
 

2015 年度 

発達障害のある子どものための学級・学校支援ガイドブック 
－自尊感情を高め、レジリエンスを育てることをめざして－ 

和歌山大学教育学部  

特 別 支 援 教 育 学 教 室 

武田研究室 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
目   次 

 
 
第１章 はじめに 
 
Ⅰ 研究の紹介  ････････････････････････････････････････････････････  １ 
 
Ⅱ 二次障害を予防していくための視点･･････････････････････････････････  5 
 
１． ＩＣＦの考え方を使っての現状分析･･････････････････････････････    5 

 
２． 学級集団の中での問題発生や悪化の予防･･････････････････････････    6 

 
３． 情緒や行動の包括的な質問紙の活用･･････････････････････････････    8 

 
 
Ⅱ メンタルヘルスを考慮した個別の指導計画の作成と指導・支援 ･････････  9 
 
Ⅳ 提案・交渉型アプローチのすすめ･････････････････････････････････････  10 
 
Ⅴ 子どもや保護者から聴くエピソードの役立て方･････････････････････････   11 
 
 
 
第２章   事  例                             ･････････････････････････  13       
  

子供の困り感に寄り添い、自己肯定感を育むための取り組み･･････････････････  14  
  

 通常の学級に在籍する LD 傾向のある B 児に対する支援･････････････････････ 25 
 
 

  
 



第１章 はじめに 

Ⅰ 研究の紹介 

 日本においては、子どもの数が減少し、それが社会問題になっている。幼稚園は155万7千人で，前年度

より2万6千人減少，小学校は660万人で，前年度より7万7千人減少し、中学校は350万4千人で，前年度

より3万2千人減少し，それぞれ過去最低を更新している（文部科学省，2014）。しかし、この少子化

の流れの中で、特別支援学校の生徒数は、1996年86,293人、2005年101,612人、2014年135,617人と増

加し続けている（文部科学省，2014）。文部科学省を中心にインクルーシブ教育システムを推進し、

障害のある子どもが地域の小中学校で学べる環境作りに力を注いでいるが、本来ならば高等学校や中

学校に進学すべき生徒達が特別支援学校に進学してきている。特別支援学校に進学してくる軽度の知

的障害や、発達障害のある生徒の多くは、不登校、非行、いじめなどの過去があり、加えて挫折経験

や叱責された経験が多い。 

１．研究目的 

本研究では、知的障害特別支援学校中学部・高等部に在籍する軽度知的障害や発達障害のある生徒

がどのような適応上の問題や二次障害を抱えているかを明らかにすることを目的とした。 

２．調査方法 

対象者は、知的障害を主とする特別支援学校６校の中学部・高等部に在籍する軽度知的障害、発達

障害のある生徒と学級担任である。学級担任にＴＲＦによる生徒のアセスメントを、また、同様にTS

CC-Aにおいては、特別支援学校の生徒130人に生徒自身から回答を求めた。

どのような適応上の問題や二次障害を抱えているかを明らかにするため、T. M. Achenbach らが開

発した子どもの行動や情緒を多面的、客観的にアセスメントし、心理社会的な適応/ 不適応状態を包

括的に評価することのできる教師用のＴＲＦ（Teacher’s Report  Form）と、TSCC-A（Trauma Sy

mptom Checklist For Children）の２種類を使用した。

① Teacher’s Report  Form (TRF)

ASEBA のTRFとは、アメリカの心理学者の T. M. Achenbach らが子どもの行動や情緒の特徴、

および多面的な問題性を評価する客観的アセスメント指標として開発した、心理社会的な適応/ 不適

応状態を包括的に評価するシステムである。Achenbach は子どもの行動と情緒の問題を評価するも

のとして、評価対象者自身が記入する YSR（Youth Self Report）、 保護者が記入する CBCL（C
hild Behavior Checklist）、 教師が記入する TRF（Teacher's Report Form）の３種類の質問紙を

開発している。問題行動項目は8 つの下位症状群尺度（Ⅰ．「ひきこもり（Withdrawn）」Ⅱ．「身体

的訴え（Somatic Complaints）」Ⅲ．「不安・抑うつ（Anxious/Depressed）」Ⅳ．「社会性の問題

（Social Problems）」Ⅴ．「思考の問題（Thought Problems）」Ⅵ．「注意の問題（Attention Prob

lems）」Ⅶ．「非行的行動（Delinquent Behavior）」Ⅷ．「攻撃的行動（Aggressive Behavior）」Ⅸ

．「その他の問題」）から成り、さらに、2つの上位概念（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの症状群尺度の合計から求め

られる内向尺度；Internalizingと、Ⅶ、Ⅷの症状群尺度の合計から求められる外向尺度；Externaliz
ing）に統合される。各下位症状群尺度、内向・外向尺度、および総得点からプロフィールが求められ

る。このCBCL は世界各国で標準化が進められており、研究や臨床の場で国際的に広く使用されてい

る。特にプロフィールから得られるTスコアによって、臨床域と境界域、通常域の弁別にすぐれてい
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るといわれている。 
② 子ども用トラウマ症状チェックリスト TSCC-A 

 TSCC（Trauma Symptom Checklist  for  Children）は、Briereが作成した8歳から16歳の子

どもを対象とした自記式質問用紙であり、トラウマ性の体験の後に生じる精神的反応や心理的症状の

評価を目的としている。TSCCは54の質問項目からなり、過少反応Underresponse（UND）尺度と過剰

反応Hyperresponse（HYP）尺度の二つの妥当性尺度と、トラウマ体験に起因すると考えられる六つの

臨床尺度が設定されている。臨床尺度には、「不安Anxiety（ANX）尺度」、「抑うつDepression（D
EP）尺度」、「怒りAnger（ANG）尺度」、「外傷後ストレスPosttraumatic Stress（PTS）尺度」、

「解離Dissociation DIS尺度」、「性的関心Sexual Concerns（SC）尺度」がある。また、DIS尺度には

、下位尺度が設定され、「明らかな解離Overt Dissociation (DIS-O)尺度」と「ファンタジーFantasy (

DIS-F)尺度」が設定されている。今回は、子どもが性的な内容を質問されることに抵抗を示す場合に

使用する性的関心尺度を含まない44項目のTSCC-Aを使用した。 

 

３． 結果 

TRFの回収率は100％であり、また、TSCC-Aの回収率は84％であった。高等部80人、中学部50人か

ら回答を得、男女比は、男子92人（うち高等部54人、中学部38人）、女子38人（うち高等部2６人、中

学部12人）であった。また、地域の小中学校から特別支援学校の中学部、高等部に進学してきた生徒

が97人（75％）、特別支援学校小学部・中学部から内部進学してきた生徒が33人（25％）であった。 

 
Fig．１ ＴＲＦの結果 
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   Fig．２ TSCC-Aの結果 

  

（1）TRFの3群（正常域、境界域、臨床域）とTSCC-Aの3領域（正常域、準臨床域、臨床域）の割合 

TRFの3群（正常域、境界域、臨床域）とTSCC-Aの3領域（正常域、準臨床域、臨床域）の割合を示し

た（Fig.1，2）。記入漏れなど欠損値がある生徒を除外し、109人を対象とした。TRFの分析結果か

ら、TRFの８つの 下位尺度と２つの上位尺度（内向尺度、外向尺度）、そして総得点において、境

界域にある生徒の割合は、全体の18％（中学部22％、高等部16％）で、臨床域にある生徒は、全体の

72％（中学部66％、高等部75％）であり、正常域にある生徒が全体の10％（中学部12％、高等部9％
）であった。 

TSCC-Aの７つの尺度の結果は、「不安」は正常域68％、準臨床域9%、臨床域23%であった。同様

に、「抑うつ」は正常域78.9％、準臨床域5.5%、臨床域15.6%であった。「怒り」は正常域82％、準

臨床域7%、臨床域11%であった。「PTS」は正常域78％、準臨床域5%、臨床域17%であった。「解

離」は正常域87％、準臨床域5%、臨床域8%であった。「明らかな解離」は正常域84.4％、準臨床域8
.3%、臨床域7.3%であった。「ファンタジー」は正常域85％、準臨床域5%、臨床域10%であった。 

さらに、TRF とTSCC-A 両方の結果を分析し、TRFではすべての項目で正常域であったが、TSC
C-Aにおいては、一部の項目に準臨床域、臨床域を含んだものが1.8%、TRFにおいて一部の項目に境

