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１．ゲストコーナ（1）（株）ソワサポート代表 浅原奈緒子さん（69 陽会）

高校 2 年生の中頃、スキー合宿に行った時、中枢神経の病気になり療養生活をし、その間の記憶がなく

なった。最近同級生と会い話をすると、作られた記憶か本当の記憶かがわからない不思議な気分になる。

中枢神経の病気のため、当時は医学も今ほど発達しておらず、ＴＶだめ、読書だめ、考え事をすると頭の

中に菌が廻っていくのでボーとしていなさいと、医者からも両親からも言われた。現在の医学では良い薬

があるので、療養は必要ではなく、薬で菌を排除できるようになっている。当時は電気ショックによる治

療や顔面麻痺の治療をしていた。右顔面麻痺で、食べ物がしっかり食べられない状態が半年続いた。眼を

使ってはいけないと言われたので、ＴＶを見る事ができなかった。今思い返しても当時何をしていたかが

わからない。つらいことは忘れるタイプだが、覚えていないので幸せだったかもしれない。

2 年生の時は学校にいきづらく、出席日数が大変だったが、高校は周りのサポートもあり卒業できた。

母親は高学歴の女性はよくないという方針のため、病気になったので卒業しても働けず、たまたま龍谷大

学の人とつきあっていたので、隣にある聖母女学院短期大学に入学した。しかし 1 か月で振られた。2 時

間かけて通学したが、1 年 11 か月はつらかった。

短大の先生がモンテッソーリ教育を日本に広めた一人で、その先生の自主ゼミに入り、一瞬でこの仕事

をやっていこうと思った。モンテッソーリ教育は、病気の治療と教育が合わさり、治療教育の分野の教育

法を開拓した人の名前をとったもので、この教育は健常者にも有効ということで、日本には健常者向けに

入ってきた。元は治療教育、日本で言われる療育に近いもので、定型発達ではない子どもたちの発達を、

発達段階にあわせて助けていく方法で、モンテッソーリさんは実践理論から導き出した人。ユニバーサル

デザインと同じように、何かしんどい所がある人は手伝いが必要だが、そのツールは健常者も使える便利

なものというのと同じである。
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教育法の特徴は、感覚を通した教育であること。五感を使いながら、実際にものを扱い、自分で具体的

