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「自分らしさ」、「自立」に関する一考察 

―ある一人の障害の重い人との関わりから学ぶ― 
 

 

 

 

 遠 藤  司 
 

はじめに 

本論文は、エリさんという一人の障害の重い人との関わりを基に、彼女の世界

の解明を試みた実践的事例研究論文である。筆者は、1997年 11月から現在に至

るまで、様々なテーマのもとに彼女との関わりの場面を重ねてきた（注１）。そし

て彼女は、2005年 11月に、自分を含めた集合写真に題名をつけるという課題に

対して、「みんな」という初めての自らの言葉を作り、言葉の世界に入った。以来

彼女は、筆者からの問いかけや促しに対して、５０音のひらがなの文字盤（以下、

「文字盤」と記す）から１つずつ文字を選び重ねていくという仕方で、様々な言

葉を作っていった。関わりの場面で彼女の作る言葉に接した筆者は、彼女の言葉

そのものの広がりを見ることができ、さらに、彼女の世界の広がりを確信するこ

とができた。 

筆者は、2007年以降、2015年６月に至るまでの約８年の間に、彼女が作った

言葉の中から、１つの言葉に注目した。それは、「自分」という言葉である。言葉

を作り始めた頃、彼女は、他者を表す言葉（他者の名前など）や、他者との関係

を表す言葉（「みんな」、「なかま」など）を多く作っていた。しかし、ある時期を

境にし、彼女は、「自分」という言葉を多く使うようになり、「自分らしさ（私ら

しさ）」、「自立」等の言葉を用いて自らの気持ちや考えを示すようになった。本論

文では、彼女が「自分」という言葉を用いるようになった過程において、どのよ
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うな広がりが彼女の世界にもたらされていたのかを、彼女が作った言葉を丁寧に

追っていくことにより明らかにしていきたい。そうすることは、彼女の言葉を通

して彼女の世界を解明することのみならず、他の重い障害をもつ方々との関わり

において大切にすべきことを明らかにすることにもつながるはずだからである。 

 

1．対象者：エリさんについて 

エリさんは、1989 年生まれの女性である。筆者は、1997 年 11 月、小学校２

年生（７才 11 ヶ月）の彼女と出会い、その後、一月に一回の頻度で現在に至る

まで関わりを続けている（注２）。 

関わり開始時のエリさんは、普段は寝たきりの状態にあり、日常生活は全面的

に介助が必要であった。手の動きは活発であり、両手ともよく動かしていたが、

その動きは、自らの意志に沿ったものとは必ずしも言えないものであった。視覚

については周りにあるものをよく見ており、また、人に対してはその人の顔をじ

っと見ることがあった。聴覚については、ある程度の大きさのある周りの音や声

は聞こえているようであり、特に、自分に向けられた声はしっかりと聞きとって

いるようであった。彼女の身体運動をガイドしようとする時、筆者が彼女の身体

に触れたとしても、彼女はさほど嫌がる素振りをみせることはなかった。表情は

豊かであり、笑顔も多く、じっと考えている時は真剣な表情をし、嫌だったり驚

いたりした時には、それを示す表情をしていた。 

関わり開始時のエリさんの様子を以上のように判断した上で、筆者は、様々な

自作教材を用いて、彼女に適切と思われる課題を呈示し、彼女が自らそれらに働

きかけ、結果を出すことができ、そのことを彼女自身が確認し、楽しむことがで

きることを重視して、彼女との関わりの場面を作っていった。本事例では、彼女

が文字盤から文字を選び言葉を作るようになった 2003 年以降から現在に至るま

での様子を中心に述べていくが、言葉を作るに至るまでの関わりの場面における

彼女の様子について、ごく簡単にここで述べておきたい（注３）。 
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①「見本合わせ」の成立 

1997年の関わり以来、いくつかの選択肢の中から見本と同じものを選ぶという、

いわゆる「見本合わせ」の課題を呈示した。彼女は、色、形等の異なる選択肢か

ら、見本と同じものを選ぶことを重ねていき、ひらがなの文字も区別して選ぶこ

ともできるようになった。 

②「文字盤」の成立 

形としてのひらがなの文字が成立したことを受け、「あいうえお」から始まる５

０音表を構成する課題に取り組むようになった。彼女は、「あいうえお」のそれぞ

れの文字を順に並べることから始め、最終的には「あ」から「ん」までを並べた

文字盤を成立させるに至った。さらには、それらの文字盤の中から１つずつ文字

を選び、言葉を作るまでに至ったのである。 

③言葉を作る 

筆者は、彼女の身近なものや人の名前であれば言葉を作りやすいであろうと考

え、それらの言葉を作るよう彼女に促すことから始めた。彼女が積極的に文字盤

から文字を選び言葉を作ろうとしたのは、「色の名前」と「他者の名前」であった。

関わりの場面にいる人の名前を彼女が作り、その人が彼女にお礼の言葉を述べる

と、彼女は極めてうれしそうな表情を示した。言葉を作り始めた時期において、

彼女が最も積極的に作ろうとした言葉は、「他者の名前」であった。 

その後、ある写真や絵を見てそれらに自分で自由に題名をつける等のことも彼

女に課題として提示したところ、それに対しても彼女は言葉を作ることができる

ようになった。当初は、筆者が複数の選択肢を挙げ、それらのうちから彼女が１

つを選び言葉を作っていたのであるが、彼女は次第に、筆者からの選択肢がない

状態でも、文字盤から１つずつ文字を選び、自らの言葉を作ることができるよう

になっていった。彼女がはじめて選択肢のない状態で言葉を作ったのは、2005

年 11 月に、自分を含めた集合写真に対して「みんな」という言葉を作った時で

あった。当時、彼女は 15才 11ヶ月であった。この後も彼女は、「みんな」、「な

かま」等々、良好な人間関係を示す言葉を作っていったのである。 
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こうした過程を経て、彼女との関わりのテーマは、彼女が自らの言葉を作る段

階へと移行していった。彼女は、2003年以降、筆者からの課題の提示や促しや問

いかけに応じて、様々な言葉を作った。中でも、「今日の感想」、「他者へのメッセ

ージ」、「筆者からの質問に対する回答」、「他者への質問」という、４つのテーマ

に沿って彼女に言葉を作るよう促した時、彼女は、極めて積極的に言葉を作ろう

とし、実際に多くの言葉を作ったのである。以下、これらのテーマに絞り、彼女

が作った言葉を概観していくこととする。 

 

2．エリさんの作った言葉 

(1)今日の感想 

筆者との関わりの場面で、エリさんは、2007年６月から、その日の関わりの感

想を表す言葉を作るようになった。関わりの最後に、筆者が、「今日はどうでした

か、感想を教えて下さい」等と、彼女に言葉を作ることを促すと、彼女はそれに

応えて、「今日の感想」を表す言葉を作ったのである。 

表１（文末に掲載、表２から表４までも同様である）に示されているように、

彼女は、「今日の感想」を表す言葉を作り始めた頃、「よい」、「よいです」、「よろ

しい」等、その日の関わりが「よかった」ことを示す感想の言葉を１つの単語で

表現した。今日の感想というテーマで言葉を作り始めた時、関わりの場面におい

て行われていた様々な学習課題が、彼女にとって充実した、意味のあるものであ

ったことを示す言葉を彼女が作り表現したことは、筆者にとって喜びとするとこ

ろであった。また、この頃の彼女は１つの単語で言語表現をするという段階にあ

ると筆者はとらえていた。 

その後、2009年に入ると、「むずかしかつたぜ」（難しかったぜ：その日行われ

た数の勉強が難しかったという意味：2009年４月）、「がんばつてね」（頑張って

ね：その日に見学に来てくれた人たちへのメッセージ：同年５月）、「むずかしい

ひ」（難しい日：体調が悪かった日の感想：同年７月）、「みんなひさしぶり」（み
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ると筆者はとらえていた。 

その後、2009年に入ると、「むずかしかつたぜ」（難しかったぜ：その日行われ
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んな久しぶり：久しぶりに来た人たちが多かった：同年８月）等、その日の関わ

りがよかったことだけではなく、難しかったこと等をも表現するなど、関わりの

中で感じたことを表現する仕方が広がり、それが言葉の広がりとして現れるよう

になった。さらに、2009年後半になると、「よいぜわらつたやさしいわたしでき

たぜ」（よいぜ笑ったやさしい私できたぜ：同年 10月）、「がんばつたわたしあな

たみんな」（頑張った私あなたみんな：同年 11月）、「やりましたわたしまんぞく

だ」（やりました私満足だ：同年 12月）等、１つの単語で終わることなく、文章

として長く続くようになった。さらに、「やつた」（やった：2010年 11月、2011

年１月、同年２月）、「がんわつたぜ」（頑張ったぜ：同年 12月）等、自分がやれ

たこと、頑張れたことを表す言葉も目立つようになった。これらの言葉は、単に

よかったことだけではなく、自分なりにやれた、頑張れたという、達成感を表す

ものであった。こうした言葉で感想を表す傾向は 2012 年になってからも続き、

さらには 2013年になると、「がんばろ」（頑張ろう：（2013年１月）、「むずかし

くなつたでもがんばろ」（難しくなったでも頑張ろう：同年３月）、「べんきようが

たのしいしゆうちゆうできるがんばるよ」（勉強が楽しい集中できる頑張るよ：同

年７月）「じゆうじつしてたつぎよろしくね」（充実してた次よろしくね：同年 10

月）等の言葉で感想を表すようになった。つまり、やった、がんばった等の達成

感を表すだけでなく、これからも頑張ろうという意欲を表明するものとなってお

り、次の関わりにつながる仕方での感想を言葉で示すようになったのである。 

さらに、2013年末から 2014年になると、「私」、「自分」という言葉を作るこ

とが目立つようになった。「せいじつにがんばりましたげんきにわたしらしく」（誠

実に頑張りました元気に私らしく：2013年 12月）、「げんきでよかつたげんきが

たいせつじぶんでやるぜ」（元気でよかった元気が大切自分でやるぜ：2014年３

月）、「じぶんきもちだしただいじなじかんまんぞく」（自分気持ち出した大事な時

間満足：同年８月）、「ほんいえてごきげんじぶんでつくれるゆめにむかつてがん

ばる」（本言えてごきげん自分で作れる夢に向かって頑張る：同年 10月）、「じぶ

んらしくゆめにむかつてがんばります」（自分らしく夢に向かって頑張ります：
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2014 年 12 月）、「じぶんらしくゆえるすてきづつとわたしらしくゆいたい」（自

分らしく言える素敵ずっと私らしく言いたい：2015年３月）、「じぶんらしくやれ

たがんばれたじぶんにじしんもちたいまたべんきようしましよう」（自分らしくや

れた頑張れた自分に自信持ちたいまた勉強しましょう：同年５月）等である。こ

れらの言葉の中に含まれる、「自分」、あるいは、「自分らしさ」、「私らしさ」とい

う言葉がこの時期に感想として作られていることは、彼女の言葉の表現の仕方の

みならず、彼女の世界にも大きな広がりがもたらされていることを示していると、

筆者は考えた。彼女の世界を、「自分」、「自分らしさ」、「自立」というキーワード

から解明していこうという筆者のとらえ方を確立する上で、この時期の彼女の言

葉は極めて重要な意味をもつものとなったのである。 

以上、その日の関わりの最後に作られた感想を表す言葉を概観してきた。最初

は１つの単語で示されていた感想が、次第に文章化していき、さらに、内容もよ

り豊かなものとなっていく過程を見ることができた。以下さらに、彼女の作った

言葉を見ていくこととしたい。 

 

(2)他者へのメッセージ 

エリさんと筆者との関わりの場面には、ほぼ毎回、見学者が来て、彼女の傍ら

で見ながら声をかけるなどしてくれていた。彼らは、大学生であったり、卒業し

て職業に就いている者であったり、ある職業を目指している者であったりと、立

場等は様々ではあるものの、課題に取り組んでいる彼女の姿に感動し共感し、と

もに学ぼうとする態度を共通してもっている人たちであった。また、彼女も、彼

らに対して興味をもち、様々なことを問いかけたり、彼らの話を聞いたりするこ

とを、関わりの場面の楽しみの１つとしているようであった。そこで筆者は、彼

らが大学を卒業したり、新たに学校に入ったり、職業に就いたりといった節目の

時などに、彼らへのメッセージを言葉として作るよう彼女に促した。先述の「今

日の感想」とは異なり、メッセージは、ある特定の人（人たち）に向けられた言

葉であるが、そうした言葉を、彼女は積極的に作ろうとしたのである。 
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(2)他者へのメッセージ 

