
田口山小学校
４年２組
ピノキオの仲間達





ごろ いちじる はったつ

１才半頃から、ことばの面で著しく発達がおくれは
たいじんめん きら

じめる。対人面でも人と遊ぶことを嫌い、１人で遊ぶ
てってい ほいくしょ りょういく

ことに徹底する。枚方市の保育所にて療育。

むか こうはんせいはったつしょうがい じへいしょう

４才を迎えるころ広汎性発達障害、いわゆる自閉症
しんだん

と診断される。

つたい歩きをはじめたころから父が使うノートパソ
きょうみ

コンに興味を示し、２才をすぎたころからディスク
きよう あつか ころ

トップパソコンを器用に扱い、この頃からマウスが彼

のパートナーとなる。

ようじむ つぎつぎ

幼児向けのソフトを次々とクリアしパソコンによっ
ちしき しゅとく げんざい いた

て文字、数などの知識を取得。現在に至る。

ざいせき

現在、枚方市田口山小学校４年２組に在籍。多くの
ゆうじんたち かこ

友人達に囲まれ、楽しい学校生活を送っている。

今もパソコンに向かわない日はない。毎日感じたこ
ひょうげん どくじ せかい

と、知ったことを絵で表現し、独自の世界で楽しんで

いる。

わたなべともひとプロフィール

わたなべ　ともひと

渡部　智仁　１９９１年１月１６日生まれ　１０才



ともひと君はあまりうまくしゃべれません。けど、「おはよう」と言う

と、言い返してくれます。とても、機械にくわしく、音楽をきくとき、テ

レビを見る時などは、ともひと君がしてくれます。“しんごママ”がはやっ

ていた時もいっしょにおどったり歌ったりしていました。

さよならの時はいつもともひと君が言います。みんなが帰るのがおそく

なったら泣くけど、がまんして泣かないときもあります。このごろ「９ま

でまぁつ。」と言って、みんなを待てるようになりました。そして「あり

がとうございました。」「おわります。」「おしまい。」「さようなら。」と大

きな声で全部言います。その後についてみんなもあいさつします。

きげんの悪いときは、漢字の練習をしようとしなくて「アイニー

ジュー！！」（英語）とさけびます。よけいなことをすると大声を出して

かんでしまったりすることもあります。そんな時はびっくりします。

でも、ともひと君にはいいところがいっぱいあります。ともひと君は、

たまにはおんぶやだっこをしてとおねだりします。

ともひと君は絵や工作が大好きです。画用紙で、バスやパチンコ台、家

などを作ります。それもセロハンテープを使って立体的に作ります。特に

パソコンでかいた絵はすごーく上手です。

ともひと君は大おかずを配るのが大好きです。たまに自分が当番でない

日でもやるときがあります。

ともひと君が学校を休んだ時は、クラスが少し静かになったような気が

します。

そして、ともひと君のおかげで体の不自由な人も変じゃないと思えるよ

うになれました。それがともひと君と生活していてよかったことです。

ともひと君はうまく言葉が話せません。でも、自分でいっしょうけんめ

い人に伝えようとしているのがわかります。絵を見ていると、ともひと君

が話しているみたいです。

ともひと君のしょうかい・・・・・４年２組の仲間より



４年２組
ピノキオの仲間達



連絡帳でとどいた絵

　みんなで楽しみましょう。

「飛行機のコックピット！」

「飛行機をそうじゅうするゲームに

・ ・ ・ ・ ・

　今 はまってる らしいよ。」



「あっ　　夕焼けになったよ！」

　

