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論文

SODA（聴覚障害者のきょうだい）の語りと解放のプロセス
当事者（筆者）に関わる他者との対話を通して

丸田　健太郎 *

（広島大学大学院）

1．研究の背景と目的

1．1．研究の背景

1．1．1．マイノリティとしての SODAの存在

筆者は姉弟がろう者である SODA（Siblings Of 

Deaf Adults/Children）である。SODAは親がろう者

である CODA（Children Of Deaf Adults）と同様，ろ

う文化と聴文化のバイカルチュラルな存在であるこ

とが明らかとなっている（中井，丸田，2018）。筆者

概要

本研究は聴覚障害のある姉弟をもつ筆者が，どのようにして抱えていた生きづらさを

乗り越え，過去の経験を再解釈したのか，そのプロセスを記述することを目指したも

のである。当事者として記述することにより，これまで理解されることが難しいとさ

れていたきょうだいの困難を明らかにすることができる。そのための方法として，本

研究では小学校高学年での筆者と弟の関わりを記述したナラティブと両親と学童保育

の支援員に対して行ったインタビューでの語りの分析を行った。結果，筆者は聞こえ

ない弟をもつ兄としてあるべき姿を目指し，行動するという抑圧的な観念（ドミナン

ト・ストーリー）を形成していたことが明らかとなった。一方，これまで行ってこな

かった両親との姉弟の障害に関する対話や指導員の語りにより，過去の経験を今の自

分の中に意味付ける経験の再解釈が促され，自己変容がもたらされたことがナラティ

ブ分析によって示された。

は聴者でありながら，幼少期よりろう文化に関わり

をもち，姉弟と他者間の通訳などの役割を担ってき

た。このような背景から，筆者は SODAであるとい

うアイデンティティを持ち，ろう文化と聴文化の狭

間に自身の立場を見出してきた。また，通訳などの

役割から両文化をつなぐ存在であると自他ともに認

めてきた。

しかし一方で，その立場によるしんどさを抱えて

生きてきたという経験もある。他者に対して SODA

としての葛藤や悩みを語ったとしても，その生きづ

らさが理解されることは少なかった。SODAという，
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の文化に触れてきたという特殊な言語的・文化的背

景は，他者からは理解されにくいものである。この

ような筆者の生きづらさ・困難を他者から理解され

ないという経験は，筆者が自身の困難や葛藤を他者

に語ることを妨げ，次第に筆者に SODAとして生き

ることそのものが自身の生への抑圧であるように感

じさせる要因となった。

障害児のきょうだいは障害当事者である同胞1に

対する罪悪感や心的圧力を抱えている（柳澤，2007，

pp. 13-14）ことや，きょうだいは責任感や使命感を

持つ（春野，石山，2011，p. 41）ことが明らかとなっ

ている。

佐藤（2007）は聴覚障害以外の障害種のきょうだ

いに関する先行研究の蓄積がある一方で，日本国内

においてSODAに関する研究が少ないことを指摘し

ている。聴覚障害は他の障害と異なり，医療的ケア

や身体的な支援を必要としない場合が多い。そのた

め，SODAは介護や支援の役割の負担が他の障害に

比べ少ないと言える。

しかし，SODAも他の障害のきょうだいと同様，

その立場によってしんどさや生きづらさを抱えてい

る。例えば SODAは幼い頃からろう文化に関わり

を持つことで手話言語を身につけているケースがあ

る。手話言語を使わないとしても，親や周囲の他者

との通訳の役割を SODAは担うことが多く，「自分

の親（保護者）以上に自分のきょうだい（兄・弟ま

たは姉・妹）である聴覚障害児の情報保障を任され

ている」（佐藤，ほか，2008，p. 89）ことがある。ま

た，Berkowitz and Jonas（2014）は SODAを対象に

インタビュー調査を行い，聴こえるきょうだいは家

族内で重要な役割を担うこと，聞こえないきょうだ

いのことが理解できないために負の感情や葛藤を持

つことがあると指摘している。

1　特別支援教育やきょうだい研究において，「同胞」と
いう用語は主にきょうだい児・者から見た障害当事者の
ことを指す。

このような先行研究がありながらも，SODAの抱

えるしんどさや生きづらさは他者に理解されにくい

ものである。筆者はこれまで，「あなたは障害がなく

てよかったね」「（筆者の姉弟）は聴こえないから大

変だけど，あなたは聞こえるから大丈夫だね」など

と言われることがあった。また，他の障害種のきょ

うだいからは「聴覚障害のきょうだいは介護の負担

がないから楽」「私たちのしんどさとは違う」などと

言われることもあった。健常者と障害者の狭間とし

てのきょうだいという立場だけでなく，SODAはろ

う文化と聴文化の狭間の存在でもあり，他の障害の

きょうだいとその困難を共有することができない。

また，SODAは聴者でありながら，手話言語やろう

文化と深い関わりをその人生において持つ存在であ

る。これは日本社会におけるマジョリティである聴

者，さらにはマイノリティである聴覚障害者・ろう

者とも異なる立場であり，SODAはその双方に対し

て所属感を持つことができない。こうした意味で，

SODAは様々な文化・言語・集団からこぼれ落ちる

マイノリティな存在であるということができる。

丸田（2019，p. 2）はこのような「一見するとその

マイノリティ性が他者からは理解されにくい／見え

ない／見えにくい」存在として，SODAを〈見えない

マイノリティ〉と表現している。〈見えないマイノリ

ティ〉はマイノリティとマジョリティという二分法

では説明できないマイノリティの存在を示す概念で

あると言える。このような〈見えないマイノリティ〉

として，SODAの他にも，親が非日本語話者であり

自身が日本語話者であるバイリンガルの子どもの存

在が想定される。このようなバイリンガルの子ども

たちは SODAと同様，学校や役所などで通訳の役割

を担わされると考えられる。SODAやバイリンガル

の子どもは自身が障害当事者や非日本語話者という

マイノリティではないため，マイノリティとして生

きづらさを抱えているとは認められず，周囲からマ

ジョリティとして見なされる。そのため，SODAや
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バイリンガルである子どもは自らの生きづらさを他