界域もしくは臨床域を含んだが、TSCC-Aにおいては全て正常域であった生徒が50.4%、TRFでも一

部の項目に境界域もしくは臨床域を含み、TSCC-Aでも一部の項目に準臨床域、臨床域を含んだもの

が37.6%であったことが明らかにされた。TRF、TSCC-Aいずれも正常域であった生徒は10.1%に過ぎ

なかったことが明らかにされた。 
（2） 地域の小中学校から特別支援学校の中学部、高等部に進学してきた生徒と、特別支援学校小学

部・中学部から内部進学してきた生徒との比較 

地域の小中学校から特別支援学校の中学部、高等部に進学してきた生徒（以下、外部からの進学者

）と特別支援学校小学部・中学部から進学してきた生徒（以下、内部進学者）を独立変数とし、TRF

の８つの 下位尺度（ひきこもり、身体的訴え、不安抑うつ、社会性の問題、思考の問題、注意の問題

、 攻撃的行動、非行的行動）と２つの上位尺度（内向尺度、外向尺度）、そして総得点においてｔ検

定を行った。同様に、TSCC-Aの７つの尺度との間に有意差があるかどうかを個別に算出した。ｔ検
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定の結果、ＴＲＦの「身体的訴え」において、外部進学者の方がT得点の平均値が高かった（ｔ（128

＝-4.14），<.05）。また、TSCC-Aの「ＰＴＳ」において、外部進学者の方がT得点の平均値が高かっ

た（ｔ（128＝-5.92）,<.05）。 

 

４．考察 

（1）．生徒の適応の状況とトラウマ 

TRFは、現状における情緒と行動の適応状況をアセスメントしているが、TSCC-Aは、トラウマ性

の体験の後に生じる精神的反応や心理的症状の評価を目的としている。すなわち、過去のトラウマ体

験後に生じた精神的反応や心理的症状のアセスメントを行っているため現在と過去という時間差があ

る。 
本研究の分析結果をみれば、①現状は適応しているが、過去にトラウマを抱える経験がある者、②

現状は適応していないが、過去にトラウマを抱えていない者、③現状に適応していないし、過去にも

トラウマを抱えている者、④現状は適応していて、過去にトラウマも抱えていない者というように分

類できる。本調査において、個々の生徒の担任等からの聞き取りでは、トラウマの原因は、級友から

のいじめや親からの虐待が多かった。 
教員が生徒を指導・支援する上で、特に配慮を必要とする者は、②現状は適応していないが、過去

にトラウマを抱えていない者、③現状に適応していないし、過去にもトラウマを抱えている者である

。②に関しては、現在の集団や指導法が生徒自身に合わない可能性のあることが考えられ、アプロー

チの仕方を変えていく必要があると考える。②（①を含む）に関しては、トラウマの体験が関与して

いるため、指導・支援していく上で特に配慮を要する。奥山（2010）は、トラウマ体験をした子ども

は、自責感や恥の感情を抱き、低い自尊感情しか持てなくなり、周囲の人たちとの愛着関係や、信頼

関係を構築する際にも、さまざまな障害を引き起こすことと、感情が移り変わりやすく、ほんの些細

なストレスや否定的な感情に耐えられず、暴発させてしまうようになり、周囲の人たちや世の中全体

についての認知を歪めてしまうとしている。また、杉山（2011）は、自閉症スペクトラム障害の場合

、トラウマ的になりやすく、とくに知的な障害をもつ子どもにおいて著しい状況であるとてしている

。これらトラウマ経験を抱えた生徒に対して、心的外傷後成長（Posttraumatic Growth）の視点を

基盤に置いた支援のあり方を模索していくことが重要である（近藤，2012）。 
  
２．TRFとTSCC-Aとの関連 

TRFの８つの 下位尺度（ひきこもり、身体的訴え、不安抑うつ、社会性の問題、思考の問題、注

意の問題、 攻撃的行動、非行的行動）と２つの上位尺度（内向尺度、外向尺度）、そして総得点を「

正常域」、「境界的」、「臨床域」の３群に分け、TSCC-Aの７つの尺度との間に有意差があるかど

うかを個別に算出した分析結果から、多くの有意差が見出された。TRFにおいて境界域や臨床域にあ

る生徒のT得点は、正常域にある生徒と比較して、TSCC-Aの７つの尺度のT得点が有意に高いという

結果が得られた。言い換えれば、現状での適応状態の悪い生徒は、トラウマ症状のT得点が有意に高

いという結果を得られたことになる。 
日本においては、現在、本来ならば中学校、高等学校に進学すべき生徒が不適応状態になり、特別

支援学校に進学してくることが多い。いじめや叱責、虐待等の不適切なかかわりがインクルーシブ教

育の社会的障壁になっているものと考える。 
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Ⅱ 二次障害を予防していくための視点 

 保育所･幼稚園、小中学校、高等学校等において、発達障害のある子どもは、集団生活の中で自尊感

情を低下させ、情緒的に不安定になり、心身に変化がみられたり、行動上に問題を抱えたりしている。

学校教育においてどのように二次障害を予防していくかが大きな課題になる。 

 子どもの困難さ、不適応については、行動観察や面接により実態把握を行う、知能検査や認知検査

などの心理検査やチェックリスト（例えば、T. M. Achenbach らが開発した、心理社会的な適応 / 不

適応状態を包括的に評価するシ ステムである ASEBA など）を用いるなどして実態把握を行うこと

でより早期に予防的に対応することが大切である。 

ここでは、学校において二次障害を予防する手立てとして、（１）国際生活機能分類（International 

Classification of Functioning, Disability and Health：ICF）を活用し、子どもの実態を整理すること、（２） 

アメリカの心理学者 の T. M. Achenbach らが開発した ASEBA(Achenbach System of Empirically Based 

Assessment)を用いて、心理社会的な適応 / 不適応状態を包括的に評価し、不適応状態とその程度を把

握すること、（３）学校や学級において二次障害を予防するためのプログラムについて紹介する。 

 

  １．ＩＣＦの考え方を使っての現状分析 

 ＩＣＦは、2001 年に WHO 総会において採択された障害の構造･概念の枠組みであり、人間の生活

機能を心身機能（body functions)・身体構造（body structures）、活動（activities）、参加（participation)

の３つの次元で捉え、それらの生活機能は健康状態と共に、環境因子（environmental factors）や個人

因子（personal factors）といった背景因子にも影響されるものとしている。ＩＣＦは、障害の肯定的な

見方や社会参加の視点から捉え、障害の状態を把握するための分類項目の体系であり、障害者支援を

総合的に見つめるアプローチとされている。  

  ＩＣＦは多くの目的に用いられる分類であり、さまざまな専門分野や異なった領域で役立つことを

目指しているもので、学校教育においても大いに役立つものである。  

 Fig.３に示したようなＩＣＦ構成要素間の相互作用図を子どもの関係者で「心身機能・構造」、「活

動」、「参加」、「環境因子」、「個人因子」に当てはまる実態を付箋などで貼り付け作成していく。

教師同士や保護者などが作成していく過程において、お互いの情報を共有することで子どもの全体像

が見えてくる。ＩＣＦを活用することで、それまでは、障害があるから問題行動を起こすという漠然

とした子どもの見方から、「障害の特性からくる対人関係や学習上に困難を抱えているから」という

見方に変わる。そして「心身機能・構造」、「活動」、「参加」、そして背景因子である「環境因子」

と「個人因子」を検討･分析していくことで指導や支援の目標、内容が整理され、支援の在り方が見え

てくる。             
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健康状態（変調または病気）

ADHD

心身機能・身体構造 活動 参加

背景因子

環境因子 個人因子

ＩＣＦの分類

注意機能
記憶機能
情動機能など

教室から飛び出す
トラブルを起こしやすい
授業に集中できない

一斉授業に参加しに
くい
登校を渋る

薬の服用
オープンスペースの教室
排他的なクラスメート
学校を信頼できない保護者など

自尊感情の低下
自己効力感の低さ

 

         Fig.３ ADHD の子どものＩＣＦによる分類 

 

２．学級集団の中での問題発生や悪化の予防 

 問題の発生を予防することを一次予防、問題の悪化を防ぐことを二次予防、問題による二次的な社

会的不利益を防ぐことを三次予防という(伊藤，2007)。 

一次予防は、一般的な予防（universal prevention）と選択的な予防（selective prevention）に分けられ

る(Fig.４)。一般的な予防は子ども全員を対象に行うものである。たとえば、発達障害など特別な教

育的ニーズのある子どもが在籍する学級の普段の学級経営において、発言の仕方、仲良くするマナー

など学級生活にかかわるルールを決めておくことが大切である。いわゆる全員を対象としたメンタル

ヘルスケアである。それに対して、選択的な予防は、学級経営を行っていくための全員を対象にした

ルールだけではわかりにくく、不十分な場合に考えられる予防活動である。例えば、ADHD で落ち着

きが無く、不注意である場合には教室内の座席の位置や班の構成メンバーに配慮することなどがあげ

られるであろう。ハイリスクな状態の子どもに対して、普段から個別な配慮や支援を行うことを指す。 

 また、二次予防は、教室を飛び出す、他者に暴力をふるうなどもうすでに問題が起きており、不適

応な状態に陥っている子どもに対して、これ以上の問題悪化を防ぐことを目的にして行うことをいう。

すなわち、適用根拠のある必要な予防（indicated prevention）である。適切な対処が必要であり、保護

者や専門機関等との連携を図りながら指導・支援が必要な段階である。 

 三次予防は、不登校等の非社会的行動や非行等の反社会的行動、また、心身症等の身体症状に対し

て、カウンセリングや治療を行うことにより問題による二次的な社会的不利益を防ぐことをいう。 

 Table１に示したように、一般的な予防として、学級においては、「学級でのルール(発言や仕方等)

