2019 年度 第 19 回手話研究セミナー 特別講演

（日本手話研究所）

【編集注】本稿は、
「第 19 回手話研究セミナー(2020 年 2 月 16 日)」で行われた特別講演をまとめたものです。

盲唖併置から盲・ろう分離へ
ーその展開を考えるー
岸

博実

京都府立盲学校非常勤講師・日本盲教育史研究会事務局長

PP1・2

70 歳です。私がこれまで生きてきた２倍の歳
月が日本の盲学校、聾学校にはあるわけです。
そのおよそ 140 年のうち、最初のうちは、盲唖、
今でいえば盲・ろうが同じ校舎で一緒に活動す
る形態が多かったのですが、次第に盲学校、聾
学校が別々に存在するようになりました。
「盲・
ろう分離」に 90 年を要しました。今日は 140 年
前の京都盲唖院のことを 1/3 だけお話し、残る
2/3 は「盲・ろう分離」をめぐる歴史をご一緒に
考えてみたいと思っています。
PP３

私はこれまでに、点字関係の書物に文章を寄
せたり、今日のお話の題材となる『盲・聾分離を
めざした苦闘 90 年』という論文を出したりして
みなさまの研究事業が 50 年を迎えるという
きました。2019 年には、
『視覚障害教育の源流を
大事な節目にお話しする機会を与えていただき、 たどる－京都盲唖院モノがたり』という本を出
緊張もし、感謝もしています。不十分な話にな
版しました。
ると思いますが、どうぞお付き合いください。
PP４
よろしくお願いします。
この写真は、東京盲唖学校の校長であった小
日本で最初の盲唖院「京都盲唖院」ができて
西信八が明治 32 年に年賀状として送ったハガ
から、およそ 140 年が経ちました。私は現在
キです。受け取ったのは、京都市立盲唖院の鳥
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を建てました。その施設の縁側に夫妻が座って
いる写真です。盲唖院で一生懸命教えるだけで
なく、卒業後の唖生などの進路にもご苦心なさ
った鳥居嘉三郎こそ、盲と唖の分離に向けた大
きなきっかけを作った人なのです。
PP６

居嘉三郎院長です。これが、京都府立盲学校の
資料室に残っています。２年間、アメリカ、フラ
ンスなどの障害児教育を見て帰ってきた小西信
八が、
「近々、京都盲唖院から招かれて講演に行
きます。その時、どんなお話しができるでしょ
うか？」という趣旨の短歌を書いています。こ
のはがきに点字で“N konishi“、指文字で“N
konishi“と表現されています。小西先生が取り
組んだのは、見えない子に対する教育と聞こえ
ない子に対する教育の両方であったということ
がくっきりと読み取れます。
今日のお話では、京都盲唖院を最初に作った
古河太四郎先生にはほとんど触れません。盲・
唖分離の運動を力強く推進したのは、第二代院
長の鳥居嘉三郎先生だったからです。
PP５

写真は鳥居嘉三郎さんと奥さんのツーショッ
トです。盲唖院を出た後、働き口がなかなか見
つからない唖生、つまり聞こえない生徒たちの
ために卒業後の共同作業場が必要だと考え、二
条城の南に京都盲唖保護会という団体及び施設

ここからしばらく、京都府立盲学校の資料が
去年、国の重要文化財となりましたので、その
主な資料について、ろう関係を中心に手短かに
ご紹介します。
PP７

2018 年 3 月 9 日、文化庁の審議会から京都府
立聾学校がお持ちの資料 400 点と盲学校が持っ
ている 2600 点、併せて 3000 点を国の重要文化
財に指定するという答申が出ました。そして、
秋 10 月 31 日に政府官報に載ることにより正式
決定となりました。そこに至るまで２年間、文
化庁の方や京都府文化財課のスタッフが数人で
数日ずつ、何度も何度も資料の調査に来られま
した。その結果をまとめたのが、写真左側の『京
都盲唖院関係資料目録』です。その中から、主に
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視覚障害に関係する資料をピックアップして出
したのが、右側の『視覚障害教育の源流をたど
る』という拙著です。
PP８

