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　皆さんこんにちは。大阪大谷大学教育福祉学部とご紹介いただきましたが、
来年４月からは「教育学部」に改称することになりました。幼児教育専攻と学
校教育専攻、そして特別支援教育専攻と、専攻が三つに分かれる形になります。
特別支援教育専攻には三つのコースがあり、その一つが幼稚園特別支援コース
で、幼稚園・保育所での特別支援に強い、就学前の指導・支援者の育成ができ
たらと思っています。
　私自身は18年間学校現場で実際に子どもたちとかかわりながら、この分野の
仕事に取り組んできました。その後、大阪府教育委員会教育センターで行政の
仕事を４年間取り組んできたのですが、そのときにちょうど「特別支援教育」
への改革期になったことから、大阪府内全体の特別支援体制整備にかかわらせ
ていただきました。そして、その後に大阪大谷大学に赴任して６年目になりま
す。
　大学では主に特別支援教育の教員養成課程を担当していますが、保育士また
は幼稚園教員養成にも関わっております。また、大学の業務に加えて、教員研
修や巡回相談も多く担当しています。特に、巡回相談では、保育所・幼稚園に
行くことが多くなっています。先週は保育所・幼稚園４園に行きました。巡回
相談を通して、幼児期から高等学校までのさまざまな教育課題に幅広く関わら
せていただいております。
　今日は、こうした巡回相談に多数行かせていただいている状況の中で感じる
発達障がいの早期支援の必要性、そのための気づきと支援のあり方についてお
話ししたいと思っています。
　まず、気になる子どもの「気づき」がなければ何も始まらないのです。実際、
私も見ていくとだんだん年齢が低くなっていき、０歳児のところへ行くことも
あります。０歳児のところにこんなおじさんが入っていくと、みんなもう本当
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に固まってこちらを見ます。その中でも、少し気になるので抱っこをしたら、
人見知りせずに来るのです。そして、抱っこしたら、抱っこしている私との視
線が全く合いません。
　ある子は、７か月でつかまり立ちをして、11か月でもう歩いていました。で
も、３か月後に行ったらまだ歩きだした時期と変わらない不安定な感じで、あ
まり上手になっていません。つまり、歩くまでは早いのですが、そこからがぎ
こちないという、そんな状況があります。
　そして、１歳前後に出てくる指さしがみられないのです。指さしは対人関係
の重要な基礎になります。「見て、見て」というのがないので、いわゆる「三
項関係」「共同注意」が成立しないわけです。「見て、見て」というのもないし、
「危ない」と言ってもこちら側を見ないので、危険察知が難しいのです。そして、
ミルクの飲み方が不規則、昼寝をしない、ほかの子と興味が違うという等、幾
つかの視点から見て、丁寧なやり取りをしていきましょう、記録も付けていき
ましょうというお話をします。そして、そのような観点でまた何カ月か後に行
かせていただきます。それによって、この間も７～８か月からずっと追跡して
見ていた子が、やはり１歳後半から２歳半ぐらいになって広汎性発達障がいと
診断されたケースもありました。
　結論から言いますと、早期に気づき、早期に支援が始まっている子どもほど、
後々に問題性が少なく、または支援が少なくて済む子が多くみられています。
「もう少し様子を見ましょう」というのが、後々大きな支援を要するようにな
ることがあるのです。
　これも冒頭に申し上げておきたいのですが、実は私は、今日の午前中、小学
校の巡回相談に行ってきました。対象は１年生です。今年顕著に見られる問題
として、小学校１年生の相談が非常に多くなっています。今までは３年生ぐら
いが最も相談が多かったのです。なぜかというと、２年生から本格的に勉強が
始まって、それについていけない子どもたちが３年生になって、いろいろな形
でアピールをしてくるからです。しかし今年は、今年はではなく徐々にですが、
典型的に１年生で学級崩壊に近い状態になっているところがみられます。１年
生の５～６月の状態で問題が生じているということは、やはり就学前から小学
校への引き継ぎにおいて必要な情報が伝達されていないのではないかと思いま
す。
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　就学相談委員会または就学指導委員会という、就学にかかわる委員会があ
り、私もそこにいろいろかかわっています。最近では、例えば50人が対象に挙
