
愛知・困った事例２０１５

1

入学前に小学校へ初めて挨拶に行った時、主任の先生が断りもなくいきなり子どもに「これ、
いくつかな？お皿何枚かな？」など知的障がいがないかの検査を始めた。さらに普通学級を希
望しているのに校長と主任が特別支援学級の説明を始め、執拗に見学を勧められた。（身体障
がい）

2

就学時健診受診後に小学校の学校見学をした際、普通学級と支援級の両方を見るつもりだった
が、こちらの意向を確認することもせず、まず支援級に連れて行かれた。支援級で個別に丁寧
に教えてもらうか、普通級で放っておかれるか、どちらか選んでくださいと言われ、すぐには
選べませんと答えると、「それでは迷惑なんです」と言われた。（発達障がい）
⇒はじめから障がい児は支援級と決めつけるのではなく、まずは保護者の意向や思いをしっか
りと受け止めるべきだと思う。

3
入学前、就学通知を受け取ってから話し合いに応じますと文書で伝えてあるにもかかわらず、
教育委員会から呼び出しを受けた。

4

学校に就学時健康診断の申入書提出について電話を入れた時、子どもの障がい名を告げると、
「走れますか？階段は上れますか？」と矢継ぎ早に質問をされた。次に、「歩けますか？療育
手帳は何判定ですか？」と聞かれ「どのような線引きに使うものか」と不快感を持って質問し
たところ、「現在、特別支援学級が２クラス１０名いる。○○さんが入って来ても、お世話が
できるかどうか…。」と言った。
⇒こちらの用件も聞かず、矢継ぎ早の質問には非常な不快感を持った。質問の内容は、自分に
必要な情報の入手と、私の子どもがこの小学校に入って来られない理由を探す、という目的に
思えた。

5

就学時健診を断るため市教委と小学校に電話した際、市教委からは「このような電話は一方的
だ。そのような前例がない」と言われた。申し入れ書提出後も、市教委特別支援教育担当者よ
り、市の特別支援教育について説明するため会いたいと何度も電話があった。
⇒学区の小学校の通常学級に入学すると伝えたにも関わらず、特別支援教育の説明をしたいと
何度も電話してくる意味が不明である。小学校（当時の教務主任）も、私の話を最後まで聞か
ずに、特別支援学級の話をし始めた。障がい児＝特別支援教育と決めつけているかのようだ。
障がい児を特別支援教育に向かわせたいというその熱心さを、どの子もどんな子も地域のかけ
がえのない存在として地域で育てるというところに使ってもらいたいと思う。

6

医療的ケアを実施する看護師が配置される以上、保護者が付き添う必要は無いにもかかわら
ず、入学前、小学校長に「医療的ケアを実施する看護師が配置されても、親が付き添うことが
就学の条件だ。」と言われた。（身体障がい）
⇒教育委員会から「支援員を配置するので、保護者の方は付き添わなくてもいいです」と言っ
てもらえた。

7

就学通知が届く前に教育委員会から話し合いを求められ、身辺自立、学習面、通学等できる範
囲で練習しておくこと、入学後も学校に協力することなどを了承したら、ようやく就学通知が
もらえた。（知的障がい）
⇒条件付きでないともらえなかったことはいまだに心の傷として残っている。

8

支援級を希望して子どもの様子などを学校に伝えていた時、肢体不自由だったので色々な場面
で支援を必要としていたが、親が付き添わないことを伝えるとそういう子どもは入学できませ
んと言われ親の付き添いを要求された。トイレに連れに行けない時はおむつにしなさいとか、
給食は時間で区切るから食べられなくても終わりますとか、入学前だったから本当にそうなっ
たらどうしようとすごく不安だった。（肢体不自由、知的障がい）
⇒年度の途中に校長が変わり、それから付き添いを言われることもなくなり入学できた。

9

地域の学校を希望したが、障がいのある子どもの介助に保護者がつくことが条件だと言われ、
仕事もあり付き添えないので地域の学校を諦め、支援学校に行った。
⇒介助の配慮が必要な場合は、担任を中心とし学校全体でみるようにする、又、教員の補助と
して支援員を配置することで対応してほしい。

普通学級の障がいのある子の学校生活
困った事例（改善を要する事例）

～２０１５年度　名古屋「障害児・者」生活と教育を考える会 事例募集より～

＜就学前＞
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10
小学校の入学を希望した時、校長から人手が足りないことを理由に親の付き添いを求められ
た。付き添いを了承しないなら養護学校の体験入学をするようにと選択をせまられた。