者に語らなければ，他のマイノリティと比較して，

その困難が理解されにくいのである。

1．1．2．マイノリティが語ることの意味

マイノリティが語ることの意義として，まず自身

が抱える何らかの負担を軽減することができること

が挙げられる。アトキンソン（1995/2006，p. 21）は

「経験を他者に語ることによって，自分自身に焦点

が当てられ，自分が何者であり，どのような過程を

経て今の自分になったかを理解できる」と述べ，語

るという行為が自分自身を解放する手段になり得る

としている。マイノリティの場合，自身のマイノリ

ティとしての経験を語ることができなければ，自ら

の存在を社会の中に見出すことができず，アイデン

ティティ形成に課題を生じてしまうと考えられる。

筆者の場合，SODAとしてのアイデンティティを

持とうとしながらも，その立場による心的負担が大

きくなるにつれ，SODAとして生きることにしんど

さを感じるようになってしまった。これは，筆者が

自らのしんどさを他者に語ることができなかったた

めであり，自分自身を抑圧したことによるものであ

ると考えられる。SODAとしてのアイデンティティ

はろうと聴という2つの言語・文化・社会の間にい

るという立場に基づくものであり，それによる様々

な特有の経験を一人の個人としての自己の中に積極

的に意味づけることによって，SODAという属性を

自身のアイデンティティの一部として位置付けるこ

とができると考える。SODAである筆者が自身の経

験を他者に語ることができず，自身の SODAとして

の立場・経験を自分のアイデンティティの中に意味

づけることができなかったのは，この特有の立場や

経験を他者には理解されないというある種の思い込

みがあったためである。

マイノリティの当事者が他者に自らを語ることが

できなければ，当事者が抱える負担や葛藤を他者は

理解することができない。その結果として，マイノ

リティの当事者は自らの存在そのものを受け入れる

ことができなくなってしまうと考えられる。

また，マイノリティの当事者が語ることによっ

て，聴き手である他者に働きかけることができる。

フレイレ（1970/2018，p. 172）が「対話とは世界を

媒介する人間同士の出会いであり，世界を“引き受

ける”ためのものである」と述べるように，対話に

よって他者を当事者の世界に立たせ，当事者のまな

ざしから世界を見ることを求めることができる。

1．2．研究の目的と方法

本研究の目的は筆者自身の経験の記述を通して，

筆者が抱えていた生きづらさが何によるものなの

か，その生きづらさを乗り越え，自身の経験を再解

釈し，積極的に意味づけるために何を必要としたか

を明らかにすることである。そのための理論的枠組

みとして，本研究では当事者研究の手法を用いる。

当事者研究は自身の語り・ナラティブ2を分析の対

象とすることから，他者からは理解されにくい心理

的葛藤や困難の実情を明らかにすることができる。

石原（2013，p. 65）は当事者研究の当事者にとっ

ての意義について，「『研究』という形をとることに

よって，自分を語ることのリスクを軽減し，治療の

空間の外で自分を語ることが難しかった当事者に，

語りを取り戻させる」ことが可能であるとし，「自己

病名3などによって自分が抱える問題を捉え直し，自

分の歴史を取り戻すことによって，自己を再定義す

る」という結果をもたらすことができると述べる。

2　本稿においては，インタビューで表出された内容と
考察によって表出されたものを区別するため，前者を
「語り」と呼び，後者を「ナラティブ」と記述する。

3　「自己病名」とは「医学的な病名ではなく，自らの抱
えている苦労の意味や状況を反映したもの」で，自身が
抱える生きづらさに自ら名前を付与することで「独特の
『自己』を生み出す」（野口，2018，p. 258）ことができる。
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本研究では，筆者が抱えていた抑圧の内実を捉え

るために，筆者が SODAとして弟との関わりにし

んどさを感じていた小学校高学年の時の経験を回想

した語りを分析の対象とする。さらに，小学校高学

年での筆者の姿を多角的に描き出すため，その当時

の筆者を知る両親と学童保育の支援員へのインタ

ビューを行った。子どもは母親をはじめとする家族

からの影響を受けて成長する（森田，四日市，2006）。

家庭という社会の中で生きる SODAとしての筆者

は，特に姉弟の障害に対する向き合い方について，

両親の影響を大きく受けていると考えられることか

ら，両親へインタビューを行うことによって姉弟の

障害に対する筆者の意識を明らかにすることができ

ると考えた。この障害に対する意識を明らかにする

ことは，筆者の SODAとしてのアイデンティティや

姉弟との関わりについて考察する上で重要な要素と

なる。この両親へのインタビューに加えて，当時の

筆者と弟を知る学童保育の支援員へのインタビュー

を行うことにより，筆者と弟の関係性や筆者が抱え

ていた課題に対する異なる角度からの見取りを考察

することができると考えた。

さらに，以上のインタビューを通して筆者自身の

内面にどのような自己変容や気づきが得られたのか

を記述することを試みた。そして，筆者のマイノリ

ティとしての生きづらさの原因を「ドミナント・ス

トーリー」（ホワイト，エプストン，1990/1992）から

捉え直し，考察を行う。ドミナント・ストーリーと

は「人々の体験と行為をその人も気づかぬうちに型

にはめてしまう物語」（浅野，2001，p. 24）であり，

これを自覚しないままでいると「疑うことのできな

いもの，疑いを寄せ付けないことによって ﹁ドミナ

ント﹂であり続ける」（野口，2009，p. 13）。ここで

ドミナント・ストーリーという観点から考察を行う

理由は，マジョリティのドミナント・ストーリーに

よってマイノリティのドミナント・ストーリーが生

まれ，マイノリティは生きづらさを抱えると考えた

ためである。

以上の分析と考察から，本研究の目的である，筆

者が抱えていた生きづらさの内実を探索し，SODA

としての経験を再解釈すること，そしてその立場に

よって受けている抑圧からどのように解放されたの

かというプロセスを明らかにすることができると考

える。そして，他者との対話から得られた自己変容

の気づきや筆者自身を抑圧するものの存在を明らか

にすることで，経験の語り直しという行為がどのよ

うな役割を果たすのかについて考察することができ

ると考える。

2．筆者の語りとインタビューの概要

本研究における目的を達成するためのプロセスと

して以下の順で研究を行った。

(1) 筆者が SODAとしてどのような経験をし，何

を感じていたのか回想して記述したナラティブ

を分析する。特に筆者がしんどさを抱えていた

小学校高学年における弟との関わりに焦点を当

てる。

(2) 当時の筆者の姿を多角的に捉えるため，小学校

高学年での筆者と弟の関わりを知る他者（父・

母・学童保育の支援員）に対してインタビュー

を行う。

(3) 他者へのインタビューを通して得た筆者自身

の自己変容の気づきを記述する。

それぞれの詳細については以下の通りである。

2．1．SODAであることによる生きづらさを自覚し

た筆者の語り

本研究で分析する筆者の語りは自身のSODAとし

ての立場による生きづらさを自覚し，この生きづら

さを解消するために当事者研究を始めた2018年6月

に記述したものである。
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筆者の SODAとしての経験を記述することによ