を明確に掲示する」、「視覚支援教材を取り入れる」などがあげられる。表 1 のように学級･学校等で

できる指導･支援の方法を明確にしていくことは二次障害を予防するために有効である。 
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                  Fig.４ 問題発生の予防 

 

 

 Table１ 問題発生と悪化の予防例 

 

学級 学校 家庭

○学級目標、学級のルールを教師と子どもが一緒に作り上げる。 ○ＩＣＦの視点で子どもの実態を把握し、教師間で共通理解する。 ○家庭訪問、学級懇談会などを通じて、

○個人に対するルールがあることを学級全体で理解できるように ○校内の人的資源を有効活用する。 　保護者のニーズを理解する。

　する。 （支援員の活用方法、効果的な時間割の構成など） ○学年だより、学級通信を通じて学校の

○どの子にも分かりやすいユニバーサルデザインの授業を行う。 ○教材や学習進度などについて、学年担任間で共通理解して 　様子を家庭に伝える。

　・分かりやすい声で、ゆっくりと短く具体的な指示を出す。 　授業を行う。

　・授業を飽きさせない工夫（15分ずつの細切れの課題、読む・書く・

　　　聞く・話す活動をうまく配分する）をする。

　・具体物を操作するなど実践的・体験的な授業を行う。

　・視覚支援（図や絵の掲示、板書の工夫）を取り入れる。

　・授業の見通しを持たせたり、授業の振り返りを行うなど、授業の

　　　開始・終了にめりはりを持たせる。

○学び合いや学級活動を通じて、子ども同士の繋がりを深める。

○どの子も認められる学級経営を行う。（係、役割を通して）

○子どもをたくさん褒め、肯定的に捉える。

○自尊感情、自己効力感を高めるような活動を取り入れる。

○整理整頓された教室にする。　○静かな時間帯を作る。

○個別の支援を必要する子どもを把握する。 ○校内委員会で学級担任と専科担当、支援員などが連携を深め、 ○電話、連絡帳、家庭訪問を通じて、

○支援員などを活用し、個別の支援に対応する。 　支援の必要な児童に対してチームとして支援を行う。 　保護者との連絡を密にする。

○がんばりカードを活用し、自己評価をさせる。 ○支援チームで個別の指導計画を立てる。 ○家庭からの相談に乗り、アドバイスを

○成功体験を多く積む。　　 ○支援チームが定期的に個別の指導計画のチェックを行い、 　する。

○子どもの得意・不得意を見極め、授業内容を組み立てる。 　必要に応じて計画の見直しを行い、支援を進めていく。

○座席を配慮する。 ○一時的な個別指導の場所を確保する。

○算数の習熟度別学習など学力定着を目指した取り組みを行う。

○学習の遅れや個別の課題に対応する。（通級指導教室等） ○知能発達検査を行う。○スクールカウンセラー等の活用を検討する。○学校、児童相談所、医療機関、子ども

○子どもに応じた課題を用意する。 ○児童相談所、医療機関、子ども総合支援センター、家庭との 　総合支援センターとの連携を図る。

○放課後など個別に子どもの話を聞く機会を継続的に設ける。 　連携を図り、定期的に相談・報告を行い、支援方法を検討する。

○校内外の人的資源を有効活用する。

○子どもの心理状態を把握する。 ○児童相談所、医療機関、子ども総合支援センター、家庭との ○学校、児童相談所、医療機関、子ども

○子どもに応じた課題を用意する。 　連携を深め、支援体制の見直しと強化を行う。 　総合支援センターとの連携を強化する。

○放課後など個別に子どもの話を聞く機会を継続的に設ける。 ○抽出など、個別指導の時間を増やす。

支援の場
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  ３．情緒や行動の包括的な質問紙の活用 

 幼児期から思春期にいたる子どもの情緒や行動を包括的に評価する質問紙として、アメリカの心理

学者 の T. M. Achenbach らが開発した ASEBA(Achenbach System of Empirically Based Assessment)を

用いて、心理社会的な適応 / 不適応状態を包括的に評価し、不適応状態とその程度を把握する一連の

調査票がある。保護者が記入する Child Behavior Checklist (CBCL)、ほぼ同じ内容で本人が回答する 

Youth Self Report (YSR)、ならびに教師が回答する Teacher's Report Form (TRF)である。CBCL は 2-3 歳

の幼児版（CBCL/2-3）と年長児版（CBCL/4-18）とに分かれている。CBCL など一連の評価用紙の構

成の特徴は、子どもの情緒と行動を多面的に評価することであり、それぞれ男女別に標準化されてい

る。CBCL／4-18 は社会的能力尺度と問題行動尺度から構成されている。社会的能力尺度は、子ども

の趣味や友達関係、家族関係など生活状況を調べるものである。問題行動尺度は 118 の質問項目と書

きこみ可能な 1 項目から構成されている。これらの質問により評価される症状群尺度は、「ひきこも

り」、「身体的訴え」、「不安／抑うつ」、「社会性の問題」、「思考の問題」、「注意の問題」、

「非行的行動」、「攻撃的行動」の８つの軸からなり、さらに「ひきこもり」、「身体的訴え」、「不

安／抑うつ」からなる内向尺度、「非行的行動」と「攻撃的行動」からなる外向尺度と総得点がある。

これらは、心理社会的な適応／不適応状態を包括的に評価できるようなシステムになっている。この

プロフィール表には 2 つの点線が記入されており、2 つの点線にはさまれた領域は境界域、その下は

正常域、その上は臨床域と評価される(Fig５)。このスケールを活用することで子どもの情緒面及び行

動面の発達や問題の特徴を一目で包括的につかむことができる。いち早く、心理社会的な適応／不適

応状態を評価し、支援体制を整える有効なツールである。 

 武田(2006)は、通常の学級における発達障害のある子どもの情緒及び行動に関する適応状態に関し

て CBCL、TRF、YSR で評価し、目で見える形で複数の関係者(担任、特別支援コーディネーター、保

護者等)が情報を共有すると共に、校内委員会等の支援会議でその結果を活用し指導･支援することが

有効であると報告している。 

 

            Fig５ Teacher’s Report Form (TRF)の例示 
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Ⅲ メンタルヘルスを考慮した個別の指導計画の作成と指導・支援 

 二次障害を予防するための教育計画作成の視点として、メンタルヘルスを支援していくために個人

のレベルと環境レベルで考えていく必要がある。 

 個人のレベルでは、トラウマを抱えてしまっている場合が多いことは研究結果として述べた。子ど

もが自らのストレスを軽減し、ストレスに対してより適切な対処ができる力を育成することが重要で

あると共に、心的外傷後成長（Post Traumatic Growth，以下 PTG）の考え方を理解し、対応してい

く必要がある。そのためには変たるヘルスを考慮し、ストレスマネージメントに関する教育の機会を

保障していくことが求められる。 

 発達障害のある子どもの場合、特にソーシャルスキルトレーニングを行うことでストレス対処に幅

を持たせたり、問題解決力を育成したりするための教育プログラムを用意していくことが必要である。

その際に、教師や友人との信頼関係を高め、お互いが相談できる関係性、すなわちソーシャルサポー

トを高めていくことが大切になる。さらに自尊感情（特に基本的自尊感情）を高めて、自己効力感を

高めていくことが指導･支援のポイントとなる。ＰＴＧの視点で、レジリエンス（resilience）を育

てることが重要になる。レジリエンスとは、「精神的回復力」「抵抗力」「復元力」「耐久力」

と翻訳されている。すなわち、落ち込んでいても立ち直る力である。 
第２章の事例２においては、幼児の「こだわり」や「クールダウン」の変遷を大切にし、レジリ

エンスを育てることに視点を置いた事例があげられている。 

 また、環境のレベルでは、学校･学級内のストレッサーの軽減を図ること、相談できる人や場所を保

障し、発達障害を始め、さまざまな障害に対する啓発活動を推進していくことが重要である。 

 通常は、WISCⅣ知能検査や K-ABC 心理･教育アセスメントバッテリー、DN-CAS 認知評価システ

ム等の検査を実施し、知能の特性に配慮すると共に、各教科等の実態や情緒及び行動の実態を把握し、

個別の指導計画を作成する。しかし、二次障害がもうすでに生じている場合は、Fig.６に示したよう

に、第一段階として「二次障害への対応」、第二段階として「障害特性への支援」、第 3 段階として

「知的機能への配慮」を可能な限り同時期に行っていくことが求められる。 

 個別の指導計画、個別の教育支援計画を作成、実践し、形成的評価を行いながら修正、再び指導･

支援を継続していく。いわゆる、PDCA(Plan-Do-Check-Action)あるいは PDS(Plan-Do-See)サイクル)

