平成２４年３月１日（木）

№10

発 行：さいたま市ＰＴＡ協議会大宮区連合会
事務局：さいたま市大宮区大門町 3-1
大宮区役所東館 1 階
電 話：048-647-4401 、 048-647-4414(FAX兼用)
ＵＲＬ：http://www.saitama-city-pta.jp/

子どもの発達障害について考えました
平成２３年度第２回会長・校長会を開催

残念ながらお聴きした話をすべて
大宮区内の市立小中学校十六校のＰＴＡ会長と学校長出席のもと、 と、語りかけます。
さらに、話は「支援の三つのポ お伝えすることができませんが、最
今年度二回目の会長・校長会が、昨年十二月一日（木）午後六時半か
後に、尾崎先生は念を押すように、
ら、大宮駅東口のホテルを会場として開催されました。大宮区Ｐ連の イント」へと続きます。
事業として平成十九年度からスタートし、この日が通算九回目の開催
子どもの努力不足や保護者のしつ
となった会長・校長会。最近はさいたま市大宮区長や各界の専門家を
教育的支援
けの問題ではない。この子たちは、
講師として招き、学校や家庭、地域の課題など、子どもたちを取り巻
「困った子ども」ではなく「困っ
く社会環境について考えています。今回は、埼玉大学教育学部附属教
（学習支援）
ている子ども」
。周囲の早期からの
育実践総合センター教授の尾崎啓子先生を迎え、
『発達障害の基礎～理
・活動の流れと目標を明確にする。
適切な支援で、さまざまな可能性
解と支援のために』と題した講演をお聴きしました。
これからすることの内容、手順、
が広がる。
皆さんには、
「急がば回
終わり方を具体的に示す。
れ」という気持ちで、
「長い目でゆ
・たくさんのことを一度に言わな っくりと伸びる子」という目で見
発達障害とは
いで、ひとつ一つ丁寧に教えて 守ってほしい
あげてほしい。
自閉症、アスペルガー症候群、
という言葉で話を結びました。
（社会性の支援）
ＬＤ（学習障害）
、ＡＤＨＤ（注意
・自尊心を育てて欲しい。できた
欠陥多動性障害）など、
「もしかし
らほめる。ただむやみにほめる
たら自分の子は、発達障害ではな
のではなく、できそうなことを
いだろうか」と悩む保護者は少な
させてみて、できたらほめる。
くないといいます。
・こだわりを活かす。
「○○博士」
というぐらい凄い知識を持っ
発達障害はそれほど珍しい障
ている子もいるので、活躍の場
害ではない。その症状は通常低年
を見つけてあげてほしい。
齢において発現する。十五歳未満
・いじめから守る。その子だけをタ
の一割以上は何らかの発達障害を
ーゲットにした指示をしない。
抱えているという報告もある。実 私たちが理解しやすいように話を ・社会的な常識を教える。あいま
は、多くの人が自分が発達障害と 切り出しました。
いな話を理解する、察すること
さらに、さまざまな発達障害の
気づかずに大人になっている。
はできない。
「○○しちゃダメ」
特徴や思春期の発達障害児(者)
だけだと、どうしたらいいか分
臨床心理の専門家として幅広 に起こりやすい問題を説明したの
からない。別の行為に置き換え
い地域支援活動を行っている尾崎 ち、その支援策について、
「本人が
て適切なふるまいを分かりや
先生は、発達障害が注目を浴びる 困っていることが前提」と前置き
すく伝えることが大切。
講演を振り返って
ようになった理由をこう説明しな した上で、
・助けを求める、相談する、質問
がら、
「発達特性（一次障害）の先
する、断る
ということが苦
講演後には、学校現場での実体
には、いじめ、非行、不登校とい ・その子の個性、特徴はどんなと
手なので、そういうスキルを教 験を語り合う学校長の姿が見られ
った二次障害が起こりやすい」と、 ころか。
えてほしい。
る中、ＰＴＡ会長たちからは「内
・どこまで分かり、何ができて、
・漫画、テレビ、ゲームの情報を 容が分かりやすく、すばらしい講
何ができないのか。
そのまま信じてしまいやすい 演会だった」
「これまで体系的に聴
・何に困っているのか。
ので、現実とは違うことを、し いたことのないテーマだっただけ
といった、その子の教育的ニーズ
に、とても勉強になった」
「発達障
を知るところから対応は生まれる。 っかりと教えてほしい。
他の生徒と比べたり「○歳なら （ストレスとのつきあい方、リラ 害児やその保護者に対する見識が
ックスのつくり方）
変わった」などの声。発達障害を
できるはず」
「こんな常識的なこと
は分かっているはず」と思い込ま ・好きなことに過剰に集中しない 持つ子どもたちを社会全体で育ん
よう、時間を決めた取組をアド でいく必要性を認識する、貴重な
ないで、優しく、具体的に教えて
バイスしてほしい。
お話でした。
あげてほしい。
講演する尾崎啓子先生