重要文化財となった資料には、まず、写真の
『明治 11 年 本院設立建議一件』のような、京
都に盲学校・聾学校をつくろうと提案した文書
などがあります。この書類には当時の槙村正直
知事が「文章モヨク建議ノ趣旨モヨシ」と書き
込んでいます。いわゆる第一次資料として重要
です。こうした公文書が沢山残っているのです。
PP９

盲唖院の校舎を描いたこの絵は発足当初では
なく、改築を経た後、明治 30 年代のものとされ
こ だ ま た い さぶろう
ていますが、唖生であった、児玉兌三郎（後に
けいどう
渓堂と号する画家になる）の作品です。児玉が
母校を描いた素晴らしい絵です。概ね左側が唖
生の学習した教室、右側が盲生の学んだ教室で、
左奥には寄宿舎もあるというような構図です。
PP１０

児玉渓堂は、卒業後、母校である盲唖院の絵
画科で教師になります。彼のもう一つの作品、
「小襖絵」がやはり資料室に現存しています。
４枚セットのもので、ご覧いただいている菊の
絵柄とは別に、本当に飛んでいるのではないか
と感じさせる蝶の絵もあります。
（事前に連絡を
いただき、資料室の担当者と日時などの調整が
つけば、見ていただくことも可能です。但し、平
日限定です。）
PP１１

この絵は、京都ではなく、楽善会から始まっ
た東京盲唖学校の唖生・江島安之助が描いた絵
ですが、江戸時代の非常にすぐれた盲人で、群
書類集を編纂した塙保己一の肖像画です。
（講演
の際、杉山和一と説明したのは誤りです。
）
PP１２
児玉渓堂のほかに、岡藤園という、プロの画
家になった卒業生もいますし、女性では吉原千
代が非常に優れた描き手だったようです。様々
な美術展に出品し、表彰されたという記録が文
書または新聞記事として残っています。
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これは、少し年代を遡ります。古河太四郎が
京都盲唖院を始める前に市内の上京第十九校
たいけん
（後の待賢小学校）で聞こえない子の教育を始
めました。その成果を文部省の『教育雑誌』に特
集として掲載しました。この『京都府下大黒町待
賢校瘖唖生教授手順概略』は、日本のろう教育の
方法論として一番最初に書かれたものと言えま
す。
PP１５

PP１３

これは、アメリカ、シカゴで行われた博覧会
に京都盲唖院が出品した刺繍の下絵です。唖生
たちがこれを仕上げてシカゴ博覧会に出品した
ようです。グラハム・ベルやヘレン・ケラーも参
加したといわれる、記念すべき博覧会に京都盲
唖院から作品を送りました。関係する文書も沢
山残っています。
PP１４

京都盲唖院ができたときの式典参加者に、
『五
十音手勢図』の印刷物を配ったそうです。
「手勢」
には、
「てまね」というルビをふった資料もあり
ます。ある方は、
「これが手話のはじまりだ」と
評しますが、別の方は、
「それはちょっと言いす
ぎだ。日本の手話が生まれる過程の最初の試み
というくらいが適切なのではないか」とおっし
ゃっています。私もそう考えていますけれど、
ビジュアルに、目で見て分かる文字記号として
の指文字は当初このようにまとめられていまし
た。
PP１６

4

2019 年度 第 19 回手話研究セミナー 特別講演

（日本手話研究所）

写真は、実際の授業と試験の様子を表す『唖
尋常科１年生定期試験問題』の一部ですけれど
も、右の真ん中あたりに「手勢」という文字が見
えます。
「手勢」についての試験を行っていたわ
けです。左のページには、
「第三課 発音」と出
てきますから、京都盲唖院は「手勢か口話か」と
いう、どちらか一方だけに極端に偏った実践で
はなく、両方を視野に入れて取り組んでいたと
いうことを直感していただけるかと思います。
PP１７
これは、私がたまたま古書店から入手した、
日本製聴音器のパンフレットです。東京、京都
で実際にこの道具を使って、発声指導・練習に
使ったようです。ただ、ものそのものは残って
いません。東京にも同じ印刷物が保存されてい
ます。
ここまでが、第一の柱であります。
PP２０