エリさんと筆者との関わりの場面には、ほぼ毎回、見学者が来て、彼女の傍ら

で見ながら声をかけるなどしてくれていた。彼らは、大学生であったり、卒業し

て職業に就いている者であったり、ある職業を目指している者であったりと、立

場等は様々ではあるものの、課題に取り組んでいる彼女の姿に感動し共感し、と

もに学ぼうとする態度を共通してもっている人たちであった。また、彼女も、彼

らに対して興味をもち、様々なことを問いかけたり、彼らの話を聞いたりするこ

とを、関わりの場面の楽しみの１つとしているようであった。そこで筆者は、彼

らが大学を卒業したり、新たに学校に入ったり、職業に就いたりといった節目の

時などに、彼らへのメッセージを言葉として作るよう彼女に促した。先述の「今

日の感想」とは異なり、メッセージは、ある特定の人（人たち）に向けられた言

葉であるが、そうした言葉を、彼女は積極的に作ろうとしたのである。 
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表２に示されているように、先述の「今日の感想」と同様、メッセージを作り

始めた 2007 年には、彼女の言葉は１つの単語として作られることが多かった。

しかしながら、卒業していく人に対して、「がんばれ」（2007年３月）、「がんば」

（2008年２月）であったり、教師になることが決まった（試験に合格した）人に

対して「おめで」（2009年３月）であったり、その日に来られなかった人に対し

て、「〇〇あいたい」（2007年 10月）、「〇〇きてね」（2008年６月）であったり

など、その人へのメッセージとして極めてふさわしい言葉を彼女は作っていた。

そうした彼女の言葉を向けられた人は、彼女に対し、メッセージを受け取ったこ

とを伝え、言葉を作ってくれたことに対する感謝と喜びの気持ちを精一杯彼女に

伝えた。彼らの言葉を聞くと、彼女はその都度、笑顔を見せ、喜んでいる様子を

見せた。メッセージを作った彼女と、向けられた人たちとのやりとりをも含めて、

他者へのメッセージを作ることは彼女にとって大きな意味のあることであると筆

者は判断し、その後もできる限りそうした機会を作るよう心がけた。 

2009年になると、今日の感想の言葉と同様、彼女が作るメッセージとしての言

葉も文章化していき、かつ、表現も広がってきた。教師を目指す人（試験を受け

る人）に対して、「よいけつかのでます」（良い結果の出ます：2009年６月）、「わ

たしもがんばるあなたもがんばって」（2010年４月）、「がんばつてねごうかくし

てね」（頑張ってね合格してね：同年６月）であったり、進路に迷っている人に対

して、「わたしもみつける」（同年４月）であったり、就職活動を懸命にしている

人に対して、「ゆつくりやりましよう」（ゆっくりやりましょう：同年８月）であ

ったりと、単に一言の「頑張れ」だけではなく、文章としての表現も内容も広が

り、さらに、アドバイスの意味をもつ言葉を作るようにもなったのである。 

2011年以降も、様々な状況にいる様々な人たちに対して、彼女は多くの言葉を

作った。その言葉の中に、「今日の感想」の言葉と同様、「自分」という言葉が多

くの場合に入るようになった。例えば、教師になることを目指し続ける人に対し

て、「じぶんのゆめだからあきらめないでだいじよぶ」（自分の夢だからあきらめ

ないで大丈夫：2013年２月）、もうすぐ教育実習に行く人に対して、「げんきだし
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ておしえようじぶんをだして」（元気出して教えよう自分を出して：同年５月）、

学校の受験をする人に対して、「ごうかくしますじぶんをしんじてだいじよぶです

べんきようをがんばつてね」（合格します自分を信じて大丈夫です勉強を頑張って

ね：2014年２月）、「がんばつてねじぶんをしんじよう」（頑張ってね自分を信じ

よう：同年６月）、これから教師を目指そうとする人に対して、「だいじよぶじぶ

んをしんじてべんきようがんばろ」（大丈夫自分を信じて勉強頑張ろう：2015年

２月）、もうすぐ教師となる人に対して、「てれずにげんきよくじぶんをだして」

（照れずに元気よく自分を出して：同年３月）等々の言葉である。これらの言葉

の中で、彼女は、「自分を信じて」、「自分を出して」等という表現を用いて他者へ

のメッセージを作っていた。こうした言葉で、彼女は、若干の不安や心配を抱い

ている人たちに対して、できる限り前向きになることができるよう、「自分」とい

う言葉を用いて、励ましの言葉を作っていたのである。 

以上、ある特定の他者に向けたメッセージとしての彼女の言葉を概観してきた。

最初は一つの単語で示されていた言葉が、次第に文章化していき、さらに、ここ

でも「自分」という言葉を用いつつ、明確な励ましの言葉となっていった過程を

見ることができた。以下さらに、彼女の作った言葉を見ていくこととしたい。 

 

(3)筆者からの質問に対する回答 

表３に示されているように、筆者からの質問に対する回答として、エリさんは

多くの言葉を作った。筆者からの質問は、その日の関わりの場面での会話の流れ

の中で出されたものが多く、前もって用意されたものを訊ねていくという形には

なっておらず、必ずしも体系的に重ねられたものではない。本論文では、彼女の

世界を垣間見ることができたと筆者が感じたテーマに絞り、彼女の言葉を挙げ、

概観していくこととしたい。 

① 自分の生き方について 

ａ 仕事に対する意識（2009年より 2011年にかけて） 

エリさんが20歳になり成人を迎えた2009年を機に、今後の生き方、将来の夢、
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生活の仕方等をテーマとする機会が多くなった。筆者から、「20 歳を機に、これ

からどのように生きていきたいですか」という質問をしたところ、例えば彼女は、

「みんなといしよに」（みんなと一緒に：2010 年１月）、「みんななかましたい」

（みんな仲間したい：2010 年 11 月）等と答えた。「みんな」、「なかま」という

言葉は、彼女が言葉を作り始めた時から作ってきたものであった。今後の生き方

についての質問に対して作られたこれらの言葉は、彼女が最も大切にしている価

値観を表すものであり、何を大切にして生きていきたいか、また、現在の生活の

中でも何を大切にしているかということを明確に示すものであった。 

筆者はさらに、「仕事」に対する考え方について訊ねる質問をした。「仕事」と

いう言葉については、彼女からの質問として、2010年２月に、「わたしはいきた

いできますかさごと」（私は生きたいできますか仕事）という質問が出された（後

述）のに対して、筆者や周りの人が、「もう立派にしている」、「貴方にしかできな

い仕事をしている」等と答えたのを受け、極めてうれしそうに、「やた」（やった）

という言葉を作ったことがあった。このやりとりを受けて、さらに、どんな仕事

をしたいですかという質問を筆者がしたところ、彼女は、「えをかく」（絵を描く：

2010年２月）と答え、重ねて、どんな絵を描きますかという質問をしたところ、

「あいされる」（愛される：同年同月）と答えた。彼女が成人を迎えたこの時期、

今後の生き方の中でも「仕事をする」ということを強く意識するようになり、そ

の仕事とは「絵を描く」ことであるという認識をしていることを、これらの質問

に対する彼女の言葉により筆者は明確に判断することができたのである。 

 
ｂ 一人暮らし（介助者の人たちとともに暮らす）に対する意識（2013年９月） 

2013年９月の関わりにおいて、エリさんから、親御さんのもとを離れて一人で

暮らす（介助者の方たちとともに暮らす）ことが筆者に伝えられた。このことに

ついて、彼女の思い等を訊いた。 

筆者が、「もうすぐ一人暮らしを始めるにあたってどう思いますか」と質問した

ところ、彼女は、「ふあん」（不安：2013年９月）と答えた。筆者が、「何が不安
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ておしえようじぶんをだして」（元気出して教えよう自分を出して：同年５月）、
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べんきようをがんばつてね」（合格します自分を信じて大丈夫です勉強を頑張って

ね：2014年２月）、「がんばつてねじぶんをしんじよう」（頑張ってね自分を信じ

よう：同年６月）、これから教師を目指そうとする人に対して、「だいじよぶじぶ

んをしんじてべんきようがんばろ」（大丈夫自分を信じて勉強頑張ろう：2015年

２月）、もうすぐ教師となる人に対して、「てれずにげんきよくじぶんをだして」

（照れずに元気よく自分を出して：同年３月）等々の言葉である。これらの言葉

の中で、彼女は、「自分を信じて」、「自分を出して」等という表現を用いて他者へ

のメッセージを作っていた。こうした言葉で、彼女は、若干の不安や心配を抱い

ている人たちに対して、できる限り前向きになることができるよう、「自分」とい

う言葉を用いて、励ましの言葉を作っていたのである。 

以上、ある特定の他者に向けたメッセージとしての彼女の言葉を概観してきた。

最初は一つの単語で示されていた言葉が、次第に文章化していき、さらに、ここ

でも「自分」という言葉を用いつつ、明確な励ましの言葉となっていった過程を

見ることができた。以下さらに、彼女の作った言葉を見ていくこととしたい。 

 

(3)筆者からの質問に対する回答 

表３に示されているように、筆者からの質問に対する回答として、エリさんは

多くの言葉を作った。筆者からの質問は、その日の関わりの場面での会話の流れ

の中で出されたものが多く、前もって用意されたものを訊ねていくという形には

なっておらず、必ずしも体系的に重ねられたものではない。本論文では、彼女の

世界を垣間見ることができたと筆者が感じたテーマに絞り、彼女の言葉を挙げ、

概観していくこととしたい。 

① 自分の生き方について 

ａ 仕事に対する意識（2009年より 2011年にかけて） 

エリさんが20歳になり成人を迎えた2009年を機に、今後の生き方、将来の夢、
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生活の仕方等をテーマとする機会が多くなった。筆者から、「20 歳を機に、これ

からどのように生きていきたいですか」という質問をしたところ、例えば彼女は、

「みんなといしよに」（みんなと一緒に：2010 年１月）、「みんななかましたい」

（みんな仲間したい：2010 年 11 月）等と答えた。「みんな」、「なかま」という

言葉は、彼女が言葉を作り始めた時から作ってきたものであった。今後の生き方

についての質問に対して作られたこれらの言葉は、彼女が最も大切にしている価

値観を表すものであり、何を大切にして生きていきたいか、また、現在の生活の

中でも何を大切にしているかということを明確に示すものであった。 

筆者はさらに、「仕事」に対する考え方について訊ねる質問をした。「仕事」と

いう言葉については、彼女からの質問として、2010年２月に、「わたしはいきた

いできますかさごと」（私は生きたいできますか仕事）という質問が出された（後

述）のに対して、筆者や周りの人が、「もう立派にしている」、「貴方にしかできな

い仕事をしている」等と答えたのを受け、極めてうれしそうに、「やた」（やった）

という言葉を作ったことがあった。このやりとりを受けて、さらに、どんな仕事

をしたいですかという質問を筆者がしたところ、彼女は、「えをかく」（絵を描く：

2010年２月）と答え、重ねて、どんな絵を描きますかという質問をしたところ、

「あいされる」（愛される：同年同月）と答えた。彼女が成人を迎えたこの時期、

今後の生き方の中でも「仕事をする」ということを強く意識するようになり、そ

の仕事とは「絵を描く」ことであるという認識をしていることを、これらの質問

に対する彼女の言葉により筆者は明確に判断することができたのである。 

 
ｂ 一人暮らし（介助者の人たちとともに暮らす）に対する意識（2013年９月） 

2013年９月の関わりにおいて、エリさんから、親御さんのもとを離れて一人で

暮らす（介助者の方たちとともに暮らす）ことが筆者に伝えられた。このことに

ついて、彼女の思い等を訊いた。 

筆者が、「もうすぐ一人暮らしを始めるにあたってどう思いますか」と質問した

ところ、彼女は、「ふあん」（不安：2013年９月）と答えた。筆者が、「何が不安
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ですか」とさらに質問したところ、「びようきやしようがい」（病気や障害：同年

同月）と答え、さらに、「じりつできない」（自立できない：同年同月）とも答え

てきた。そこで筆者が、「自立とは何ですか」と質問したところ、彼女は、「じぶ

んでせきにんもつてできることをする」（自分で責任もってできることをする：同

年同月）と答えた。 

こうしたやりとりから、彼女が、自身の生活が大きく変わることを認識し、そ

のことについて少なからぬ不安を抱いていることが理解できた。また、その不安

は自身の病気や障害に起因しており、それがために、自立できないという思いす

ら抱いているということも理解できた。筆者が、「自立できないなんてことはない

よ」等、励ましの言葉をかけた後、自立とは何ですかと質問したところ、自分で

責任もってできることをするという、彼女なりの自立観を見ることができたので

ある。 

こうしたやりとりの後、筆者は、「一人暮らしで楽しみなことは何ですか」と質

問したところ、彼女は、「じぶんぺえすでべんきようできる」（自分ペースで勉強

できる：同年同月）と答え、「何の勉強をしますか」とさらに質問したところ、「え

べんきよう」（絵勉強：同年同月）と答えた。この後の状況に対して少しでも楽し

みを見出すことができるような質問をしたところ、彼女は、「自分のペースで絵の

勉強をしたい」という、今までの生活では必ずしも充分にはできなかったことを

挙げることができた。新しい状況に対する不安に襲われている中で、できること、

楽しみなことを見つけ、前向きに進んでいこうとしている彼女の姿を見ることが

できたのである。 

この３ヶ月後、一人暮らしが始まった時点で、筆者が、「一人暮らしをしてみて

どうですか」と質問したところ、彼女は、「さびしいがんばる」（2013 年 12 月）

と答えた。親御さんから離れた寂しさを感じつつも、前向きに頑張っていこうと

いう彼女の姿勢が改めて言葉として示された。病気や障害を抱えているという自

身のことを自覚しながらも、前向きにできることに取り組んでいこうという彼女

の生き方を、この件についても見ることができたのである。 
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ですか」とさらに質問したところ、「びようきやしようがい」（病気や障害：同年