11

入学前、（障がいを持つ子の親だけに）入学式とPTA総会の時に説明、あいさつをしてほしい
と校長から提案があった。また、他の保護者とつなぐために、PTA役員との話し合いの場を
持ってほしいと提案があった。PTA役員からは、入学式の時に子どもの状態を説明するのは親
の義務であり、普通学級への入学交渉をしてきて、上から目線の状態では、他の保護者が受け
入れよう、応援しようという心境にはなれないというようなことを言われた。学校からは、こ
の件について一切フォローはなかった。（肢体不自由、人工呼吸器・ストレッチャー使用）
⇒障がい者差別解消法にもあるように。学校や行政が地域への啓発や説明を行うことは義務で
ある。障がいを持つ子どもの保護者に説明させるのではなく、学校側が間に入って関わること
が重要だと思う。特に、入学前、入学直後の他の保護者への心配事などの説明、対応が必要で
あれば、学校が責任をもって行うことで、入学後の生活もみんなが安定することにつながると
思う。

12

授業中、発言の機会が全く与えられず、自分から挙手することもなく、授業にほとんど参加で
きていなかった。知的障がいのある子に対し、その子がみんなと同じ授業に参加するための工
夫がされていなかった。なお、授業中一度も発言の機会を与えられない児童が、クラスの3分
の1ほどもいた。担任が積極的に挙手する児童だけを相手に授業を進めており、子ども一人一
人に向き合った対応ができていないように感じた。（知的障がい）
⇒積極的に手を挙げられない子どもたちにこそ発言の機会を与え、間違った答えでも、まずは
褒めてあげるべきだと思う。

13

授業参観で見学した授業の中で、担任の質問に挙手して見当違いな答えをした○○に対し、し
ばらくの間「正解か、不正解か」という同じきき方を繰り返し、○○は結局質問の意味が理解
できないまま座らされた。（知的障がい）
⇒「正解か、不正解か」という質問が理解できていないようであれば、「○か×か」あるいは
「○だと思う？」というきき方に変えれば済むことである。それだけのちょっとした工夫で、
知的な障がいがあっても、その子なりに授業に参加することができる。

14
授業参観の時、補助の先生がついてただ座らされているだけで、わからなくても参加できるよ
うな配慮が全くされていなかった。（知的障がい）

15
席がいつも同じで、一番前の教師の近くになっている。（知的障がい）
⇒担任に近いと、こまめな指導をしやすいという利点もあるが、周りの子の様子を見て真似を
したり、周りの子に助けられながら学ぶことも多いので、席は特別扱いをしないでほしい。

16

トゥーレット症（自分の意志とは無関係に声が出たり体が動いたりする）を発症し、登校でき
ない状態が２週間続いたが、その間、担任からの連絡等は一切無かった。聴覚過敏があったた
め、担任が行う意見の飛び交うノリノリの授業が苦痛であったことが後日わかった。（発達障
がい）
⇒発達障がいは、聴覚過敏、味覚過敏等本人にしか解らない苦痛があることへの理解が必要で
あり、自傷、他害等の二次障がいへつながる可能性があることを、関わるおとなたちが知って
おく必要がある。

17

絵画や作文など、明らかに教師が手を加えて見栄えが良い作品に仕上がっていることがある。
（知的障がい）
⇒見栄えが悪くても一向にかまわない。参加した形だけ整えるのではなく、本人なりの参加を
促し、本人の意欲を尊重し、本人なりの頑張りや小さな成長を評価してほしい。

18

美術の授業で、手が不自由な為、皆と同じ授業の課題がこなせないので、別の課題を考えてい
ただけないか教科担任に相談したが、「中学校の美術は幼稚園のお絵かきとは違うので、個別
の課題はムリです。」と即答された。（身体障がい、車いす）
⇒障がいに応じた配慮や工夫をすることに対して理解がなく、意識の中でマイナスにとる先生
が多すぎる。障がいのある生徒と共に学ぶことをプラス思考に変えていっていただきたい。

19
手に障がいのある子どもが、授業で包丁やノコギリを使う時に、できないからと何もさせても
らえなかった。（身体障がい）
⇒障がいに応じて、教員（介助員）が手を添え介助することで参加は可能になると思う。