に沿って一貫性・継続性のある質の高い指導･支援を行っていくことが重要である。 
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第１段階

二次障害への対応

第２段階

障害特性への支援

第３段階

知的機能への配慮

Fig．６ 支援の順序性

二次障害による不安定な状態

障害特性による困り感

知的機能

 

 

Ⅳ 提案・交渉型アプローチのすすめ 

  

 提案・交渉型アプローチとは、子どもが「無理」「できない」「どうしていいかわからない」などと立ち往

生したときに、子どもの気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けたいくつかの方法を「提案」し、子どもと

「交渉」する中で子どもが自主的・主体的に「選択」できるように指導・支援する方法である（武田，2013）。

提案・交渉している間は、主体は教師や保護者にあるが、自己選択・決定するのは子どもであり、その時主体

は子どもにある。 

 その際に気をつけなければならないのは、子どもの心の中にあって、上手く言語化できない本当の気持ちを

引き出すことである。だから、その基盤として、普段から子どもの言動に耳や目を傾け、共感し、受容する関

係が成立していなければならない。交渉の中でも、子どもの反応を注意深く受け止め、子どもの気持ちを拾い

上げることがポイントとなる。 

 この提案・交渉型のアプローチを続けていくことで、子どもはその認知的評価において徐々にあきらめにく

い状況となり、ストレッサ―へのコントロール可能感を高めていく。子どもは、自分は「支えられている」「大

切にされている」と実感できるから、自尊感情が高まり、自己効力感が高まる。 

 特に発達障害で二次障害のある子どもは、物事に対する評価が０か１００と極端で二分化しやすい面があ

る。一つうまくいかないことがあると全てだめだと思ってしまう認知や思考の偏り・固さが見られることも多

い。このような子どもたちに、物事の様々なとらえ方や対処行動のバリエーションを示すことのできるこの提

案・交渉型アプローチは、特に有効なのである（武田，2013）。 

 発達障害のある子どもたちに対しては、聴覚情報よりも視覚情報が有効な場合が多い。このアプローチにお

いても、対処行動（コーピング）を視覚化することが有効である。文字や図、絵などを用いることで、目に見

える形でどのようにストレッサーに対処していくかを考えさせ、客観視させることができて効果的である。ま

た、自分の選択の結果についても、あらかじめ子どもたちは「見通し」がもてるようになる。「安心」できる

環境の中で、自分を支えてくれる教師と「関係性」を高め、互いに「信頼」しあいながら、「選択・決定」し

ていくことは、子どもの内面を育てるのである。 
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Ⅴ 子どもや保護者から聴くエピソードの役立て方 

 

 私たちは、子どもや保護者など様々な人たちから話を聴く。その聴き方として、傾聴すること、

受容的であることが大切であるといわれる。まさにこれらの聴き方は基本である。しかし、一方で

は、聴く側にとっては図５に示したように、エピソードのプロセスを整理しながら聴いていくと、

どこに問題を抱えていて、どのような認知的評価をしているのか、どのような対処行動をとってい

るのか、社会的因子はどのような状態なのか、個人的因子はどうなのかがより明らかになる。 

 Fig.７を示して説明する。ある子どもが「いじられている」とする。エピソードとしては、聴き

手が①「いじめられていてつらい」という子どもの話を聴いたとする。要求においては、②「いじ

めをやめて欲しい」と子どもが願っている。認知的評価としては、③「自分ではいじめを止めるこ

とができない」と感じている。個人的因子として、④「内気な性格」で、誰にも相談できないでい

る状態であり、社会的因子として、⑤「いじめが多発し、無秩序な学級」であるとする。コーピン

グ（対処行動）としては、⑥「学校に行こうとするとおなかが痛くて行けない」、「学校を休みが

ちになる」という行動をとっている。 

 

  Fig.７ Coping as an Episode Process 

（出典）Susan Folkman（2011）Perceived Control and the Development of Coping. The Oxford 
Handbook of Stress, Health, and Coping: Oxford University Press.より 

 
本人のエピソードから要求、認知的評価、個人的因子、社会的因子、そしてコーピングの実態を把

握し、子どもが「無理」「できない」「どうしていいかわからない」などと立ち往生したときに、指導者や

保護者は、子どもの気持ちに寄り添いながら、問題解決に向けたいくつかの方法を「提案」し、子どもと「交

渉」する中でよい循環になるようアプローチしていくことが望まれる。 
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事例１ 

子どもの困り感に寄り添い、自己肯定感を育むための取り組み 
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１ Ａ児のプロフィール 
・小学校３年生男子、通常学級在籍 

・家族構成：A児、母親 

・明るく、人懐っこい性格である。 

・自閉スペクトラム症の診断あり 

 
 
２ 主訴 

A児は、通常学級に在籍している。知的に遅れはあまり見られないが、記憶機能に課題があり、学習に

ついていくのが難しい状況である。また、担任の言葉による指示の理解も難しく、うまく行動に移すこ

とができない。 

語彙数が乏しく言語理解力も低いため、うまく気持ちを表現できず、周りの人とのコミュニケーショ

ンがうまく取れない。また、気持ちのコントロールも苦手なために、友だちとトラブルを起こすことも

よく見られる。 

このような状況から、学習意欲の低下や集団行動の難しさなど、学校生活において本人が困っている

状況が多く見られる。A児の困り感を減らし、自尊感情を高めることで情緒の安定を図り、よりよい学

校生活が送られるために有効な支援方法を考える。 

 
 

３ 実態 
・Ａ児は自分に都合のよくないことになると、暴言吐いたり暴れたりし、授業を妨害する。 

・出来事や話の内容などを忘れることが非常に多い。 

・身の回りの整理整頓ができなくて、机の周りやロッカーなど煩雑になっている。 

・給食当番や係の仕事はほとんどしない。 

・相手の気持ちや状況を理解することが難しい。 

・学習に取り組むことが困難である。 

・宿題をしてくることがほとんどない。 

・自分の考えを持つこと、それを伝えることが苦手である。 

・折り紙や制作活動はとても得意である。 

・学習に集中できる時間は長くて１０分程度である。 

・不登校傾向にあり週に１日程度欠席する。 

 
４ 検査の結果 
４−１ 個別心理検査結果概要 

A 児 

検査時 9 歳 11 月 

検査名 WISC-Ⅳ 

 
① 結果 

１）全般的な知的発達水準 

FSIQ(全検査 IQ)84(パーセンタイル 14、90％信頼区間 80－90)であり、同年齢の子どもと比べて

「平均の下－平均」の水準にある。 

 

２）指標間の差 

VCI(言語理解指標) 76(パーセンタイル 5、90％信頼区間 71－86) 

PRI(知覚推理指標) 95(パーセンタイル 37、90％信頼区間 88－103) 

WMI(ワーキングメモリー指標) 82(パーセンタイル 12 90％信頼区間 77－90) 

PSI(処理速度指標) 96(パーセンタイル 39 90％信頼区間 89－104) 

＊PRI(知覚推理指標)、PSI(処理速度指標)に比べ、VCI(言語理解指標)、WMI(ワーキングメモリー

指標)が低い状態であり、有意差が見られた。 
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〈用語解説〉 
VCI(言語理解指標)・・・全般的な知的水準(一般的知能)を示す。 
PRI(知覚推理指標)・・・言語概念形成、言語推理能力、環境から得た知識を測定する指標 
WMI(ワーキングメモリー指標)・・・情報を一時的に留め、その情報を使って一定の操作を行

い、結果を算出する能力。 
PSI(処理速度指標)・・・単純な視覚情報を素早く正確に、順番に処理あるいは識別する能力を

測定。 
 

 
② 所見 

Ａ児は、PRI(知覚推理指標)、PSI(処理速度指標)が「平均の下－平均」の範囲であるが、VCI(言語

理解指標)、WMI(ワーキングメモリー指標)が「低い(境界域)－平均の下」の範囲であり、有意差が見

られた。 

『言語理解指標(VCI)』の結果から、理解語彙の量が少なく、抽象的なことばは曖昧に把握してい

る様子がうかがえた。口頭説明を必要とする回答の際には、語彙を思い出すことが難しく擬態語で

補ったり、文法的な表現が不十分であったりした。ことばを概念として捉えることが難しいことか

ら、ことばによる思考や推理が難しい状況であると考えられる。 

「考えることが苦手。授業の感想や振り返り、質問が言えない」という普段の様子とも一致する」。 

『ワーキングメモリー指標(WMI)』は、聴覚的な短期記憶と、それを一時的に記憶に留め活用する

力を表すものである。 

検査者が口頭で提示する課題を、追うように呟いたり、机に指で空書きして覚えようとしたりする

動きが見られた。初期記名や作業記憶に課題が見られ、日頃の「指示を忘れる。集中力がない。」と

いう様子に一致する。 

『知覚推理指標(PRI)』は、視覚的な情報を理解し、捉える力をみるものである。 

具体的な絵から意味や関係を推測する課題も、抽象的な図形等の関係性を推理。思考することも平

均域であった。図形の捉えなどに関わる空間認知が良好であることは、図工を好み、絵や折り紙を得

意としている普段の様子からもうかがえる。 

『処理速度指標(PSI)』は。単純な視覚情報を素早く正確に書き写したり判別したりする力を表す

ものである。 

筆記能力、記号の判別に関する課題は、Ａ児の最も得意とする能力であると言える。 

  

