
第2部 発達障害の人たちへの支援：総論

社会適応の障害に強く影響するのは，

むしろAS症状以外の症状かもしれない

｢AS症状｣と｢社会適応の障害｣



非障害自閉症スペクトラム
(Autism Spectrum Without Disorder；ASWD)

ＡＳの症状は残存している

しかし，社会適応は悪くない

むしろ適応の良好な例も少なくない

図1 自閉症スペクトラム（AS）と自閉症スペクトラム障害（ASD）との関係

「狭義のASD群」と「併存群」の和集合（a+b+c）が「広義のASD群」，それ以外（d）が

障害のないAS（ASWD）となる。
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発達障害の人たちへの支援における
最重要課題

併存障害出現／定着の予防

とくに，不登校，ひきこもり，いじめへの

予防的介入と危機介入

みにくいアヒルの子

アヒルの巣（す）で，一羽（わ）だけ、すがたのちがうひよこが生ま

れましたが，みんなからいじめられ，いつもひとりぼっちでした。け

れど春になり，このアヒルの子はおどろきます。水にうつった自分

のすがたは白鳥になっていたのです。

（アンデルセン作；NHK「おはなしのくに」より引用）



5歳で挨拶できないと問題か？

本人の心理から考える支援のあり方



ＡＤＨＤの人の場合

時間にルーズ

でも，

肝心なときは絶対に遅れない！

だけ



支援の目標

「コツコツ」よりも「一発勝負」

「前もって」よりも「ギリギリセーフ」

姿勢をちゃんとすると・・・

姿勢をちゃんとすることに気をとられてしまい

人の話を集中して聞くことができない！



失敗になかなか懲りない

いちいち反省してたら，

人生やってらんねぇ！

支援の目標

いつも未来志向

いざとなればできるんだという

根拠のない自信



自閉症スペクトラムの３つの特徴：

このように考えることもできます

対人交流

コミュニケーション

固執，パターン行動

：「自分」がある

：何を言われても動じない

：とことん突き進むことができる

思春期を超えると

性格が真面目になる



最悪の結果に至るボタンのかけ違い

苦手の克服を最優先課題とすること

■ 言語・認知課題や教科学習などはしばしば逆効果！

■ 他者を行動の基準にするように教えてはいけない！

アスペルガー症候群の影と光

超プラス思考

嫌なことはすぐに忘れる

浅いが人づき合いは好き

超マイナス思考

嫌な記憶をすぐに思い出す

人を避ける



本人の自覚

オレって，空気読むのが苦手・・・でも

そんなのたいしたことじゃない

って思うんですよ。

突然のトラブルで大パニック★！

でも，解決すると

壁にぶち当たっても，全然平気！ (^_^)v



アスペルガー的人生訓

人と違うことをやるべし！

社会のルールはちゃんと守るべし！

社会適応の2つの軸

自律スキルとソーシャルスキル



身につけたいこと：これだけは！

自律スキル ：自信，やりがい，目標をもつ

ソーシャルスキル ： ルールを守る，他者が自分と違うと

知る，自分の考えを人に伝える

これらを両立させることが重要！これらを両立させることが重要！

やらなくてよいこと

大人の指示に従う習慣は，

身につけなくていい



やってはいけないこと

多数の人がやっているというだけの理由で

皆と同じように振舞わせようとしてはいけない

やるべきこと

最低限守るべきルールを守ろうという

意欲は育てなければならない



自律スキルとソーシャルスキルの両立の鍵

合 意

構 造 化 と は？

１．構造は元々あるものだが，隠れて見えにくい

２．その見えにくい構造を理解しやすくする

五感に訴えてだからだから



構造化は合意のはじまり

‘呈 示’と‘同 意’

‘受容(放任)’と‘やり放題’

‘命令’と‘服従’

先に
おとなから

こどもは

いいかい？ OK!