り，筆者が抱えるしんどさの実態を捉えることがで

きると考える。経験の記述にあたっては，アトキン

ソン（1995/2006）を参考に行なった。アトキンソン

は「自分自身について書く時，心がけるべきルール

は﹁ルールを作らない﹂ことである」と述べている

が，「書きたいという気持ちと動機を高めることを

目的として」いくつかの「ヒント」（アトキンソン，

1995/2006，p. 80）を用意している。本研究では，こ

のヒントの中でも「自分自身のために書くこと」「感

情を呼び起こし，掘り起こすこと」「人生の中の関係

性を探すこと」を念頭において記述している。

本研究では当事者研究としての知見を生かすた

め，記述に表れている行動や心情，他者とのやりと

りの意味づけを通して，その時の筆者がどのような

状況に置かれ，葛藤を抱えていたのか，現在の筆者

の立場から考察を行う。

2．2．インタビューの概要

両親に行ったインタビューはライフストーリー・

インタビューの手法を用いた。これは，筆者の

SODAとしての生き方に両親のストーリーが影響し

ていると考えたためである。ライフストーリーは

「個人が生活史上で体験した出来事やその経験につ

いての語り」であり，「特別な会話形態としてのイン

タビューを通して語られ，しばしばそれによって自

己概念や自己と社会の関係のあり方が表される」（桜

井，2005，p. 12）ものである。筆者と姉弟と家庭と

いう社会の中でともに生きた両親のライフの語りを

記述することにより，筆者への影響を捉えることが

できると考える。

また，学童保育の支援員に対しては半構造化イン

タビューをグループ・フォーカスの形式で実施し，

質問項目としては「当時の筆者の印象」「筆者と弟の

関係性」を設定した。このインタビューには筆者と

弟が通っていた当時から勤務を続けている5名の支

援員の協力を得た。

その他，インタビューの概略は表1の通りである。

表1．インタビューの概略

日時 場所 時間

父 2018年6月25日 父の自宅 59分
母 2018年7月16日 実家 82分
支援員 2018年7月17日 学童保育の教室 72分

対話は全て ICレコーダーに記録し，その音声デー

タを文字起こしした。今回のデータは論文執筆にの

み使用すること，データの保存にはしかるべき対応

をすることを伝え，すべてに承諾を得ている。

2．3．他者との語りを通した自己の変容の気づき

筆者自身のナラティブと両親・学童保育の支援員

へのインタビューを通して感じた筆者の気づきや事

象の再解釈，自己変容の実感の語りの記述を考察す

る。このナラティブは2018年8月に書き留めたもの

である。この時の語りは自身のエスノグラフィーを

客観的に捉えるメタオートエスノグラフィーである

と言える。メタオートエスノグラフィーとは，オー

トエスノグラフィーに対する内省的な作業によって

記述されるものである（沖潮，2019，p. 158）。さ

らに同じく沖潮（2019，p. 158）はオートスノグラ

フィーとメタオートエスノグラフィーを読み比べる

ことで「時間の経過を感じたり，それでもなお色褪

せないその出来事の生々しさを感じたりすることも

でき，人生の物語は一つのストーリーで完結するわ

けではない」ことを再確認することができると述べ

ている。自己や過去の経験の解釈は絶えず更新され

ることから，ナラティブの記述やインタビューを通

して行われた筆者自身の人生や経験の再解釈をメタ

オートエスノグラフィーとして記述することによっ

て，筆者の自己変容の全体像を描き出すとともに，
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これからも変わり続けるであろう自己の姿を見出す

ことができると考える。

3．筆者の語りと他者の語り

筆者のSODAの当事者としての生きづらさの内実

を明らかにするため，ここでは「私」（筆者）の語り，

両親の語り，学童保育の支援員の語りを示す。また，

語りの中におけるゴシック体で示した部分は，それ

ぞれの語り手の観念や筆者，姉弟に対する意識が顕

著なものであり，後の考察において重要な語りであ

ると考えられるものである。

3．1．「私」の語りと分析

ここでは，筆者自身の経験を「私」の経験を語る

ことにより，SODAの当事者としてどのような抑圧

状態に陥っていたのかを明らかにする。

3．1．1．「私」の語り

以下の文章は2018年6月に記述した小学校高学年

での経験を回顧したナラティブである。

弟との関わりで印象的なのはやはり学童で

の生活である。私が四年生で弟が学童保育に

入る。私は三年生の後半から学童保育の中で

も活発な児童と仲良くなり，外で野球やドッ

ジボールをして遊ぶことが多くなった。その

タイミングで弟が入ってきたため，私は弟の

面倒をみるために野球などに加えなければな

らなかった。弟は周りの人たちとコミュニ

ケーションをとることができないため，私が

通訳しなければならない。弟にとって健常者

と関わる機会はほとんどない。ましてや同世

代の小学生と遊ぶ機会はこれから先ほとんど

ないだろう。そのため，母は弟を私と一緒に

学童保育に通わせているのだといった。理屈

は分かるし，弟のためにも自分がその役を担

わなければならないと分かっていた。この

時，私は「弟のためになぜ自分が犠牲になら

なければならないのか」と何度も母に言った

ことがある。この時母が何を思ったのかはわ

からない。学童保育の先生や周りの友だちの

保護者にも「お兄ちゃんはいつも面倒を見て

優しいね」と言われていた。自分が遊ぶ時間

を制限していたため，いつしか自分は学童保

育の中での自分を「通訳機」であるように思

うようになった。

弟は家の近くの聴覚支援学校に通っていた

から学校は別だった。直接の関わりはなかっ

たが，学童保育に通っていた児童は弟のこと

を知っているので私の弟が耳が聞こえないこ

とは多くの児童は知っていた。特に学校で姉

や弟のことでいじめられたり悪口を言われる

ようなことはなかった。学童の友だちも含め

てみんな弟のことを優しく受け入れてくれて

いたんだなと思う。

そんな中でも，たまに弟のことを自分の学

校生活で考えなければならない場面があっ

た。四年生の時，弟が通っている聴覚支援学

校と私が通ってた学校との交流会があった。

そのため，手話やキュード，口話法について

学習する機会が設けられた。「先生が前で口

パクで何かを話し，児童が読み取る」という

ゲームをした。先生が何を言っているか私は

すぐわかった。その時は「もうすぐ給食です

ね」が答えだった。私に対し，周りのクラス

メイトが「なんでわかるん？」「ほら，弟があ

れやから」「あ，そうか…。」というひそひそ話

が聞こえてきた。弟の存在ではなく，自分が

先生は口パクでいったことがわかってしまっ

たことを心の底から恥ずかしいと思い，自分

は普通ではないのかもしれないと思った。
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また，小学校六年生の時，クラスメイトが