Ａ児は、言語的な処理よりも視覚的情報の処理のほうが高い能力を発揮できる数値となっていた。

このことから、Ａ児は視覚的情報の理解や処理の方が得意である。よって、新しい情報を学習する際

は、経験に即した具体的なイメージや視覚的に提示した情報を使って、ことばの概念を促したり、語

彙力や言語表現の向上を図ったりすることが効果的であると考えられる。また、視覚的な援助は、聴

覚的ワーキングメモリーの弱さを補うためにも有効であると考えられる。 
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４−２ CBCL 

 
５ ＩＣＦによる実態分析 

 

健康状態（ＡＳＤ） 

心身機能・身体構造 

・記憶機能の困難 

・短期記憶の弱さ 

・情動機能の脆弱性 

・個人内差がある 

処理速度＞言語理解、ワ

ーキングメモリー 

・対人関係の困難さ 

参加 

・集団行動が苦手 

・友だちに暴言を吐

くため、友だちから避

けられる 

・意見や感想を言う

のが苦手 

・一斉授業が困難 

活動 

・学んだことをすぐに忘

れる 

・物にあたる 

・物作りが得意である

が、注意散漫にあるこ

とがある。 

・相手の気持ちの理解が

難しい 

個人因子 

・身体を動かすことを好む。 

・製作活動を好む。 

・友だちと遊ぶことを好む。 

・勝ち負けへこだわる。 

環境因子 

・クラスメイトが気を遣っている 

・一人親家庭（母）・一人っ子 

・母が情緒不安定（鬱傾向） 

・母は子どもの障害受容が難しい。 

・マンツーマンで対応すると落ち着いて学習

できる。 

・学童保育に通っている。 

・支援学級、交流学級の教師が初めて男性教

諭になった。 
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６ エピソード 
（１） 合言葉 

① 取り組み 

A 児は感情のコントロールが苦手で、感情が高ぶってくると自分ではどうすることもできない様子

だった。パニック状態がおさまった直後ではなく、あえて普段の落ち着いているときに、感情が高ぶ

りパニックになったときの気持ちについて A児と話をした。すると「自分でも分からない」「どうし

たらいいか分からない」「あまり覚えていない」などの返事が返ってきた。そこで、感情が高ぶった

とき、パニック状態になる前の合言葉を相談して決めた。その言葉は「噴火するぞ」である。これを

決めてからは A 児がパニックを起こすことも減り、落ち着いて過ごすことが多くなった。本人の内

面ももちろんだが、周囲の対応（合言葉が出るとそっとしておく等）も非常に大きいと考えられる。 

 

② 指導者の想い 

A 児と話をしたとき、A児自身もすごく困っている、本人もどのようにしたらよいのか分からない

という返事を聞いた時、私は非常に衝撃を受けた。なんとかしてあげられないかと考えた結果、感情

が高ぶったときの合言葉を決めることで、ふと本人が考える間を作ることができるのではないか、

そして周囲にもそのことを伝えられることができるのではないか、と考えた。本人が考える間を持

つことで、多少なりとも気持ちを整理する、落ち着く、場所を移動するなどが期待できる、また、周

囲に「噴火する」と伝えることで、周囲の人たちもその場で関わりすぎない、すこし静かな環境にす

るなどの配慮をしてくれるかもしれないと考えた。「噴火する」という言葉は A児と一緒に考えたも

のである。合言葉やその意味を先生方や交流学級の子どもたちと共有した。そして、A児とは合言葉

をふざけて使わないことを固く約束した（普段あまり言わないからこそ、たまに言うと有効だとい

う例の話をしながら伝えた）。 

 

（２）遊ぶ 

① 取り組んだこと 

Ａ児は、四年生になって特別支援学級に入級した。年度当初の約２週間、とにかくＡ児と遊んだ。

Ａ児が特別支援学級に来るのは１日に２時間から３時間、あとは交流学級で国語、算数を学習する。

特別支援学級では、お互いの自己紹介ゲームをしたり好きな遊びをし合ったりした。自己紹介ゲー

ムでは聞く・書く・読む活動を取り入れた。そこでＡ児の実態を把握するとともに、担任との関係

作りにおいても大きな意味を持つ期間だった。 

Ａ児は、担任との関係が少しでき、特別支援学級でも楽しく過ごせるようになってきた。次は友

だち同士の関わり合うようことに工夫した。特別支援学級の子どもたちが数人集まる時間がある。

その中で週に一時間、遊ぶ時間を設定した。それは子どもたち同士で何をして遊ぶかを決め、必ず”

全員で”遊ぶという時間である。 

 

② 指導者の思い 

３年生時は友だちと遊ぼうとしてもうまく遊べず、交流学級では、担任の先生に叱られることが

多く、学校に来ても楽しいことが少ないのではないかと考えた。 

そこで、まずは担任との関係性や信頼関係を作っていきたい、少し欠席の多かったＡ児に、特別

支援学級は安心できる、楽しいという気持ちを持って欲しいという願いがあった。そこで、特別支

援学級担任は、年度当初の約二週間、とにかくＡ児と遊んだ。Ａ児が支援学級に来るのは１日に二

時間から三時間、交流学級が国語、算数の時間である。その時間、お互いの自己紹介ゲームをした

り好きな遊びをし合ったりした。自己紹介ゲームでは聞く・書く・読む活動を取り入れたものにし

た。そこでＡ児と様々な関わりをしながらお互いを知っていくことのできた、非常に有意義な時間

だった。 
 
（３） GAP（ギャップ）の利用 

① 取り組み 

A 児は普段の授業では、問題の正誤にこだわりはないが、テストでは 100 点にこだわり、点数が

100 点でないと、パニックを起し暴れて物に当たってしまう状態であった。 

特別支援学級の担任はそんな A 児に配慮して、100 点を取れるようなテストを作成した。質問や
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ヒントは適宜与えながらテストを行った。そうすることで、テスト後も落ち着いて過ごせるように

なった。 

しかし、A児は100点を取ったことを周りの友だちに自慢して見せて回るようになってしまった。

A 児に配慮したテスト問題であることを知って友だちは、A 児に対してよい感情を持たず、関係性

を悪化させてしまうことになりかねなかった。 

そこで、担任は A 児に対して、「かっこいい男は、じまんしないものなんやで」、「じまんしない、

でも実はできる！のが、かっこいい男。そんな男の方が女の子にモテるんやで」「自分ができるこ

とをあえて言わない方がカッコイイんよ」と A 児にアドバイスをし、「そのギャップがカッコいい

んだよ」と伝えた。 

その担任の言葉をしっかり受け止めた A児は、その後 100 点を取っても自慢するような行動は見

られなくなった。A児は担任の言葉の「ギャップ」という言葉が、特に A児の心に残ったようで数

日後 A 児は母にねだって買ってもらった「GAP」のトレーナーを着て登校し、担任に自慢気に見せ

た。 

 

② 指導者の想い 

テストについては、本人のプライドを傷つけないようにテスト問題は簡単すぎず、かつ難しすぎ

ない問題を作成する必要があった。作成の際は、普段の授業の様子や本人の性格（順序立てて考え

ることが特に苦手）を十分に考える必要がった。 

点数ももちろんだが、指導者としては「できた」「頑張って良かった」などの達成感や自信を持て

るようになってほしいという願いがあったので、テスト中は、自由に質問やヒントを与えることが

できる環境を設定した。この児童は４年生で特別支援学級に入った。６年生までは特別支援学級希

望だが、中学校では通常学級で学ぶことを保護者も本人も希望している。そのため、特別支援学級

でテストを行う前、「中学校ではヒントは出してもらえないよ。質問も手を挙げてするんだよ。少

しずつ A児もそんな風にテストができると凄いね」と前置きをしていた。そしてぎりぎりまで教師

のヒントを聞かずに頑張って考えている様子などがあると、すかさず褒めた（最終的にはヒントを

与えることが多い）。そうすることで解ける問題も増えてきた。 

友だちに自慢してしまうことについては、本人の性格を考えて声かけをした。A 児はお調子者な

ところがあり、とてもユーモアでファンタジーな世界を信じる一面のある児童である。発達段階的

に周囲の友だち（異性も含め）にも目が向き始めていると感じていた。そこでこのような声かけを

することにした。この声かけをするときは個人的にひそひそ話をするような感じで行うことで、よ

り本人の印象に残すようにした。A 児の場合、この声かけが上手く本人の中に入ったのだと思う。 
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ギャップ作戦を漫画にしてみました。 
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７．問題の発生と悪化の予防例 