資料室には伊澤修二の名刺（実物）が残って
います。彼が書いた『視話法』
（書物）も在りま
す。
PP１８

明治 31 年 11 月グラハム・ベルが来日した時
の講演が文字として記録され、綴じられていま
す。これについては、近畿ろう史研究グループ
が数年前、東京での講演と併せて文字に起こし
て出版なさいました。非常に貴重な資料だと思
います。
PP１９

第二の柱は、盲・ろう教育の分離史に分け入
っていきます。先ほど、申しましたように、
『盲・
聾分離をめざした苦闘 90 年』の冊子をもとに、
2009 年に開催された全日本盲学校教育研究大会
で研究発表をしました。それから半年後に、私
は正規の教員を退職しました。ですから、これ
は 34 年間勤務した京都府立盲学校－実は１度
も転勤をせず、新規採用から退職まで京都府立
盲学校だけで働かせていただいた－の卒業論文
のつもりでこの冊子をまとめました。これを活
かしながら、その後知った新しい情報も加えて
お話しする流れになります。
PP２１
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全体として、このテーマを取り扱った膨大な
書籍として、あるいは資料目録としてこの画面
に挙げているようなものがあると分かりました
ので、これらに１つずつあたって内容を確認し
ていきました。岡本稲丸先生の古河太四郎研究
から実に多くのことを学ばしていただきました。
それから、近畿ろう史研究グループや日本聾史
研究会の業績、そのメンバーの方々とも仲良く
なり、メールや Facebook を通じて情報を交換し
ながら、今日に至っています。
PP２３

なぜ、このテーマで研究してみようと思った
か。
その時の問題意識は、特別支援教育制度の始
まりと関わっていました。せっかく、長い歳月
をかけて「盲・ろう分離」を成し遂げたのに、特
別支援教育という名の新しい制度の下で視覚障
害と他の障害とが、再び同じ校地に集めけられ
る併置が始まっていました。それは本当に適切
なのだろうかということを考えるために、つま
り、視覚障害教育の今後を考えるために、過
去を知ろうと思ったのです。特別支援教育のデ
ザインが本当に、盲唖教育から盲・ろう教育に
分離した歴史を踏まえたものと言えるのだろう
か、しっかり考えたいと思いました。古い実践
や最近の事例をどう評価できるのかも考えたい
と思いました。方法としては、いわゆる先行研
究から読み解こうと思いました。視覚障害教育
の歴史、各盲学校の歴史の本をたくさん集めま
した。聾学校の 50 年史、100 年史といったタイ
プの本も可能な限り集めて読みました。
PP２２

まず、全国の盲学校が、いつ、どういうタイト
ルの年史本を出しているかという情報を集めて
目録にしました。関係する記述をワープロにか
き写し、集めていきました。聾関係ではやはり、
藤本敏史さんたちの仕事である『聾唖年鑑』な
どが非常に重要な素材になりました。
PP２４

実際に調べてみて、私なりに感じたことをま
とめ、かいつまんでお話ししたいと思います。
最初は、盲唖院、盲唖学校でした。聞こえないた
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めにうまく発声できなかったのですが、目につ
きやすい“唖“のほうに注目して「唖」の字が用
いられました。原因は”聾”にあるということか
ら、聾唖が用いられるようになり、今は聴覚障
害あるいは“ろう”が使われるようになってき
ました。
視覚障害者については中世の頃から当道座と
いう団体があり、江戸時代には鍼治導引稽古所
という見えない人たちに鍼や灸を教える学校さ
え生まれていました。当道座の大幹部たちはお
金持ちになったり、徳川幕府の主治医や政治顧
問になったりして、権勢を振るう人も出現しま
した。聞こえない人についても寺子屋で学んだ
という報告がいくつもありますが、江戸時代の
ろう者が団体を作ったとは確認されていません
し、盲人たちにとっての医学や音楽等のような、
安定した職域を獲得していたという情報も見出
しにくいようです。ちなみに、明治４年に当道
座は廃止されました。
PP２５