同月）と答え、さらに、「じりつできない」（自立できない：同年同月）とも答え

てきた。そこで筆者が、「自立とは何ですか」と質問したところ、彼女は、「じぶ

んでせきにんもつてできることをする」（自分で責任もってできることをする：同

年同月）と答えた。 

こうしたやりとりから、彼女が、自身の生活が大きく変わることを認識し、そ

のことについて少なからぬ不安を抱いていることが理解できた。また、その不安

は自身の病気や障害に起因しており、それがために、自立できないという思いす

ら抱いているということも理解できた。筆者が、「自立できないなんてことはない

よ」等、励ましの言葉をかけた後、自立とは何ですかと質問したところ、自分で

責任もってできることをするという、彼女なりの自立観を見ることができたので

ある。 

こうしたやりとりの後、筆者は、「一人暮らしで楽しみなことは何ですか」と質

問したところ、彼女は、「じぶんぺえすでべんきようできる」（自分ペースで勉強

できる：同年同月）と答え、「何の勉強をしますか」とさらに質問したところ、「え

べんきよう」（絵勉強：同年同月）と答えた。この後の状況に対して少しでも楽し

みを見出すことができるような質問をしたところ、彼女は、「自分のペースで絵の

勉強をしたい」という、今までの生活では必ずしも充分にはできなかったことを

挙げることができた。新しい状況に対する不安に襲われている中で、できること、

楽しみなことを見つけ、前向きに進んでいこうとしている彼女の姿を見ることが

できたのである。 

この３ヶ月後、一人暮らしが始まった時点で、筆者が、「一人暮らしをしてみて

どうですか」と質問したところ、彼女は、「さびしいがんばる」（2013 年 12 月）

と答えた。親御さんから離れた寂しさを感じつつも、前向きに頑張っていこうと

いう彼女の姿勢が改めて言葉として示された。病気や障害を抱えているという自

身のことを自覚しながらも、前向きにできることに取り組んでいこうという彼女

の生き方を、この件についても見ることができたのである。 
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ｃ 将来の夢、希望に対する意識（2014年以降） 

今日の感想の項で述べたように、2014年になると、エリさんは、「自分」、「自

分らしさ」等の言葉を頻繁に用いるようになった。この傾向は、筆者からの質問

に対する答にも表れており、特に、自身の将来に関わること等を質問された時に、

これらの言葉を用いて表現することが多く見られるようになった。例えば、「あな

たは今後どうなっていきたいですか」と筆者が質問したところ、彼女は、「わたし

らしくいきる」（私らしく生きる：2014年５月）と答え、筆者がさらに、「私らし

さとは何ですか」と質問したところ、「みんなでいつしよにがんばるたすけあう」

（みんなで一緒に頑張る助け合う：同年同月）と答えた。「自分らしさ」、「私らし

さ」に対する意識の高まりがここでも見られ、さらに、「みんなで一緒に頑張る助

け合う」という具体的な表現は、先にも述べた、彼女の大切にしていることを明

確に示していると筆者はとらえた。 

さらに筆者は、「夢」に関することについても質問を重ねた。例えば、「あなた

の将来の夢は何ですか」と彼女に質問したところ、「じぶんでせいかつできるよう

になる」（自分で生活できるようになる）（同年９月）と、ここでも「自分」とい

う言葉を用いて将来の夢を表現した。さらに、「あなたの将来の夢は何ですか」と

筆者が再び質問したところ、彼女は、「ぶんしようをがんばる」（文章を頑張る：

同年 12月）とも答えた。先に彼女が、「絵を描く」ことを自らの仕事として認識

したのに加えて、ここでさらに、「文章を書く」ことをも強調するようになったの

である。自らの在り方や考えを表現することを将来の夢ととらえ、そこに自分ら

しさを見出すようになったことを、彼女の言葉から読み取ることができた。彼女

は、自分の夢をこのような仕方で語ることに大きな意味を見出しており、実際に

それができた時は、「じぶんらしくゆめをかたつた」（自分らしく夢を語った：2014

年 12月）、「じぶんらしくゆめにむかつてがんばります」（自分らしく夢に向かっ

て頑張ります：同年同月）と、夢を語り夢に向かって頑張ることを表現していた

のである。 
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以上、自らの生き方について、筆者からの質問に対して示された彼女の言葉を

概観してきた。仕事のこと、自立のこと、将来のこと等、テーマとなってきたこ

とが、当時の彼女の関心事をそのまま示していると筆者は考えた。言葉を作り始

めた時の彼女と比して、明らかに彼女の関心事が広がり、また、その広がりが他

者との関係の中でもたらされていると筆者はとらえた。以下、筆者からの他の質

問に対する彼女の言葉を、さらに概観していくこととする。 

 
② 他者への見方について 

エリさんが言葉を作り始めた時、他者の名前を作るなど、ある特定の他者に向

けた言葉を作ることも多かった。彼女の言葉を見てきた筆者は、彼女が、周りに

いる他者に対して様々な見方をもっていることを確信しつつ、例えば、「〇〇さん

のことをどう思いますか」というように、彼女が具体的にどのような思いをもっ

ているのかを訊ねてみた。すると彼女は、それぞれの他者に対して異なる言葉で

彼女なりの見方や思いを表現する言葉を作った。以下、彼女の言葉を概観するの

であるが、それぞれの他者と彼女の関係について詳述すると煩雑になるため、彼

女の作った言葉のみ述べていくこととする。 

例えば、筆者についてどう思うかと質問したところ、彼女は、「やさしいぜ」（優

しいぜ：2009年 10月）、「やさしさままぜ」（優しさままぜ：2010年６月）と答

えた。彼女は出会った頃から筆者に対して、「優しい人間」という見方をしており、

それをこれらの言葉で表現したのである。この時期、他者に対して、「優しい」と

いう言葉で見方を表すことは他の人に対しても見ることができた。 

彼女の他者への見方は、当初は、「やさしい」、「おねえちゃん」等の一言で表現

されていたが、次第に、「がんばるひとぢゆうやさしいだくさんだべる」（頑張る

人自由優しい人たくさん食べる：2015年３月）のように、表現が広がり文章化し

ていった。また、彼女はある特定の人に対して、特に長く彼女と関わった人に対

して強い思いを抱いていることを言葉として表現していた。例えば、Ａさんに対

して、「ともだち」（2014 年 12 月）と表現し、さらには、「ともだちたいせつな
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ひと」（友だち大切な人：2015年６月）とも表現した。Ａさんは、彼女が言葉を

作り始め、他者の名前を作っていた時から彼女の傍にいた人である。言葉を作り

始めた頃、彼女は、Ａさんの名前を懸命に作り、Ａさんから「ありがとう」と言

われることを大きな喜びとしていた。Ａさんへの思いを表現する時、他の人たち

とは異なる、「たいせつなひと」という言葉を用い、Ａさんへの特別な思いを表し

たのである。 

以上のように、「〇〇さんのことをどう思いますか」という筆者からの質問に対

し、彼女は、まずその人にふさわしい言葉を作り、その人への見方や思いを表現

し、特に強い思いを抱いている人に対して、その人のみに用いられる言葉でそれ

を表現していた。他者との関係を大切にして生きている彼女にとって、他者のこ

とを表す言葉を広げ、その人との関係を表す言葉をも広げていくことは、極めて

自然なことであると筆者はとらえ、こうした質問を重ねていくことも重要なこと

であると考えたのである。 

 
③ 自分への見方について 

筆者は、エリさんが自身をどのようにとらえているかを問う質問もした。彼女

には少し酷な質問ではないかとも考えたのであるが、この質問について考えるこ

とにより、自身に対する見方も深まり、かつ、それを言葉で表現することもでき、

彼女にとっての意味も大きいと筆者は考えたのである。 

彼女が自身をとらえる際、最も重要であると筆者は考えたのは、彼女が自身の

障害をどのようにとらえているかということであった。自身の障害について語る

ことは、その人に負担を強いることにもなりかねないので、問う時と問い方を熟

考した上で、あえて直接的に、「あなたにとって障害とは何ですか」と質問した。

すると彼女は、さほど考える時間もなくすぐに言葉を作り始め、「わたし」（2013

年３月）と答えた。筆者に質問されたから考えたということではなく、既に自分

の中にあった答を、つまり、「障害とは私自身である」という答をそのままに表現

したというように筆者には見えた。障害を否定するのではなく、また、肯定する
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のでもなく、克服すべきものととらえるのでもなく、ただ、自分自身であると述

べた彼女の言葉に、筆者は感動し、彼女自身の障害のとらえ方として深く受けと

めたのである。 

他にも、自身の長所については、「がんばりや」（頑張り屋：2013 年６月）と答

え、短所については、「つかれやすい」（疲れやすい：同年同月）と答えた。これら

の言葉は、彼女が自身をどうとらえているかということを表しており、先述の「自

分らしさ」、「私らしさ」にもつながっているのではないかと、筆者は改めて考えた。 

さらに、彼女が自分のことを他者に伝えよう、理解させようとしていることを

も筆者は知ることとなる。例えば、2013年７月に、「あなたにとってお話しする

ことの意味は何ですか」という筆者からの質問に対して、「じぶんをわかつてもら

いたい」（自分をわかってもらいたい：2013年７月）、「来月やりたいことは何で

すか」に対して、「じぶんきもちにせつめいする」（自分気持ちに説明する：2014

年４月）等、自分のことを他者に伝えることに意識を向けていることを示す言葉

を作った。このことから筆者は、自分のことをとらえ理解するだけでなく、それ

を積極的に他者に伝えようという彼女の強い意志を感じたのである。 

以上、筆者からの質問に対する彼女の回答として作られた言葉を概観してきた。

いずれの質問に対しても、はじめは１つの単語で表現されていた回答が、次第に

文章化し、表現内容も広がっていった過程を見ることができた。特に、自身の将

来について、他者への思いについて、自分自身について等、言葉を作り始めた頃

にはテーマになっていなかった事柄について、彼女は自分なりの言葉を作り表現

するようになったのである。 

 

(4)他者への質問 

2007年にエリさんが言葉を作り始めてから、筆者は彼女に、例えば今日の感想

を作るよう促し、他者へのメッセージを作るよう促し、様々な質問をして彼女の

言葉を促していた。確かに、こうした筆者からの促し等に対して自身の言葉を作

るということは成立していたのであるが、一方で、それだけではなく、彼女が本
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当に語りたいことを、例えば、彼女から筆者に、あるいは周りで見ている人たち

に、何らかの質問をする等の仕方で自由に言葉を作ることも必要なのではないか

と筆者は考えていた。 

2009年９月の関わりの場面で、彼女からわれわれに対して「何か質問はありま

すか」と質問した。すると彼女は、明らかに表情を変え、すぐに一つの言葉を作

り始めた。それは、「わたしをすきですか」（私を好きですか：2009年９月）とい

う言葉であった。筆者からの促しに対してすぐに言葉を作り始めた彼女の姿を見

て、あたかも彼女がこの質問をする機会をずっと待っていたかのように筆者は感

じた。彼女のこの言葉に対して、筆者を含めてその時に周りにいた人たちが、言

葉を尽くしていかに彼女のことが好きであるかを述べると、彼女は心からうれし

そうな笑顔で応えてくれた。 

さらに彼女は、「わたしをどうもいますか」（私をどう思いますか：同年同月）

と言葉を作った。これに対しても、筆者を含めて周りの人たちは、「いつも一生懸

命課題に取り組む姿に感動しています」であるとか、「一緒に学ぶことができてう

れしいです」などと、言葉を尽くして彼女への自分なりの思いを述べると、この

時も彼女は心からうれしそうな表情で聞いていた。 

表４に示されているように、「私を好きですか」、「私をどう思いますか」という

質問は、この後も何度も彼女から発せられた。特に、その日初めて来た人に対し

て、「何か質問はありますか」と促すと、彼女は、ほぼ決まってこれらの質問をし

た。他者が自分に好意を抱いているか、自分のことをどう見ているかということ

に最も関心を寄せていたことが、これらの質問からうかがえると筆者は考えた。 

その後、「この２つの質問のほかに聞きたいことはないですか」と、筆者が彼女

の質問の言葉をさらに促したところ、様々な質問の言葉が彼女により作られた。

特に、「なにしてますか」（何してますか：2010年４月）、「なにになりますか」（何

になりますか：2010年 11月）の２つの質問の言葉は、彼女により多く作られた。

先述のように、彼女は、2010 年２月に、「わたしはいきたいできますかさごと」

（私は生きたいできますか仕事）と、「仕事」という言葉を使い始め、自分の仕事
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は「絵を描く」ことであるという認識をしていることを既に表していた。この認

