全く進まなかったのに、不思議なこと

に、もう失敗してもいいと思えたころ
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から成功することが増えていきました。先生方はよく「繋がる」と言われますが、私はあまりピンときて

いませんでした。でも繰り返し経験するうちに、やっと実月の中でトイレでの排泄が繋がったんだと理解

し、かかった時間から本人にとってはとても大変だったんだと思いました。 

そしてだんだんと実月の抱える大変さを知るうちに、ただ私が頑張るのではなくて、いつかできると信

じて待ってみようという気持ちに変わっていきました。 

 

成長を楽しみだと思えるように 

 入園当初は今の状況を何とかしたいという気持ちでいっぱいでしたが、年長になった今は焦ることな

く実月のペースで一つずつ進んでいけばいいなと思えます。心の動きも分かるようになってきたことで、

私が実月にかける言葉や対応も、そのときに合わせて選ぶようになりました。特に苦手なことに取り組む

とき、実月が伝えてくる思いを受け止めながら、「今日はどこまでならできる？」とやり取りをしていく

ようになりました。 

 通い続ける中で、課題は次々出てきます。そのたびに、私もどうしたらいいか悩みますが、今はできな

くても、いつかできるようになるという自信を持てたことで、気持ちに余裕が持てるようになりました。 

そしてどんなふうに成長していくのかを楽しみだと思えるようになりました。４年間さわらび園に通い

続けたことは、私たち親子にとって大きな自信になり、本当によかったと思います。 

これまで支えてくれた家族や、共に通園し励まし合ったお母さん方に感謝いたします。 

卒園後は、また違う環境で新たな生活が始まります。実月と一緒に、私もゆっくりと歩んでいきたいと

思います。 

 

 

悠生
ゆうせい

と一緒に歩んだ４年間 
― 我が子の成長とともに前を向くことができました ― 

新納 恵 

 

気の休まらない日々から入園へ 

 悠生が生まれてまもなく、ダウン症の診断を受けました。障がいのことを何も知らない私は、一生、こ

の子と笑わずにひっそりと生きていくんだ。そう思って先の見えない状況に塞ぎ込んでいました。 

たくさんの病気を抱えて生まれてきた悠生は、２か月半の入院生活を送った後、経管栄養の管が入った

状態で退院してきました。退院してからは、その管の交換と何種類もの大量の薬。当時ミルクアレルギー

があったので、粉ミルクを取り寄せて飲ませる大変な毎日。関節がフラフラな悠生を抱っこするのにも神

経を使い、気の休まらない日々でした。これからこの子をどうやって育てていったらいいんだろう。そん

な不安が常につきまといました。担当してくれた保健師さんの勧めもあり、療育センターで月１回親子教

室に通い始め、その流れで、週１回の母子療育に通うことになりました。そこでの悠生はというと、ずっ

と母の膝の上。何か出てくるたびに泣いてばかりいました。『このままではいけない。なんとかしないと』

と思い、療育施設への通園の希望を出すことにしました。そのまま療育センターで通園になるものと思っ
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ていましたが、さわらび園に通ってくださいと連絡があり、何かが変わってくれたらいいな。そんな思い

でさわらび園に入園することになりました。 

 