真剣に耳を傾ける PTA 会長と学校長ら

内容の充実した約１時間でした
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絆づくりのクリーンヒット～大宮東中ＰＴＡ
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最後に先生は、
「これからの日本を築い
ていく子どもの未来の可能性を拡げるこ
とで、皆さんの心も可能性も拡げてほし
い」と話を結ぶと、会場からは大きな拍
手が沸きました。
講演終了後には先生の講話集『愛のコ
ーヒーカップ』が販売され、講演に共感
を覚えた大勢の参加者が、次々と買い求
めていました。

大宮区ＰＴＡだより（カラー版）をアップしています。

第５回：１月 26 日(木)18:00～21:00、場所:大宮区役所多目的室
○山田祐司大宮区Ｐ連会長から以下の報告がありました。
・市Ｐ協から市教育委員会等へ平成２４年度の要望を行うので、
各校ＰＴＡで困っていること等があれば提出してほしい（締切
は２月２９日）
。
・市立教育研究所が各校で実施している「携帯・インターネット
安全教室」に保護者も参加してほしい。
○桜区Ｐ連が東日本震災被災地支援で行っているアルミ缶回収
について、大宮区Ｐ連としても実施するかを検討。各校に持
ち帰り、次回役員会で再度協議することになりました。
○４月７日(土)に開催される市Ｐ協広報紙コンクールの審査員と
して、三橋中栁田会長と南小河原会長を選出しました。

大宮区ＰＴＡ連合会のホームページをご覧ください

会場はＰＴＡ関係者で埋め尽くされました

役員会情報～こんなことを話し合いました

大宮東中の保護者、教
職員、生徒そして地域住
民（現在計３０名強）に
より組織されている「東
中をもっと良くし隊」は、
いざという時、早く強く
連携するため、地区を同
じくする大宮小、大宮東
小のＰＴＡの皆さんに声
を掛け、昨年１１月１３日
(日)、東中校庭で、交流ソフトボールを開催しました。
日頃は、フェンスペンキ塗りや蛍光灯清掃等の学校環境整備、
農園づくり、生徒の塾帰りの時間に合わせた駅周辺の夜回り等
の活動を行っている「良くし隊」
。この日は総勢５０名を超える
方々が集い、先生２チーム、保護者２チーム、さらに生徒チー
ムで総当たり戦を行う中で、成績はさておいて、いざというと
きのために、地域の絆を深めることができました。

O.K.

１月２１日（土）
、上小
小学校でＰＴＡ主催によ
る新しいイベント
「フェス
タかみこ」
が行なわれまし
た。これは「楽しむ」
「学
ぶ」
「触れる」
「驚く」を」
テーマに、
子供たちの感性
を刺激して育てようとい
うイベントです。
オープニングは上小小
の
金管バンドの演奏と、埼玉の家計と平和を守るために結成され
たご当地ヒーローズ「FP レンジャーショー」で華々しくスター
ト。保護者たちが趣向を凝らして各教室に仕立てた１２のブー
スは、
「フラダンス」
「マジック」
「南京玉すだれ」
「和太鼓」な
どの体験型と、
「押し花」
「ネームプレート」
「ブーメラン」など
を作る参加型に分かれ、バラエティに富んだ内容に子どもたち
は大喜びです。
上小小は、自由にブースを周りながら色々な体験を楽しむ子
どもたちと、それを見守る保護者たちの笑顔に包まれました。