識をもとに、出会った人たちに対して、「あなたは（仕事として）何をしているの

ですか」、「あなたは（仕事として）何になろうとしているのですか」ということ

を訊ねるようになったと、つまり、彼女は、他者への興味関心を、現在の仕事、

将来の姿という視点から抱き、それを訊ねる質問を言葉として作るようになった

のである。 

他にも、会話の流れの中で、自分の興味関心に応じた適切な質問をするように

もなった。例えば、最近まで教育実習を行ってきた学生に対して、「なにがたいへ

ん」（何が大変：2013年６月）、「なにたのしかつた」（何楽しかった：同年７月）

と質問したり、一人暮らしを始めた時に、それの経験者の人に、「どゆくらしした

の」（どういう暮らしをしたの：同年 12月）と質問したり、食事のことを話題に

した後に、たくさん食べると言った学生に対して、「ごはんなんばいたべるの」（ご

飯何杯食べるの：2014年４月）と質問したりした。当初は、特定の言葉のみで質

問を作っていたが、次第に、自身の興味関心も広がり、その場に応じた言葉で質

問を作るようになったのである。このことも、彼女の言葉が広がったこと、自身

の興味関心が広く持たれるようになったこと、さらには、自身の世界そのものも

広がったことを示していると筆者は考えたのである。 

 
以上、2007 年から現在に至るまでの約 8 年間の筆者との関わりの場面で、彼

女が作った言葉を、４つの視点に分類しつつ概観してきた。以下、彼女の言葉か

ら、彼女の世界の広がりをどのようにとらえ、また、そこから何を学ぶべきなの

かについて、考察を進めていくこととしたい。 

 

3．考察 

(1)彼女の言葉の広がり＝世界の広がり 

① 言葉の広がり 

2005 年 11 月に、「みんな」という言葉を初めて作って以来、エリさんは、筆
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は「絵を描く」ことであるという認識をしていることを既に表していた。この認

識をもとに、出会った人たちに対して、「あなたは（仕事として）何をしているの

ですか」、「あなたは（仕事として）何になろうとしているのですか」ということ

を訊ねるようになったと、つまり、彼女は、他者への興味関心を、現在の仕事、

将来の姿という視点から抱き、それを訊ねる質問を言葉として作るようになった

のである。 

他にも、会話の流れの中で、自分の興味関心に応じた適切な質問をするように

もなった。例えば、最近まで教育実習を行ってきた学生に対して、「なにがたいへ

ん」（何が大変：2013年６月）、「なにたのしかつた」（何楽しかった：同年７月）

と質問したり、一人暮らしを始めた時に、それの経験者の人に、「どゆくらしした

の」（どういう暮らしをしたの：同年 12月）と質問したり、食事のことを話題に

した後に、たくさん食べると言った学生に対して、「ごはんなんばいたべるの」（ご

飯何杯食べるの：2014年４月）と質問したりした。当初は、特定の言葉のみで質

問を作っていたが、次第に、自身の興味関心も広がり、その場に応じた言葉で質

問を作るようになったのである。このことも、彼女の言葉が広がったこと、自身

の興味関心が広く持たれるようになったこと、さらには、自身の世界そのものも

広がったことを示していると筆者は考えたのである。 

 
以上、2007 年から現在に至るまでの約 8 年間の筆者との関わりの場面で、彼

女が作った言葉を、４つの視点に分類しつつ概観してきた。以下、彼女の言葉か

ら、彼女の世界の広がりをどのようにとらえ、また、そこから何を学ぶべきなの

かについて、考察を進めていくこととしたい。 

 

3．考察 

(1)彼女の言葉の広がり＝世界の広がり 

① 言葉の広がり 

2005 年 11 月に、「みんな」という言葉を初めて作って以来、エリさんは、筆
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者との関わりの場面で、様々な言葉を作り続けてきた。彼女の作る言葉がどのよ

うに変化し、どのように広がったかという問題について、まずは言語表現の広が

りという視点から整理しておきたい。 

表１、表２に見られるように、2007年から 2009年にかけて、彼女の作る言葉

は、今日の感想を述べる時には、「よい」であるとか、他者へのメッセージを述べ

る時には、「がんばれ」であるなど、１つの単語で作られたものが多かった。しか

し、2009年の終わりから 2010年に入る頃には、「よいぜ笑ったやさしい私でき

たぜ」（2009年 10 月）、「私も頑張るあなたも頑張って」（2010 年４月）など、

複数の単語を重ねて文章を作ることが明らかに多くなった。現在では、「自分らし

く言える素敵ずっと私らしく言いたい」（2015年３月）、「自分らしくやれた頑張

れた自分に自信もちたいまた勉強しましょう」（2015年５月）とまで、彼女の表

現は広がった。 

彼女の言葉のこうした広がりは、語彙の発達という視点から、あるいは、文章

表現の上達という視点から説明することもできよう。しかし、それらの事柄だけ

が彼女の言語表現の広がりをもたらしたと考えることはできない。なぜならば、

彼女の作る言葉の内容が、言葉を作り始めた頃と比して明らかに変わっているか

らである。先述のように、彼女の作る言葉の変化として、一つには、「自分」とい

う言葉が多く用いられるようになったことが、さらには、「仕事」、「夢」、「自立」

という言葉も多く用いられるようになったことが挙げられる。こうした具体的な

内容の変化は、彼女の語彙の発達、文章表現技術だけで説明できることではなく、

むしろ、彼女の生世界の広がり、深まりこそが、彼女の言葉の変化をもたらした

ととらえるのが妥当であると筆者は考えた。 

以下、彼女の言葉の広がりから垣間見ることができる、彼女の生世界の広がり

を、「自分」という言葉を手がかりにして解明するよう考察を進めていきたい。 

 
② 「自分」らしさについて 

2009年９月に、「私を好きですか」、「私をどう思いますか」という質問をエリ
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さんが自ら作った時、また、その後もこの２つの質問を何度も繰り返し発した時、

彼女が、他者から自分がどう見えるかということについて極めて強い関心をもっ

ていたことに筆者は気がついた。これらの質問がなされた時に、筆者を含めて周

りで見ていた人たちは、彼女が好きであることを理由とともに精一杯語り、また、

彼女と会うことをいかに楽しみにしているか、彼女が一生懸命に課題に取り組ん

でいることにいかに励まされているか等々のことを精一杯語った。彼女は毎回う

れしそうに彼らの言葉を聴いていた。そうした言葉を通して、自分と他者との関

係を確認するとともに、自分がいかなる人間であるかを知るということも生じて

いたのではないかと筆者は考えた。 

彼女が、「自分とは〇〇である」と語ることに近い言葉を作った場面は、2013

年３月であった。筆者は彼女に対して、「あなたにとって障害とは何か」と質問し

たところ、彼女は、「わたし」と答えた。直接的に、「自分とは何か」と質問した

わけではなく、また、彼女自身が、「自分とは障害である」と述べたわけでもない

が、少なくとも彼女自身が自分のことをどのようにとらえているかを初めて顕わ

にした言葉であると筆者は解釈した。この時の彼女にとっての「自分」とは、「障

害」そのものであった。しかし、彼女は、このとらえ方をその後も繰り返すこと

はなく、ここからさらに、「自分」や「私」という言葉を用いながら、自分のとら

え方や、大切にすべき事柄等を表現するようになっていった。以下、彼女の「自

分」、「私」という言葉に注目して、彼女のとらえ方を改めて見ていきたい。 

まず、彼女は、「自分をわかってもらいたい」（2013年７月）、「自分気持ち説明

する」（2014年４月）と、自分が言葉を作ることや、他者と話すことの意味を、

これらの言葉で表し、自分への理解を求める気持ちを強く示すようになった。ま

た彼女は、「元気出して教えよう自分を出して」（2013年５月）、「合格します自分

を信じて大丈夫です勉強を頑張ってね」（2014年２月）、「頑張ってね自分を信じ

よう」（2014年６月）、「大丈夫よ自分を信じて勉強頑張ろ」（2015年２月）等の、

他者へのメッセージを表す言葉の中で、「自分を信じる」、「自分を出す」等の言葉

を多用するようになった。このように、「自分」を表す言葉の中でも、「自分をわ
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さんが自ら作った時、また、その後もこの２つの質問を何度も繰り返し発した時、

彼女が、他者から自分がどう見えるかということについて極めて強い関心をもっ

ていたことに筆者は気がついた。これらの質問がなされた時に、筆者を含めて周

りで見ていた人たちは、彼女が好きであることを理由とともに精一杯語り、また、

彼女と会うことをいかに楽しみにしているか、彼女が一生懸命に課題に取り組ん

でいることにいかに励まされているか等々のことを精一杯語った。彼女は毎回う

れしそうに彼らの言葉を聴いていた。そうした言葉を通して、自分と他者との関

係を確認するとともに、自分がいかなる人間であるかを知るということも生じて

いたのではないかと筆者は考えた。 

彼女が、「自分とは〇〇である」と語ることに近い言葉を作った場面は、2013

年３月であった。筆者は彼女に対して、「あなたにとって障害とは何か」と質問し

たところ、彼女は、「わたし」と答えた。直接的に、「自分とは何か」と質問した

わけではなく、また、彼女自身が、「自分とは障害である」と述べたわけでもない

が、少なくとも彼女自身が自分のことをどのようにとらえているかを初めて顕わ

にした言葉であると筆者は解釈した。この時の彼女にとっての「自分」とは、「障

害」そのものであった。しかし、彼女は、このとらえ方をその後も繰り返すこと

はなく、ここからさらに、「自分」や「私」という言葉を用いながら、自分のとら

え方や、大切にすべき事柄等を表現するようになっていった。以下、彼女の「自

分」、「私」という言葉に注目して、彼女のとらえ方を改めて見ていきたい。 

まず、彼女は、「自分をわかってもらいたい」（2013年７月）、「自分気持ち説明

する」（2014年４月）と、自分が言葉を作ることや、他者と話すことの意味を、

これらの言葉で表し、自分への理解を求める気持ちを強く示すようになった。ま

た彼女は、「元気出して教えよう自分を出して」（2013年５月）、「合格します自分

を信じて大丈夫です勉強を頑張ってね」（2014年２月）、「頑張ってね自分を信じ

よう」（2014年６月）、「大丈夫よ自分を信じて勉強頑張ろ」（2015年２月）等の、

他者へのメッセージを表す言葉の中で、「自分を信じる」、「自分を出す」等の言葉

を多用するようになった。このように、「自分」を表す言葉の中でも、「自分をわ
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かってもらう」、「自分を信じる」、「自分を出す」等、「自分」に関わる言葉を広げ

ることにより、これらのことを一つの価値として大切にするようになったことを、

さらに、自分をとらえる意識をより広げていることを、彼女自身が示すようにな

ったのである。 

さらに、「障害とは私である」という自分に対する意識をもっていた彼女は、よ

り広く自分らしさをとらえるようになった。例えば、「のばしたい染めない私らし

くかわいい」（2013 年 12 月：髪型をどうするかという質問回答）、「誠実に頑張

りました元気に私らしく」（2013年 12月：今年はどうでしたかという質問回答）、

「私らしく生きる」（2014年５月：今後どうなっていきたいかという質問回答）

など、「私らしく」という言葉を多用するようなり、ついには、「あなたにとって

の私らしさとは何ですか」と問われた時、「みんなで一緒に頑張る助け合う」（2014

年５月）と答えるに至ったのである。先述のように、言葉を作り始めた時から、

「みんな」、「なかま」という言葉を多用し、他者との良好な関係を生きることを

大事にしてきた彼女にとっての「自分らしさ」、「私らしさ」を表す言葉として、

この言葉は筆者にとって極めて納得できるものであった。この言葉で表されてい

ることこそが、自分らしく生きる生き方であると彼女はとらえていた。つまり、

「自分らしさ」という意識の根本に、「みんな」、「なかま」があるということを、

彼女は、自分の思いとして明確に表現していたのである。さらに、2015年に入り、

今日の感想として、彼女は、「自分らしく言えるすてきずっと私らしく言いたい」

（2015年３月：今日の感想）や、「自分らしくやれた頑張れた自分に自信もちた

いまた勉強しましょう」2015年５月：今日の感想）等と示し、「自分らしく」と

いう意識の強まりとともに、自分らしく言えること、自分らしく行えることの素

晴らしさを、自身の言葉として作るようにもなったのである。 

はじめは、「障害こそが自分」としてとらえていた彼女が、筆者との関わりの場

面で「自分」に関する様々な言葉を作るようになり、特に、「自分らしさ」に関す

る多くのとらえ方を示すようになった。彼女にとっての「自分らしさ」が、言葉

を作り始めた時から表していた、「みんな」、「なかま」が根本になっているもので
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あるということに気づいたことは、彼女の世界を深くとらえ、学ぼうとしている