誰かに向かって「養護！」といい，担任の先

生にかなり厳しく怒られるということがあっ

た。「このクラスにはそういう人を家族にも

つ友だちもおるんやぞ！」と先生が怒鳴って

いたのがいやだった。自分にとっては当たり

まえのことなのに，それを特別扱いされるこ

とに違和感があった。

3．1．2．分析：なぜ筆者は生きづらさを抱えたのか

学童保育での筆者と弟との関係は，一見すると良

好なものであったと言える。「学童の友だちも含め

てみんな弟のことを優しく受け入れてくれていたん

だなと思う」と語っている通り，弟という存在に

よって筆者が何らかの傷を負ったというわけではな

い。

しかし，実際には筆者は弟との関係に不満を持

ち，時折母に対して不満を吐露していた。「弟のため

になぜ自分が犠牲にならなければならないのか」と

母に訴えたことは，当時の筆者のしんどさを理解し

てもらいたいという気持ちの表れであると考えられ

る。

一方で，そのように訴えたとしても弟と周囲を仲

介する役割を担わなければならないことを筆者は自

覚していた。「弟のためにも自分がその役を担わな

ければならないと分かっていた」という語りは，自

分自身を抑圧して親や学童保育の人たちの期待に応

えようとする意識の表れであるとみることができ

る。自分のことを「通訳機」と喩えるこの語りは，

親や学童保育の支援員からの期待感と障害のある弟

の兄として自分に課した役割の責任感によって生ま

れ，筆者にしんどさを負わせていたと考えられる。

また，筆者は姉や弟の障害について「自分にとっ

ては当たりまえのこと」であったと語っている。さ

らに，筆者は他者から「特別扱いされることに違和

感があった」と語っており，当時の筆者と周囲の間

に認識のずれがあったことがわかる。「自分にとっ

ては当たりまえのこと」として弟の障害を受容しつ

つも，聞こえる兄として振舞うべき自分の姿を理想

化していたのである。この語りから考えられること

は，筆者のしんどさを生み出していたのは筆者自身

の観念によるものであり，自分ではそれは無意識で

あったということである。

3．2．両親の語り

当時の筆者の姿を異なる視点から捉え直すため

に，両親に対するインタビューの一部を取り上げ，

全体をのちに考察する。

3．2．1．父の語り

まず，父に対して行ったインタビューでの父との

対話である。

筆者：（姉）が耳聴こえない状態で生まれたじゃん。

F：うん。

筆者：その時の反応ってどうだったの。

F：反応っていうのは誰の？親の？

筆者：親とか（母方の）おじいちゃんとか（父方の）

おばあちゃんとか。

F：いや，え，それ分かったとき？

筆者：そうそうそう。

F： そら，やっぱり反応がねえ，なんだろ，単純に反

応が鈍いだけだろうと思い込みたいとかねえ，

思いたいってのがあるからねえ。

筆者：ああ，なんかおじいちゃんに一回聞いたのは

なんかえらいこっちゃだーみたいなみたいなの

は聞いたけど。

F：うーん。

筆者：おじいちゃんだけかも知らんけど。

F： そう，おじいさんもそう思っても言わないから

なあ。だからどうなんだろう，実際ねえ，うー

ん，言わないところではえらいこっちゃと思っ
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てたかもしれないけど。表面上はそっかあぐら

いであれしたんじゃないのかね。

筆者：これちょっとね，親に聞くのもなかなかしん

どいところではあるんですけど。

F： ははは。そうでもお母さんの思いとお父さんの

思いも違うし，難しいところやな。

筆者：いや，だからワシがその辺知らんのは親にワ

シが聞いてないからやねん。

F：そうそうそう。そうやねえ。

筆者：ワシもなんか聞かんほうがいいんじゃないか

なーと思って。

F： そうそうそういうところがね，まあ，しんどい

ところやなあ。

筆者：あ，話したくなければ全然話さなくて大丈夫

です。

F： （父，笑う）いやいや，別に，そうなんですけど。

と思った時，そうねえ，でも，ねえ，どうなん

でしょ。ねえ，そうは言ったって子どもは子ど

もだからねえ。

筆者：まあねー。

F：ねえ。

筆者：いや多分そういう反応だろうとは思ってたん

だけど。

F： そうそうそう，だし，ねえ。そういう子でも育て

てくれる親のところに生まれてきてくれてるん

やろうからなあ。逆に私なんかほら，会社行っ

てるからお母さんの方が大変だと思うねんな。

筆者：まあ，関わりの日常的な。

F： （弟）にしてもそうだけど毎日というか，ねえ，

（就学前教育の教室）とか，ねえ，あれから行か

ないといけないし毎日だからねえ。やっぱり大

変だとは思いますわねえ。私なんかどっちかと

もう仕事だと言われてやってるからなあ。

筆者：まあ，それはね，立場の違いがあるので全然

あれですけど。

F：(父，笑う )

筆者：じゃあ逆に，（姉）が耳聞こえんじゃん，ワ

シが健聴じゃん。ワシの時の反応はどうだった

ん。

F： あー，それは，どう，どうかな，よかったとか

そういうこと？

筆者：まあそういうのも含めて。まあ別に何も思わ

なかったなら何も思わなかったでいいんだけ

ど。

F：いや，何も思わないようにしてたんじゃない？

筆者：ああ，なるほどね。

3．2．2．母の語り

次に，母に行ったインタビューでの対話である。

筆者：お父さんに聞いたことと同じことを聞くんや

けど，（姉）が耳が聞こえないで生まれた時の母

の反応，母の心情ってどんなんでした？

M： 姉ちゃんが生まれて，耳が聞こえない，うーん，

心情ねえ，姉ちゃんだろ？

筆者：姉ちゃんのこと聞いて，ワシのこと聞いて，

あとで（弟）のこと聞くから。別にまとめても

らっても大丈夫だけど。

M：心情，心情とは？

筆者：自分とか周りの反応も含めて。

M： 心情ねえ，姉ちゃん，まあなあ，姉ちゃん連れ

て死のうかなあと思ったことはあるけど。

筆者：うん，それは生まれてすぐ？

M： いや，生まれてすぐじゃないでしょ，障害がわ

かった時でしょ。姉ちゃんが聞こえないってわ

かったの3歳近くになってからだもん。遅かっ

たんだもん。

筆者：あれ，そうだっけ，（弟）の方が早かったん

だっけ。

M： （弟）はあれだけど，すぐ病院に行ったけど，姉

ちゃんの時はそんなん思ってなかったから，た

だ単に言葉が出るのが遅いだろうっていうこと

ぐらいしか思ってなかったから。
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筆者：あ，そうなん。

M： 聞こえないっていうのは，あんまり思ってな

かったしな。

筆者：それはお父さんも反応がない，反応が鈍いっ

て思ってただけみたいな。

M： うーん，普通にな，ほかのことはだって，全然，

運動とかもさ，別に劣っているってかさ，悪いと

かさ，一切なかったからね。そこ一点だけだっ

たから。

（中略）

筆者：続けて，私が生まれた時，（姉）が耳が聞こえ

なくてワシが健聴だったってことで特別な反応

があったのかなと思って。

M：いや，聞こえる子なんだって。

筆者：だってその時点で聞こえないことがベースだ

もんね，だって。

M：うん，聞こえる，だから聞こえる子ってこうな

んだっていう感覚なんだろうなあ。よく（筆者）

ここにおいてさ，膝の上にこうやっておいてさ，

向こう見ててな，（筆者の名前）って呼んで振り

向くの楽しくて遊んでた（笑）。

筆者：まあ上の時そうじゃないもんね。

M：そうそうそうそう，そうやなあ，こんな音で反

応するんだってそういった感覚やろうなあ。

筆者：じゃあ，（弟）の時は？

M： （弟）の時はなあ，さすがに姉ちゃんの時より

（弟）の方がへこんだかな。

筆者：それはやっぱりあれかね，聞こえる人挟んだ

からかね？私ね。

M： 挟んだからっていうわけではないだろうけど…。

うーん，まあ挟んだからってのもあったかな。

否定はしないけど，でもなんとなくなあ，産む

前からこの子聞こえないかもしれないなあって

いう感覚はあったけどね。

筆者：それってわかるもんなん？

M：いやいやわかんないわかんない。親の勘。

筆者：じゃあ，やっぱり，頭のどこかではずっとあ

るんやね。じゃあ，ワシが生まれる時にもあっ

たってこと？

M：ない。

筆者：あ，ワシの時にはなかったん。

M：うん，全くなかった。あんたは聞こえて生まれ

てくるって感覚しかなかった。なんでだろうな

あ，やっぱなんかあるんだろうね親として。

筆者：それは別に反応があったからとかではな

く…。

M：勘，なんとなく，そう感じてた。

（中略）

A： （弟）のことってことで関係してくると，まあ

（弟）と（姉）のことってなるとやっぱ，最初は

小3の時になんか言われたのかな。

M： それはあれでしょ，障害者教育のあれでしょ。

A： そうそうそう。障害理解の教育するのに大丈夫で

すかって聞かれて，大丈夫か大丈夫じゃないかっ

て言われても別に，それはそうだしなあって。

M： それはお母さんも聞かれたもん，（小学校3年生

の時の先生）に，（筆者）はあんまり弟さんの障

害のことを言わないんだけど，お母さんあの，

口止めとかされてるんですかって聞かれた。い

えしてませんーって。

A： たぶんあれだろうな，当たり前すぎて話さな

かったんだろうな。

M： だってあれでしょ，聞かれたら別に隠すあれで

もないしこっちからいうあれもないし，我が家

はね。

3．2．3．分析：家族が共有するストーリー

筆者の父は長子である姉が生まれ，障害があるこ

とがわかった際，「反応が鈍いだけと思い込みたい」

という気持ちがあったと語っている。子が聞こえな

いという事実に対し，父が正面から向き合うことが

できずにいたことがわかる。また，父と同様，母も
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障害のある子が生まれた時に悩みを抱えていたこと