        支援の場 

支援のレベル 
学級 学校 家庭 

一
次
予
防 

 
 

一
般
的
な
予
防 

・困った子ではなく、”困って

いる子”という意識を常にもっ

て関わる。 

・指示や目標を具体的にする

（誉める時も叱る時も） 

・良い行動をしたときにこそ多

く関わる。 

・学級目標、学級のルールを

教師と子どもが一緒に作り上

げる。 

・個人に対するルールがある

ことを学級全体で理解できる

ようにする。 

・どの子にもわかりやすいユ

ニバーサルデザインの授業

を行う。 

・学び合いや学級活動を通じ

て、子ども同士の繋がりを深

める。 

・どの子も認められる学級経

営を行う。 

・子どもをたくさん誉め、肯定

的に捉える。 

・自尊感情、自己効力感を高

めるような活動を取り入れる。

・整理整頓された教室にす

る。 

・静かな時間帯を作る。 

・ICF の視点で子ども

の実態を把握し、教師

間で共通理解する。 

・校内の人的資源を有

効活用する。（支援

員） 

・教材や学習進度など

について学年担任間

で共通理解して授業

を行う。 

・交流学級の担任との

連携を図る。 

・交流学級の児童に

対し、支援学級の児

童の理解を促す。 

・家庭訪問、学級懇

談会などを通じて、保

護者のニーズを理解

する。 

・学年だより学級通信

を通じて、学校の様

子を家庭に伝える。 

選
択
的
な
予
防 

・座席の配置を工夫する。

（隣席児童の工夫） 

・支援員を配置する。 

・課題に到達したときにはシ

ールを渡し、達成感を持たせ

る。 

・成功体験を多く積む。 

・子どもの得意不得意を見極

め、授業内容を組み立てる。

・人との関わり方やコミュニケ

ーションの練習をする時間を

設ける。 

・客観的に自分の行動が見る

ことができるように、メタ認知

を高める。 

・大切なことはメモで机に貼っ

て記録に残す。 

・「ありがとう」「ごめんね」を徹

・校内委員会で学級

担任と専科担当、支援

員などが連携を深め、

支援の必要な児童に

対してチームとして支

援を行う。 

・支援チームで個別の

指導計画を立てる。 

・支援チームが定期的

に個別指導計画のチ

ェックを行い、必要に

応じて計画の見直しを

行い、支援を進めてい

く。 

・一時的な個別の指導

の場所を確保する。 

・算数の習熟度別学

習など学力定着を目

・電話、連絡帳、家庭

訪問を通じて、保護

者との連絡を密にす

る。 

・家庭からの相談に

乗りアドバイスする。 

・共通の話題作りのた

めに、放課後等の行

事に参加する。 

・保護者同士の横の

つながりができるよう

な場面設定をする。 
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底して意識づけた。 

・パニックを起こしそうになっ

た時の合言葉を決めた。 

的とした取り組みを行

う。 

二
次
予
防 

適
用
根
拠
の
あ
る
必
要
な
予
防 

・学習の遅れや個別の課題

に対応する。 

・子どもに応じた課題を用意

する。 

・放課後など個別に話を聞

く。 

・知能発達検査を行

う。 

・スクールカウンセラー

等の活用を検討する。

・児童相談所、医療機

関、こども総合支援セ

ンター、家庭との連携

を図り、定期的に相談

報告を行い、支援方

法を検討する。 

・校内外の人的資源を

有効活用する。 

・児童相談所、医療

機関、こども総合支

援センター、家庭との

連携を図る。 

三
次
予
防 

問
題
に
よ
る
二
次

的
な
社
会
的
不
利

益
を
防
ぐ 

・子どもの心理状態を把握す

る。 

・子どもに応じた課題を用意

する。 

・放課後など個別に子どもの

話を聞く。 

・児童相談所、医療機

関、こども総合支援セ

ンター、家庭との連携

を深め、支援体制の

見直しと強化を行う。 

・抽出など個別指導の

時間を増やす。 

・児童相談所、医療

機関、こども総合支

援センター、家庭との

連携を強化する。 
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８ 考察 
A 児の事例研究により、よりよい学校生活が送られるために有効な支援方法を考えてきた。A 児は出

来事や話の内容を忘れることが多く、学習が積み重ならなかったり、上手く気持ちを表現できなかった

りすることから友だちとの関わりに困難を抱えていた。昨年は、週に１回程度欠席することがあり、不

登校になりかねない状況であった。得意なこととしては、折り紙や制作活動を好み、集中して取り組む

ことができる。 

WISC-Ⅳ知能検査等では、A児の得意な部分、苦手な部分について理解することができた。言語理解指

標（VCI）と、ワーキングメモリー指標（WMI）が平均以下であり、検査時の様子からも語彙や記憶力に

困難がある日頃の様子と一致するところが見られた。また、知覚推理指標（PRI）は平均域であり、図

形の捉え方などの空間認知が良好である。これは折り紙や、制作活動を好むこととの一致が見られた。 

WISC 以外にもＡ児の行動と情緒を評価し、教育的関わりの効果を検討するために、子どもの行動チェ

ックリスト教師版（Child Behavior Checklist Teacher Rating Form：以降 TRF と略す）を実施した。３

年時の TRF の結果では、内向尺度の「社会性の問題」と外交尺度の「非行的行動」について、境界域に

位置している。さらに、外交尺度の一つである「攻撃的行動」は、臨床域にあった。 

以上による検査の結果を踏まえて、ICFによる実態分析を行うと、活動や参加の制約が多く見られた。

また、環境因子として、家庭環境の不安定さも影響大きいと考えられた。 

そこで、本人への友だちとの関係づくりを中心に支援（個人因子）を行うと共に、母親への支援（環

境因子）も同時に行った。個人因子へのアプローチとして、欠席しがちな本人に対し支援を行った。エ

ピソードにもあるように、まずは学校を楽しいと感じてもらうことを一番に考えた。本人の様々なスト

レスや遊びたいという思いに寄り添い、まずは担任との遊びから始め、徐々に友だちとの遊びを増やし、

遊びのルールや折り合いのつけ方など、人との上手な関わり方を学ばせた。そのことを通して、学校に

来ることや友だちと関わることの楽しさを感じてもらえるようになった。 

また、感情のコントロールの苦手さへの支援としては、エピソードに記した「合言葉」の取り組みを

中心に行った。合言葉を使うことだけでなく、使わなければならなかった場面をその都度振り返り、そ

の時どのような対処をしたらよかったのかを考えた。言葉だけではイメージしにくいため、その時の出

来事や気持ちなどを図式化し、整理しながら本人と一緒に解決策を模索した。その結果、少しずつ感情

を言語化することが増え、友だちとのトラブルが減り、落ち着いて学校生活を送ることができるように

なった。 

環境因子へのアプローチとしては、母親との関係づくりや母親への支援を重視した。関係づくりでは、

日々の連絡帳を通じて、学校での様子、家庭での様子をやり取りすることで、子どもに対する共通理解

を深めた。また、電話でのやり取りを通して、子ども悪い面でなく、良い面だけを伝えようにした。親

子が参加している学校外の活動（よさこい）を見に行ったり、子どもに関係しない日常の会話をしたり

することで、母親との信頼関係を深めた。関係が深まるにつれ、母親から子どもについての様々な相談

を受けるようになり、担任と一緒に子どもの支援について考える機会が増えた。それと同時に、母親の

子どもの障害受容も進んできた。母親の意識が変化し、子どもへの接し方が変わったことも、Ａ児が落

ち着いて学校生活を送れるようになった要因

と考えらる。 

これらの取り組みを行ったのち、もう一度

TRF を実施し１年前の結果と比較検討した（右

図）。 

４年時の方がいずれの T 得点が低下してお

り、適応状態にあることが認められた。境界域

に位置していた内向尺度の「社会性の問題」と

外交尺度の「非行的行動」については、正常域

に下がった。さらに、３年時では臨床域にあっ

た外交尺度の一つである「攻撃的行動」が、４

年時には正常域となり、大幅な改善が見られ

た。 

支援の有効性としては、児童の実態や性格、

家庭の状況など、様々な視点からのアプロー

チをすることによって改善につながったと考
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えられる。 

今後の課題として、学習面のことが挙げられる。WISCⅣの結果より、A児は語彙の量が少なく言葉に

よる思考や推理が難しい状況である。そのため、A児を支援していく上で、視覚的な教材を準備したり、

想起する手がかりを増やすような工夫をしたりするなど、学習の積み重ねをさせることで、学習面での

課題も改善していくことが求められる。学校生活や友だちとの関わりなどには改善は見られたが、引き

続きＡ児・家庭への支援の継続が必要である。 
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事例２ 

幼児期におけるＡＳＤ児の成長の歩みとアプローチの事例 

～就学を見据えて～ 
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１． B 児のプロフィール 

 ・幼稚園年長、女児 

 ・家族構成：B児、父親、母親、姉（小２）の４人家族 

 ・明朗活発、優しい性格 

 ・平成２５年３月に療育手帳取得（B２）（自閉スペクトラム症（ASD）の診断あり） 

 