がってきたら、その半数から半数強が、通常の学級でスタートになっています。
ほとんどは保護者は行けるところまで通常の学級で行きたいという希望なので
す。保護者の希望は優先して考えることになっているのでそうなってくるわけ
です。
　このような状況から、元々の情報がなく、個性・特性が強くみられる子ども
たち、その中の数名が、小学校の１年生で同じクラスに重なったときに、その
数名の子どもたちのさまざまな動きが、そのクラスの周りの子どもたちに派生
してしまうわけです。そんな現状なのです。小学校１年生は一番かわいくて、
一番子どもたちの指導としてやりがいがあるのに、そういったところが今変
わってきつつあります。
　そのようなところから見て、今日は皆さん方にぜひ、この幼児期の発達障が
い、ないし子どもたちの早期の気づきの重要性と、個性・特性のとらえ方、具
体的支援の方法、そして、必要な情報を小学校に繋いでいく重要性についてご
理解いただき、明日からの実践につなげていただけたらと思い、お話しさせて
いただきます。

１．子どもを取り巻くさまざまな環境と課題との関連について
　保育所・幼稚園、小中学校等で、ある意味では共通している部分だと思って
いるのですが、子どもを取り巻くさまざまな環境要因があります。
　「人権教育」と「生徒指導」は「特別支援教育」と密接に関連していて、切
り離して考えることはできません。小学校等での「不登校」問題が強調されて
いる中、不登校の約半数近くが発達障がいとその可能性があるといわれていま
す。「引きこもり」になってくるともっと発達障がいの可能性、特性を持って
いる人は多いかもしれません。
　そして、その背景要因の一つになっている「いじめ」において、いじめてい
る実感、いじめられている実感が乏しい中で、本当に「いじめ」が表面化して
くる段階では非常に進んだ状態になってしまっていることがあります。
　もう一つは「虐待」との関連です。これには私の知り合いも虐待の専門家と
して携わっていますが、虐待と発達障がいは限りなく相関があると実感してい
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るという話を聞いています。後でお話ししますが、虐待は暴力やネグレクトだ
けでなく心理的な虐待もあって、それを親は虐待と思っていない可能性がある
わけです。そういう意味での虐待体験と関連する部分も大きいと思います。小
学校に入ったときの「学力の問題」については、後でお話ししたいと思います。
　そして、スライドの真ん中にあるのが「子育て支援」です。これは皆さん方
が日々、本当に奮闘されている部分だと思います。
　一つエピソードをお話しします。エピソードというのは実際に私が経験した
ことで、自分の考えをまた改めなければいけないと思った、きっかけとなった
事例です。ある保育所に巡回相談に行きました。対象の子どもは３歳になった
ばかりの女の子で、言葉があまり出ていないという相談主訴でした。
　私は９時過ぎに行ったのですが、その子はまだ来ていませんでした。園長先
生が「お母さん起きてる？　起きてたら連れておいでよ」と電話をしていま 
す。電話をするのだなと思っていたら、「たまには迎えにいくこともあるので
すよ」と言っています。後から考えると、そのお母さんは園長先生の電話を 
待っていたのかなと思いました。
　電話を切った後、５分もせずに来ました。見るとお母さんは着飾ってどこに
行くのかという服装で、子どもは寝起きのままでした。そのまま連れてきてい
るのです。自分のことが先ということは、見ればすぐに分かります。そして入っ
てきた途端に、「園長先生、連れてきたよ。この子を連れてきたら私はもうい
いんでしょ」と言うので、何てことを言うのだろうと思っていたら、園長先生
が「違う、違う。お母さんともお話ししたかったのよ」と言って、お話しされ
てました。これも後から考えると子育て支援として大切な対応だったことに気
がつきました。「お母さんはもういいよ」と言うと、お母さんは「私の方をみ
てくれない」と思うかもしれません。ですから、お母さんへの「お母さんとお
話ししたかったのよ」というこの一言が非常に重要な意味を持っていることが、
後で分かりました。
　その後、話をして帰られたのですが、お母さんはとても若く見えました。私
も巡回相談には学生をいつも同行させているので、あまり変わらないかもしれ
ないと思っていたら、やはり同じ21歳でした。その母親は10代で子どもを産ん
で、シングルで子育てをしているようで、当然その人のお母さん、つまり子ど
もにとってはおばあちゃんに子育てを教えてもらって、手伝ってもらっている