にやっていきながら数の概念を覚え、言葉を覚えるなどのやり方を基本の教育法にしている。プリント学

習ではなく、実物を扱う。例えば「立つ」を覚えるときは、言葉で説明するのではなく、実際に立ってみ

て「立つ」を見せていく。そして子どもにやってみてと言ってさせる。自分で筋肉を動かすことで「立つ」

がわかる。子どもは言葉で説明出来なくても「立つ」ことが理解出来る。モンテッソーリはこのようなや

り方を大切にする教育法である。

コミュニケーションがとりにくい子ども達については、自閉症、ＡＤＨＤなど人によって違うが、その

子に合わせて、眼から入る情報が強い子、耳から聴く情報が強い子など、その子が情報をとる方法を探し、

そこからコミュニケーションを考えていく。その子に正しい情報が入らないと、考えることが出来ず、コ

ミュニケーションがとれない。まずは正しい情報がどうすれば入るかを考え、オーダーメイドで対処して

いく。子どもを観る時に助けになるのは、病院の先生、心理士のフォーマルアセスメント（心理検査）が

ある。その子がどのようなタイプかを知ることが出来る。それを元にアセスメント（評価）し、その子が

出来ることを考え、手立てを考え、そしてうまくいったこと、いかなかったことから別の方法を考えなが

ら対応している。

（株）ソワサポートが国の制度の中で施設運営をするようになってから、3 歳児検診で要観察などの子

どもが、病院で診察を受け、先生の意見をもらってソワサポートを訪ねてくることが増えている。1 歳 6

カ月検診でくる子どももいる。障がいをもった子供さんが生まれ、不安に思っている親御さんは、ソワサ

ポートの門は叩きにくいようである。それでも色々悩んだ末に状況を受け入れ、連絡される親御さんとは

は、これからどんなことが出来るのか、何がしんどいのかなどについて一緒に話し合う。悲観していても

仕方ないので、発達障害でも幸せに生きることは出来るので、考え方を変えてもらうために、どのように

して楽しく生きるのかという話をする。話をする場所として「種まきクラブ」を作り、親御さんと一緒に

学習会をしたり、雑談をしたりする。理論的に親御さんが理解していると、この子はこういうしんどさが

あるから、こうになっているので自分が寄り添えばとか、サポートすればうまくいくことが多く、安心も

出来る。また雑談茶話会を開いて、親御さんの気持ちを前向きに、慰めるのではなく、そんな事のどこが

悪いねんと思えるような取り組みをしている。

大学でモンテッソーリ教育を学んだ後、先生から紹介された国際東京モンテッソーリ教師トレーニング

センターでモンテッソーリ教師のディプロマの資格を 1 年かけて取得した。日本では 3 歳から 6 歳の資

格しかないので、0～3 歳児の資格を取得するため米国に行った。0～3 歳児の教育の必要性は、東京で最

初に就職した私立白百合学園で 3 歳児に出会い、もっと早く出会ってお手伝い出来ていたら、その子はこ

こまで逸脱しないと思ったからである。勉強することにより早期教育がいいこと、理論的にも裏付けがあ

ることがわかった。今は 0 歳児からでも出来る教育があると言われるようになった。早期教育は伸びる力

がより伸ばせる、言い換えれば後が楽といういい方も出来る。

浅原さんが施設運営を始めたのは、子供さんが生まれた 20 年前に、モンテッソーリ園に入れようと思

ったが、近くになかったので、健常者対象のモンテッソーリ子どもの家を始めた。子ども達が小学校に上

がる時に、続けて来たいと言う子どもがいたので、療育の塾のようなコッコロ学習教室の運営を始めた。
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30～40 人の子どもたちが 1 日当たりは 10 人程入れ替わり来ていた。その後、障がいを持った子どもの

施設運営に変わっていった。

２．ミュージック：『充（みち）』 作詞：神戸市立玉津中学校 66 回生、作曲：PASSION OGURA

『東北と神戸をつなぐ歌 充（みち）』は、作詞：神戸市立玉津中学校 66 回生、作曲：PASSION

OGURA（小椋先生は元玉津中学校吹奏楽部の顧問）による曲で、

東日本大震災後、玉津中学校が姉妹校である仙台市立八軒中学校

の支援を始めたのがきっかけで、相互交流が始まり神戸市内の他

校にも広がりました。その後、『充』を中心にしたチャリティコン

サートをこれまでに 36 回開催してきました。交流を通じて生ま

れた、地元住民と一緒に取り組む植樹活動「気仙沼に神戸の森を

つくろうプロジェクト」にＣＤの売り上げが贈られています。

なお、ＣＤには活動に賛同したコーラスグループ「サーカス」の

リーダー叶高さんによる『充』の独唱など計９曲が収録されてい

ます。

「音楽事務所オフィス魂(KON)」

３．ゲストコーナ－（２）

平成 19 年度に特殊教育が特別支援教育に変わり、教員免許も養護学校教諭から特別学校支援教諭に変

わり、知的障害、肢体不自由、病弱児、視覚障害、聴覚障害の 5 領域に免許が別れた。発達支援センター

は福祉の分野の言葉で、いま発達障害の子ども達が多くなっているように思われ、その子たちを支援出来

る世の中になってきた状況において、発達支援センターがいい役割を果たすようになった。

2012 年度に国の制度が障害者福祉から児童福祉に変わり、「放課後等デイサービス」「児童発達支援

事業」が、国の制度として取り上げられたので、浅原さんの取り組んできた施設にとって、運営がとても

やりやすくなった。シルバーがよく利用するデイサービスの介護度と同じような考え方で、子ども達の場

合は、受給者証をもらい、受給量が決まる。その子どもが今困っている度合いに合わせた評価をし、決め

られる。制度変更を受けてソワサポートは、これまで利用者が 10 割負担であったのが 1 割負担で療育出

来るようになり、給料の高い、知識、経験の豊富な人を雇用でき、制度の下で運営出来るので安定経営に

つながり、事業所を増やすことが出来た。いま 5 事業所あり、1 事業所は相談支援事業で、どこのデイサ

ービスを使うか、どのような福祉サービスを使って生活の向上につなげていくかなど、生活全般のコーデ

ィネートをしている。受給者証をもらう場合も、相談支援事業所が計画をたて、それを行政に提出しない

ともらえない。

浅原さんは障がい児教育から出発し、子どもたちの発達をサポートしてきたが、国の制度変更で障がい

児教育を勉強していない人、例えば福祉の分野から、シルバーのデイサービス施設に 5 年間勤めていただ

けで、研修を受ければ児童発達支援管理者になれる。老人の事は詳しくても、子どものことは今から勉強

しないといけないなど、今後多くの課題がでてくると思われる。このような施設の開設に関する本人の資
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格は問われず、児童発達支援管理者を一人おけばよい。実際に子どもさんをケアする支援員に対する資格