20 みんなに出ている宿題が一人だけ出されなかった。

21
車イスを使用する子どもが、体育はできないからと見学をさせられた。（車いす）
⇒障がいに応じて、体育の参加の仕方・ルールの変更などを工夫し、クラスの他の児童と一緒
に授業に参加できるようにしてほしい。

＜授業・学校生活＞
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22

体育の授業で５０メートル走をやったとき、車いすの本人は当たり前のように見学にさせられ
た。先生になぜ見学なのか尋ねると、「危ないから」との返事で、車いすでの参加の工夫を全
く考えてもらえなかった。（車いす、知的障がい）
⇒「車いすでの参加の仕方を工夫してください」と伝え、補助者さんが車いすを押して５０
メートル走ってもらえた。本人は風を感じて嬉しそうだった。「危ないから」と言って、本人
の大切な経験を奪うようなことはしてほしくない。

23
体育の授業で参加の工夫をしてもらえず、みんなと離れたところで一人だけ支援員とボール遊
びをさせられた。（車いす、知的障がい）

24

ハードル走の授業の最後まとめとしてクラスメイト全員がみんなの前でタイムトライアルをし
たが、本人だけはみんなの前で工夫した方法でタイムトライアルの機会を与えてもらえなかっ
た。（肢体不自由、人工呼吸器・ストレッチャー使用）
⇒校長、教頭、担任との話し合いの機会をつくり、他の生徒と同じ機会を与えてもらえなかっ
たこと、本人に参加する意志の確認がなかったことが問題であり本人の意志の確認も重要と伝
えた。

25

体育の授業でゼッケンをそれぞれ個々に記入させる場面があり、本人は手が不自由なので記入
が難しいと担任に伝えたが、「とりあえず書いてみなさい」と言われた。上手く書けない様子
にいらだった担任は、いらだちを露わにして「私に貸しなさい」とゼッケンを取り上げ、自分
が記入した。（身体障がい、車いす）
⇒本人なりの努力を評価することなく、障がいのために一般生徒と同じようにできないことに
いらだち、本人を否定するような態度は、教師としてあるまじきことだと思う。

26

朝礼後のレクリエーションの際、クラスメイトは赤白帽子を持参し参加していたが、肢体不自
由、人口呼吸器装着（しゃべることが出来ない）の本人は、赤白帽子を持つことなく体育館に
移動。介助者も担任も「みんなと同じように参加の準備をするということ」に意識が向いてお
らず、本人１人だけが赤白帽を準備出来ていない状況になった。（肢体不自由、人工呼吸器・
ストレッチャー使用）
⇒校長、教頭と話し合いの場を持ち、学校生活のどのような場面でも「参加の準備」と「工
夫」が必要と伝え、１人だけ赤白帽がない状況の子どもの気持ちを考えること、子どもの目線
での介助、学校生活の補助が担任にも介助者にも必要なことを伝えた。
また、参加しづらいこと、工夫をして参加しなければならない事柄について介助者が代わりに
なんでもやってしまうのではなく、意思を聞いたり、なるべく本人が主体となり参加できる方
法を考えることが重要な点であると伝えた。

27

毎日午前中に行われる日課（特にお絵かき）の中で、自由画なのに絵の中に統一性がないと怒
られたり、決められた時間内に課題が終わらないと給食を減らされたり、正座させられたりし
た。本人が帰宅後泣いて訴えたことにより発覚。（広汎性発達障がい）
⇒会に相談し、一緒に抗議文を持って園に行き、園長、主任と話し合った。最後まで非を認め
ることはなかったが、抗議したことで、その後は改善された。
※保育園事例ですが提出があったのでここに入れました。

28
手に障がいがあるため板書のノート書きができないが、だれも代わりに書いてくれない。（身
体障がい）
⇒教員（介助員）が、児童の介助として板書のノート書きをしてほしい。

29

どう工夫したらプールの授業に子どもが参加できるのか(合理的配慮)を考えて頂けず、「プー
ルに入れないと決まったことだから学校に従ってもらう。配慮や工夫と言われるが、それは特
別扱いになるからできない。」と言われ、話し合いもさせてもらえなかった。結局子どもは、
プールの授業に参加させてもらえず、プールサイドでの見学すらさせてもらえず、一人だけ教
室で本を読んだりプリントをやらされていた。（身体障がい）
⇒小学3年生の現在もプール授業に参加させてもらえず、プールサイドで見学している。障が
いを理由にプール授業に参加させてもらえないことは差別である。