「ほんま・・・きれいやなぁ・・・・」

　教室中　　ジーン・・・・・



ＺＯＯ
ぼくは大きくなったらウルトラマンになって地球を

守るんだ。

ウルトラマンが好き！

とも君に公民館でウルトラマンの本を見せたら、ウルトラマンの

名前をほとんど覚えていました。私たちが指をさすときちんと言っ

てくれます。学校でも作ったりしています。「シュワッチ」とたま

にさけびます。



きかんしゃトーマス
ぼくはゆめのなかでトーマスにのりました。夕日が

とってもきれいです。

図書で好きなのは？

図書の時間に男の子が、紙しばいをみんなに聞かせてくれます。そ

れでとも君もみんなのまねをして、自分で紙しばいをめくったりして

います。とも君はトーマスの本がすきです。



キーボード

ぼくはキーボード
をうつのは、とくい
です。
４-２わたなべ　

ともひと　と打ちま
した。

パソコンクラブ

時計のふりこがゆ
れている。

野　球

家族といっしょに
野球をしているよ。
犬もいっしょにい

るよ。



毎日給食当番

ぼくは、大おかずを入れるのがスキ！　いつも給食

台の前でスタンバイ。

給食とうばん大好き！でもその後は・・・

とも君は給食とうばんで大おかずを入れるのが大好きです。とうば

んじゃないときでも入れます。お皿を私たちがもちます。「もっと少

なくして。」「もっと多くして。」と言うと少なくしたりふやしたりし

てくれます。うどんとかのときは、しるがとんでとってもあついで

す。でも入れるのが大好きです。おばあちゃんの家のおなべにもばん

ごうをかいています。でも給食はほとんど食べません・・・・



ロックバンド
みんな、うまいなあ。この曲はすごく楽しい。

もっとえんそうしたいな

音楽室のベートーベン

音楽室に行った時はとも君はすぐピアノにすわります。ベートー

ベンのまねをしてピアノをひきます。でもその音楽はめちゃめちゃ

おもしろいです。



おりがみ

作りかたをかいています。ぼくはおりがみでピノキオ作

れるかなぁ。

家のあるけしき

ぼくはまどの近くに行く。まどからは風車が見える。



やき肉や

　　ぼくはやき肉をいっぱい食べる。



わらってごまかすとも君！

工作の時パチンコを作るのにとも君は迷路を作ってしまいました。先生は

「とも君、だめじゃなーい。」と言ってました。とも君は笑っていました。と

も君は、よく笑ってごまかします。

ピノキオの仲間からのエピソード

なわとびできるよ

とも君は三年生の時になわとびができるようになりました。みんながなわ

とびをとんでると、とも君も少しずつ覚えてきました。まだみんなみたいに

早くとべないけれど「回してぴょん」と言いながらとびます。この前はなわ

とびをかしてあげると、むちゃくちゃにされてしまいました。ほどくのがく

ろうしました。

運動会はノリノリだぞ

三年の運動会　「幸せですか」ノリノリでおどりました。

四年の運動会　　練習の時、最初は知らん顔。でも、ある日とつぜん　お

どりはじめた。とも君の心のバケツがいっぱいになった

んだ！ピラミッドの時には自分から上に乗ってかっこよ

かったよ

お習字も絵かな！

とも君はすぐ用意に入ります。先生がいろいろ注意をしている間に、さっ

と書き始めます。いっぱい、いっぱい書きます。



セロテープ・はさみ・ボールペンが

あれば幸せを感じてます。２階だて

の家、マンション、バス、橋は、立体

的です。下がき用の線なんかなくて

も同じ大きさに切ることもできます。

ただ作りおえた後のおかたづけは、

とっても苦手です。

折り紙・切り紙は得意だよ！でも苦手なのが・・・

日本地図の都道府県全部言えるんだよ！

とも君は保育園のころ日本地図を覚えました。４年生になった今でもほと

んど覚えています。私たちが地図を見せて指さすと、ちゃんと言ってくれま

す。じゅ業中でも、先生に指さしして一生けんめい言っています。発音でわ

かるので、わたしたちもわかります。

パソコン教室では気まますぎだよ！

とも君はパソコン教室に行くとすぐにパソコンのスイッチを入れてキー

ボードゲームをしたり、ホームページを出してよく見ています。キーボード

ゲームはすごく上手です。

ｂｙ　大西



かんだらいたいよ！

とも君と生活して困ったことは、ふだんは無いけど、たまにお

こった時にかんだりしてくることぐらいです。おこる時は帰りの時

間がすぎた時です。前にかまれた時はめっちゃいたかったです。

「オッピー」「ソーナンス」

とも君は人と会話する事が苦手だけど、とも君に「オッピー」や

「ソーナンス」と言うとまねをしてくれます。最近はスピーチの時

にも、自分から考えて話したりします。とも君は、いろんな時に、

いろんな所ですごく成長しているんだなっと思います。

答えあってる？あってない？

今まで一番おもしろいと思った所は、とも君が算数ノートをやっ

ていて、私の顔を見て答えをあわせていた事です。「あってる？」

「あっていない？」



ともひとの両親からのメッセージ

いっしょうけんめいがんば

ともひとワールドが成功したのはみんなが一生懸命頑張ってくれたおか

げです。絵のコメント、絵の準備、受付まで本当にありがとうございます。
こころよ

そして智仁がこんな楽しい絵をかけたのも、毎日智仁と快くいっしょに遊

んでくれているみんながいたからだと思います。ありがとうございます。

みんなは、これから大きくなっていくと、うまくいくことばかりじゃな

くって、自信を失ったり、くじけそうになったりもするよね。自分なんか

いなくても良いかもなんて思うかもしれないよね。でもそんな時は４年の
じまん

時にともひとワールドやったってこと思い出して自慢して欲しい。大成功
の の

だったよね。新聞にも載ったよね。枚方市の広報にも載ったし。