明治時代を迎える頃、ヨーロッパ等に出かけ
て行った政治家や知識人たちが、欧米の盲・唖
教育を見聞きして情報を持ち帰り出版啓蒙して
くれるようになりました。京都盲唖院を作る過
程でも、当初は「聾盲院」という言葉も－ほんの
一時ですけれども－文書に登場しました。京都
では上京第十九校（後の待賢小学校）で、まず先
に唖生の教育を始め、後で見えない子もその教
室に加えられたので、その順序に合わせて「聾
盲院」という語が現れたのでしょうか。私の推
測では、江戸時代からの歴史を通じて、盲人に
対する社会的認知度のほうが高かったためか、

（日本手話研究所）
短期間で「聾盲院」から「盲唖院」に校名案は変
わっていました。ヨーロッパの情報は、福沢諭
吉や山尾庸三等が伝えてきたというのは、ご存
知の通りです。
ご注目願いたいのは、諭吉が「盲院・唖院な
ど」のことを書いていることです。山尾庸三も
「盲学・唖学」
、つまり、盲学校と聾学校それぞ
れ独立したものと考え、その設立を国に求めま
した。京都で『設立建議一件』を提出した遠山憲
美もまた、京都府知事に対して、
「訓盲院訓唖院
の二院」
、やはり２つの学校を作ってくださいと、
願い出ていたのです。
このように京都に盲唖院、東京に盲唖学校が
あって全国に先駆けたことから、＜「盲唖院」と
いうスタイルが通常だったのですか、関係者が
そう願ったのですか＞という質問を受けること
がしばしばあります。しかし、そうではありま
せん。東京でも京都でも最初に構想した時の言
葉は、
「二つの学校」が必要だということだった
のです。けれども京都は盲唖院としてスタート
し、楽善会訓盲院としてスタートした東京も２
年後には唖生を受け入れることになっていきま
した。
PP２６

その経過を東京盲学校の 60 年史は次のよう
に書いています。
「欧米先進国では、最初より別
個の場所に於いて各々特殊の教育をなし又特殊
の研究を以てし苟（いやしく）も便宜主義によ
って盲及び聾唖を同じ場所に併置して教育する
が如きは無かりしなり」と。
つまり、
「欧米では既に、盲についてはそのた
めの学校、聾についてはそのための学校、知的
7
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障害についてもそのための学校を用意している。
便宜主義によって盲と唖を一緒にして扱うなど
ということは、もうヨーロッパにはない」けれ
ども、東京も京都も＜盲唖併置型＞になったの
は、
「全く便宜の処置に出でたるものなり」と言
い切っているのです。便宜的な、その場かぎり
の都合！当時の文部省や京都府には障害の種類
の違いについての理解が乏しく、財政的な裏付
けを用意しようという気持ちもほとんどなかっ
た。その２つの事情から便宜的に盲と唖を一緒
にしてしまったのです。
PP２７

ではありますが、盲唖時代にも感動的な話が
ないわけではありません。京都府立盲学校にお
越しになるお客さまに紹介している資料の１つ
ですが、これは、見えない生徒のために、東京の
盲唖学校の唖生と大蔵省の役人が協力して作っ
た普通のカタカナや漢字を凸の状態で浮き上が
らせた普通字の教科書です。中身は杉山和一が
書いた、鍼灸のテキストです。それを漢字・カタ
カナ混じりの触って読める凸字の教科書に仕上
げてくれたのが東京の唖生たちでした。
PP２８