筆者にとっては極めて重要なことであった。 

これらのことを踏まえ、自らの仕事、自立、夢、将来等についての彼女の考え

について、さらには、これらのことと「自分らしさ」との関係について、より深

く考察していくこととしたい。 

 
③ 自分の仕事、自立、夢、将来のこと 

エリさんは、「仕事」という言葉を、「自分」、「自分らしさ」等の言葉を出すよ

り早い段階から用いていた。彼女は、2010年２月に、自分から周りの人々へ、「私

は生きたいできますか仕事」と質問した。彼女の中で、自分の「仕事」をもち、

社会の中で生きていきたいという意識を、この時期に既に表していたのである。

彼女は、「絵を描く」ことを仕事としたいと答え、重ねて、「愛される」絵を描き

たいと答えた。このように彼女は、自分の仕事は「絵を描く」ことであるという

意識を強く持っていたのであるが、この意識と「自分らしさ」等、自分をどのよ

うにとらえるかということは必ずしも一致していたわけではなかった。この後、

2013年に「障害」について問われた時に「私」と答えたことを考えると、彼女は

「絵を描く仕事をしている人間」という自分のとらえ方をしているとは必ずしも

言えず、それとは異なるところでの「仕事」のとらえ方をしていたのではないか

と筆者は考えた。 

2013年９月に、彼女の生活面に大きな変化をもたらす事態が訪れた。先述のよ

うに、親御さんのもとから離れ、介助者の方々とともに暮らすようになったので

ある。この時点で彼女ははじめて、「自立」という言葉を出した。「病気や障害」

が「不安」であり、「自立できない」という言葉を作っていた彼女が、後には、「自

立」とは、「自分で責任もってできることをする」という考えを明確に表したので

ある。 

この後、一人暮らしが始まった時点で、筆者が、「一人暮らしをしてみてどうで

すか」と質問したところ、彼女は、「さびしいがんばる」（2013年 12月）と答え
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は生きたいできますか仕事」と質問した。彼女の中で、自分の「仕事」をもち、
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彼女は、「絵を描く」ことを仕事としたいと答え、重ねて、「愛される」絵を描き

たいと答えた。このように彼女は、自分の仕事は「絵を描く」ことであるという

意識を強く持っていたのであるが、この意識と「自分らしさ」等、自分をどのよ

うにとらえるかということは必ずしも一致していたわけではなかった。この後、

2013年に「障害」について問われた時に「私」と答えたことを考えると、彼女は

「絵を描く仕事をしている人間」という自分のとらえ方をしているとは必ずしも

言えず、それとは異なるところでの「仕事」のとらえ方をしていたのではないか

と筆者は考えた。 

2013年９月に、彼女の生活面に大きな変化をもたらす事態が訪れた。先述のよ

うに、親御さんのもとから離れ、介助者の方々とともに暮らすようになったので

ある。この時点で彼女ははじめて、「自立」という言葉を出した。「病気や障害」

が「不安」であり、「自立できない」という言葉を作っていた彼女が、後には、「自

立」とは、「自分で責任もってできることをする」という考えを明確に表したので

ある。 

この後、一人暮らしが始まった時点で、筆者が、「一人暮らしをしてみてどうで

すか」と質問したところ、彼女は、「さびしいがんばる」（2013年 12月）と答え
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た。と同時に、この時期以降、「私らしく生きる」、「自分を信じて」、「自分を出し

て」等々の表現が多く見られるようになった。ここにおいて、「自立して生きる」

ということと「自分らしく生きる」ということが結びつき、「自分らしさ」、「私ら

しさ」を改めて自覚することとなった。これらのことが成立するために、「一人暮

らし」という生活上の変化は、極めて大きな意味をもつものであったと筆者は考

えた。 

また、自分の将来の「夢」という言葉をも表すようになった。「何について話し

たいですか」という筆者からの質問に対して、「夢、将来、自分」（2014年９月）

と答え、「あなたの夢は何ですか」というさらなる質問に対して、「自分で生活で

きるようになる」と答えた。さらに 2014年 12月に、「自分らしく夢を語った」

と言葉を作った彼女に対して、「あなたの夢は何ですか」と再び質問したところ、

「文章頑張る」と答えた。彼女のこれらの言葉から、以前から抱いていた自らの

「仕事」に対する意識に加え、「自分で生活できる」、「文章を頑張る」等のことを、

自身のさらなる「夢」ととらえ、「自立」して生きることと、自分らしく夢に向か

って生きるということを結びつけた意識をしっかりもつようになった。「一人暮ら

し」という、生活面での大きな変化を経験し、それを通して考えたことが彼女の

世界をより豊かなものとしたと筆者は考えたのである。 

ここまで、様々な場面で出された彼女の言葉を、「自分」、「自分らしさ」、「自立」

等の言葉に注目しつつ、それらの意味について改めて考えてきた。彼女のこれら

の言葉は、確かに、筆者との関わりの場面で、筆者からの問いかけや促しに応え

て出されたものである。しかし、彼女の生の言葉であることは間違いのないこと

であり、彼女の言葉に実際に接してきた筆者は、彼女の言葉の広がりを感じ、彼

女の世界の広がりを確かなものとして感じたのである。 

 
以上、エリさんが、「みんな」、「なかま」という、他者との良好な関係を根本と

し、仕事や自立という視点をもちながら「自分らしさ」を確立し広げてきた過程

を明らかにしてきた。他者との関係を大切にしつつ、障害者としての「私」を生
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きてきた彼女の「自分らしさ」の確立の広がりの過程を、彼女の作った言葉から

考察してきたのである。こうした「自分らしさ」の確立の過程は、彼女に特有の、

他と比べることのできないものであると考えられる。しかし、彼女がなし得たこ

の過程から普遍的な意味を見出し、より深く学ぼうとすることは、他者と関わり

支援することを志す者にとって意味のあることであると筆者は考える。なぜなら

ば、他者との関係を良好に生きようとすることから、「自分」を見出し、「自分ら

しさ」を確立し、「自立」した生き方を確立するということは、この社会で生きよ

うとする人間にとって普遍的な価値をもつものであり、他者と関わり支援するこ

とを志すことは、そうした過程の中にある他者とともに生き、他者の生を支援す

ることだからである。 

ここにおいてわれわれは、エリさんの、「みんな」、「なかま」という、他者との

良好な関係を根本とし、仕事や自立という視点をもちながら確立してきた「自分」

の在り方について、より深く解明しなければならないという段階にまで至った。

こうした「自分」の在り方について、まさに、関係の中を生きる「自己」の在り

方をとらえたブーバー,Ｍ.の思索に学んでみたい。そうすることが、彼女の「自

分」の在り方をより深く明らかにすることになり、さらには、他者と関わり支援

することを志す者にとって意味のある考察を深めることになると筆者は考えるか

らである。 

 

(2)ブーバーの思索に学ぶ 

ブーバーは、主著『我と汝』において、人間の「我」の在り方、すなわち「自

己」の在り方について深く思索している。彼は、人間の語りうる対偶語としての

根元語は二つあり、一つは「我―汝（Ich-Du）」であり、もう一つは、「我―それ

（Ich-Es）」であると述べる（ブーバー、1978、5）。その上で、彼は、「根元語・

我―汝における我は、根元語・我―それにおける我とはことなっている」のであ

り、その意味で、人間の「我」とは二重であると述べるのである（同上、5）。 

さらに、「我それ自体というものは存在しない」（同上 6）と述べる。「存在する
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とを志すことは、そうした過程の中にある他者とともに生き、他者の生を支援す

ることだからである。 

ここにおいてわれわれは、エリさんの、「みんな」、「なかま」という、他者との

良好な関係を根本とし、仕事や自立という視点をもちながら確立してきた「自分」

の在り方について、より深く解明しなければならないという段階にまで至った。

こうした「自分」の在り方について、まさに、関係の中を生きる「自己」の在り

方をとらえたブーバー,Ｍ.の思索に学んでみたい。そうすることが、彼女の「自

分」の在り方をより深く明らかにすることになり、さらには、他者と関わり支援

することを志す者にとって意味のある考察を深めることになると筆者は考えるか

らである。 

 

(2)ブーバーの思索に学ぶ 

ブーバーは、主著『我と汝』において、人間の「我」の在り方、すなわち「自

己」の在り方について深く思索している。彼は、人間の語りうる対偶語としての

根元語は二つあり、一つは「我―汝（Ich-Du）」であり、もう一つは、「我―それ

（Ich-Es）」であると述べる（ブーバー、1978、5）。その上で、彼は、「根元語・

我―汝における我は、根元語・我―それにおける我とはことなっている」のであ

り、その意味で、人間の「我」とは二重であると述べるのである（同上、5）。 

さらに、「我それ自体というものは存在しない」（同上 6）と述べる。「存在する
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のはただ根元語・我―汝における我と、根元語・我―それにおける我だけである」

（同上 6）、「汝が語られれば、対偶語・我―汝における我も共に語られている。

それが語られれば、対偶語・我―それにおける我も共に語られている」（同上 6）。

ここにおいて、ブーバーは、人間の「我」の在り方として、「根元語・我―汝」を

生きているときの「我」と、「根元語・我―それ」を生きているときの「我」とい

う在り方のみがあるのであり、「我」のみが単独で生きられることはないという考

え方を明示している。 

では、「根元語・我ー汝」を生きているときの「我」と、「根元語・我―それ」

を生きているときの「我」とは、どのように異なるのであろうか。「根元語・我―

汝はただ存在の全体でもってのみ語られ得る。根元語・我―それは決して存在の

全体でもっては語られ得ない。」（同上、6）、「経験の対象としての世界は、根元

語・我―それに属している。根元語・我―汝は、関係の世界を打ち立てる。」（同

上、9）等々、ブーバーは、「根元語・我ー汝」と「根元語・我―それ」を対比し

ながら述べている。ここで彼は、「根元語・我ー汝」が「経験」ではなく、「関係」

のなかにいるのであり、それが、「存在の全体」で語られると述べる。さらに彼は、

「私が汝と呼びかける人間を、私は経験しはしない。私は彼との関係のなかに、

聖なる根元語のなかに、立つのである。私がその関係から歩み出るときにはじめ

て、私はふたたび彼を経験するのである。経験とは汝からの遠ざかり（Du-Ferne）

なのだ。」（同上、14-15）。「私は汝との関わりにおいて我となり、我となること

によって私は汝を語るのである」（同上、18）と、「根元語・我―汝」における「我」

の在り方について述べているのである。 

ブーバーのこうした記述をみる限り、彼は、「根元語・我―それ」における「我」

よりも、「根元語・我―汝」における「我」を、人間にとってのより本質的かつ根

源的な在り方としてとらえているように読みとることができる。ブーバーは、こ

うも述べる。「汝は直接的な関係のなかにいかに専一的に現前していようとも、こ

の直接的な関係の力が終熄するか、あるいは手段によって割りこまれるやいなや、

もろもろの対象物のうちのひとつとなってしまう。するとそれは、たとえいかに



 
 

62 「自分らしさ」、「自立」に関する一考察 
 

高尚な対象物になろうとも、やはりもろもろの対象物のひとつにすぎず、尺度と

限定のなかにおかれるのである。」（同上、25）。このように、「このわれわれの世

界におけるあらゆる汝がそれにならざるを得ぬということは、人間の運命の崇高

な憂鬱である」と、ブーバーは述べるのである（同上、25）。この記述を見る限

り、ブーバーは、人間は本来、「汝」との関係を生きるものでありながら、それを

永遠に続けることはできず、「それ」にならざるを得ない、すなわち、経験の世界

に生きざるをえないとし、それを「憂鬱」なことと記しているのである。 

「汝」との関係の中で生きられる「我」こそが、人間の本来的な「我」である

とするならば、人間はどのようにしてその関係のなかに入ることができるのであ

ろうか。 

ブーバーは、一本の樹を観察する場合のことを例として、以下のように述べる。

「私にその意志があり、また同時に恩寵のはたらきかけが受けられるなら、私が

その樹を観察しながら、その樹との関係のなかへ引きいれられることも起り得る。

このとき、その樹はもはやそれではない。この時私は、専一性（Ausschließlichkeit）

の力にとらえられてしまっているのだから。」（同上、12、下線強調は筆者による）。

ここにおいてブーバーは、「汝」と出会うために、「汝」との関係のなかに入るた

めに、「意志」と「恩寵」が必要であると述べている。「意志」をもつことと「恩

寵」を受けることは、一見矛盾することであるかのようでもある。しかし、ブー

バーは、「私が汝と出会うのは恩寵によってである、－探し求めることによっては

汝は見いだされない。しかし、私が汝にむかってあの根元語を語りかけることは、

私の存在そのものの行為、私の本質的行為である。」（同上、17）として、「汝」

と出会うためには、恩寵によると同時に、私の「行為」であるということを強調

し、さらに、「関係とは選ばれることであると同時に選ぶことであり、受動

（Passion）であると同時に能動（Aktion）である。」（同上、17）と述べ、「汝」

が向かいよるという「受動」としての「恩寵」と、汝との直接的な関係の中に歩

み入るという「能動」としての「意志」とが必要であることを改めて強調するの

である。 
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高尚な対象物になろうとも、やはりもろもろの対象物のひとつにすぎず、尺度と

限定のなかにおかれるのである。」（同上、25）。このように、「このわれわれの世
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り、ブーバーは、人間は本来、「汝」との関係を生きるものでありながら、それを

