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せ﹂でした︒

﹁すり合わせ﹂とは︑いわゆるお互いの

認識の確認のこと︒﹁いつ︑ どこで︑ 誰

が︑なぜ︑何をしたか？﹂を確認する作

業です︒
昨年度は︑ＡＳＤ当事者であり︑ＡＳ

をする際には︑これは外せないと僕も思

上で必須の内容でしょう︒たしかに説明

学校側からすれば︑保護者に説明する
Ｄ を 持 つ 子 ど も の 親 と し て︑﹁当 事 者 の

しかし︑当事者にとって〝何か〟が今

います︒

せていただきました︒感覚過敏を中心に︑

起きている現場において︑この﹁すり合

〝世界〟にふれる﹂という内容で連載をさ
当事者である僕が日ごろ感じていること

くことです︒何が正しいかではなく︑目

わせ﹂よりも大事なことは︑当事者が﹁何
今年度は︑
﹁それを知った上で︑まわり

の前にいる子どもが﹁何に困り︑何に苦

や︑自分の内面について書いてきたつも

の人は実際にどのように行動すべきなの

しんでいるのか﹂
﹁どのような助けが必要

を感じ︑何を考えているのか﹂に気がつ

か？﹂を書いていきたいと思っています︒

で︑どうすべきなのか﹂を考えることだ

りです︒

﹁特性とその対処﹂が︑今年度のテーマ

と思います︒

力が大事です︒

どう行動すべきなのかを実行に移す瞬発

するべきではありません︒支援者として

ない声かけは︑当事者を混乱させるので

状況の確認や︑本人の気持ちと合致し

です︒

﹁すり合わせ﹂はいらない
自分が子どもだったころ︑また親とし
て学校とかかわるようになって︑一番不
要で不快に感じていたことが﹁すり合わ
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はある年齢で調べるようにはしています︒