30
身体障がい児もプールに入っている他都市の事例を参考に伝えたところ、校長先生から「よそ
はよそだ。そんなに他がいいなら、そちらの学校に行ってもらうということになる。」と言わ
れた。（身体障がい）

31
「プールは授業なので遊びじゃない。水遊びなら家でやって下さい。」、「プールについては
配慮の努力ができない。足をつけることは養護学校ではあるが普通学級にはない。普通学級の
限界だと思う。」と言われた。（身体障がい）

32

寒い日の授業中に１人で抜け出し数時間も外で時間を過ごしていても、担任は迎えにも行か
ず、授業中に1 人で教室を出て少人数教室へ行ったり支援クラスの好きな補助員の所へ行って
も、担任は何も対応しなかった。それどころか学校へ呼び出され、「授業が難しいから」「わ
からないから」「けがをしても責任はとれない」などと言われた。（知的障がい）
⇒原因が教室の居心地が悪かったことにあるのは明らか。クラスも荒れていて、他の子ども達
からも担任は信頼されていなかった。
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33

子どもが動かない時など、担任に、ズボンがずれてパンツが見えるような状態で引きずられて
いた。（知的障がい）
⇒担任との信頼関係が全くできていなかったと思う。学校が好きな本人を見ていると、とても
辛かった。

34
男子の一部にからかわれていると聞いたので、担任に確認したが、「そんなことはない」と言
われ、調べようともしなかった。（知的障がい）

35

学校で起きた些細な問題まで逐一報告がくる。（例：ショルダー型お茶入りのペットボトルを
肩にかけようとしたら隣席の子のほっぺにあたった。ケガはなかったし赤くもなっていない、
謝るように指導した）（知的障がい）
⇒些細なことを毎日だとこちらもストレスになる。ある程度のことは学校や先生を信頼して任
せる、と話をし、その後は改善された。

36

子どもの間で問題が起こると、たいてい責任を負わされ、相手に直接謝るように言われる。
（知的障がい）
⇒本人は言い訳をしたり弁解をしたりできないが、子ども間でのトラブルには、相手にも何ら
かの非がある場合が多い。自分が確認したわけではないのに、一方的に叱るのはおかしい。ま
た、ただ子どもに謝りに行かせるのではなく、教師がきちんと介入してほしい。

37
友達にケガをさせてしまった時は学校から連絡があり友達の家に謝りに行ったりしたが、本人
がケガをした時は何も連絡がなかった。（知的障がい）

38

A子が砂場で遊んでいたところ、他のクラスの同級生４人が砂で作ったものをA子に壊される
という理由でA子の腹部にパンチし、帰宅後、A子は具合が悪くなり、病院を受診した。先生
は「A子ちゃんは、（何かを聞くと）どっちにも『はい』と返事をするんですね」と、A子の
そのような点を知っていたにも関わらず、「大丈夫？」と聞いたら、「大丈夫」といったので
と、保健室へ連れて行くこともなく、保護者への連絡も無かった。（知的障がい）
⇒この件は、A子の同級生が翌日に自宅まで知らせに来てくれてわかったことである。こうい
う危機意識は、先生に持ってほしいと思った。体に危害を加えた、加えられた時は、児童は保
健室へ連れて行く、保護者に連絡をするという基本的対応を行ってもらいたい。

39

教室にいられない、並べないという本人の障がいを理解しようとせず、集団行動の枠にはめよ
うとし、教室内にいることを強要されたため、パニックを起こした。ずっと、先生方にダメダ
メと言われ続け、友だちもそれを真似するようになってしまった。（発達障がい、知的障が
い）

40

学校の朝の集会で子どもたちが様々な遊びをするが、先生方は健常児中心の感覚で、同じ場に
一緒にいさえすればそれで参加したことになるという認識であった。（人工呼吸器使用、肢体
不自由）
⇒一緒の空間にいるだけでなく、その子なりの参加方法を考えることが大切であるということ
を伝え続けた結果、肢体不自由のある子が参加できるよう、様々な工夫が積み重ねられていっ
た。（例：「大縄跳び」➡︎ジャンプはできないので、車いすで走ってくぐり抜ける。）校長も
自ら率先して車いすを押して走り、一緒に楽しむことの素晴らしさを実践してくださるように
なった。親が言って来たら考えるというのではなく、参加の工夫を「楽しんで見出す」という
観点が必要だと思う。