が語られている。母が「姉ちゃん連れて死のうかな

あと思ったことはある」と考えていたことはこれま

で筆者が知り得なかったことであり，母もこれまで

筆者に語ろうとしてこなかった。このインタビュー

という場を介することによって，初めて両親の親と

しての葛藤の存在を知ることとなった。

さらに，父は「子どもは子どもだからねえ」「そ

ういう子でも育ててくれる親のところに生まれてき

てくれてるんやろうからなあ」と語っている。当初

は姉の障害を受け入れることが難しかった父である

が，次第に障害を受容し，かけがえのない子として

向き合うように自己変容があったと言える。この姉

の障害に対する意識の変容が筆者が聴者として生ま

れた時にあえて「何も思わないようにしてた」とい

う考えに結びつき，障害を理由に子を区別すること

がない父としての振る舞いを生み出していると考え

られる。

母も姉を出産した時には悩みを抱えていたが，今

では「聞かれたら別に隠すあれでもないしこっちか

らいうあれもないし，我が家はね」と姉弟の障害を

受け入れている。萩原，奥田（2019，p. 257）は障害を

もつ子の母親の障害受容のプロセスについて，「母

親が自己の人生において子どもをいかに引き受け向

き合おうとするのかについて，子どもの発達や障害

の程度によって影響を受けながらなされていく」と

述べている。母が行った姉弟の障害受容は，障害を

もつ子を育てる中でたどられたものであり，障害の

ある子をもつ親として自身のライフを新たに語り直

したことによってなされたものであると言える。

3．3．学童保育の支援員の語り

3．3．1．学童保育の支援員の語り

次に，当時の筆者と両親を知る学童保育の支援員

5名（A，B，C，D，E）へのインタビューについて

である。

筆者：僕って，当時どんな感じでしたか？どんな感

じというか，先生から見た印象を聞きたいんで

すけど。

A： 優しいイメージやな。

B： とりあえずあの，声を荒げるようなことは全く

なかったから，みんなにね，弟にだけじゃなくて

みんなに対して声を荒げるようなことはなかっ

たね。

A： あんたこんなんやったやんかっていうエピソー

ド無いで（笑）。

B： 賢すぎて（笑）。

筆者：いやーどうなんでしょう（笑）。

B：いや，ほんとに賢すぎて。

A：ほんまにー言うて笑い話できるような。

B：もう大人だった。その頃から。

A：しんどくなかったん？

筆者：僕がですか？

A：小学生だったのに。

筆者：まあしんどかったんだと思うんですけど，多

分。その時は全然しんどかったとか全然考えて

なくて，お兄ちゃんだからこういなきゃいけな

いみたいな。

B：無意識にね。今でこそ言えるけどみたいなね。

C：しっかりしてる。

筆者：最近その振り返りをしてるんですけど，その

時にあの時期はしんどかったのかもしれない

なって。

A： いい子ぶろうと思っていい子ぶってたん？い

や，変な言い方やけど，頑張ってたん？

C： 自然違う？自然っていうかもう…。

A： 頑張って？

筆者：そうですね，せないかんって。

B： 頑張ってたんや。

筆者：なんで，こっちでは結構（弟）の面倒を見てた

んですけど，家はもう全然。
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C：（笑） そうなん。

筆者：家ではもう全然喧嘩してたんで。家だと。

B：そうなんや。

A：本当。

筆者：いわゆるきょうだい喧嘩をしてて，まあ内弁

慶だったので，もともと。母もまあ，学童で面

倒見てる分，家ではいいだろうみたいな（笑）。

A・B・C：あー。

A：お母さんもおおらかやんな。

筆者：まあ別に何を言うでもない。

A： なあ。

D： 私ね，お母さんの話で一番印象に残ってるのは，

あのー，お姉ちゃんもねえ，その耳が聞こえへ

んやんか，僕だけ，なんで僕だけって。

B： あ，そう，なんで僕だけ聞こえるのって

筆者：あー。

D： そう言うの聞いたら，根本的に，この子の性格

というか。

B： 涙出てくるわそんなん聞いたら。

D： お母さんの話がすごい印象に残ってる。

B： そうそう，お母さんそんな話してたな。

筆者：僕も母にそんなことを言った記憶があります

ね。普通はね，それは逆なんですけど。きょう

だいの中だと僕の方がね，少ないので。

B： そうねー，そうそう。そうやってね。

D： そんなことを感じるあなたがすげーと思って

た。

筆者：いやいや（笑）。

B： でも（弟）くんはほんと明るかったから，全くそ

の，見せない。私たちもそのおかげで会話でき

てたから。どちらかといえばやんちゃやったか

らね。そんな一面はほんとに。

A： わがまま出すしな。

B： そうちゃんと自分を出せる子やってん。嫌なこ

とを嫌って言うし。それでよっぽどコミュニ

ケーション取れない時はお兄ちゃんのとこ行っ

て伝えて，お兄ちゃんに話してもらうあれで。

だからそんなに聞こえないっていうあれはそん

なに意識的には。

A： 聞こえてんちゃうって実際思うぐらい。

B： にこにこ笑ってね。あかーんって言うしね。

A： 喧嘩ようふっかけに行ってたよな。

B： ちょこーんと触ったりね。

筆者：なんかつっかかるんですよね。

B： それが意思表示なんやろうなあ。

A： かまってって思ってるんかなって。

C： でもやっぱり学校の，ああいう特殊な学校で過

ごすのと，ここで過ごすのではやっぱりちょっ

と違った，あの子にしては良い環境だったよう

な気がする。

筆者：僕もそれはすごい思います。

C： 社会に出る時にね。一番それは良いあれかなあ

と。

A： 温かいも冷たいも全部感じるやろうからな。み

んなが皆神様じゃないからやっぱりきついこと

いう子どももおったと思うわ。

C： 子ども同士やしね。

A： 私らの目には入らへんかっただけでな。

（中略）

筆者：僕と（弟）との関係って先生らから見てどうで

したか？

A： お兄ちゃんがなだめてる印象やったな。怒って

お兄ちゃんに言いにくるんやけど，わかったわ

かったって。（弟）が手話やから何をいうてるん

かは分からへんねんけど，お兄ちゃんがわかっ

たわかったって言ってあげてる。そこやな。

B： それでそれを相手の子にいうんじゃなくて，全

部弟に，なだめさせてるあなた（笑）。ほなお兄

ちゃんがいうて来たるじゃなくて，（弟）くんに

言い聞かす。

A： こうだからこうなんだよっていうてたように聞

こえる。分からへんけど（笑）。
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C： こうやってね，見ててね。