 

２． 主訴 

 就学前に、来年度からの新しい環境や人間関係作りに向けての支援を考えていきたい。

幼稚園では、難しいことがあって一度くじけると、なかなか上手く持つ直すことが難しい。

自分のした行動を人に反対されることも苦手である。そのため、B児の現在の実態を考慮し、

来年度から楽しく意欲的に通学することができるようにするためには、どのような支援が

効果的であるだろうか。 

 

 

３． 実態 

 ・現在幼稚園に通園しており、言語療法と作業療法に月に１回程度、通所している。 

 ・習い事は公文と水泳をしている。公文は週に２回通っており、短文を読む、数字を覚

えるなど、意欲的に学習している。 

 ・基本的に穏やかな性格であるが、課題が難しいとわかったら意思表示をする。 

 ・苦手なこと、たとえば、折り紙などには集中して取り組むことが難しい。 

 ・人や植物の世話が大好きである。 

 ・急な予定の変更には弱いが、見通しが持てると納得して行動することができる。 

 ・尋ねられたことに対して、言語を用いて表現することが苦手である。 

 

 

４． 手立て 

 ・B児の実態把握、観察（幼稚園や家庭において） 

 ・ICF による分析 

 ・CBCL による分析 

 ・WISC－Ⅳ知能検査 
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５ 検査の結果 

CBCL (保護者用子どもの行動チェックリスト)の結果 

検査者： 母親 

臨床域： 思考の問題 

境界域： ひきこもり 注意の問題 

正常域： 身体的訴え 不安／抑うつ 社会性の問題 非行的問題 攻撃的行動 

外交尺度は境界域、内向尺度や総合として境界域に近い臨床域 となっている。 

 

母親の実感として、「思考の問題」については、本児は思ったことをはっきりと言語化できるようにな

ってきているため、意思疎通などにおいて困難さはなくなってきているようである。しかし、何か行動

する前から、自分には出来ないと思い込んで諦めるなど、消極的になったりやる気をなくしてしまった

りすることがある。また、予定が時間通りにいかなかったり、急な変更があったりすると、不安が高ま

り落ち着かない、などといった様子や、次の予定に切り替えられない、移行出来ないといった場面も見

られるため、見通しを持てる先の予定を、前もって知らせてあげることで、落ち着いて行動することが

可能になるのではないかと考えられる。 

 

WISC－Ⅳの結果 

検査者： 母親 (2016・1 実施) 

 
 本児は、言語理解、ワーキングメモリーにおいて困難さを持っている。たとえば、何かものを提示さ

れながら質問された場合は、ものに興味を持ちながら聞くことが出来る。しかし、口頭の質問が始まる

と、急に集中力がなくなってキョロキョロする。また、質問を 後まで聞いているかどうか、質問者側

が判断し難い態度を示す。 

全検査　 90
言語理解 78
知覚推理 102
ワーキングメモリー 82
処理速度 110
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６．ICF による実態分析 

 

 

   

健康状態（  ASD  ） 

心身機能・身体構造 

・注意機能に困難さがある。 

 

・精神的安定性。 

 

 

参加 

・見通しが立たないと不安になり、集団活動

に支障が出ることがある。 

・苦手な課題に対しては意欲がなく、積極的

にその課題に参加することが難しい。 

・他の子たちがしている活動に遅れて入る

時、自分の予想と違うと入りにくいが、自分

でどうすべきかがわかると、問題なく参加

できる。 

活動 

・間違うことを恐れる、心配事が多いなどのた

め、課題活動中（折り紙・製作）に先生の話を集中

して聞くことが難しい。 

 

・「間違っている」、「ダメ」などの否定的な指摘を

事前に避け、指摘されると少し落ち込み、行動に

制限が出ることがある。 

 

個人因子 

・プライドが高い。特に、姉へのライバル心が強い。 

・自分より年下の子や動植物に対して、優しく接する。 

・生活の中でイメージと現実にギャップがあると、負の感情に支配さ

れる。 

・想像することが好きである。 

環境因子 

・父、母、姉（小２） 

・言語療法、作業療法に通う。（2014 年 12 月～） 

・学習塾に通う。（2015 年 5 月～） 

・クラスの中に、気にかけ、助けてくれる友だちがいる。 

・別居の祖父母との交流がある。 

・４月からの小学校生活のために、就学指導委員会に出席し、情緒の支援学

級を希望している。 

 困難の発生する要因は？
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○見通しを持たせる保育。 ○教師間で定期的に情報を共有する。 ○多様な経験を積む。
○「失敗してもいい」活動。（製作・運動など） ○児童の実態を把握する。

○注意を持続させるような取り組み。
・注意を向けさせるような声掛け。

・指示が入りやすい位置に席を用意する。

○ルールのある遊びや活動。
・オリジナルルールからスタンダードへ移行していく。

○個別の指導計画を立てる。

○ルールを守る。

○クールダウンできる場を提供する。
○課題活動で、成功体験を多く積む。 ○予定の変更

・前もって知らせておく。
・校内で情報を統一する。
○次年度担当者へ責任を持って引き継ぐ

○失敗経験による、苦手意識を減らす。

○些細なことでくじけてしまわないように、つまづきそうなポイント
に、自分で気づかせる。

幼 稚 園 / 学 校 家 庭
　　　　　　　支援の場
支援レベル

一般的な予防

一

次

予

防

学 級

選択的な予防

・失敗しても、落ち込まないように、ソーシャルストーリーを
取り入れる。

○視覚的にわかりやすいものを取り入
れ、環境を整備する。

・できるかどうか、自分自身で気づくような、声かけや表
示、表記にする。

・やりたいことを、どうやったらうまく
いくか、見たり聞いたりして、一緒に
取り組む中で慣れ、自分でできるこ
とに気付かせる。

・できなかった時にパニックになりが
ちだが、養育者が「どうしたいのか」
を代弁したり、自分の言葉で言える
ように、落ち着いて聞き出したりす
る

・家庭内での●●●、家族でゲーム
をするときのルールを守る。

・できるかどうか、自分で気づくような、声かけや表示、表
記にする。

・日常生活の中でできるお手伝いや、自分の身
の回りのことを経験させる。

・言葉によるイメージがうまくできないため、分からない、失敗する
のではないかと、取り組む前から、引っ込み思案にならないよう、
製作活動では特に、完成品を見やすいところに置くなど、見通し
がもてるようにする。

・実際の失敗経験に基づき、次回への取り組みに尻込みしたり、
パニックを起こさないように、どうやれば失敗しないかを、指導す
る。

・どんな方法でやればいいか、視覚的にもわかりやすいように、
作り方や、取り組み方を具体的に話す。慣れてきたら、自分で考
えらる機会を与える。

・教材の種類を増やすことで、自分が取り組みやすいものを選べ
るようにする。

・守れるようなオリジナルのルールから
始め、スタンダードに移行していく。

・守れなかった時は、落ち込まないよう
に、責めたり具体的な指摘をしたりせ
ず、「ごめん」」と言って、正せるように温
かく修正していく。

・自分でやりたいことを選択し、「手伝って」と言う
ことで、「できないかもしれないけど、やりたいこ
と」にも手を出していけるようにする。

表１. 問題の発生と悪化の予防例示

７. 問題の発生と悪化の予防
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８. 個別の指導計画 
  

 

 

 

 

 

実態 短期目標 具体的な支援内容

生活面

・ルールのある遊びに対して、自分のルー
ルで遊ぶことが多い。
・自分のやりたいことは積極的に行ってい
るが、苦手なことは避ける傾向にある。
・お手伝いは積極的に行うことが出来る。
・苦手な事は最初からあきらめてしまう。

・学校や家庭などのルールを守って楽
しく遊ぶことが出来る。
・○分など具体的な時間を設定し、そ
の間は1つの課題に取り組めるように
なる。

・家庭内での決まり事、家族でゲームする
ときのルールを守れるよう支援する。
・守れるようなルールを提示し守れるよう
支援する。
・苦手なことが出来たときにはきちんと褒
める。

心理面

・難しい課題に直面した時や、予定の変更
で自分の思いと違う場面では、イライラす
る感情を抑えきれないことがある。
・自分のやりたいことは積極的に取り組む
ことが出来る。
・否定的な指摘を事前に避け、指摘される
と少し落ち込む。
・見通しが立たないと不安になる。

・1日の流れや、学習活動への見通し
を持つ。
・苦手な課題に対してもやってみよう
という気持ちを持つ。
・チェックボードなどを自分から使い
安心して課題を整理し、実行すること
が出来る。

・成功体験を多く積ませるよう支援する。
・やりたいことをどうやったらうまくいく
か、一緒に取り組む中で慣れ、自分ででき
ることに気付かせるような支援を行う。
・パニックにならないよう、順序立てて考
えることが出来るよう、チェックボードな
どを使って支援を行う。