41
移動教室で上階へ行くのに、車イスの子どもが上階への移動介助が受けられず、教室で介助員
と過ごした。（車いす）

42
車いすを利用していて、エレベーターの利用を学校にお願いしたら、給食のワゴンも運んでい
るため「ばい菌がうつる」と言われた。車いすが感染菌をまき散らしているような言い方をさ
れ、子どもはショックを受けた。

43
障がいのある児童が、トイレ介助（オムツ交換）が必要であるのに、誰も介助してくれず我慢
をさせられ、体調を崩した。
⇒教員（介助員）がトイレ介助（オムツ交換）をしてほしい。

44

放課に校庭に出ると、次の授業が始まってもなかなかスムーズに帰ってこられないことが続い
たため、放課中も教室から出ることを禁止する措置が取られていた。（知的障がい）
⇒授業に戻って来ないことをただ悪いことで済ませるのではなく、子どもの気持ちに寄り添っ
て、ゆっくり見守るとともに、なぜ戻って来られないのか、どうしたら戻って来られるように
なるのか、教師（クラス）の側に何が不足しているのかを考える姿勢が必要だと思う。

45
本人を長い紐で繋いで教室から出ないようにするといった対応をされた。（発達障がい、知的
障がい）
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46

校長名で｢学校からのお願い｣という付き添い強要のお手紙が来た。内容は、①授業には付き
添ってください（a,　すぐそばについてください、b,　常に教室内で見守り、必要に応じて補
助してください）(必要とは、他の子に影響が出た場合または、担任の要請がある場合)、②他
の子の学習を保障できない場合、人手がなければ別の場所へ移します、③他の場へ移しても、
見る人手がないときはお迎えをお願いします（第２、第３、第４のお迎え依頼先を決めてお
く）、④校外学習は付き添ってください、⑤登下校は付き添ってください　など　（知的障が
い）

47

子どもができない事項だけを強調され、何度も学校に見に来て下さいと強要された。「様子を
見に来ないなら、話もできない。なぜ見にこれないのか？こんなにできないのが普通なんです
か？心配でしょ。心配なら、親なら、見にくるでしょ。」と教頭先生に言われた。（身体障が
い）

48
入学の前後に、「お母さんも歩み寄ってください」、｢お母さんがボランティアで少しでも学
校に顔を出してくれると、こちらがラクです｣と言われ、強要されているように感じた。

49
度重なる親の介助要求のため、一日一時間の介助を始めたが、親に甘え自分では何もやらなく
なってしまった。（発達障がい、知的障がい）

50

看護介助員の息子さんが病気になり、約１週間お休みとなったため、学校から依頼され保護者
が付き添いをした。（身体障がい）
⇒代替看護師の制度を導入してほしい。看護師、子の親が共に体調不良の場合、子どもが学校
に行けなくなってしまうような事はあってはならない。

51
運動会の時、担任と支援員だけでは突発的な行動に対応できないかもしれないので、席の近く
にいてくださいと言われた。（知的障がい）

52

玉入れ（親子競技）の入場について、親は親、子どもは子ども、と別々での入場であるにもか
かわらず、私たち親子だけ、親が車いすを押して、親子一緒に入場するように言われた。（車
いす、知的障がい）
⇒言われたのが運動会本番の前だったので、「みんなと同じようにしてください。私はみんな
と同じように、親子別々で入場します」と伝えた。運動会当日は補助者さんが車いすを押して
入場した。「協力」と言って、安易に親に付き添いを求めることがあるが、「他の児童と同
様」という視点から、障がいのある子もない子も同じ環境を用意するようにしてほしい。

53

A子は背が低いので、児童が整列した際は一番前に並ぶ。担任の先生から電話があり「ラジオ
体操の時、A子ちゃんがちゃんとできないと目立ってしまう。来賓も沢山来るので、ラジオ体
操のときは２番目か３番目にしてもいいか」と言われた。（知的障がい）
⇒児童が主役の運動会のはずが、来賓への見栄えを優先に考えられたことが問題だと思う。誰
のための運動会なのか、一番コアな部分を考えてほしい。

54

運動会の組体操で通し練習をした時、アシスタントさんが休みであった為、入場から退場まで
誰も手伝ってくれず遅れながら一人でやった。通し練習の為見ている先生はいつもより多いの
に、入場で少し手を貸してくれた以外は全く誰一人何もしてくれなかった。担任は一番わかっ
ているはずなのに、這いつくばりながら移動していても素通りだった。（車いす、知的障が
い）