（日本手話研究所）
この製作をした人として、
「楽善会訓盲院唖生
徒」あるいは「唖生徒 高木慎之助、堺熊次郎、
吉川金造」などの実名が浮き彫りにされていま
す。高木慎之助は東京盲唖学校の唖生同窓会の
初代会長だったのではないでしょうか。吉川金
造は最も有名なろう者ですよね。卒業後、教員
になり、ろう者を指導した最初の人などとして
有名です。この人たちが、見えない子のための、
触って読む教科書を一生懸命作ってくれていた
のです。当事者同士のコミュニケーションは難
しかったかもしれません。ですから、この作品
は教員が発想して唖生に作らせたということか
もしれません。けれども、とにかく実際にこれ
を製造する過程では東京の聞こえない生徒たち
が見えない生徒のためにという思いでこつこつ
と取り組んでくれたと想像できます。今、特別
支援教育の場で複数の障害を扱う学校が少しず
つ増やされている。この時、ただ教育予算を節
約するために便宜的に再び合併するのか、ご紹
介したような例からしっかり学んで視覚障害と
聴覚障害など、複数の障害種別の児童生徒が同
じ校地・校舎で学ぶとしたら、その相互の関係
をいかに新たな段階へと発展させていくのか、
理解し合う手段をどう改革していくのか。その
ことを盛り込んだ理念をもって特別支援教育を
設計させてほしいと強く願います。
PP２９

盲、唖、盲唖に分けてみると、学校数は全体の
どれくらいの割合だったのか。盲唖併置にどん
な問題があったのか。それを分けるための運動
はどうだったのか。分離してみて、東京はどう
なったのか、京都はどう変わったのか。そして、
8
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義務化はいつ実現するのかということをこれか
ら見ていきたいと思います。
PP３０

ひろいし

拾石訓唖義塾という校名はありましたが、学
校の名称に唖だけを入れた例はあまりなかった
ようですね。盲、唖、盲唖そうした分類をしたと
きに、学校数はどうであろうかということです
が、私が見たのは、
「発足して今日まで続いてい
る」学校についてです。短期間存在して消えて
いった学校を入れれば 200 何校になると思いま
すが、70 校に絞り込んで分類・統計すると、訓
盲院・盲学校という名で一貫したのは 25 校だけ
と考えられます。
「25 校もある」という感じ方も
あるかもしれませんが、私には「25 校だけだっ
たのか」という印象です。
訓盲院・盲学校としてスタートしながら途中
で唖生を受け入れたというのが 17 校、盲唖とし
て最初からスタートしたのが 28 校。ある一瞬だ
けでも盲唖併設を経験したのは 45 校になりま
す。ですから 70 校のうち 45 校は盲唖時代を経
験している。
「便宜の処置として扱われた」実態
がある、とみるのは少し厳しすぎるのかもしれ
ませんが、この割合は多いなと私は感じていま
す。では 70 校のうち、50 校近くが経験した盲唖
併置校舎の中で何が起こったのでしょうか。
PP３１
全国各地の盲学校の学校史に、併置時代の実態
が描かれています。私の＜卒業論文＞にそれを
拾い上げてまとめてあります。今日は、印象に
強かった事例だけをピックアップします。盲と
唖の生徒が一緒に遊んだ、唖生が点字を覚えて
くれた。遠足の時には、盲生の手引きを唖生が

してくれた。そういう仲睦まじい側面も学院生
活の中になかったわけではありません。あった
のですが、例えば、狭い、貧しい校舎の場合に、
中央のカーテンで仕切って盲部と聾唖部がカー
テン１枚だけで分けられた近さで同時に授業を
行うケースさえあったそうです。便宜的な取り
扱いの中でも、格別劣悪な事例と言えるでしょ
う。教育内容・方法ともに全く異なるので両者
の同居はもともと無理ではないかという分析も
行われていました。盲生と唖生がお互いに面白
く思っていない、意思の疎通がうまくいかなか
ったという報告もある。殴り合いも起った。殴
り合いはいかがなものかというので相撲大会で
決着をつけようとした記録もありました。唖生
が盲生の凸字教科書を作ってくれた、点字を覚
えてくれたといった素晴らしい思い出ばかりで
なかったということを事実として知っておきた
いと思います。
PP３２