の

延べ４００人も来たよね。そしてなによりもみんなを感動させることがで

きたよねって。そしてそれは自分達みんなが一緒になってやった事。いっ

ぱい自慢して欲しいな。大きくなってもみんなの前で自慢できる事って本

当に大切なことだから。みんなが智仁の絵をスキになってくれて、いろん

な人に見せてあげたいとか、変な子だって言う他の人にそうじゃないって

言いたいっていう気持ちから始めたんだよね。

もうし じんぎれいち ことば

実をいうと、ともひとという名前は中国の孟子の「仁義礼智」という言葉
じん ぎ にく れい

からとりました。仁は人を愛する心、義は悪いことを憎む心、礼は相手の
ゆず ち

ために譲る心、智は何が良くて何が悪いのかを知る心、そこから仁と智を

とりました。智というのは知識をいっぱいつけるんじゃなくって、何が良

くて何が悪いかを知ることです。この仁と智は、名をつけた私たちにいつ

も教えてくれます。何をすることが一番良いことなのかを考えること。そ
いつく

して人を憎むんじゃなくて愛しむこと。智仁を通じていつも周りの人から

教えてもらいました。そしてまた、ともひとワールドでみんなから教えて

もらいました。ほんとうにありがとうね。



青い星

うちゅうにやって
きた。地球が見え
る！

日本地図

おきなわの海でお
よぎたいなぁ・・・・

大阪わん　遠足

遠足で、電車をのり

ついで、大阪わんに行

きました。まわりの景

色をよ～く覚えて家

に帰って来ました。こ

れは、遠足の時、外に

あった橋を見て、それ

をかきました。



にじの上のきしゃ

ぼくは、にじのきしゃにのっているん
だ！



チャペル

ひろくんの保育園のおむかえの時に通る
んだ。夕日にはえるチャペル、ステキだよ。



マクド行く

「いらっしゃいませ」なににしますか。



漁　港

ぼくはどこ？
このマンションは８階まであるよ。おくじょうから町をながめ

よう。



ＥＳＳＯ
ぼくは、おとなになったらガソリンを車にジャンジャン

入れちゃう。

バスに乗ってみたい

　　バスを見るといつもいう。



トイザラス行く

おもちゃが大好きです。ぼくは、へいわどうへいくのが

好きです。おもちゃがあるからです。またこんどいきます。

ツリー

クリスマスツリーのかざりつけをするぞ。くらいところ

でひかるのは、やっぱりいいな。



夏のけしき
　　海　山　ゆうだち　おまつり

暑いのはきらい

とも君は暑いのが大きらい。７月ごろ、学校の中で、どこかに

行ってしまった。いろんな所をさがして、やっと見つけたのがみぞ

の中でした。ぼくも、とも君といっしょに、みぞの中にねころんだ。

冷たくて気持ちよかった。青空がいっぱいに広がっていた。



ざめしや

おなかがぺこぺこです。一度いってみた
い。



ぼくのどうぶつえん

いろんなどうぶつが、なかよくあそんで
います。



あとがき

智君と最初に出会ったときは、３年生でした。１，２年生の時からいっしょ

だった友達からいろいろ聞いてのスタートでした。とにかくクラスにはいろい
たが こせい そんちょう

ろな子がいました。子どもたちにはお互いの個性を尊重し合える子になってほ

しいと願ってきました。

しょうがい

智君は障害を持っているけれど、障害がだめなことや、かわいそうなことで

はなく、また、特別な事なのではない一つの個性としてとらえてほしいと思い

ました。

せいいっぱい せっ

３年生の初めには自分のことで精一杯だった子どもたちも、本当に自然に接

していくようになりました。出来ないところだけ少しお手伝いする、そんな感

じでした。

そして、智君の持って生まれたやさしさがみんなに伝わり、彼の気持ちや

やっている行動が理解できたとき、教室の中にほほえみが生まれ、喜びが広が

りました。

言葉では話せない智君がパソコンですばらしい絵を描くことを知り、連絡帳

でお母さんが教室にとどけて下さるようになりました。彼を理解するためその
しょうかい

絵をみんなに紹介したときのことです。

その日は飛行機のコックピットの絵でした。一枚目の絵は青空でした。下に

あった二枚目の絵をめくったとき、思わず子どもたちの中から声が上がりまし

た。

「あっ、夕焼け！！」

「ほんまや。きれいやな～～。」

きょうゆう

その時のみんなで共有した感動の時間、それが忘れられませんでした。



そして、その感動をより多くの人に知らせたいという思いが子どもたちを動

かしました。子どもたちと展覧会を開くため実行委員会を何度も開き、出来る

だけ子どもたちの力で進めるようにしてもらいました。そしてお家の人の協

力、学年全体の協力も得るようにしました。そして展覧会は見事に成功をおさ

めました。

と ささ

子どもたちの心の中にやり遂げた喜びとたくさんの人に支えてもらったこと

が大きく残ればいいなぁと思います。

かんしゃ

智君と出会えたことに感謝します。

また展覧会とこの本を出すに当たって、お父さんお母さんをはじめ、クラス

の子どもたち、４年生の各クラスの子どもたちと担任の先生方、保護者のみな

さんなど周りの人たちにいっぱい支えてもらったことに感謝しています。

かくしん

そしてこの本がみんなの宝物になることを確信しています。

　　　　　　　２００１年１月       ４年２組担任　　関  志保子
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昌明　菜南子  隼平　あかね　優子
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 本編集委員

智路　 真衣　真弓　成美　翔太

紳太郎             大西明代（教諭）　