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とのことでした。このおばあちゃんがお母さんに対して、すぐにキレて暴言を
吐くことがあるらしく、そのことが孫にも悪影響があるということで、周りの
配慮もあって、自宅のすぐ近くにアパートを借りて、親子２人で住みながら、
おばあちゃんはそこに支援に行き、夜になったらまた家に戻る、そういう少し
距離を置いた子育て支援を工夫されているようでした。これはこれでいいなと
思いました。
　そのおばあちゃんは、私もちょっとびっくりというか、そうなのかと思った
のですが、おばあちゃんといえども38歳でした。そういう時代になってきてい
ます。このときに園長先生と話をしていたのですが、言葉の遅れ・発達の遅れ
がもしかしたらあるかもしれないというところでの子どもへの支援、お母さん
に対する子育て支援、おばあちゃんに対する支援と考えると、三世代支援なの
です。そういうことがもう始まっているわけで、今はこれが珍しくないのです。
幼稚園でもそう、小学校でもそうです。小学校でもそのような状況が始まって
きています。今まではおじいちゃんおばあちゃんの良識が最後の砦とされてい
たのが、おじいちゃんおばあちゃんへの支援をしなければいけなくなってきて
いるのです。逆に言うと、そこをしっかりしておかないと、なかなか子育ての 
「育ち」が保障されないことがあるのです。そういう意味では、保育士または
幼稚園の先生になりたての人たちが、おじいちゃんおばあちゃんの支援ができ
るかどうかを考えたときに、やはり主任の方または園長先生たちが、チームで
支援をしていくことが大事になってきています。これは当然のことだと思いま
す。

２．巡回相談から見た「気になる（困っている）子ども」の理
解の視点

　小学校の巡回相談で、気になるなと思う子は、30人学級でどの程度いると思
われますか。少し前に、6.3％は発達障がいの子どもたちがいる可能性を示す
数値として文科省から公表されました。6.3％は、30人学級で言うと１～２人
です。しかし、気になる子が１～２人ということは、あり得ないわけです。
　では、10％でしょうか。10％だと気になる子は30人学級では３人ですが、こ
れも最近はあり得ません。約５～６人、つまり、20％は気になる子がいるので
す。もっと多いところもあります。全然珍しくありません。大体は20％程度い
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ると思います。
　そして、その20％をすべてに特別支援学級や通級指導教室（通常の学級に在
籍している児童で週１～３回程度、個別的な授業を受ける形態）で対応できる
かというと、それは難しい。ですから、通常の学級の中でどのように支援を展
開できるか、言い方を変えると、通常の学級におけるナチュラルサポートが最
も大きな課題になっているわけです。
　その20％の子どもたちの状況を見ますと、視点としては大きく三つありま
す。三つといえども、その三つは独立しているものではありません。関連して
いるわけです。その一つは「発達障がいとその可能性がある子どもたち」です。
今日はこれについてお話ししていきたいのですが、学校で言うと学習上・行動 
上・対人関係がうまくできない、または学習の積み重ねが難しいという側面が
ある子どもたちです。
　もう一つは「虐待が起因している可能性のある子どもたち」です。先ほども
申し上げたように、暴力・ネグレクトはある意味では分かりやすい部分があり
ますが、心理的虐待というのは本当に分かりません。これは皆さんも十分ご経
験があると思います。
　例えばこの前もある幼稚園で、幼稚園の時間が終わってお母さんが迎えにき
たときに、子どもがジャングルジムに登っていてなかなか降りてこないことが
ありました。「降りなさい」と言っても言うことを聞かないのです。するとお
母さんが、「おまえ、降りなかったら殺すぞ」と言ったらしいのです。周りの
保護者はびっくりしていたそうですが、そんな言葉が幼稚園のその場でぽろっ
と出るということは、家ではどのように言われているかということです。
　実際に私も、ある幼稚園に行ったときに、園長先生が「ちょっと見ておいて
くださいね」と言うので、何のことか分からないまま門の所まで行って見てい
ましたら、少し気になるというか、非常に行動の激しい子がいて、お母さんが
迎えにきて「お世話になりました。いろいろご迷惑をかけて申し訳ありません
でした」と、すごく丁寧にあいさつをされて、さようならと言って帰られたの
です。しかし、一つ曲がり角を曲がった途端に、お母さんは男の子に「おまえ、