A： 違うよ（弟）って。

B： そうそうそう。まさしくそう。

A： なんかそんな感じ。

筆者：あー，それ僕全然覚えてないですね。

A： でも多分そういうてたと思う。二言三言お兄

ちゃんのいてる言葉は聞こえてるわけやから。

多分そうやって弟をいうてた。」

B： それでもね，地団駄踏んで違う違う！っていう

てたけど。

（中略：Eが来る，当時の筆者のイメージについて聞

く。）

E： すっごい真面目でやることをきちっとこなして

いく。宿題は帰って来たらすぐにする。遊びに

外には出る。友達もいっぱいいるんやけど，人

の告げ口にも来ないし，自分もしないっていう。

B： やっぱりみんなそう言う（笑）。

E： （弟）はもうバーって弾けて明るい，でも憎めな

い。悪いこともせえへんねんけどね。3つしか

離れてないんやね。もっとお兄ちゃんやと思っ

てた。やっぱり落ち着いてたんやね。

C： お兄ちゃんが落ち着いてたんだ。

筆者：いえいえいえ。

E： あの子にはものすごい神経つかってたよ。なん

かいーってなってたもん。言うこと聞かないか

ら。

A： そうか，お兄ちゃんはいーってなってたんや。

私はもう大丈夫やからとかっていうてなだめる

方にずっと回ってると思ってたから，しんどく

はなかったんかとは聞いたんやけど。

E： だから別の意味ではストレスにはなってたと思

う。ちゃんとして欲しいって。お兄ちゃんが

ちゃんとしてるから，お前もちゃんとしてよっ

て言う風に私には見えてた。それを聞いてくれ

ないあの子に業を煮やす，いーって。

A： だってな，いったってまだ子どもやもんな。

E： だからとっても生真面目なお兄ちゃんに弾けて

る弟。

（中略）

E： お母さんがまたようできた人でな，おとなしい

しな，とっても良くできた人やから。ここはお

姉さんも真面目やし，あなたもそうやから。だ

から（弟）には戸惑うところもあったやろうし，

でもあの子に助けられることも多かったんちゃ

うかなあって思う。家の中も明るくなるし

筆者：上2人は母に歯向かったら晩飯なくなるんで

そんなことしなかったんですけど，弟はもうそ

の時はその時だみたいな感じやったんで（笑）。

巻き込まれ事故みたいなんが多かった気がしま

す。

B： あれやな，お母さんも厳しくしてはったんやな。

なんか優しいイメージしかなかったから。

筆者：まあでもそんな普段から言ってたわけではな

いですけどね。

E： やっぱり気質ってあるやん。この人の一本通っ

た気質っていうのはお母さんかも分かれへん

ね。お父さんのことはあんまり分からへんか

ら。お父さんもとても真面目そうに思うけど。

3．3．2．分析：他者から見た筆者と家族

このインタビュー調査から明らかとなったこと

は，筆者の「私が通訳しなければならない」という

観念が，他者からすれば必ずしもそうではなかった

ということである。日常会話のレベルでは弟と支援

員の関わりに支障はなかったとインタビューの中で

語られており，さらに弟の障害についても聴こえな

いことを特に意識していたわけでなく，「聴こえて

んちゃうって実際思うぐらい」であったという。

つまり，弟は耳が聞こえないからコミュニケー

ションが難しいと筆者は過度に意識していたが，学

童保育の支援員はそのようには考えていなかったの

である。ここから，筆者は障害のある姉弟という認
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識に縛られ，聞こえるきょうだいとして姉弟を支援

しなくてはならないという意識に過剰に捕らわれて

いたことがわかる。SODAである筆者は，障害のあ

る姉弟を支援しなければならないという観念を自分

の中に形成し，自己を抑圧していたのである。学童

保育の支援員の語りより，筆者は自身の弟に対する

過剰な意識によって形成された観念の影響を強く受

け，思考や行動が制限されていたことが明らかと

なった。

これを踏まえると，学童保育の中で弟の障害を一

番気にしていたのは筆者自身であり，周囲の人たち

は障害の有無を意識することなく，一人の子どもと

して弟と向き合っていたと考えられる。筆者自身は

障害のある弟が不自由なく学童保育の中で生活でき

るように努力していたが，実際には弟の障害につい

て過剰に気にかける必要はなかったのではないか。

「あの子にはものすごい神経つかってたよ」と支援

員が見ていたように，筆者のきょうだいとしての立

場と思い込みが筆者自身のしんどさを増大させてい

たと考えられる。

また，筆者の母について「お母さんがまたようで

きた人でな，おとなしいしな，とっても良くできた

人やから」という印象を語っている。筆者が兄とし

て周囲から求められる姿を他者に見せていたのと同

様に，母もまた良き母と周囲に対して認識されてい

たことがわかる。筆者と母に対する周囲の評価は似

ているものであり，筆者と母，そして父は家族とし

て姉弟の障害にどのように向き合うかの姿勢を無意

識のうちに共有していたと考えられる。筆者と弟の

送迎のために母は学童保育の支援員と日常的に関わ

りを持っており，その中でも母としてのしんどさを

見せないようにしていたのだと考えられる。

3．4．4つの語りの考察

まず，父と母のストーリーから，筆者と共有する

部分があることが明らかとなった。筆者の語りの分

析，そして両親の語りの分析の中で述べた通り，筆

者と両親は姉弟の障害を肯定的に受け止め，障害と

いうものを特別視するのではなく，当たり前のこと

として受け入れている意識があることがわかった。

つまり，筆者の姉弟の障害についての理解・考え方

は両親と筆者の間で共有されていたと言える。一

方，障害受容の過程については違いがあり，両親は

姉弟の障害をはじめから受容することができていた

わけではなく，次第に受け入れることができるよう

になっていったということが明らかとなった。

また，学童保育の中では筆者は SODAという立場

に過剰に捕われ，他者と弟をつなぐ役割に責任を感

じていたことが明らかとなった。これは，弟の障害

を「当たりまえのこと」と考えていながらも，弟と

他者の関わりに不安を感じ，周囲からの「聞こえな

い弟をもつ兄」として求められる振る舞いを意識し

た結果の行動・観念によるものであると考える。

以上の語りを踏まえると，「自分にとっては当た

りまえのこと」という語りに表れる筆者の観念は，

両親の影響を受けて形成されたものであると言え

る。父との対話の中にあるように，これまで筆者と

両親は姉弟の障害について話すということをしな

かったものの，両親の障害観は家庭内外での生活に

表れ，ともに生活する筆者も，その障害観の影響を

少なからず受けていたのである。両親の姉弟の障害

に対する考え方が筆者を包摂する家族のストーリー

の重要な部分として共有され，その家族のストー

リーの中で筆者がSODAとしてのストーリーを形成

していったのだと考えられる。家族が共有する物語

は「家族の人生や人間関係に関する﹁問題のしみ込

んだ﹂ 描写」（ホワイト，エプストン，1990/1992）か

ら生み出されると考えられる。筆者の家族の場合，

姉弟の障害について過剰に意識せず，日常生活の中

で問題とすることがないようにするということが，

両親と筆者の間で暗黙のうちに了解されていた家族
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の物語であったと言える。これは，両親の「障害児・