そんな中で、盲・ろう分離に向けた運動が始ま
っていきます。本格的に始まるのは鳥居嘉三郎
9
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と小西信八のころ。明治 39 年ですが、そもそも
最初から盲と唖の２校が必要と主張・要望して
いたことを忘れずにおきましょう。ですから、
「盲・ろう分離」に向けた「苦闘 90 年」という
時、私は起点を明治 11 年に置いています。現実
には、便宜の措置がまかりとおり、仕方なく、盲
唖院、盲唖学校として運用していかざるをえな
かったのですが、その中でも徐々にこれはやっ
ぱりおかしいぞ、という気づきが広がっていき
ます。
東京と京都は盲唖教育を発展させるために、１
回に３、４人の教員を一週間から１ケ月近く、
隔年で互いに派遣し、寄宿舎に泊まり込んで昼
は授業見学、夜は研究会、最後の日はお別れの
宴会、本当に熱心に教材研究をしているのです。
その中でも、明治 20 年代、早くもやっぱり分け
なあかんよなという話が始まっています。明治
39 年に近畿ろう史研究グループが報告・復刻な
さった「初の聾唖教育講演会」―画期的な全国
集会－が東京で行われました。古河太四郎はこ
の時、私立大阪訓盲唖院の院長をしていました。
それから、鳥居嘉三郎京都盲唖院第二代院長。
小西信八東京盲唖学校長。この３人が揃って牧
野文部大臣を訪ね、「盲唖ノ教育ハ、盲人学校、
聾唖学校ト分設スルモノトス」すべきだ、とい
う画期的な建議を行いました。それを受け取っ
た牧野文部大臣も、その後の大臣たちも「それ
は良い考えだ」とまでは言ってくれましたが、
なかなか実現はしませんでした。
PP３３

そんな中でも、しかし、国立の東京盲唖学校
については逸早く分離が成立しました。その時

（日本手話研究所）
の盲学校側の新しい校舎のことが、レポートさ
れています。分離後にできた新しい校舎は「す
べて手触りの宜しきよう」に作られていたとい
う。見えない子の生活する場にふさわしい環境、
建物を実現しようとしたのです。
「すべて手触り
の宜しきようにこしらえ、
（中略）廊下の腰板と
上部の壁との間の横木は、丁度廊下を通行の盲
生が手さぐりで伝ってゆく道しるべになるよう
にでき、階段はできるだけ少なくし、石段を用
うべき所には代りに混凝土(コンクリート)をダ
ラダラ板にしてつまずかないようにしている。」
これに対応する新しくできた聾唖学校の校舎
はどんな様子だったのか。ご存知の方があれば
教えていただきたいと思っています。きっと、
何等かの形で聞こえない生徒の生活・学習の場
として新たなデザインがそこに施されていたに
違いないと思います。ご存知のように、小西信
八もそして、日本の点字を作った石川倉次もこ
の分離の時に、より難しい教育である聾唖教育
に自分たちは身を置こうと考えて、聾唖学校に
籍を移しました。そのことの重みを感じます。
PP３４

大正に入って、京都盲唖院の分離が実現しま
す。京都府庁の前を南北に通る釜座（かまんざ）
通りの府庁前から一筋下ったところに椹木（さ
わらぎ）町通りが交差しています。もともとの
盲唖院は、椹木町通りの南にありました。大正
の初めに京都市立盲唖院、盲部が椹木町通りの
南に残り、通りを越えた北側に聾唖部が新設さ
れました。そして、大正 14 年に正式に盲学校と
聾唖学校に分かれるのですが、校舎がその二つ
に分かれたあと、間の椹木町通りを利用した近
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隣小学校の児童がこんな音をきいたという回想
作文があります。
「私の家から、椹木町通りを西
へ行くと新町通りを越したところに、左側に盲
学校、右側に聾唖学校があった。いずれも古い
木造の校舎で、盲学校からは琴、三味線、尺八の
音がよく聞こえる。聾唖学校からは太鼓の音が
響く。」ピンときますよね。盲唖学校が分かれる
とはこういうことだったのかと。
PP３５