策を講じる上で必要なので︑ＩＱ の傾向

ら恐れるような子でした︒その子を外に

このとき三男は︑家の外に出ることす

せなかったと今になって思います︒

世に出るための手順が必要

が幼稚園に行けるようになるのかを考え

Ȏࠇ┸┰╖┰̓՞╰೮՞╗┻ך⒏

連れ出すためには︑このステップは欠か

僕には極度の人見知りがあります︒買

ていました︒常識的ではない﹁人見知り﹂

三男が三歳のころ︒僕はどうすれば彼
いたいものがあって店に行ったのに︑店
だったからです︒

んなことがあるんだ！﹂と︑僕の周囲に

きょうだいでも︑それは起きました︒
﹁そ

人と会うくらい緊張したり︒ 友達でも︑

年会っていないだけで︑まるで知らない

り︑店から出てしまったり︒親戚でも数

を記憶していたようで︑その道を走行し

後︑自転車で地区センターにつながる道

ームに連れて行こうとしたら逃亡︒数日

うとした︒地区センターの幼児プレイル

子どもがいるのを見て︑全裸で逃亡しよ

三歳児検診に連れて行けば︑同年齢の

ȏࠇ┸┰╖┰֠˶╗┻ך⒏

と﹂になるようにしていきました︒

あること﹂↓﹁外に出ることは楽しいこ

で︑
﹁外に出てもリラックスできる状態が

ックスできることがわかりました︒そこ

男でしたが︑僕と二人きりであればリラ

人がいるところでは異常に緊張する三

員に声をかけられただけで気分が悪くな

いる人はその事実に驚嘆します︒だけど︑

ていただけで激昂︒自転車から飛び降り

Ȕℭह╚┸╷┰┸╮╕ڔ⒎Р౾ਘ╗ࡴ
ߢ╃╖┰ϴҙ┸ࢦ╾╔┿╷╸╵܉ਃ╔

ȓℭह╚┸╷┰┸╮╕ڔ⒎ࡴߢ╃╖┰
╴┲╗ଅ൴╃╒֠˶╗╷⒏

Ȓॽٲ
ℭ ╴╶╮̰╚֠┰╖┰┷╃╮╕ڔ
˶╗╷⒏

ȑෑࠇ╃┷┰╖┰֠˶╗╷⒏

Ȑࠇ┸┰╖┰࠘ݯЋ╗╷⒏

その後のステップ︒

た︒

ですが︑後述する事件はここで起きまし

ステップ的にはこの後いくつかあるの

上には上がいるわけです︒

人様から見ればかなり強烈なものだと

ようとしました︒

どもの中で最も自閉傾向の強い子どもで

は 思 う の で す が︑ 僕 的 に は 想 像 も で き︑

それが僕の三男︒彼は︑僕の三人の子
す︒いわゆる〝普通の子〟とはまるで違

まだ笑える範疇でした︒

╊Ⓜ╔┰┲ෝ╾╅╷⒏

ȍ౯╔
Ⓛ╗
ℭ ╋╃╗┽╌ॽٲ̤╚ঘ╓⒎
╔┻ךά╃┰┿╔┸╋┻╁╿┮╷╿╌

にしました︒

段階的にいくつかのステップを踏むこと

三男を幼稚園に行かせるために︑僕は

いました︒
三歳で受けた田中ビネー知能検査では︑
︒

言語は一歳以下で判定不能︒記憶と図形
は六歳以上で判定不能︒総合ＩＱ

ＩＱ なんていうくだらない数字に僕の
三男の評価が出るわけがないことは知っ
ていたので︑そんなことは気にもしませ
んでしたが︒ただ︑でこぼこの傾向と対
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╃╒࠘ݯЋ╗╷⒏
ȕℭह╚╾╔┿╷┰┸╮╕ڔΠ╃╒
⒵┮╷┰╛֍┷╵െ╷┿╔╾Π╃╒Ⓐ

Ț▶ℭ○▃◊⒨▿╗╾╔┿┻ךά╃╫╗╃
╒┰╷┿╔╾Π╓┹╷╴┲╗╖╷⒏
そんな手順を約二年半かけて踏み︑三

ある日のお昼前︒

僕と三男が公園で遊んでいるときに奥

さんが来ました︒お昼ご飯に何を食べた

いのか︑買い物に行く前に確認するため

こ と が で き ま し た︒ そ の 過 程 に あ っ て︑

は異常な呼吸をしだしました︒過呼吸で

奥さんが公園に入って来るなり︑三男

֠˶╗╷⒏

僕が一番驚いたことが︑三男の﹁人見知

す︒異常な呼吸は続き︑三男は痙攣を始

でした︒

Ȗℭह╚╾╮╕ڔत╔╃╋ढࣖҡۜ
╗╷╅̷ٴ⒏
り﹂でした︒

男は徐々に家の外に出ていく準備をする

ȗॡℭ╮ ┰ ╖ ┰ ▶ ○ ▃ ◊ ⒨ ▿ ╗  ╶ ക ╟⒎
ॡ┷െ╋╵ࣼऴ╷╅ݎ⒏

今となってはこうして理由を説明でき

対処に理由はいらない

してくれました︒

ことに奥さんは何も言わず︑公園を後に

立ち去るように命じました︒ありがたい

めました︒僕は奥さんに即座に公園から

母親に﹁人見知り﹂

三男にとっての〝人〟とは︑たぶん自

行く﹂で起こりました︒

事件はステップ③﹁人がいない公園に

Șॡℭ╮┰╖┰▶○▃◊⒨▿╓ക╟⒎ऒ╚
┸ڔെ╒╮ऴ╆╇ݎ⒎౾ࠇ╚ߑң╾Փ
══⒎ऴۀ╷╅ݎІ╾˺╃╒┰┻⒏
șॡℭ┷┸┰╷▶○▃◊⒨▿╗╶⒎̦╅
╷┿╔╖┻ۜ╃ക╢┿╔┸╓┹╷╴
┲╗╖╷⒏