者の親」としての人生，家族と他者の関係性という

社会的な文脈の中から紡がれたものである。

筆者が両親に姉弟の障害について直接聞くことを

避けていたように，両親も筆者に対してあえて語っ

てこなかった。これは，筆者と両親の間で共有され

ていた家族の物語による影響であると言える。その

結果として，筆者は両親に忖度し，自分がどのよう

に振舞うべきか考え，理想的な自分の存在を作り上

げようとしたと考えられる。

この家族の物語に飲み込まれることで，筆者は障

害をもつ姉弟のきょうだいとして支援に当たらなけ

ればならないという観念を自己内に形成した。学童

保育の支援員からみた筆者の姿はこの観念に束縛さ

れた筆者の姿であり，弟に「ものすごい神経つかっ

てた」という側面を見せてはいるものの，そのしん

どさの存在を他者が理解することを難しくさせてい

た。その結果，他者に助けを求めることができず，

十分な支援を受けることがないまま自己を抑圧し続

けることになったと考える。

4．対話を通した解放のプロセス

4．1．自己変容の気づき：「私」の語り直し

他者との対話を通して，筆者は自身の SODAとし

てのアイデンティティに改めて向き合ってきた。そ

の中で，筆者は自身のアイデンティティの捉え方に

変化があったことに気がついた。以下の文章は，筆

者が自己の捉え方に変化があったと自覚した際に書

き留めたものである。

（2018年8月19日）

大学の階段を降りている時，ふと，自分が

きょうだいとして生きてきたこと，これから

も生きていくことを肯定していることに気が

ついた。多分，両親へのインタビュー，そし

て教採に向けた自己分析をしているうちに，

やはりきょうだいであるという自分の立場が

自分自身そのものであると考えるようになっ

たからだと思う。この立場でしんどさを案じ

ることもあったが，これまでのしんどさや経

験がないと今の自分の存在もないと思った。

「これまでのしんどさや経験がないと今の自分の

存在もないと思った」と考えていることから，過去

の経験を忘れ去ろうとしているのではなく，向き

合った上で自分の人生やアイデンティティにおける

意味を見出そうとしている。過去の感情や経験を変

えることはできないが，現在の自分にとっての意味

を見出そうとすることは抑圧から解放されるために

重要な意味を持つ行為である。社会で生きている以

上，人々はみな何らかの抑圧を受けていると考えら

れる。自身の抑圧や過去の経験を再解釈し語り直す

ということは，人が社会の中での自分の存在をどの

ように位置付けるのかを考える契機となる。

この筆者の自己変容の気づきは，両親や学童保育

の支援員らとの対話を通して自らが抱える困難を自

覚したことによって促されたものであると言える。

自らが抱える困難を可視化することにより，そのよ

うな経験を自己を形成する一部として受け入れるこ

とができるようになったのである。自身の困難や生

きづらさの存在を自覚し，形成されたプロセスを可

視化したことによって，過去の自分をメタ的に捉え

ることが可能となった。これにより，過去の自分の

姿や経験に再度向き合うことができるようになり，

自らが抱える抑圧からの解放に向けて歩きだすこと

ができるようになったのである。

4．2．ドミナント・ストーリーの存在の認知

筆者はこの研究を行うまで，幼い頃から両親に対

して姉弟の障害について直接の対話を避けていた。

これは，子として姉弟の障害について親に何かを話
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させることに対して罪の意識があり，聞かない方が

良いのではないかと考えていたからである。その代

わり，両親の考えを推測し，気持ちを汲み取ろうと

していた。この両親に語らせることの罪の意識が筆

者を抑圧するドミナント・ストーリーを形成し，筆

者が抱えていた生きづらさを生み出したと考える。

筆者の場合は「耳が聞こえない姉弟をもつきょう

だい」が行うべき振る舞いを無意識のうちに自己に

課していたことが，筆者の行動や思考を抑圧するド

ミナント・ストーリーであったと考えられる。また，

筆者の両親についても同様のことが言える。両親が

抱えていたしんどさは両親が持つ「障害がある子を

持つ親」としてのそれぞれのドミナント・ストー

リーを生きることによって生じたものであると考え

られる。

さらに，ドミナント・ストーリーは抑圧的に機能

するという側面を有しているが，これと同時にドミ

ナント・ストーリーそのものが支配的な言説として

機能するという側面もある。SODAの場合，「きょう

だいはこうあるべきだ」「耳が聞こえないことはかわ

いそうなことだ」という社会的な文脈からの影響を

受けており，このような社会の認識がドミナント・

ストーリーの支配的な側面として筆者に作用してい

たと考えられる。この社会の認識はマジョリティの

ドミナント・ストーリーとも呼べるものであり，こ

の影響を受けて筆者は自身を抑圧するドミナント・

ストーリーが形成されたのである。

学童保育に弟と一緒に通い，そこでの弟との関わ

りに悩んでいた小学生の時，筆者は自身のしんどさ

を他者に正当に伝える術を持っていなかった。これ

まで筆者が他者に自身のしんどさや生きづらさを語

ることができなかったのは，自身のしんどさや生き

づらさを見つめることができていなかったからであ

る。抑圧によって形成された自己の存在を知覚する

視野に欠けた場合，抑圧の存在に気がつくことがで

きない。そしてそこには，社会の中に存在する価値

観による影響があり，この価値観によって自身が抱

える抑圧を知覚することが一層困難になると言え

る。自己を抑圧する観念や思考，周囲からの働きか

けに無自覚であると，被抑圧者は分離した自己の存

在に気づかず，自己そのものを見失ってしまうこと

になりかねない。このような社会的文脈や価値観の

影響を受けていた筆者のケースは，「SODAは障害

当事者である姉弟を支援するべきである」「通訳を

することのしんどさを周りに言うことは良くないこ

とである」という，自身を抑圧するドミナント・ス

トーリーを自覚することができなかったことによっ

て生きづらさを抱えたものであったと言える。

4．3．ドミナント・ストーリーの語り直し

筆者のドミナント・ストーリーの語り直しは両親

と学童保育の支援員との対話，そして自分自身の経

験をナラティブとして記述することを通し，過去の

経験と再び対峙したことによって促された。ナラ

ティブ・アプローチでは苦痛をもたらすドミナン

ト・ストーリーを対話という共同行為によって新

たな自己物語（オルタナティブ・ストーリー）に語

りなおすことができると考えられている（佐々原，

2017）。ドミナント・ストーリーは支配的・抑圧的

な側面を有しているが，「一旦，疑われてしまえば，

それは﹁ドミナント﹂ ではなくなる。そして，その

代わりにあらわれるのが ﹁オルタナティブ・ストー

リー﹂ である」（野口，2009，p. 13）。つまり，ドミ

ナント・ストーリーの語り直しとは自身を支配・抑

圧する言説を自覚し，これまでの経験や生そのもの

を再解釈し，オルタナティブ・ストーリーとして再

び意味づけることであると言える。この語り直しの

ために必要であったのが，筆者の場合，自身の経験

をナラティブとして記述すること，そして両親や学

童保育の支援員と対話することであったのである。

筆者は，今では SODAであることによる生きづら
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さや困難を当事者の立場から発信することができて