要件は高校卒業程度で、ヘルパーの資格がなくても支援員になれる。子どもの事を知らなくても参入出来

る分野と扱われることが問題と思われる。今開設のルールはだんだん厳しくなっており、今後淘汰が始ま

ると思われる。有資格者を育てる機関が少ないのが現状。教員免許取得時も、特別支援教育が必須ではな

いため有資格者は少ない。

ソワサポートの 5 事業所で働いている人は、正職員 15～16 名、パート 30 名で、利用者は 150 名程

度。5 事業所をうまく運営できる理由は、浅原さん作成の資料に書かれている「連携」にあると思われる。

このような施設は事業所内と事業所外（行政、親御さん、関係団体他）との連携をいかにうまく取ってい

くかが非常に大事で、特に利用者一人ひとりの状態が違うので、各人の実態を正確に把握したうえで対処

方針を作成し、連携し実行していく必要がある。モンテッソーリ教育を確立したモンテッソーリ先生は、

実践の中から導き出して理論を確立された。浅原さんはその方法を学んでいるうちに身についたもので、

現場の実践の中で見出していきながら、理論だてていくことを心掛けている。現場がわかった後で、発達

支援センター、学校、福祉関係など外部との関係性の時も、出向いて行き、実践し、学び、理論だてて方

法を見出していくことの積み重ねであると思っている。考えている事を実践するのが一番好きな浅原さん

です。

「連携・人が繋がるために必要なもの」として、浅原さんは次のように考えています。

・見通しが持てる・・・目標・目的がわかる

次にやることがわかる

周りの状況がわかる

自分のやることがわかる

・役割分担が明確かつ柔軟である

・適切な情報や知識を得ることができる

・認め合える関係である

一人ががんばりすぎない、みんなが無責任にならずに

一人ひとりができることを頑張れる環境つくり

今後の計画としては、事業所を大きく拡大をすることはしないが、いま播磨町には就学前、小学生、中・

高生の 3 事業所があり、明石では小学生と中・高生の 2 事業所があるが、就学前児童の事業所がないた

め、明石に事業所を開設したいと思い、先日土地を購入した。

泉房穂明石市長は有名な方で（「子どもの貧困対策をするつもりはない」と言って先進的対策をとって

いる）、浅原さんが話す機会があった時に、東大教育学部の卒論が「モンテッソーリとルソーの比較」で

あることを知り、頑張ってくださいと応援を受け、明石で頑張ろうと思った。



児童発達支援 ホロン

放課後等デイサービス フレックス

ダウン症の子供さんを初めて授かった

いて、ダウン症は生まれてすぐにわかるので

もさんが生まれる時に相談を受けたことがあり

髄を採取して検査することについての

って生まれることがわかり、それに

いいのではないか、あせらずその時々

どんなかたちで生まれてもしんどさは

観するべきものではない。そういう

さんには話したいと思う。悲観と言

何が悪いのかということになる。親御

をしたい。子供さんにその時に一番必要

有無にかかわらず、子どもが一番育
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放課後等デイサービス コッコロ 放課後等

フレックス 放課後等デイサービス カーサ 相互支援

土曜デイ活動（コッコロ）

かった親御さんに対し、浅原さんがどのように

まれてすぐにわかるので、お母さんもショックが大きい。浅原

けたことがあり、障がいがある子供が生まれるかどうかを

することについての意見を聞かれた事がある。それは一般的ではない

それに備えるために検査するのはいいが、普通に生

時々に準備するのでいいのではないかとアドバイスした

まれてもしんどさは決定的ではない。ダウン症よりしんどいことになる

そういう感覚で受け止めるものではないということを

言うのは自分の決めつけで、その子が幸せに生

親御さんが決めつけるのがよくない。理論的にも

一番必要なことをサポートし、ベストなことを全部

一番育ちやすいことになるので、子育てとしてやりましょうと

放課後等デイサービス コミュ

相互支援 リンク

どのようにアドバイスされるかにつ

浅原さんのいとこが、子ど

まれるかどうかを、大学病院で骨

ではないこと、障がいを持

生まれてくるのを待つのが

するのでいいのではないかとアドバイスした。

よりしんどいことになる場合もあり、悲

めるものではないということを、そのような状況のお母

生きていれば、ダウン症の

にも納得できるようにお話

全部しておくと、障がいの

てとしてやりましょうと話をしたい。



タロウがここ FMYY で知り合った

していてとても落ち着きを感じる方

顔でいられるように取り組んでおられる

会社名ソワサポートのソワは、種

えないが、出来るだけ多くの種をまこう

けた。明石で施設運営がうまくいけばそれがモデルになり

４．地域瓦版

・兵庫高校のＯＢと現役生 11 バンド

開演、場所:は神戸 108（JR

です。

・野外劇団楽市楽座による野外劇
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った障がいを持った子供さんの親御さんは、非常

方がいます。作業所の運営を行い、障がいを持

んでおられる。人の幸せはとは何かについて考えさせられ

種をまく人“SOWER”で、ゴルバチョフ氏が

をまこうと言ったことから、浅原さんもいろんな

がうまくいけばそれがモデルになり、運営の仕方が全国展開出来

バンドが集合した武陽ライブが、9 月 11 日（日

JR 三宮駅高架沿いを東へ徒歩約 10 分）で開催されます

野外劇が、長田神社で 8 月 27 日～29 日まで開催

非常に穏やかな方で、話を

持った従業員が、いつも笑

えさせられた。

が、自分は収穫には立ち会

さんもいろんな種をまきたいと思い名付

全国展開出来ればと思っている。

日）、14:30 開場 15:00

されます。どのたでも無料

開催されます。