幼児期や中～重度知的障害の場合

言語によらない構造化

とくに，

視覚的構造化



軽度知的障害～高機能例の学童期

文字による社会性とマナーの構造化

自閉症の仁義

是々非々の態度



やるべきこと

最低限守るべきルールを守ろうという

意欲は育てなければならない

自閉症の人にとって自律とは？

社会性をもって振舞うために，

自らを構造化する工夫ができること



自律を育てるポイント

人と違うこと

得意なこと こそほめよう！

意欲を育てるコツ

特有の興味の を押さえることツボ



みんなで粘土遊びをする時間なのに

■ 粘土を触らない

■ 他の遊びをやりたがる

■ 無断で離席，室外へ

集団生活と個別性の保障

どうしますか？

とにかくみんなと同じ活動をさせる

（セットメニュー）

集団管理の発想



「何か事情があるのかもしれない」と考える

（オーダーメイド）

個別性への配慮

インクルージョンとは？

社会には，多様な人々が生きています

性別 人種 国籍

民族 文化 階級

障害

･･･

｢全ての人が平等に参加できる社会｣

が，インクルージョンの考え方です



インクルージョン：よくある誤解

｢平等な参加｣なんだから

みんな一緒に

同じプログラムに

参加しなければならない

（定型児と同じ場に）参加したからといって，自閉症

の子どもたちが自動的に他児と良好な相互関係を

結ぶわけではない

（Jordan, 1994）

････



インクルージョンの理念と教育

人はみんな多様だから，

参加の仕方はみんな違ってよい

すべての人が居心地よく参加できるために，

ときにオーダーメイドの支援が必要

特別な教育上のニーズ

＜サラマンカ宣言より要約＞

個性に応じたオーダーメイドのメニューを用意すること。

すべての人は，各々にとって特別な配慮を保障される

権利がある。

特別な配慮とは？



唯一の解決法は，

先にひとりひとりの個性を評価して

それから，評価に即して集団のプログラムを作ること

（五十嵐ら，2004）

集団化と個別の配慮の両立は難しい

わが国の特別支援教育が抱える

両価構造

「学習指導要領で決

められたカリキュラムを

一斉指導で教える」

という価値観

「個別ニーズに応じて

個別教育計画を立て，

カリキュラムを改変する」

という価値観



教育における障害への配慮の分類

無配慮

低負荷型配慮

特異的治療型配慮

（本田，2010）

無配慮の例

心臓疾患の子どもに算数を教える



低負荷型配慮の例

心臓疾患の子どもに対して，

体育で運動負荷を軽減する

特異的治療型配慮の例

ろう学校で手話を教える

盲学校で点字を教える



発達障害の子どもへの配慮は？

無配慮

低負荷型配慮

特異的治療型配慮？

発達障害の子どもへの低負荷型配慮

暗黙の了解を極力減らす

興味を持てる題材を取り入れる

短時間で済む課題中心にする

一般級の対応はこのタイプが中心



発達障害の子どもへの特異的治療型配慮

忘れ物予防の工夫を教える

ソーシャルスキルを教える

学校教育に，これを保障する用意はあるのか？

「無理しなくていい」と言われたら？

ハイリョ（配慮）しているつもりなのに，

ハイジョ（排除）と受け取られてしまうかも…



特別な配慮，理想的には？

その子が主体的かつ意欲的に取り組める

特別メニューを提供すること

究極の教育・保育とは？

すべての子どもが，

自分に最適な特別のメニューを

提供されていると感じられること！



｢二八｣の療育

二：子どもの療育

八：家族支援

by 清水康夫

にはち

自閉症の人は，
学んだことを汎化させるのが難しい

でも，

家族は学んだことを汎化できる！



家族のグループワークを中心に据えた
自閉症の早期介入プログラム

■ 英国自閉症協会：EarlyBirdプログラム

■ スコットランド自閉症センター(SCA)

■ モナシュ大学(ACT-NOW)

親は，子育てに苦悩する存在でもある

■ とくに，自分の思い描いていたようにわが子が育っていないとき

■ 苦悩の表れ方は，親の元来のパーソナリティを反映する

ex) 子どもが心配

予定と違いイライラ

肩身が狭い



親のジレンマ

１．こどもに対し治療的に関与することが要求される

→ 育てる力を強化する

２．こどもに障害があることによって苦悩する

→ 癒し･慰め･励ましの場を保障する

発達障害支援の基本的な考え方は，

通常の家族の心情としばしば相容れない



通常の家族の心情

わが子を少しでも「普通」に近づけたい！

「普通」に近づけるための努力

普通の発達パターンに近づけたい

「合意」より，大人の言うことに従わせたい

多数派の意向に合わせた行動をとらせたい

「子どものため」と思って頑張れば頑張るほど，

かえって二次障害のリスクを高めてしまう



親の心理：気づきの時期

慢性的なストレス状態におかれる

先の見通しがないまま，「いま，ここで」少しでも子ども

を普通に近づけようと焦ってしまう

子どもの好きなこと，得意なことよりも

嫌いなこと，苦手なことに目が向いてしまう

家族支援のスタートは，早いほどよい

子どもにとって

二次障害予防の確率が高まる

家族にとって

スティグマを最小限にとどめることができる



家族支援のスタート

育児観の「コペルニクス的転回」を支える

診断を伝え，予後の見通しを持たせることが必須

家族への診断告知：伝えるべきこと

１．子どもに通常とは異なる苦手な領域がある

２．苦手な領域が，今後も（おそらくは一生）残る可能性

が高い

３．最も支援の比重を置くのは，苦手な領域ではなく得

意な領域を伸ばすことである



保護者に伝える

・・・でも，その前に

発達障害かもしれない，と思ったとき

子どもの特徴への気づきはどの程度あるか？

子どもの特徴に悩んでいることを素直に表出できるか？

職員との信頼関係は形成されているかどうか？

保護者の受け止める力を評価する



親が障害を受容しない？

幼児期の場合は，

まだ子どもをポジティブに子どもを見ることができる，

ともいえる

心配の有無と育て方の適切さとの関係

適 切 不適切

心配ない

これがこの子のペース

だから，無理はさせな

いでおこう

遅れているのは育て方

のせいだから，もっと厳

しくしてみよう

心配だ

何か問題があるかもし

れないから，専門家に

相談しよう

自分が甘やかしていた

のかもしれないから，

もっと厳しくしてみよう



■ 問題意識を提示する

■ 親の育てにくさに共感する

■ 次回の日程を設定する

期限を区切ったフォローアップ

コミュニティケア促進の
新たなキーワード

ネスティング（nesting）

活動拠点（nest）となるサブ･コミュニティを計画的に新規

作成し，コミュニティの中に入れ込むこと

（本田ら, 2009）



ASDのネスティングのポイント

共通の認知発達と興味を介した

サブ･コミュニティの新規作成