○自分を犠牲にしている人、
「私さえ
我慢すれば」というのは危険信号。
全国の講演で『愛のコーヒーカッ
プ』という話をしている。相手にコ
ーヒーを満たす前に、まず自分のカ
ップを満たす
という気持ちが
必要。それは独りよがりでも我がま
までもなく、実は自分だけでなく周
りをも愛で満たすことになる。
（相談することの大切さを話してく
ださい）
○これからの時代、
「先進国」とは、
社会の中で弱い人に照準を合わせ、
助け合える国をいう。自分のコーヒ
ーカップを満たすことによって、い
つでも自然に、
「お手伝いしますよ」
と言えるようになる。もし自分のカ
ップに愛が不足していると思うな
ら、しばらくは自分を優先して 。
○悪いところ、足りないところを指摘
したり諭すより、子どもたちを応援
し、心を込めてその子の良いところ
をドンドン口に出してほめること
が大事。自分に自信がついて、
「人
の役に立つっていいね」と言える子
どもになる。

手作りフェスタは大賑わい～上小小ＰＴＡ
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を利用した二泊三日の活動は、子どもた
ちと同じ目線に立って生活を共にしなが
ら、夢を語り、人との交流を通じ、自分
も周りの人も社会も幸せにする力『人間
力』を高めるのが狙い」と、熱っぽく語
りかけます。
当日、来賓挨拶で登壇したさいたま市
教育委員会の桐淵教育長が参加者に配付
した、
「大切なこどもたちへ 大人のみな
さんへ」という通知（学校から各世帯に
昨年配付済み）と重ね合わせて、先生は
次のように話を続けました。
（たくさんおしゃべりをしてください）
○これからの人生を楽しむには高いコミ
ュニケーション能力が必要。西洋の人
は自分の意見を口に出すことを前提と
し
受付は大宮小、案内は大宮東中のＰＴＡ役員が担当

した社会で暮らしている。私たちも、
思っていることは、自分の言葉で話
すことが大切だ。
○「自分が産んだ子だから大体は予想が
付く、分かっている」という思い込み
は捨てる。今は時代が違う。昔の常識
は今の子どもたちに合わない場合が多
い。昔からの教えで、私たちが伝えら
れるのは、
「命の大切さ」
。
（夢や希望、生きる価値に触れる話をし
てください）
○「サッカーで生きられる人はほんひ
と握り。あなたはムリよ」と子どもの
夢を壊すようなことは言わない。大人
は結果を想定しすぎる。期待には計算
が入ってしまう。親が本気で応援す
る子どもはパワーが出せる。

ＰＴＡトピックス

熱く語りかける中野裕弓先生

「もしも世界が一〇〇人の村ならば…。
八〇人は標準以下の居住環境に住み、七
〇人は文字が読めません。五〇人は栄養
失調で苦しみ…」
。人類の統計比率をも
とに全世界の状況を小さな村に例え、ミ
リオンセラー本となった『世界がもし一
〇〇人の村だったら』
。
その原訳者として知られる中野裕弓先
生を講師に迎え、昨年十二月十五日(木)
午前九時三十分から、大宮区・浦和区・
見沼区三区のＰＴＡ連合会合同による講
演会が開催されました。会場となった浦
和駅東口にある浦和コミュニティセンタ
ーには、三区のＰＴＡ関係者約四百名が
参加。
「子どもの可能性を伸ばす。大人の
可能性を広げる。
」と題した一時間半の講
演に、参加者は耳を傾けました。
中野先生は、ワシントン にある世界
銀行本部にヘッドハントされ、多国籍の
職員のキャリアや人間関係のアドバイス
を行う人事カウンセラーとして活躍。そ
の経験を活かし、現在、国内各地で講演、
研修、企業人事コンサルティング活動の
仕事に携わる傍ら、ソーシャルファシリ
テーターいう肩書きで、自発的に活動し
ている職業人を巻き込んで、社会のしくみ
を変えていこうという活動をしています。
先生はまず講演の冒頭、そうした活動
のひとつとして、平成十八年から主催し
ている「高校生サマーセミナー」を映像
を使って紹介しました。
「物ごとの考え方次第で、人生を楽し
むことができる。それを子どもたちに伝
えたくて、社会に出る前の世代の高校生
を集めることにした」と、セミナーを始
めた動機を説明しながら、
「毎年、夏休み
Ｄ.Ｃ.