答えの出ない中での通園 

縁あってさわらび園に入園したのは、悠生が年少下の時でした。入園はしたものの、病院への通院と作

業療法の訓練、そしてさわらび園での母子通園の毎日に、私も悠生も疲れ切っていました。今にして思う

と、まだ小さくて体力もなかった悠生には酷だったなと。私も初めてのことだらけ。行事の多いさわらび

園に通うのがやっとでした。 

悠生にはたくさんの課題がありました。中でも行事に参加できなかったことは、本人もそうだったと思

いますが、私自身も本当に辛かったです。みんなと遠足に行くのにも大騒動。泣き叫び、座り込み、後ろ

から先生に抱えられてもなかなか歩くことができませんでした。先生からは「悠生くんは分かりやすい

ね」と言われましたが、私には悠生がなんでこんなふうになってしまうのか、そのときは全く分かりませ

んでした。 

そして誕生会…。毎月ある園児全員参加のお誕生会では、泣きながら部屋にいることがやっとでした。

部屋に入らない、入っても逃げ出そうとする悠生を捕まえて部屋にいさせることしかできませんでした。

入園前に思い描いていた“お友達と楽しく行事に参加する”なんてとんでもない。ただ、泣かずに逃げず

にその場にいてくれるだけでいい。そんなふうに思うようになっていました。 

『他の子はできることが、何で悠生はできないんだろう』、『いつできるようになるのか？』、『もしかし

たら、このままずっとできないんじゃないか』。そんなことを考えて、答えの出ないもやもやした中で落

ち込んで、行事に参加することがどんどん辛くなっていきました。 

 

気づきとともに次々に思い出される出会い 

そんなことが続き、２年目の前期が終わろうとしているころ、いつものお誕生会でなんとなく部屋にい

られるようになっていることに気づきました。「あれ？」と思っていたところに、先生から「お部屋にい

れているね。よかったね。」と声をかけてもらいま

した。いつも近くで見守って下さっていたこと、な

かなかうまくいかない状況に泣いてばかりいた私

を励ましてくださったことが次々と思い出され、

ありがたくて、うれしくて涙が止まりませんでし

た。それから悠生はどんどん変わっていきました。

キャンプのハイキングでは一緒に歩くことができ

るようになり、遠足では遅れながらもみんなの集

団について歩くことができるようになっていまし

た。 

さわらび園に通っていろんな経験を積み重ねて

きた中で少しずつ落ちついて行事に参加できるよ

うになり、あんなに苦手だった誕生日会でハッピ

ーバースデイの歌を楽しそうに歌ったり、運動会

で胸を張ってプラカードを持って入場行進をした
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出会いを織りなしながら 

 
春の訪れと共に、さわらび園にも新たな旅立ちのときがやってきます。この３月、１１組の親

子が卒園を迎えます。 

はじめてさわらび園を訪れた時のそれぞれの親子の姿を思い返すと、子どもの成長と共に、子

どもに語りかけるお母さんの表情や姿にも変化が感じられます。子どもと共に通ってきたからこ

そ、今、お母さんの脳裏には多くの味わい深い思い出が巡っていることでしょう。 

子どもの見せる小さな成長を心からうれしく思えたこと、目の前の子どもの姿を受けとめられ

ず涙したこと、周りにいる仲間の存在に勇気づけられたこと…。子どもが紡いでくれた数々の出

会いと共に、お母さんもまたさわらび園を巣立っていきます。 

今回掲載した３名のお母さんの文章には、さわらび園に通った日々のなかで、子どものことを

知り、子どもを通して自分自身の様々な感情とも向き合ってきた、親子の育ちのプロセスが綴ら

れています。４年の歳月をかけて、じっくり 

と重ねてきた親子の歩みは子どもとお母さん 

の足元を強くし、そのなかで得られた実感は 

これから先の様々なことを越えていく助けに 

なっていくと思います。 

 ４月から新たなステージに移ったとしても、 

さわらび園での豊かな時間を糧にして一つひ 

とつの出会いを織りなしながら歩んでいく親 

子の姿をこれからも見守っていきたいと思い 

ます。 

       （さわらび園園長 山本智恵） 

り、節分で袴を着て元気いっぱい過ごすことができるようになりました。そして、卒園間近のこの時期に

は、まだまだ緊張はしてしまうけれど、初めてのことでも、自分から周りの様子をみて泣かずに逃げずに

参加することができるようになりました。 

 

前を向き、願いを持てるように 

できることが増えるたびに、とっても嬉しそうな顔をする悠生を見ていて、頑張ってきてよかった。こ

こまでの過程を一緒に経験してきたからこそ、より、そう感じることができたと思います。 

悠生のことが分からなくて、先のことがみえなくて、不安で泣いてばかりいた私も、悠生が成長してい

く姿を近くでみることができたことで前を向くことができ、悠生に対する願いが持てるようになりまし

た。 

成長はゆっくりではありますし、まだまだ課題もたくさんあります。これからもきっといろんなことが

起こると思いますが、さわらび園で経験したこと、教えて頂いたたくさんのことを糧に成長していけたら

いいなと思っています。４年間、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

 