次に、盲・ろう分離はその後どう進んだかに
ついてですが、明治時代は東京盲唖学校の分離
のみ。大正時代に京都等の４校、昭和 20 年まで
に６校。まだ少ないですね。昭和 20 年～22 年も
２校だけでした。大正時代に盲唖学校令が出て、
一応義務という言葉が入りました。盲唖分離と
いう言葉も入りました。けれども国がお金を裏
付けませんでした。盲とろうを分けるかどうか
の予算は各都道府県が担わされていたのでなか
なか進まなかったのです。昭和元年～20 年は戦
争にお金が要ったということも事情としておそ
らくあったでしょう。いっこうに進みません。
戦後もすぐに、そういったことが活発にできる
国庫財政ではありませんでした。
昭和 23 年～24 年に一斉に義務化を前提とし
た分離が進むわけです。しかし、ここで終わっ
ていたら盲・聾分離の苦闘というのはおよそ 70
年なんです。なぜ私が 90 年としたかといいます
と、最後の分離をした石川県の事情を勘案する
からです。石川県の盲・ろう教育は、実質的には
区分けされていた面を持っていたものの、土地
をめぐる独特の事情もあって、実際に別々の敷
地に分かれた２校という体制にはっきりとなっ

（日本手話研究所）
たのは昭和 40 年だったのです。最後から二つめ
の分離は、沖縄でした。戦後のアメリカによる
占領がことを遅延させたようです。以上を大き
く一括すると、明治 11 年から昭和 40 年まで、
盲・ろう教育の分離をめざす苦闘は 90 年に及ん
だというわけです。
PP３６

全体のまとめに入ります。盲・ろう学校の分
離に関しては、なぜ分離が必要だったのか。今
日は、生徒同士のコミュニケーションなどに難
しい面があったと申しましたけれども、そもそ
も感覚障害として５感のうちの目と耳は、
「感覚
の障害」としては共通しつつ、重要な指導領域
としての、手話は言語レベルの文化であり、点
字は文字レベルの文化です。
大正の終わりに世界で初めて日本は衆議院議
員選挙法を改正して点字による投票を公認しま
した。今ももちろん確保されている点字投票の
権利ですが、公職選挙法の上では「点字は文字
だ」と未だに言い切られていません。点字を文
字とみなすという表現なのです。まあ、一応文
字だということにしといてあげましょうという
ニュアンス！ですから、銀行での手続きのサイ
ンなんかの時に、点字は認められないというこ
とが今もけっこう生じます。点字は文字だと法
律の上で言い切る時代を、みなさんの「手話言
語条例」をめぐる取組みに学んで、手繰り寄せ
ていきたい。そういう気持ちをもっています。
障害の特性をもっと科学的に明らかにしてい
くことも求められます。視覚障害の分野では目
から入る情報が、人が生きていく上で必要な情
報の 80％だとよく言われています。かなり古い
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ある論文だけを根拠に独り歩きしている数字で
す。目が大事なことには違いありませんが、聴
覚から入る情報が 7 割、8 割という論文を読ん
だ記憶もあります。では、目と耳で 150％なのか
といったおかしな論議になってしまいますが。
それぞれの感覚の特徴ということですから、協
力しあっていっそう科学的に研究する必要があ
るのではないでしょうか。特別支援教育を、明
治期の凸字教科書の例を参考に新たに模索して
いく。インクルーシブ社会に向けて、見えない
人も聞こえない人も一般の皆さんと同等の立
場・権利で参画をしていく。これらをどう具体
化してくのか、文化史・社会史の観点からも研
究していきたいと考えます。
盲・ろう分離に至る過程で、教育内容・教科書
が違う、職業教育の領域が違う、たくさんの違
うことがあって分離していったのですが、では
「見えない人と聞こえない人はわかり合えない
のか」と考えてしまったら大きな過ちにつなが
ります。運動の過程では、それぞれの障害の特
徴や困難度を整理して国や行政につきつけるこ
とも必要でしょう。障害の大変さを行政等に伝
える意味では色々な説明の工夫が求められると
思いますが、だからと言って、本来は手を携え
合う、理解しあい協力しあって権利拡充に務め
るべき障害者団体が、そのことで争っているよ
うでは困ります。より深く、どう分かり合って
いくか。私たちの世代の課題です。
PP３７