55

遠足の直前に校長先生から「遠足には親が付き添うこと。それができない場合は遠足に行かせ
ずに学校で特別授業を受けさせる。」と言われた。（身体障がい）
⇒付き添いを条件にするのは差別と申し入れした。付き添いは条件ではなくお願いだと言われ
るが、言い方を変えても差別であることに変わりはない。付き添いを断っても遠足に参加でき
ている。

56

遠足に親の付き添いを求めるのは差別であると話をしたところ、校長先生は「法律でそうなっ
ているかもしれないが、うちの小学校はこうなんだ。そんなん関係ない。」と言われた。（身
体障がい）
⇒法令を無視する姿勢に驚き、法令等に関して教員にまで情報が周知徹底されていないと感じ
た。

57

消防署見学後、どれだけ促しても子どもが動かなくなってしまい、みんなと一緒に電車で帰る
ことができなくなったので、迎えに来て学校まで送るように学校から連絡が入り、仕方なく車
で送迎した。「普通、普通と普通学級にいるなら、こういう場面で親が協力するのが当たり前
なのになぜしようとしないのか？」と叱られた。（知的障がい）
⇒校外であるが、授業時間なので親に頼らず学校で対応してほしかった。

58
 宿泊を伴う行事に、親が付き添わなければ連れて行かないと言われた。
⇒教員（介助員）が連携し、サポートすることで参加できるようにしてほしい。

59
宿泊学習で親が付き添うようにと、子どもが授業後に担任から何度も説得を受けた。その後
ショックを受け登校できなくなった。精神科の薬を服用しなければ日常生活が送れなくなっ
た。

＜付添い、学校行事＞
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60

稲武野外学習に、親の付添いなく参加したいと本人が希望した際、教務主任に「それなら紙オ
ムツをはいていきなさい」と言われた。（車いす）
⇒中学生の女の子に面と向かってこのようなことを言うのは、明らかに障がい者差別であり、
人権侵害であり、人としてあるまじき行為である。

61

校外学習に保護者の付き添いを求められた。（当時、市の決まりで、校外学習に補助員は付い
て行くことができなかった）（車いす、知的障がい）
⇒こちらの考えを説明し付き添いは断った。結果、全体の補助として校外学習に付き添うこと
になっていた教務主任の先生が介助してくださり、そのためにバス停や駅など全体的に人手不
足が懸念されるところに、校長先生や教頭先生が補助に入ることとなった。こちらの気持ちを
理解して、すぐに保護者が付き添わないで校外学習に行ける方法を考えてくださったことは嬉
しかった。

62
一泊二日の野外学習中、終日保護者の付き添いを求められた。他にも、移動を要する（学校外
の）行事全てに保護者の付添いを当たり前のように求められた。（車いす）
⇒世話のかかる生徒は保護者が見るのが当たり前という認識がとても残念に思った。

63

お友達を避けていつも一人で下校する娘の防犯面の安全は確実に親が見守るように校長先生か
ら言われた。親が顔を見せないと帰れない状態のため、結局毎日親による見守りがつづいてい
る。（知的障がい）
⇒毎日の親の送迎は精神的にとても負担になっている。毎学期アンケートで訴えるが、先生方
は忙しいので「申し訳ありません。」というばかりでまったく取り合ってもらえない。

64

入学前に通学団を断られたことを小学校に相談した際に「障がいがある子どもはほぼ100%親
が手をつないで付き添って通学している。」と教頭先生に言われた。（身体障がい）
⇒入学したら、親と手をつないで登下校する障がい児の子どもは誰も居なかった。100％嘘
だった。

65

特別支援学校から転校する際、確認書に印鑑を押して同意するよう求められた。「学校は、長
距離移動や宿泊を伴う学習活動については保護者の同伴を求めることができる」など差別内容
や、「薬を飲ませる等の本人への医療行為について、学校は実施できない」など他の児童に対
しても当然のことについて同意を求められた。
⇒互いの信頼関係に基づいて子どもを学校に通わせたいこと、必要なことはその都度丁寧に話
し合って決めていきたいことを伝え、確認書は使用されなかった。義務教育を受けることは憲
法で保障されていることで、このような確認書を作ること自体がおかしいと教育委員会及び学
校は知ってほしい。