永遠に続けることはできず、「それ」にならざるを得ない、すなわち、経験の世界

に生きざるをえないとし、それを「憂鬱」なことと記しているのである。 

「汝」との関係の中で生きられる「我」こそが、人間の本来的な「我」である

とするならば、人間はどのようにしてその関係のなかに入ることができるのであ

ろうか。 

ブーバーは、一本の樹を観察する場合のことを例として、以下のように述べる。

「私にその意志があり、また同時に恩寵のはたらきかけが受けられるなら、私が

その樹を観察しながら、その樹との関係のなかへ引きいれられることも起り得る。

このとき、その樹はもはやそれではない。この時私は、専一性（Ausschließlichkeit）

の力にとらえられてしまっているのだから。」（同上、12、下線強調は筆者による）。

ここにおいてブーバーは、「汝」と出会うために、「汝」との関係のなかに入るた

めに、「意志」と「恩寵」が必要であると述べている。「意志」をもつことと「恩

寵」を受けることは、一見矛盾することであるかのようでもある。しかし、ブー

バーは、「私が汝と出会うのは恩寵によってである、－探し求めることによっては

汝は見いだされない。しかし、私が汝にむかってあの根元語を語りかけることは、

私の存在そのものの行為、私の本質的行為である。」（同上、17）として、「汝」

と出会うためには、恩寵によると同時に、私の「行為」であるということを強調

し、さらに、「関係とは選ばれることであると同時に選ぶことであり、受動

（Passion）であると同時に能動（Aktion）である。」（同上、17）と述べ、「汝」

が向かいよるという「受動」としての「恩寵」と、汝との直接的な関係の中に歩

み入るという「能動」としての「意志」とが必要であることを改めて強調するの

である。 
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こうして「汝」との関係に入ることにより、「根元語・我―汝」を生きるように

なった「我」は、「人格」（同上、84）として発現し、「自己を（従属的な属格を

持たぬ）主体性として意識する」（同上、84）ようになると述べ、対して、「根元

語・我―それ」を生きるようになった「我」は「個我」（同上、84）として発現

し、「自己を（経験と利用との）主体として意識する」（同上、84）ようになると

述べる。さらに、「人格と言い、個我と言っても、二種類の人間があるわけではな

い、しかし、人間性には二つの極があるのだ。いかなる人間も純粋な人格ではな

く、いかなる人間も純粋な個我ではない。完全に現実的な人間は存在しないし、

完全に非現実的な人間も存在しない。あらゆる人間の二重の我の相のなかに生き

ているのである。」（同上、87）と述べる。 

ここまでのブーバーの論に、われわれは何を学ぶことができるのであろうか。

人間の「我」が二重であり、それは「人格」と「個我」として表現され、その二

重の「我」の層のなかに生きている人間の在り方がブーバーにより示された。ブ

ーバーは、「人格」としての「我」が、「個我」としての「我」よりも優れている

と述べているわけでは決してない。しかしながら、人間の「我」の在り方の中で

も、「根元語・我―汝」を生きているときの「我」の在り方を重視していることを

読み取ることは重要なのではないかと筆者は考える。なぜならば、「汝」は、自ら

の意志と恩寵の働きかけにより、はじめて出会われるものであるのに対し、「それ」

は、あらゆる「汝」が、「汝」という在り方から遠ざかることにより「それ」にな

らざるを得ないものとして示されているからである。ここにおいて、「根元語・我

－汝」が「関係」を生きることであるということを改めて学ばなければならない。

すなわち、われわれは、「関係」を生きることにより「我」となるのである。この

考え方をもって、エリさんが、「自分」という言葉を作るようになったことの意味

を、彼女の言葉をより丁寧に見ていくことにより、改めて考えてみたい。 

 

(3)エリさんの言葉：「自分」に注目して 

エリさんは、他者との関係を大切にしつつ生きてきた。他者との良好な関係を
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表す語（みんな、なかま等）を、言葉を作り始めた時から出していたことは、そ

の現れである。まさに、「関係」を表す語こそが彼女の最初の言葉であった。ブー

バーの言葉を借りるならば、彼女は、「関係のなかに立っている」（同上、8）の

であり、「関係の世界をうち立てる」（同上、9）ことをしていたのであり、まさ

に、「根元語・我―汝」を語っていたのである。もしそうであるとするならば、彼

女の「我」すなわち「自分」は、「根元語・我―汝」を語る中で、すなわち、他者

との関係のなかに立ち、関係の世界をうち立てる中で、生きられてきたものであ

ると考えることができる。 

彼女が、言葉を作り始めた時、関係を表す語を多用していたことは、「関係の中

の自分」を生きていたことを、すなわち「根元語・我―汝」を語り続けていたこ

とを示している。その彼女が、その後次第に、「自分」、「私」という言葉を作るよ

うになり、「自分らしく」、「自分を出す」、「自分を信じる」等々の言葉を作るよう

になった。この過程をどのようにとらえればよいのであろうか。 

彼女が既に関係を生きていたならば、すなわち、「根元語・我―汝」の「我」を

生きていたならば、彼女の世界の中で「自分」は既に生きられていたと考えられ

る。その「自分」を、例えば、「自分を出す」（2013年５月）、「自分をわかっても

らいたい」（2013年７月）、「私らしく」（2013年 12月）、「自分を信じて」（2014

年２月）等々の言葉で表現するようになった。特に、彼女の表現した「私らしさ」

とは、「皆で一緒に頑張る助け合う」（2014年５月）であった。他者との関係を大

切にしていた彼女にとって、この言葉は、自身が大切にしていることを明確に表

現した言葉であった。「根元語・我―汝」における「我」を生きることにより、「我」

となった彼女は、関係の中で生きる「我」を大切にしているがゆえに、「私らしさ」

も、関係の大切さを示す言葉として表現したのである。他者との関係を大切にし

てきた彼女だからこそ、こうした「私らしさ」が意識され、かつ、このような表

現が成立した。確かに、彼女にとっての「汝」であった他者は、次第に「それ」

の世界に移行したのかもしれないが、また、それにより、「我」も対象化されて言

葉として表現されたのかもしれないが、その「我」は、他者との関係をしっかり
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との関係のなかに立ち、関係の世界をうち立てる中で、生きられてきたものであ

ると考えることができる。 

彼女が、言葉を作り始めた時、関係を表す語を多用していたことは、「関係の中

の自分」を生きていたことを、すなわち「根元語・我―汝」を語り続けていたこ

とを示している。その彼女が、その後次第に、「自分」、「私」という言葉を作るよ

うになり、「自分らしく」、「自分を出す」、「自分を信じる」等々の言葉を作るよう

になった。この過程をどのようにとらえればよいのであろうか。 

彼女が既に関係を生きていたならば、すなわち、「根元語・我―汝」の「我」を

生きていたならば、彼女の世界の中で「自分」は既に生きられていたと考えられ

る。その「自分」を、例えば、「自分を出す」（2013年５月）、「自分をわかっても

らいたい」（2013年７月）、「私らしく」（2013年 12月）、「自分を信じて」（2014

年２月）等々の言葉で表現するようになった。特に、彼女の表現した「私らしさ」

とは、「皆で一緒に頑張る助け合う」（2014年５月）であった。他者との関係を大

切にしていた彼女にとって、この言葉は、自身が大切にしていることを明確に表

現した言葉であった。「根元語・我―汝」における「我」を生きることにより、「我」

となった彼女は、関係の中で生きる「我」を大切にしているがゆえに、「私らしさ」

も、関係の大切さを示す言葉として表現したのである。他者との関係を大切にし

てきた彼女だからこそ、こうした「私らしさ」が意識され、かつ、このような表

現が成立した。確かに、彼女にとっての「汝」であった他者は、次第に「それ」

の世界に移行したのかもしれないが、また、それにより、「我」も対象化されて言

葉として表現されたのかもしれないが、その「我」は、他者との関係をしっかり
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と生きる「我」であり、ブーバーのいうところの、「恩寵」を待ち望み、かつ、「意

志」を持ち続ける「我」であったのである。 

彼女のように身体的に重度の障害をもつということは、身辺介助を常に必要と

し、生まれた時から現在に至るまで、一人のみでは生きられないことを意味する。

つまり、多くの時間の中で、介助をする他者との間で、介助を受ける人間として

の関係を生きなければならなかったのである。出生時よりそうであった彼女にと

って、他者との関係を常に生きることは日常的な事であり、かつ、切実な事であ

ったと考えられる。それがゆえに、他者との関係を大切にするという意識は当然

のように身についていたとも考えられる。 

しかし、彼女が他者との関係を大切にせざるをえなかったから、このような「私

らしさ」をもたざるをえなかったと筆者は考えることはできない。なぜならば、

他者の介助を受けながら生きることが彼女の存在の本質ではなく、むしろ、他者

の介助を受けることを他者との関係を生きることとしてとらえ直したことこそが、

彼女の存在の本質ではないかと、筆者は考えることができているからである。そ

うでなければ、彼女が、他者の名前や、「みんな」、「なかま」等から言葉を作り始

めるということは起こり得なかったであろう。彼女が不自由な身体を抱えながら

も懸命に生き、それを支える親御さん方はじめ家族の方々、彼女を介助する方々

との、良好な関係があったからこそ、こうした彼女の「私らしさ」が育くまれ、

言葉を作ることにより、それをわかってほしいという意識が生まれ、自分らしく

生きることの素晴らしさを感じることができるようになったと筆者は考えるので

ある。 

 
以上、ブーバーの思索を導きとしながら、特に、「根元語・我―汝」、「根元語・

我―それ」を生きることによる「我」の在り方を手がかりとしつつ、彼女の、「自

分」、「私」の在り方について解明を試みてきた。最後に、こうしたことを考察す

ることが、他者を支援することを営みとしようと志す人間にとって、いかなる意

味をもつことなのかについて改めて考え、論を終えることとしたい。 
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おわりに 

筆者との関わりの場面で、エリさんが約８年間に渡って作ってきた言葉を丁寧

に見ていくことにより、彼女の世界の広がりと成長を改めて確認することができ

た。特に、「自分」のとらえ方、「自分」の在り方、「私らしさ」のとらえ方等につ

いての彼女の意識の広がりを、あるいは、「障害」や「仕事」や「自立」への意識

の広がりを学ぶことができた。さらに、他者との関係を大切に生きてきたからこ

その「私らしさ」、「自分らしさ」が育くまれ、そのことを言葉として表すことに

より、「自分らしさ」が確立され、それらが言葉として表現されてきた過程を見る

ことができた。 

彼女は、他者との良好な関係を生き、そのことを基に自らの世界を広げ、様々

な言葉を作り、「自分らしさ」や「自立」についての意識を確立したのである。こ

の過程を見たわれわれは、障害をもつ人々との関わりの場面を作る時、他者との

良好な関係を実感できる場面を作ることが、極めて大切であると学ぶことができ

る。彼女と他者との良好な関係は、確かに、彼女と筆者との関係が基になってい

る。しかしながら、それだけではないことは、彼女の作った言葉を見れば容易に

理解できる。彼女の周りで彼女の勉強を見守っていた人たちや、ある場合にはと

もに勉強した人たちとの関係も、彼女の「みんな」、「なかま」という意識を作る

上で極めて重要であったと筆者は考えるのである（注４）。 

関わり手であろうとする人間としては、対象となる人との関係を良好なものと

するよう心掛けることは当然のことである。その時、関わり手であろうとする私

と、対象となる人との関係のみに意識を向けてしまいがちである。しかし、本事

例は、対象者と関わり手との関係だけではなく、対象者と周りの人たちとの関係

も良好なものとすることの、また、関わりの場そのものを良好なものとすること

の重要性を示している。本事例の場合、関わり手である「私」だけではなく、周

りの人とも、「根元語・我―汝」における「我」を生きることは可能であり、実際

に、「根元語・我―汝」の関係が生きられた場面があったと筆者には見えていたか
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らである。様々な仕方での良好な関係を生きることが、その人自身の「自分」、「私」

を成立させ、広げ、育んでいくことにつながることを、本事例での彼女の姿や、

言葉から学ぶことができた。「関係」をテーマとして関わりの場を作ることを重視

しつつ、今後も彼女とともに学び続けていくことこそが、関わり手である筆者の

責務である。 

 
注 

(1) 筆者は、過去においてもエリさんとの関わりをもとに下記の論文を執筆した。 

遠藤司 2009 「『言葉の発生とその拡がりの過程』に関する一考察―ある一人の重障児と

の関わりから学ぶー」 （『駒澤大学教育学研究論集第２５号』pp.61-113所収） 

(2)筆者はエリさんと、1997年 11月に公益財団法人重複障害教育研究所における通所指導で

出会い、月に一回のペースで関わりを行った。その後、2005 年３月より筆者が勤務する

大学で、月に一回の関わりを行うようになり、現在に至っている。 

(3)この部分は、前述の拙論と一部内容が重なる。 

(4)エリさんの言葉の広がりと世界の広がりについて論じてきた。これらのことは、筆者との

関わりの場面で表現されてきたことであるものの、全てが筆者との関わりの場面で育まれ

たものではない。彼女が、学校生活を送り、家族と関わり、職場で様々な人たちと日常的

な人間関係を生きる中で、育まれてきたことが多くあることは言うまでもないことである。

筆者との関わりの場面で彼女が表現した様々な言葉が、彼女を取り巻く多くの人たちとの

関係の中で培われてきたものであることを、ここで改めて強調しておきたい。 

 