家に帰ったら覚えとけよ」と言っているのです。怖いなと思いますが、そんな
ことはよくあると思いませんか。保育所や幼稚園に来てそんなきついことをお
母さんが言うということは、家では子どもに「死ね」「消えろ」「どこか行け」
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などと、もっとすごい言葉を言っていると思われます。
　あるいは、ファミリーレストランやデパートなどへ行ったときに、お母さん
が子どもに振り返ってしまうほどどきっとするような言い方をしているのを聞
いたこともあります。「きもい、うざい」もう本当にすごい言葉を使っていま
す。本当に本人が否定されることばかり言われて育っている子どもたちの心に
は、そのような言葉が、幼児期の２歳、３歳では意味が分からなくても、音と
して、嫌な雰囲気として全部残っているわけです。それがある時期になって出
てきます。ですから、「おまえなんて死ね」などと言われている子どもたちが、
それこそある年齢になったときに、他人に「殺すぞ」とか「死ね」などと言う
のは、不思議ではないのです。非常にきつい言葉、暴言を吐く子がいますが、
その言葉は自分の中からわき出ている言葉ではなく、必ず自分が聞いている言
葉なのです。そういう意味で心理的な虐待と私は思うのです。
　このような言葉による虐待、暴力、ネグレクトを合わせた虐待が起きている
場合に、発達障がいと虐待のどちらが先の誘因になっているのかが分からない
ことがあります。発達障がいの子どもと同じように、虐待を受けている子ども
たちも、視線が合わない、喜怒哀楽の転換が激しい、人に暴力・暴言を吐くな
どということがあるわけです。ですから、発達障がいという特性を持っている
が故に虐待になったのか、虐待という状況があったからそのような状況になっ
ているのか、これはどちらが先なのかというよりも、やはり非常に関連がある
として考えていくことが必要だと思います。
　もう一つは、保育所・幼稚園の段階では分かりにくいかもしれませんが、学
校に入ってすぐに分かってくるのが学力の問題です。学力というよりも、「学 
力・認知面に非常に課題がある子どもたち」と言った方がいいかもしれませ 
ん。検査をすると、何らかの項目に知的障がい領域の値が出る子どもたち、こ
れが非常に多いのです。
　具体的に言うと、掛け算は２年生で学習します。４年生で掛け算が定着して
いない子は、そういった領域が出る可能性があります。５年生で掛け算が定着
していない子は、３学年遅れているわけですから、知的障がい領域の値が出て
いる子が多くみられています。しかし、その子どもに社会性がある、つまり人
間関係やコミュニケーションが一定できていると、そういった学力や認知面の
課題が見過ごされてしまうことがあるのです。
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　以上のこの三つ、「発達障がいの可能性がある子ども」「虐待が起因している
可能性がある子ども」「学力・認知面に課題がある子ども」を合わせると、約
20％の気になる子どもたちがいるということになるのです。

３．発達障がいと二次的な諸問題との関連
　保育所・幼稚園の年長さんぐらいになってくると、学力の基礎になる認知面
が分かってきます。絵や文字を見るところからも随分分かります。発達障がい
に気づかれなくて、そのまま行くことにより二次的な諸問題、つまり不登校、
引きこもり、反社会的行動や非社会的行動につながっていくことがあります。
　事件性ということで、一つだけお話ししたいと思います。2003年だったと思
います。ちょうど、『特別支援教育』の理念と方法を啓発している時期に、こ
の事件がありました。「駿ちゃん事件」と言って、長崎であった事件です。こ
れがインターネットや新聞で遠慮なく広汎性発達障がい、アスペルガー症候群
という言葉が出てきた事件で、親の会の方々やわれわれも含めて、アスペルガー
症候群の説明の仕方の難しさを感じました。
　概要をお話ししますと、駿ちゃんは幼稚園に通う小さな子だったのですが、
事件を起こしたのは中１の男の子で、お母さんが非常に怖かったのです。彼は
幼児の男の子の性器に異常な関心があって、いたずら目的に「お母さんが待っ
ているから行こう」と、幼児を隣のビルの屋上に連れていきました。そして、
いたずらをしかけたところでぱっと見ると、防犯カメラがありました。防犯カ
メラ＝お母さんに見られると思ったのです。防犯カメラがお母さんに想定され
たのでしょう。その瞬間、この場面を消さなければいけないということで、幼