いる。これは，筆者が自身の経験の記述や他者との

対話を通して，自身のドミナント・ストーリーをオ

ルタナティブ・ストーリーへと語り直すことによっ

て果たされたものであると言える。ドミナント・ス

トーリーの自覚を経て語りなおされた筆者のオルタ

ナティブ・ストーリーとは，現在の自分自身と過去

の経験を不断のものとして結び付けて考え，SODA

という立場を自身の生の中に肯定的に意味づけるこ

とであった。

思い返せば，これまで筆者は自身を SODAとい

う立場に置くことで姉弟に対して援助をする，何か

を与える立場であるとばかり考えてきた。しかし，

実際はろう文化との関わりや手話言語とのつながり

を生み出したのは姉弟の存在によるものであり，姉

弟から与えられたものであるとも言える。SODAと

障害当事者である同胞を支援者－被支援者という権

力構造の中に取り込むのではなく，SODAと障害当

事者が互いに資する関わり方があると考えるように

なったことも，ドミナント・ストーリーの語り直し

によってもたらされたものである。このような語り

直しの結果，筆者は以前のように自身の SODAとい

う立場を隠すのではなく，公の場で自身の立場を表

明することが可能になったと考えられる。

また，筆者の経験の語りは「後退する語り」から

「前進する語り」（ガーゲン，1999/2004）に変容して

いる。自身の SODAとしての役割について悩み，自

らのアイデンティティが揺らいでいた経験が，他者

との対話を通して今の自分自身を形成する一部とし

て再解釈されたという解放のプロセスは，経験を共

有する他者との対話によって成されたものである。

筆者自らの語りと他者の語りによって自己の姿を

様々な角度から見つめ，経験を語り直すことができ

たのだと考える。

しかし，自分の経験や葛藤を他者に語るというこ

とは容易なことではなく，一つ間違えればさらなる

傷つきを抱えるという危険性をはらんでいる。自分

を語るためには語りを受け入れてくれる他者や寛容

な場が必要である。筆者にとって他者は両親であ

り，支援員であった。そして，研究という場を使う

ことによって，初めて語りがひらかれたのである。

これは当事者研究の意義である当事者の「語りの回

復」「自己の再定義」（石原，2013，p. 65）に一致す

る。例え自分が抱える問題を自覚していたとして

も，語りを受け入れる他者と語る場がなければ，ド

ミナント・ストーリーを語り直すことは難しい。能

智（2006，p. 112）はライフストーリーを語る際に必

要なものとして以下のように述べている。

ライフストーリーが語られるには，インタ

ビューの場における聞き手が必要なように，

新しいストーリーが語られるためには，それ

を聞いて受け入れてくれるコミュニティがな

くてはなりません。

当事者のライフによって形成されるドミナント・

ストーリーを語るということは，その人のライフそ

のものの一部を語るという側面を同時に有してい

る。被抑圧者の抑圧からの解放を考えていくために

は，このような語りを受け入れる聞き手としての他

者を育てること，そして場を創造することを同時に

考えていく必要があると考える。また，本研究で

行った被抑圧者であるマイノリティの生きづらさを

ドミナント・ストーリーから捉え直していくという

試みは，マジョリティに対しても行うことができる

ものである。それは，マジョリティも同じように何

らかのドミナント・ストーリーを抱えており，マ

ジョリティが語ることによってマジョリティの生き

づらさやマジョリティの中のマイノリティ性を明ら

かにすることが可能になると考えるためである。

5．展望：これからの「私」を語るために

本研究で示した解放のプロセスは，ある個人が自
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分らしく生きるための一つの実践の成果であると考

える。筆者の解放のプロセスはことばによって個人

の経験を結び，語ることによって自己変容をもたら

すものであった。

筆者はこのような自己変容の結果，きょうだい会

という新たなコミュニティへと参加するようになっ

た。筆者自身の SODAとしてのアイデンティティ

を受け入れることができなければこのような関わり

を持つことができなかったと考える。きょうだい会

という場は参加者それぞれの SODAとしてのアイ

デンティティがひしめき合う場である。このような

場で他者と関わり，対話を重ねていくことは筆者の

SODAとしてのアイデンティティを社会の中に位置

付ける上で重要なことであると実感している。

やまだ（2000，p. 2）は「人生の物語を語るという

ことは，個人の物語を超えて，現世代から，次の世

代や未来世代へのコミュニケーションとして，世代

と世代，時代と時代をつなぐ働きを担うからこそ重

要なのです」と述べる。きょうだい会では本研究で

描いた過去の筆者の姿と重なる子どもたちとの関わ

りがある。彼ら・彼女らにとって筆者はどのように

見えているのだろうか。筆者の語りを契機として自

分の生きづらさに立ち向かい，よりよく生きようと

する人がいれば，筆者の経験にとってもさらなる意

味づけを加えていくことができるだろう。

また，本研究は筆者の SODAという当事者性を中

心に論じたものであるが，ここで明らかにした問題

は筆者やSODAの当事者の問題にとどまるものでは

ない。親が非日本語話者であり，自身が日本語話者

であるバイリンガルの子どものように，その困難や

生きづらさの内実が他者からは見えにくい人々も射

程に含むものである。このような他者から自身の生

きづらさが理解されにくい人々は，自らの内面にあ

るドミナント・ストーリーを語り直し，自身の経験

を積極的に意味づけながら他者に語らなければ，そ

の生きづらさを乗り越えることは難しい。

佐々原（2017）は国語科における文学教育実践と

して自己物語を「語り直す力」を育む教育を構想し

ている。また，「言語文化教育とは，ことばと文化の

教育を考える教育分野」であり，「ことばと文化の教

育とは，人がことばを使って社会の中で生きていく

ことの意味を追求する教育実践」（細川，2013，p. i）

であることから，言語文化教育として本研究で扱っ

たような当事者の語りを扱うことは，日本社会の中

で何らかの生きづらさを抱えている人々に対する新

たな視座を与え，語りを受け入れる場を創造する契

機となりうると筆者は考える。

何らかの生きづらさを抱え，抑圧を受ける人々の

解放に向けて，SODAというマイノリティとして生

きづらさを抱えた当事者としての筆者の語りが他者

に届くことで，当事者やその周囲の他者，この語り

を聞く何らかの生きづらさを抱える人々が自己変容

を生み出すことができることを願っている。
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Abstract

This study aimed to describe the process of how the author, who has a deaf sibling, over-

came the difficulties of living and reinterpreting past experiences. Describing the siblings 

as participants in the process of overcoming their difficulties can reveal difficulties that 

had been thought to be difficult to understand. In order to do so, this study analyzed nar-

ratives describing the author’s relationship with his younger brother in the upper grades 

of elementary school and also those of interviews with parents and support staff at a 

childcare center. As a result, it became clear that the author had formed a dominant story 

in which he aimed to be and act as an older brother with a younger brother who could not 

hear. On the other hand, the narrative analysis showed that the dialogue with the parents 

and the instructor's narrative about his brother's disability prompted reinterpretation of 

sense-making in the present of his previous experience, thereby leading to self-transfor-

mation.
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