引用文献 

ブーバー、Ｍ． 1978 『我と汝・対話』 田口義弘訳 みすず書房 

 

謝辞 

本研究を遂行するにあたり、公益財団法人重複教育研究所前理事長故中島昭美先生より多

大なるご教示をいただきました。ここに記して謝意を表させていただきます。また、エリさ



 
 

68 「自分らしさ」、「自立」に関する一考察 
 

んのご家族の方々には、毎回の関わりに快くご協力いただき、常にあたたかく見守っていた

だきました。さらに、毎回の関わりに同伴して下さるスタッフの皆様にも多大なるご協力を

いただきました。そして、エリさんには、長きにわたり多くの貴重なことを学ばせていただ

きました。貴方と出会い、今日まで関わりを重ねてこられたことは、筆者にとって大きな幸

せとするところです。ここに特記して謝意を表させていただきます。 
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んのご家族の方々には、毎回の関わりに快くご協力いただき、常にあたたかく見守っていた

だきました。さらに、毎回の関わりに同伴して下さるスタッフの皆様にも多大なるご協力を

いただきました。そして、エリさんには、長きにわたり多くの貴重なことを学ばせていただ

きました。貴方と出会い、今日まで関わりを重ねてこられたことは、筆者にとって大きな幸

せとするところです。ここに特記して謝意を表させていただきます。 
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表１ 今日の感想 

年月 彼女の言葉 備考 

200706 よい   

200709 よいです   

200710 よいよ   

200711 よいです   

200801 よかつた   

200802 よい   

200803 よろしい   

200804 よろしいぜ   

200805 よゆう   

200807 たくさんきたぜ いつもより来た人が多かった 

200809 よろしぜ   

200810 よいぜ   

200811 ゆうしゆうぜ 優秀ぜ 

200812 みんなよい 今年一年の感想を作る 

200902 やうしゆふだ 優秀だ 

200903 よろしい   

200903 うるしい うれしい 

200904 むずかしかつたぜ 数の勉強が難しかった 

200905 がんばつてね その日来た人たちへのメッセージ 

200907 むずかしいひ 体調が悪かった 

200908 みんなひさしふり 久しぶりに来た人が多かった 

200909 まるわたしあなた 私をどう思いますかと訊いた日の感想 

200910 よいぜわらつたやさしいわたしできた

ぜ 

  

200911 がんばつたわたしあなたみんな   

200912 やりましたわたしまんぞくだ   

201002 あいたかつたぜ 久しぶりに来た人が多かった 

201009 たなしいやなかまたち 楽しいや仲間たち 

201010 またなやみきかせて 来た人の悩みを聞いていた 

201011 やつた   

201012 がんわつたぜ 頑張ったぜ 

201101 やつた   
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201102 やつた   

201105 しあわせ   

201108 よい   

201109 こころのともがんばろ   

201110 やりたりなさぜ 関わりの時間がいつもより短かった 

201201 ともだちだぜ 初めて自分より年下の人が来た 

201202 またみんなやろう いつもよりも時間が短かった 

201209 にぎやかがよい 久しぶりの関わりをした感想を作る 

201210 かぜなおしだいじしてね 遠藤が風邪をひいていた 

201212 げんきでゆつくりやたぜらいねんもが

んばります 

今年一年の感想を作る 

201301 がんばろ 今年の抱負を作る 

201303 むずかしくなつたでもがんばろ 数の勉強が難しくなった 

201304 むつかしかつた   

201307 べんきょうがたのしいしゆうちゆうで

きるがんばるよ 

  

201309 これからもよろしくねつきあつてくだ

さい 

一人暮らしの話が出た日の感想 

201310 じゆうじつしてたつぎよろしくね   

201312 せいじつにがんばりましたげんきにわ

たしらしく 

今年一年の感想を作る 

201401 せきしたけどきにしないでへいき 体調が悪く咳が多かった 

201403 げんきでよかつたげんきがたいせつじ

ぶんでやるぜ 

  

201404 ごきげんよくできてよるしい   

201406 こころよいぜ 気持ちよいのこと？ 

201408 じぶんきもちだしただいじなじかんま

んぞく 

  

201409 わざとじやない 関わりの最中に彼女の爪があたって遠

藤が流血したことに対する言葉 

201409 しゆうちゆうしてできたべんきようで

きるのしあわせごきげんよ 

  

201410 ほんいえてごきげんじぶんでつくれる

ゆめにむかつてがんばる 

本を作る、文章を書くという話を 

初めてした 
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201102 やつた   

201105 しあわせ   

201108 よい   

201109 こころのともがんばろ   

201110 やりたりなさぜ 関わりの時間がいつもより短かった 

201201 ともだちだぜ 初めて自分より年下の人が来た 

201202 またみんなやろう いつもよりも時間が短かった 

201209 にぎやかがよい 久しぶりの関わりをした感想を作る 

201210 かぜなおしだいじしてね 遠藤が風邪をひいていた 

201212 げんきでゆつくりやたぜらいねんもが

んばります 

今年一年の感想を作る 

201301 がんばろ 今年の抱負を作る 

201303 むずかしくなつたでもがんばろ 数の勉強が難しくなった 

201304 むつかしかつた   

201307 べんきょうがたのしいしゆうちゆうで

きるがんばるよ 

  

201309 これからもよろしくねつきあつてくだ

さい 

一人暮らしの話が出た日の感想 

201310 じゆうじつしてたつぎよろしくね   

201312 せいじつにがんばりましたげんきにわ

たしらしく 

今年一年の感想を作る 

201401 せきしたけどきにしないでへいき 体調が悪く咳が多かった 

201403 げんきでよかつたげんきがたいせつじ

ぶんでやるぜ 

  

201404 ごきげんよくできてよるしい   

201406 こころよいぜ 気持ちよいのこと？ 

201408 じぶんきもちだしただいじなじかんま

んぞく 

  

201409 わざとじやない 関わりの最中に彼女の爪があたって遠

藤が流血したことに対する言葉 

201409 しゆうちゆうしてできたべんきようで

きるのしあわせごきげんよ 

  

201410 ほんいえてごきげんじぶんでつくれる

ゆめにむかつてがんばる 

本を作る、文章を書くという話を 

初めてした 
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201412 じぶんらしくゆめにむかつてがんばり

ます 

  

201503 じぶんらしくゆえるすてきづつとわた

しらしくゆいたい 

  

201505 じぶんらしくやれたがんばれたじぶん

にじしんもちたいまたべんきょうしま

しょう 

  

201506 わたしのたいせつなじかんがっちりで

きた 

  

 

表２ 他者へのメッセージ 

年月 彼女の言葉 備考 

200701 あたしも Ａさんの「だいすき」の言葉に対して 

200703 がんばれ 卒業するＢさんに対して 

200706 〇〇げんき（＊１） 今日休みのＡさんに対して 

200710 〇〇〇あいたい（＊２） 今日休みのＣさんの写真を見て 

200802 がんば Ｂさんに対して 

200806 〇〇きてね（＊３） Ａさんに対して 

200810 がんばれ 来年先生になるＤさんに対して 

200903 〇〇きて（＊４） 今日休みのＡさんに対して 

200903 おめで 先生になるＢさんに対して 

200903 おめで 先生になるＤさんに対して 

200903 げんき 来月から無職になるＥさんに対して 

200904 ゆうしゆうね 大学院進学等を目指している人たちに

対して 

200906 よいけつかのでます 来月受験するＦさんに対して 

201004 わたしもがんばるあなたもがんばつて Ｇさんに対して 

201005 やめないでね 教師を目指している人たちに対して 

201005 めでたい 結婚した人に対して 

201006 わたしもみつける 道（進路）を探している人に対して 

201006 がんばつてねごうかくしてね 教員採用試験受ける人に対して 

201008 きにしないでいいぜ 先生になったがみんな先生と呼んでく

れないという人に対して 

201008 ゆつくりやりましよう 就活中の人に対して 
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201008 やろうぜ 道（進路）を見失っている人に対して 

201010 らくにしよう いろいろ悩みの多いＨさんに対して 

201011 めでたい 教員採用試験に合格した人に対して 

201012 やめないぜ 先生を目指しているＩさんに対して 

201101 ままあいしてます もうすぐ誕生日の母に対して 

201102 かにしない 気にしない：Ｈさんの愚痴に対して 

201102 ごうかくしろよ 受験をしてきたＩさんに対して 

201105 がりべんしましよ 教員採用試験を受けるＦさんに対して 

201109 ずるしないじぶんがやるをう 学校での発表会に臨むＨさんに対して 

201203 だいじよぶがんばれ 来月から先生になるＪさんに対して 

201205 だいじゆめのためがんばれ 教員採用試験を受けるＩさんに対して 

201209 これるの 遠方で就職するＨさんに対して 

201211 せんせいなつてもかわらないで 教員採用試験に合格したＩさんに対し

て 

201301 げんきがすてきだいすき 母へのメッセージ 

201302 よいせんせいになります 先生になりたいというＫさんに対して 

201302 じぶんのゆめだからあきらめないでだ

いじよぶ 

進路を模索しているというＬさんに対

して 

201303 〇〇〇でげんきになろう（＊５） 来月から先生になるＩさんに対して 

201304 ままがんばりすぎずむりしちやだめ 母の日のメッセージ 

201305 げんきだしておしえようじぶんをだし

て 

来月から教育実習に行くＭさんに対し

て 

201309 げんきでがんばろ 今日来ていた人みなに対して 

201310 げんきでできるだいじですがんばろま

たあおう 

退職する職員さんに対して 

201311 あきらめないでさいごわらおう ＪさんＬさんＭさんへに対して 

201401 ままいつもがんばりすぎないでわたし

はしあわ 

母の誕生日のメッセージ 

201401 ことしよろしく 今日来た人たちに対して 

201402 ごうかくしますじぶんをしんじて 

だいじよぶですべんきようをがんばつ

てね 

来週受験するＬさんＭさんに対して 

201403 べんきようしてよいせんせいになりま

すがんばつてね 

合格したＬさんＭさんに対して 
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201008 やろうぜ 道（進路）を見失っている人に対して 
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201109 ずるしないじぶんがやるをう 学校での発表会に臨むＨさんに対して 

201203 だいじよぶがんばれ 来月から先生になるＪさんに対して 

201205 だいじゆめのためがんばれ 教員採用試験を受けるＩさんに対して 

201209 これるの 遠方で就職するＨさんに対して 

201211 せんせいなつてもかわらないで 教員採用試験に合格したＩさんに対し

て 

201301 げんきがすてきだいすき 母へのメッセージ 

201302 よいせんせいになります 先生になりたいというＫさんに対して 

201302 じぶんのゆめだからあきらめないでだ

いじよぶ 

進路を模索しているというＬさんに対

して 

201303 〇〇〇でげんきになろう（＊５） 来月から先生になるＩさんに対して 

201304 ままがんばりすぎずむりしちやだめ 母の日のメッセージ 

201305 げんきだしておしえようじぶんをだし

て 

来月から教育実習に行くＭさんに対し

て 

201309 げんきでがんばろ 今日来ていた人みなに対して 

201310 げんきでできるだいじですがんばろま

たあおう 

退職する職員さんに対して 

201311 あきらめないでさいごわらおう ＪさんＬさんＭさんへに対して 

201401 ままいつもがんばりすぎないでわたし

はしあわ 

母の誕生日のメッセージ 

201401 ことしよろしく 今日来た人たちに対して 

201402 ごうかくしますじぶんをしんじて 

だいじよぶですべんきようをがんばつ

てね 

来週受験するＬさんＭさんに対して 

201403 べんきようしてよいせんせいになりま

すがんばつてね 

合格したＬさんＭさんに対して 
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201404 ままわたししあわせままがいるからた

まにわやすんでね 

母の日のメッセージ 

201405 なかよくしよう 学校の集まりが苦手というＬさんに対

して 

201406 がんばつてねじぶんをしんじよう 進学を目指しているＮさんに対して 

201408 だいじよぶじしんもつてがんばろうあ

いたい 

Ｈさんの手紙に対して 

201409 ずつとごきげんではなしたいよんでく

ださいやめないでね 

普段簡易版で話してくれるＯさんに対

して 

201412 よかつたねびじんではなよめしてねず

つとなかよしでいてね 

結婚するＡさんに対して 

201502 だいじよぶじぶんをしんじてべんきよ

うがんばろ 

今日初参加のＰさんに対して 

201503 てれずにげんきよくじぶんをだして 来月から先生になるＭさんに対して 

＊１ Ａさんの名前 

＊２ Ｃさんの名前 

＊３ Ａさんの名前 

＊４ Ａさんの名前 

＊５ Ｉさんの赴任校名 

 