児を突き落としたとのことでした。殺害の直接的な原因は防犯カメラにあると
なったのですが、この理由を解明していく中で、精神鑑定の結果、広汎性発達
障がいのアスペルガー症候群という診断がついたのです。
　そして、この中１の男の子の特徴・特性が前から分からなかったのかという
ことで幼稚園時期に遡って追跡したところ、幼稚園の段階から一人遊びや自分
の世界に入ることが多く、友達関係があまりうまくつくれなかったということ
が分かっていました。小学校に入っても、保護者の理解がなかったので支援は
始まっていませんでした。しかし、そういった特徴があるということは、一応、
中学校にも伝えてありました。こういった流れの中で、どこにおいてもそうい
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うことが分かっていながらも、対応されなかったのです。特に小学校から中学
校にそういった情報が入っても、中学校は何もできませんでした。そのことが
このような事件につながった可能性があるということが、判決文に出てきたの
です。
　これはつまり、「気になるな」でおいておくとが、後々の事件性につながっ
ていく可能性があるとうことです。もともと発達障がいというのは、被害者に
なっている方が圧倒的に多いのです。しかしながら、失敗体験またはフラッシュ
バックがある、そしていじめられた体験が後々の二次的・三次的に複合化した
問題になっていきます。このときに事件性とつながることは、否定できないわ
けです。そう考えたときに、「知らなかった」、「やはりそうだった」というこ
とにならないように、早い時期に気づいて支援を始めていきましょうというの
が、今日一つお伝えしたい大きなメッセージです。そして、そういう子が地域
で安心して生活できるために、さまざまな機関が連動していきましょうという
ことです。
　このスライドは、小学校のクラスの教室が散らかっている状態の写真です。
教室環境と子どもたちの集中力とは非常に関連があります。部屋が本当に乱雑
なクラスは、やはり子どもたちの集中力も短いという実感があります。教室環
境を整えていくことは重要な意味があり、これもナチュラルサポートといえる
と思います。
　このスライドの写真は、小学校のあるクラスの児童の机まわりの状態ですが、
気になる子の多くはこのように靴を脱いでいたり、こんな風に片付けされてい
ない状態がみられています。保育所・幼稚園でも、締め付けられるので靴を履
くのが嫌な子がいます。
　このスライドは、言われてうれしい言葉と、言われたら嫌な言葉を例示した
ものです。今はさまざまな人権教育の中でもこのような言葉を教えています。
実際に、外食先で親が２歳、３歳の子に食べさせているときに、だらーんとよ
だれが出てきたら「おまえ、キモいな」と言っている場面もありました。また、
「あほ」「うざい」などの言葉を頻繁に使われている場面にも多く遭遇しました。
このように、子どもたちは言われてうれしい言葉を知らずに育っている場合も
あるのです。ですから、これは就学前はもちろん、小学校でも中学校でも、高
等学校でも言われてうれしい言葉を教えてあげてほしいのです。そういう言葉
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を教えなければいけない時代なのです。これはぜひ就学前の施設では、特に丁
寧に教えていただきたいと思います。
　このスライドは、小学校の授業における黒板ですが、このように今からする
授業の目当て、学習内容を「今」というマグネットを動かしていくことによっ
て、今はどこをしているか、あとどれくらいなのか。が目で見て分かるように
しています。授業のポイントについてもこのように張っておくと子どもたちは
分かりやすく、全ての子どもにとっても安心した授業になります。
　保育所・幼稚園でも、今からすることを視覚的に示すことによって、すごく
安定する子どもたちがいます。そういう気になる子、支援が必要な子に対する
分かりやすい支援は、すべての子どもたちにとっても分かりやすく、安心でき
る保育ができることに繋がると考えていただきたいと思います。
　このスライドは、幼稚園の年長さんの絵ですが、このようにずっと描き続け
るのです。他には、信号ばかり描く子、線路ばかり描く子、人ばかり描く子、 
ずっと並べた絵ばかりを描く子はいませんか。
　この絵を見てください。どれだけ人がいるのかと思うぐらい描いています。
ある意味ではこだわりなのでしょうが、本当に細かいところまで見ています。
この絵を描いた子はアスペルガー症候群の診断をもらっています。私はその子