これまでも皆さんのろう史・手話史の研究の
成果・発展ぶりを、聞かせていただきましたし、
先ほど申しましたように、仲良くさせて頂いて

（日本手話研究所）
いるみなさんから、多くの学びを得ています。
手話そのものの知識がない私ですけれど、歴史
を通して学ばしていただきたいこと、皆さんの
これまで紡いでこられた言葉の根っこから、学
びたいという想いは強いです。ろう史、ろう教
育の研究とつながり合って一層深めていきたい
と思います。
私たちは、日本盲教育史研究会を立ち上げて、
盲学校の年史類目録を作りました。ぜひ、ろう
学校史の目録を、皆さま方や関係の研究団体、
研究者の方に実現していただきたいと思ってい
ます。
PP３８

お話しの中で、鳥居嘉三郎の名前と写真を出
しました。
「京都盲唖慈善会」をも立ち上げて財
政的な側面から京都の盲人・聾唖者を支えよう
とした。
「共同作業」という用語を使って、大正
時代に施設を興した鳥居嘉三郎研究をもっとも
っと進める必要があると思っています。
実は、鳥居嘉三郎宛てに届いた唖生（卒業生）
からの手紙が京都府立盲学校に残っています。
「先生、僕は先生が院長をしている京都市立
盲唖院、ここで学んでいた頃が一番幸せでした。
卒業後、実は、重い病気に罹って今私は苦しん
でいます。寒いけれど十分な着替えもありませ
ん。」そんな言葉が切々とつづられています。ク
リスチャンでもあった、鳥居嘉三郎です。この
手紙に対して何もしなかったなどとは考えられ
ません。個人として、すぐに荷物を箱に詰め、新
しく買ってきた下着等も揃えて送り届けたに違
いないと私は想像しています。同時に、鳥居は
一人の努力だけでは日本の聾唖者は幸せになれ
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（日本手話研究所）

ない。日本の盲人は幸せになれないと考えまし
たから、文部大臣に盲・ろう教育の分離と義務
化を提案しに行ったのと同じ年に、
「日本盲人会」
という盲人の当事者団体を結成する呼びかけ人
にもなっています。当事者の声を集めてそれを
行政にも届けていくような、取組み方をしてい
かないと、日本の盲学校・聾学校は発展しない。
盲人、ろう者が幸せに歩んでいけないという想
いも、抱いていたのではないでしょうか。
明治 39 年の聾唖教育講演会・第一回全国聾唖
大会・日本聾唖技芸会が開かれたときに、唖の
ご に かい
生徒の作品を出品した会は「五二会」ですが、資
料を探ってみると、この時だけではなく、他の
土地でも五二会が開かれたようです。ですが、
五二会そのものの歴史を詳しく調べた論文とい
うのは残念ながらごく少ない気がします。製作
の場、労働の場に立って汗を流したろう者たち
の仕事と成果を多くの人々に見ていただく五二
会だったとしたら、これが果たした役割を歴史
的に調べておく必要があるのではないでしょう
か。そこから、分かってくる教訓もあるような
気がしています。
私の言葉や、手話、画像に対して、熱心にお時
間を割いてくださり、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
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