対人関
係・

コミュニ
ケーショ

ン

・いつまで待つか分からないと不安にな
る。
・言語面では、主語と述語（話し手と受け
手）の一致に少し困難さがある。
・尋ねられたことに対して、言語を用いて
表現することが苦手である。
・友達との関係は良好である。

・○分などを具体的に決めて、その時
間待てるようになる。
・絵本から言葉の言い回しを学ぶ。

・何時まで待ってなど具体的な時間を提示
する。
・本人に待っているという感覚を持たせな
いながらも、待てた場合には褒める。
・会話や日常生活の場面が多く描かれてお
り、年相応の絵本を通して生活力を養う。
・保護者などが適切な言い回しに変えてす
ぐに言うようにする。

≪長期目標≫ 

・ルールを守って楽しく生活することが出来る。 

・見通しをもって課題に取り組むことが出来る。 

・苦手なことにもチャレンジする気持ちを育む。 
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９．B 児の興味曲線 

 

 本対象児の興味の対象は年齢によってさまざまな移り変わりがあった。 

１歳頃から色に興味を持ち出し、特に緑色に興味を持つようになった。特に２歳頃に緑

色に対する興味が強くなり、食べ物ではピーマン、ニラ、キュウリを特に好んで食べるよ

うなっていた。しかし、黒色は嫌いで、特に養育上困ることはなかったが、葬式時に喪服

を着ている祖父を見て泣く、アンパンマンパズルでは、バイキンマンを触れないなどの様

子が見られた。食べ物以外では緑のじょうろを 2 歳ごろピークに気に入り、幼稚園へ姉を

送っていく時、必ず通り道の手洗い場に立ち寄り、1つ持って、姉について行く日が続いた。

色の興味は４歳半ごろには特に見られなくなった。緑に対する執着は少なくなった。 

 ２歳頃から服の内側についているタグに興味を持つようになり、それを触ることが多く

なった。不安になったときや、自分に余裕がなくなったときには特に触っていることが多

かった。このタグに対する興味は４歳頃からかなり弱くなり、５歳頃には見られなくなっ

た。 

 

 

図１  B 児の興味曲線 

 

 

 ３歳頃から、幼稚園の廊下で飼われている水槽の中に入っている熱帯魚「コリドラス」

に興味を持つようになった。コリドラスに興味を持つようになったきっかけは、水槽があ

ることに気づき、全体的に水槽を眺めていた。コリドラスという魚の存在を教えてもらい、

コリドラスの観察に夢中になっていた。コリドラスの特徴として、寒いところが苦手とい

うものがある。特に冬はコリドラスが死ぬことが多かった。本人にとってはそれが大ニュ
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ースで、母親が幼稚園の迎えに行ったときに、一番にそれを母親に言っていた。新しいコ

リドラスが入ったことなども、よく伝えてくれた。コリドラスに対する執着は少なくなっ

てきているが、図鑑ではコリドラスを探したり、ホームセンターなどで売っているコリド

ラスは興味を持って現在も見に行ったりしている。 

 何かを手に持つという興味は４歳頃からみられるようになった。鞄であったり、ぬいぐ

るみであったり、持ちきれないぐらいたくさんの物を持っていた。人と手をつなげないぐ

らいに持っていた。手に何かを持つという興味が消えたころとほぼ同時に、手をつなぐこ

とがよく出てきた。これに対する習慣は現在も続いている。 

 植物に対する興味が出てきたのは幼稚園入園からである。幼稚園に入園し、植物を育て

る経験や、小学校の中庭に、葉っぱやどんぐりが落ちたりしているのに触れたり、集めた

りして経験が増えた。そのような経験により、植物に対する興味が高まっていったと考え

られる。水やりには特にこだわっており、水やりは自分がしたい、雨の日でも水やりをし

たいということが本人の主張としてよく見られた。 

 出席カードは母親が対象児に対して、予定の見通しを持つために始めたものである。普

段とは違う予定が入った時には、この出席カードに書いておき、毎日確認している。これ

を行うことで、先のことに見通しが持て、パニックになることが少なくなった。 
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年少              年中                年長 

入園当初は、パニックになると、どこでも同じ言葉を繰り返して泣

いて取り乱していた。 

園生活が続くにつれて、だんだん周りの友達を意識するようになっ

た。どこでも泣いたり大声で同じ言葉を繰り返したりしていたのが、

自分で居場所を見つけて、静かにクールダウン出来るようになってき

た。 

年長クラスへ学年が上がり、教室や担任が変わると、少し前の段階

に戻ったかのように人前で泣いてしまうこともあったが、慣れてくる

と、自分で切り替えが出来るようになってきている。 

クールダウンの移り変わり 
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これは、最初は、長女に向けて作ったものである。家庭内で、子どもたちができる仕事に気付かせ、自分

から取り組めるようにと試みたところ、長女より次女（本児）が熱中したので、項目も少し変えて、様子

を見ることにした。 

本児に対しては、生活面において、手指を使った微細運動などの獲得を目指し、できた項目に、磁石を

置いていくというものである。緑が本児、ピンクが長女である。手先の運動能力は、日常生活の中での経

験から得られるものが多く、家庭内での仕事で、できる項目が増えることは、自己肯定感や自己有用感を

感じ、自信につながることが期待できる。画像の項目は、子ども自身に定着してきたら、随時更新してい

く予定である。 

なお、項目によっては、抽象的すぎて、分かりづらいものもあるが、本児には、具体的に説明している

ため、親子間での内容の共通理解はできている。 
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10. 考察 

（1）主訴と実態 

 近年、幼稚園や保育所から小学校へ進学した際に、様々な困難を抱える 1 年生がいるこ

とが報告されている。それは「小 1 プロブレム」と呼ばれ、集団行動がとれない、授業中

に座っていられない、先生の話を聞けないなどの学校生活になじめない状態が続くことを

指す。 

 本児は来年度から小学校へ進学するため、楽しく意欲的に通学できるように効果的な支

援を多角的な視点に立って検討してきた。その上で、本児の成長を、エピソードを交えな

がら振り返り、そこから見えてきた姿を基にして大きく成長してきた部分を抽出し、図や

表にしてまとめた。定型発達児とは異なるゆるやかな成長であるがゆえに、どれだけ成長

してきたかが、目に見える形では分かりにくかったが、今回の図や表で視覚化できたこと

によって、本児のペースで成長してきたことが明確となった。 

 

（2）アプローチによるレジリエンスの変化 

 レジリエンスとは、精神疾患を発症させないための防御力・抵抗力、そして発症してし

まった精神疾患を治すための回復力といった意味で用いられている。しかし、精神疾患の

みに限らず、ストレスを受けたときに落ち込みすぎることが少なくなったり、落ち込んで

しまったときも早く立ち直れたりする。簡単に言えば、レジリエンスは「こころの強さ」

であると言える。 

 CBCL 等の結果から、本児は不安が高いことが伺える。そのため、予定が時間通りにいか

なかったり、急な変更があったりすると、不安が高まり落ち着かないなどといった特性が

あった。しかし、前もって見通しを持たせるというアプローチを試みることによって落ち

着いて行動し、変更を受け入れることが出来るようになった。この取り組みを機に、４月

からの新生活に対する力を付けるために、本児と母親の間で決めた合言葉「しっぱいして

も、だいじょうぶ」を用いるようになってから、ますます本児の心がしなやかになってき

た、と母は喜んでいる。心がしなやかになった分、応用も利き「どうしてだいじょうぶか」、

「どうすればだいじょうぶか」ということも自分で考えられるようになってきている。 

 

（3）本児独自の取り組み 

 この取り組みの中で、本児の変化を興味曲線、クールダウン表というものを用いて振り

返った。自閉スペクトラム症の子どもたちは様々なこだわりを持っている。しかし、年齢

や環境によってそのこだわりも大きく変化する。今回の取り組みの中で、今までに本児の

こだわりがどのように変化してきたかを母親が振り返った。これらは、子どもを理解する

うえで重要な事であると考えられる。子どもの興味の対象を尊重することで、子どもの安

心につながり、変化から子どもの成長を見ることが出来るのではないかと考えられる。 
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11．おわりに 

本事例としてまとめていくにあたり、保護者の方から以下の感想が寄せられた。 

・４月に小学校進学を控えたわが子を事例に推薦したものの、学校に通っている子どもと

比べて、事例の対象になるのかどうか、最初は、未知数であった。しかし、子どものこと

を話していくうちに、参加メンバーからも、様々な角度からの質問や気づいたことを話し

てもらい、リラックスした状態で、多くの発見をすることができた。このことは全く予想

していなかったことである。 

・子どもの抱える問題に対して、少しでも早い対応をすることは、この先の「生きやすさ」

を広げてくれ、とりわけ、発達障害などの場合、定型発達の友達との差を縮めることにつ

ながると感じた。 

この事例が一人でも多くの幼稚園、保育園関係者の方や保護者の参考になればと願って

います。 
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