66

小学三年生の時、肢体不自由の支援学級から普通級に移りたいことを伝えた。支援級の担任か
らは「私が見てあげたからこの子はこれだけ伸びたんだ」みたいな事を言われた。　転籍する
時、学校で一人だけ呼び出され本当に普通級に移りたいのかの意思確認をさせられた。子ども
は自分の意思が言えたけどもし言えなかったらどうなっていたのか・・・（肢体不自由、知的
障がい）

67

１年生から普通学級で学んできたが、３年生の保護者面談の際、「１０歳の壁」を理由に安易
に支援級への転籍を勧められた。（知的障がい）
⇒わからないから学ぶ場を変えるのではなく、みんなと一緒の授業の中で、この子なりの学
び、この子なりの参加を保障できるように授業や学校を変えていくことを考えるべきだと思
う。

68

小学校では、担任でもない支援クラスの補助員に、しつこく支援クラスを勧められた。中学に
なって再会した時にも、普通学級にいることを否定され、「点数もとれないでしょう？」「友
達もそのうち忙しくて相手にしてくれなくなるから」「どうせ通知表もオール１でしょ」
等々、失敬なことばかり言い放ったあげく中学支援クラスを勧められた。（知的障がい）

69

小学校に入学してから3年生になるまで、ずっと通知表に／(斜線)の部分があった。（肢体不
自由、人工呼吸器・ストレッチャー使用）
⇒学校と話し合い、そこに存在して目や耳で聞いていたことに対して評価をしないというの
は、本人の存在を否定することだと伝え、「がんばろう」という気持ちに対する評価を含めて
評価基準をつくる事の大切さを話し合った。その結果、クラスの子と同じ基準での評価だけで
はなく、その子にあった評価を考え、斜線の部分を無くしてくれた。これからも、その子なり
の成長と頑張りを含めた評価基準を考えて欲しい。

70

保育園に子どもを迎えに行くと事務所に呼ばれ、「障がいがあるのだから小学校によく頭を下
げて頼みなさい」とか「わけのわからない会に入っているとお金を取られてだまされる」など
と言われ、とてもいやな思いをした。（広汎性発達障がい）
※保育園事例ですが提出があったのでここに入れました。

71
教頭先生に子どもが１年生で幼いにも関わらず、「このさき6年生になっても２、３年生のレ
ベルしかなくて大丈夫か（いいのか）？」と言われた。（身体障がい）

＜その他＞
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72

入学前に教委・学校・保護者の三者で定期的に話し合うと合意していたが、「普通学級に入っ
たのだから、お子さんがたくさんいるので状況をいちいち説明していられない。定期的に話し
合いたいといわれたが、忙しいからそんな定期的になんてできない。」と、入学前の合意事項
を一方的に破棄されている。（身体障がい）

73
ダウン症の子どもに「こんな顔で友達ができると思っているんですか？」と担任から言われ
た。

74
担任が「本人に言ってもわからないから」などとクラス内で言っていたらしい。（友達談）
（知的障がい）

75

「障がい名や診断名をクラスメイトに知らせて理解を深めさせたい」と言われた。（知的障が
い）
⇒障がい名からその障がいの特徴をあてはめて理解するのはやめてほしい。ダウン症の○○く
んではなく、ひとりの友だちとして、一緒に生活する中で○○のことを理解してもらいたい。

76

プールや課外授業などで、安全のために、特別の目印を付けられた。（知的障がい）
⇒この子には自尊心はないと決めつけているのがおかしい。また、この子は特別な子、ダメな
子という印象を他の子たちに植え付けることになる。教師も自分がそのような目印を付けられ
たときのことを考えてもらいたい。

77

「車いすは鉄のかたまりだから、周りの子に危ない」と先生に言われた。（車いす、知的障が
い）
⇒車いすは危険なものではないし、車いすがなければ本人は生活できないのだから、「鉄のか
たまり」と言ってほしくない。周りの子の安全を考えることは大切だが、同様に、障がいのあ
る子の立場にも立った見方をしてほしい。

78

校長先生がPTA会議の場やPTA役員個人に、子どもの学校での様子や保護者との話し合いの
内容を話していた。（身体障がい）
⇒PTAに話をする必要性は全くない上、保護者に了解を得ることもなく勝手に話されていた。
障がい児とその親の個人情報を保護するつもりは全くなく、守秘義務違反、個人情報保護法違
反である。
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