の兄と母親が家族でいますが︑彼の中で

るようになっていますが︑当時はまるで

分と僕だったのかなぁと思います︒二人
別の何かに分類されていたとしか思えま

理解していませんでした︒

三男がしていたことはいわゆる﹁場所

せん︒
﹁人がいない公園に行く﹂というステッ

れば︑僕たちが退出する︒それがルール

人がいないことでした︒後から誰かが来

に偶然出くわすと誰だかわからなくなっ

て︑顔見知りの従業員でも︑私服のとき

僕も普段仕事でレストランに通ってい

見知り・人見知り﹂の類です︒

だったのですが︑僕のルールを上回るも

てしまうことがあります︒また︑同じ制

プで必要だったのは︑自分と三男以外の

のを三男は構築していました︒
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なくなってしまうことがあります︒

顔を合わせると︑瞬間的に誰だかわから

服を着ていても︑近くのコンビニなどで

かありませんでした︒

三男の﹁人見知り﹂は〝理解不能〟でし

知り﹂ですが︑そんな僕をもってしても

常人からすれば僕も〝異常〟な﹁人見

の園服を着るための練習を家でするとき︑

人で着用するには練習が必要でした︒こ

ボタンがあり︑サスペンダーもあり︑一

は園服︵制服︶がありました︒園服には

﹁あー︑変な人︵奥さん︶が来て怖かっ

僕が三男に言ったこと︒

れば問題はないのです︒自分が持ってい

感覚を凌駕する人がいるのだと認知でき

することは不可能です︒ですが︑自分の

自分の感覚を凌駕する人の感覚を理解

ってこないように言い渡してから練習を

る子どもと僕が個室に入り︑他の誰も入

た︒着替えの練習をするときは︑該当す

いるところを見られることを拒絶しまし

子どもたちは僕以外の人に着替えをして

三男が起こした症状は︑これの超絶強

たね︒ごめんね︑お父さん気づかなかっ

ない感覚を理解できないことが怖いので

化版なのでしょう︒

たよ︒もういないから大丈夫だよ﹂

始めました︒

髪を切るときも︑家に誰かがいると切

れないので︑奥さんには買い物に行って

もらい︑その伱に僕が切るようにしてい

ました︒

ん︒あれは母ちゃんでしょう︒安心でき

あのとき公園で︑
﹁ほら︑よく見てごら

られたくない﹂というものがあります︒

似たような現象で﹁変化の最中を人に見

見知り・人見知り﹂なのですが︑これと

今お話しした内容は︑いわゆる﹁場所

られることも普通にできるようになりま

学校に入学するころには︑人前で髪を切

ころを見られても平気になりました︒小

の子も︑他の人に園服に着替えていると

幼稚園に通うようになってからは︑ど

る人なんだよ﹂そう言いながら︑怯える

具体的な例ですと︑
﹁園服に着替えると

ただ︑されて嫌だと感じていることは

変化の最中を見られたくない

てほしいです︒

してしまうことが怖いことなのだと知っ

はなく︑自分が感じ取れない感覚を否定

そう声をかけ続けることで︑三男は平
静を取り戻しました︒
帰宅すると︑買い物をすませた奥さん
が家にいて︑
﹁おかえり﹂と笑顔で迎えま
す︒三男は文字通り諸手を挙げて奥さん
に向かい︑抱っこされて﹁きゅーきゅー﹂

息子を抱きかかえ母親のほうに向かうこ

ころを見られたくない﹂というのと︑
﹁髪

やらない︒理解できなくても︑それを受

喜びました︒

ともできたのかもしれません︒ しかし︑

を切られているところを見られたくない﹂

け入れる姿勢が大事なのだと感じていま
す︒

した︒理由は僕にもわかりません︒

そうすれば︑三男の精神は崩壊︒まとも

でした︒
僕の子どもたちが通っていた幼稚園に

に人と向き合うことができない人間にな
っていたとしか思えません︒
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