表３ 筆者からの質問に対する回答 

年月 彼女の言葉 備考 

200904 たのしい ある学校に見学に行ってどうでしたか

に対する回答 

200904 びじゆつ 美術：学校の授業で楽しかったのは何か

に対する回答 

200910 やさしいぜ 遠藤をどう思うかに対する回答 

201001 みんなといしよに どんなふうに生きたいかに対する回答 

201002 やた やった：「自分に仕事ができるか」とい

う彼女の質問に対するみなの回答（もう

立派にしている等）を聞いてどう思うか

に対する回答 

201002 えをかく どんな仕事をしたいですかに対する回答 

201002 あいされる 次はどんな絵を書きますかに対する回答 
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201006 やさしさままぜ 遠藤をどう思うかに対する回答 

201009 やさしいにんげ Ｈさんをどう思うかに対する回答 

201101 みなのゆめをきく 今日は何をしたいですかに対する回答 

201011 みんななかましたい 貴方は何をしたいかに対する回答 

201101 しあわせにする 貴方の夢は何かに対する回答 

201102 ぐちをきく 今日やりたいことは何かに対する回答 

201105 たいへんぢしん 地震（東日本大震災）はどうだったかに

対する回答 

201105 わらいなしなみだたくさん 何が一番大変だったかに対する回答 

201105 みんなたのしいなかま 職場の何が楽しいかに対する回答 

201105 やりがいかんじました 職場の仕事で頑張っていることは何か

に対する回答 

201108 ここにしることいつぱい 今日ご機嫌がよいのはなぜかに対する 

回答 

201109 ゆつくりしたあい 旅行先で何をしたいかに対する回答 

201110 かわいか Ｑさんをどう思うかに対する回答 

201110 やさしさ Ｉさんをどう思うかに対する回答 

201202 とも Ｉさんをどう思うかに対する回答 

201202 おねえたん Ｅさんをどう思うかに対する回答 

201202 おねえちやん Ｄさんをどう思うかに対する回答 

201202 せんせ 遠藤をどう思うかに対する回答 

201210 やさしさ まごころとは何ですかに対する回答 

201301 すずしくてらく 「夏は夕方が好き」という彼女の言葉に

対して、なぜそう思うのかに対する回答 

201302 ふんいき 秋は何が好きかに対する回答 

201302 ゆとり 秋のどういう雰囲気かに対する回答 

201303 わたし あなたにとって障害とは何ですかに対

する回答 

201306 がんばりや あなたの長所は何ですかに対する回答 

201306 つかれやすい あなたの短所は何ですかに対する回答 

201307 じぶんをわかつてもらいたい あなたにとってお話しすることの意味

は何かに対する回答 

201309 ふあん もうすぐ一人暮らしを始めるにあたっ

てどのような気持ちかに対する回答 



駒澤大学教育学研究論集　第 32 号　2016 年 2月 
 

74 「自分らしさ」、「自立」に関する一考察 
 

201006 やさしさままぜ 遠藤をどう思うかに対する回答 

201009 やさしいにんげ Ｈさんをどう思うかに対する回答 

201101 みなのゆめをきく 今日は何をしたいですかに対する回答 

201011 みんななかましたい 貴方は何をしたいかに対する回答 

201101 しあわせにする 貴方の夢は何かに対する回答 

201102 ぐちをきく 今日やりたいことは何かに対する回答 

201105 たいへんぢしん 地震（東日本大震災）はどうだったかに

対する回答 

201105 わらいなしなみだたくさん 何が一番大変だったかに対する回答 

201105 みんなたのしいなかま 職場の何が楽しいかに対する回答 

201105 やりがいかんじました 職場の仕事で頑張っていることは何か

に対する回答 

201108 ここにしることいつぱい 今日ご機嫌がよいのはなぜかに対する 

回答 

201109 ゆつくりしたあい 旅行先で何をしたいかに対する回答 

201110 かわいか Ｑさんをどう思うかに対する回答 

201110 やさしさ Ｉさんをどう思うかに対する回答 

201202 とも Ｉさんをどう思うかに対する回答 

201202 おねえたん Ｅさんをどう思うかに対する回答 

201202 おねえちやん Ｄさんをどう思うかに対する回答 

201202 せんせ 遠藤をどう思うかに対する回答 

201210 やさしさ まごころとは何ですかに対する回答 

201301 すずしくてらく 「夏は夕方が好き」という彼女の言葉に
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201309 びようきやしようがい 何が不安かに対する回答 

201309 じりつできない 他に不安な事は何かに対する回答 

201309 じぶんでせきにんもつてできることを

する 

自立とは何かに対する回答 

201309 じぶんぺえすでべんきようできる 一人暮らしで楽しみな事は何かに対す

る回答 

201309 えべんきよう 何の勉強をしたいかに対する回答 

201311 げいじつすばらしい 書道部の書作展を見てどうだったかに 

対する回答 

201312 のばしたいそめないわたしらしいかわ

いい 

明日美容院に行くにあたりどんな髪型

にしたいかに対する回答 

201312 ひとりぐらし 何のお話をしたいかに対する回答 

201312 さびしいがんばる 一人暮らしをしての今の気持ちはどう

かに対する回答 

201312 みんなではなしたい 旅行では何をしたいかに対する回答 

201312 せいじつにがんばりましたげんきにわ

たしらしく 

今年はどうだったかに対する回答 

201402 ほつかいどお 旅行でどこに行きたいかに対する回答 

201402 ゆきまつりゆきみたい なぜ北海道なのかに対する回答 

201402 かきたい 雪まつりをなぜ見たいかに対する回答 

201402 をきなわ 他に行きたいところはどこかに対する

回答 

201402 ぼおと なぜ沖縄なのかに対する回答 

201403 たべるひつようだから 今年の書き初めで「たべる」と書いた理

由は何かに対する回答 

201403 げんきでがんばるため なぜ食べるのが必要なのかに対する回

答 

201403 すし 何が食べたいかに対する回答 

201403 ちらし どんな寿司かに対する回答 

201403 べんきようさせるもういつかい Ｊさんの学校で成績のよくない生徒に

どうすればよいかに対する回答 

201404 ぷりんたべたかつた 今日怒っていた理由は何かに対する回

答 

201404 じぶんきもちにせつめいする 来月やりたいことは何かに対する回答 

201405 ねむかつた 朝不機嫌だった理由は何かに対する回答 
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201405 みてくれたからがんばれた 眠い中勉強はどうだったかに対する回答 

201405 わたしらしくいきる 貴方は今後どうなっていきたいかに対

する回答 

201405 みんなでいつしよにがんばるたすけあ

う 

わたしらしさとは何かに対する回答 

201406 じぶんのすきなもの 今日は何のお話をするかに対する回答 

201406 なかま あなたの好きなものは何かに対する回答 

201406 しあわせなじかん あなたにとって仲間とは何かに対する

回答 

201408 べんきようしたいじしんもちたい 展覧会に絵を出品する理由は何かに対

する回答 

201408 おんなのこらしくしたい 髪を切らないのはなぜかに対する回答 

201409 けんしゆうだいすき 先週の研修会はどうだったかに対する

回答 

201409 みんなとべんきようしたい なぜ研修が大好きなのかに対する回答 

201409 〇〇〇ではなしたい（＊１） 旅行先で何をしたいかに対する回答 

201409 ゆめしようらいじぶん どんな話をしたいかに対する回答 

201409 じぶんでせいかつできるようになる あなたの将来の夢は何かに対する回答 

201410 ゆめかなつてうれしい ずっとご機嫌なのはなぜかに対する回

答 

201410 ほんだす 何の夢がかなったのかに対する回答 

201410 よいぷんぷんしませんべんきようがん

ばる 

今日の気分はどうかに対する回答 

201410 じぶんのぜんぶだすほんにするべんき

ようできたことじぶんでだす 

ブログで何を書きたいかに対する回答 

201412 がんばる ２５歳になってどうかに対する回答 

201412 げんきで 何を頑張るかに対する回答 

201412 じぶんらしくゆめをかたつた 旅行はどうだったかに対する回答 

201412 ぶんしようをがんばる あなたの夢は何かに対する回答 

201412 ともだち Ａさんをおぼえているかに対する回答 

201412 じぶんらしくゆめにむかつてがんばり

ます 

来年の抱負は何かに対する回答 

201502 じぶんでいうきかいうれしい 行政への会議に参加することをどう思

うかに対する回答 
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201405 みてくれたからがんばれた 眠い中勉強はどうだったかに対する回答 

201405 わたしらしくいきる 貴方は今後どうなっていきたいかに対

する回答 

201405 みんなでいつしよにがんばるたすけあ

う 

わたしらしさとは何かに対する回答 

201406 じぶんのすきなもの 今日は何のお話をするかに対する回答 

201406 なかま あなたの好きなものは何かに対する回答 

201406 しあわせなじかん あなたにとって仲間とは何かに対する

回答 

201408 べんきようしたいじしんもちたい 展覧会に絵を出品する理由は何かに対

する回答 

201408 おんなのこらしくしたい 髪を切らないのはなぜかに対する回答 

201409 けんしゆうだいすき 先週の研修会はどうだったかに対する

回答 

201409 みんなとべんきようしたい なぜ研修が大好きなのかに対する回答 

201409 〇〇〇ではなしたい（＊１） 旅行先で何をしたいかに対する回答 

201409 ゆめしようらいじぶん どんな話をしたいかに対する回答 

201409 じぶんでせいかつできるようになる あなたの将来の夢は何かに対する回答 

201410 ゆめかなつてうれしい ずっとご機嫌なのはなぜかに対する回

答 

201410 ほんだす 何の夢がかなったのかに対する回答 

201410 よいぷんぷんしませんべんきようがん

ばる 

今日の気分はどうかに対する回答 

201410 じぶんのぜんぶだすほんにするべんき

ようできたことじぶんでだす 

ブログで何を書きたいかに対する回答 

201412 がんばる ２５歳になってどうかに対する回答 

201412 げんきで 何を頑張るかに対する回答 

201412 じぶんらしくゆめをかたつた 旅行はどうだったかに対する回答 

201412 ぶんしようをがんばる あなたの夢は何かに対する回答 

201412 ともだち Ａさんをおぼえているかに対する回答 

201412 じぶんらしくゆめにむかつてがんばり

ます 

来年の抱負は何かに対する回答 

201502 じぶんでいうきかいうれしい 行政への会議に参加することをどう思

うかに対する回答 
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201502 なかよくなるように 参加したら何を話すかに対する回答 

201503 がんばるひとぢゆうやさしいだくさん

だべる 

Ｍさんらしさとは何かに対する回答 

201503 よくねるごはんたべるべんきようもわ

すれない 

社会人として働く際のアドバイスは何

かに対する回答 

201506 わるくないしんぱいしないでだいじよ

ぶ 

今日の体調はどうかに対する回答 

201506 たまにわいいじつくりやれる 今日周りに人がいなかったことについ

てどう思うかに対する回答 

201506 はつらつげんき Ｍさんをどう思うかに対する回答 

201506 ともだちたいせつなひと Ａさんをどう思うかに対する回答 

＊１ 旅行先の地名 

 

表４ 他者への質問 

年月 彼女の言葉 備考 

200909 わたしをすきですか われわれへの質問（初めての質問） 

200909 わたしをどうもいますか われわれへの質問（初めての質問） 

200910 わたしをどうもいますか Ｈさんへの質問 

200912 わたしをどうもいますか 周りの人たちへの質問 

201002 わたしはいきたいできますかさごと 周りの人たちへの質問 

201004 なにしてますか 久しぶりに来た人に対する質問 

201005 わたしをすきですか はじめてきた人への質問 

201005 わたしをなんてもいますか 周りの人たちへの質問 

201008 なにしてるの 久しぶりに来た人に対する質問 

201009 わたしをどうをもいます Ｈさんへの質問 

201011 なにになりますか 教員採用試験合格した人に対する質問 

201011 どんなにんげんになりますか 教員採用試験合格した人に対する質問 

201011 なにしますか Ｑさんへの質問 

201012 なにしごとしましたか Ｉさんへの質問 

201110 わたしみるわなにをもゆましたか Ｑさんへの質問 

201110 わたしみるなにもいましか Ｉさんへの質問 

201202 なにになるの Ｊさんへの質問 

201205 わたしをどうもいますか はじめてきた人への質問 

201210 せんせいどう 先生をしている人たちへの質問 
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201210 れきしたのしい 先生をしているＪさんへの質問 

201302 なになるの ＫさんＬさんに対する質問 

201303 げんき はじめてきた人への質問 

201306 なにがたいへん 教育実習行ってきたＬさんへの質問 

201307 せんせどう 先生をしているＳさんへの質問 

201307 なにたのしかつた 教育実習行ってきたＭさんへの質問 

201307 ひとわなぜせんそうしますか 
教育実習で戦争のことを教えてきたＭ

さんへの質問 

201312 どゆくらししたの 一人暮らしをしていたＭさんへの質問 

201312 ことしどうでしたか 遠藤、Ｍさんへの質問 

201401 なになるの はじめて来た人への質問 

201401 どんな 先生になる人への質問 

201404 ごはんなんばいたべるの Ｍさんへの質問 

201406 なにしてるの はじめて来た人への質問 
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