から学んだと思います。私も30年近く自閉症の人たちとかかわってきています
が、分かったつもりになっていると駄目だと、つくづく思いました。この絵は
ショベルカーを見たすぐ後に描いたものとのことでした。最初に描いたのはハ
ンドルなのです。その子はハンドルに興味があったわけです。ハンドルを丁寧
に描いて、そして人を描いていた後に、本体を書いたのです。そしてその子は、
ハンドルの絵と本体の絵の整合性を保つために、その両者を赤い鉛筆でつない
でいるのです。これ一つでショベルカーになっているわけです。非情に論理的
ですね。

　私たちはそのようなものを見たときに必ず本体から見ますが、彼らは興味の
ある部分から見るわけです。私たちの見る見方と、彼らの見る見方が違うので
す。そこを分かっておかないと、同じレベルで言っても、そのときには分かっ
たような返事をするだけで、全然分かっていないところがあります。そこを理
解して工夫していかなければなりません。
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４．保育所・幼稚園・小学校等における現状と課題
　このスライドは、保育所・幼稚園・小学校等における現状と課題を挙げた図
です。

　一番大事なポイントは、分かる授業、分かる保育をしていくことだと思って
います。彼らにとって分かる保育を追求していく必要があるのです。そして、
困っている子ども、支援が必要な子どもたちに対する分かる保育は、すべての
子どもたちにとっても分かりやすく、安心できることにつながることになるの
です。
　そして、周りの子どもたちにも、気になる子や支援が必要な子どもに対する
理解をどう促していくかです。これも大事な支援ですが、その基本は、周りの
大人がかかわりのモデルを示していけることです。誘い方、褒め方、その子に
対して言ってあげるアドバイスの仕方も含めて、先生方または保育士の方々が
モデルになっているのです。
　次は、保護者との連携です。この保護者との連携も、非常に繊細な場面がた
くさんあります。保護者が分かっているつもりがそうではなかったり、一口で
言えないほどいろいろなことがあります。
　私は今、高等学校・大学生の発達障がいの子どもたちともかかわっています
が、その子どもたちが就労を目の前にしたとき、親は事実を認めざるを得ない
状況に必ずなりす。この子はこのままいくと就職が難しいと思います。できて
も人間関係に委縮して引きこもる可能性がありますよと、言わざるを得ませ 
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ん。支援付きの就労、つまり手帳を取って就労するということも考えていった
方がいいのではないかと言わざるを得ないし、その方が定着するのです。そう
いったことを話すと、保護者は決まって「こんなことならもっと早く言ってほ
しかった」と言います。この言葉を聞くたびに、早い時期から遠慮なく、言い
方はあると思いますが、情報提供をきちっとしておくことが大事だと思ってい
ます。
　特に、幼児期に関しては、子どものことを何か言われることを恐れて、保護
者の中の何パーセントかは乳幼児健診に行きません。行かないこと自体を本当
は気にしないといけないのですが、いろいろな理由を付けて行きません。１歳
半検診で言われた子は、３歳半検診に行かないことがあります。また、３歳半
健診では、保健師さんは「１歳ぐらいのゆっくりさんですね」と傷つけないよ
うに言います。１歳ぐらいというとどこかで追いつくと思いますが、３歳半の
中で１歳遅れているというのは結構遅れている可能性があるわけです。
　これはしっかり追跡調査も必要かと思います。私も子どもを長いスパンで見
ていると、やはり１歳半健診で引っ掛かってきた子どもは、結構その後も対象
になってきています。そのような意味での保護者との連携の大事さを、強調し
ておきたいと思います。

５．発達障がいの基礎理解
　今までは話ばかりで面白くないので、少し皆さんに参加していきだきたいと
思います。いわゆる多動、または注意が散漫になる子は、本当にこのような状
態になっているということを疑似体験していただくためのものです。
　私もこのようなことは苦手ですが、今からやり方を言います。ルールは、出
てきた木の数を数えます。これが一番大きな課題です。しかし、計算が出てき
たら、答えを声に出して言ってください。平仮名が出てきたら、それも声に出
して言ってください。しかし、目的は木の数を数えることです。いいでしょう
か。時間は短いです。
（20秒程度の動画をみる）
　木の数はいくつでしたか。「よく見てましたか」と言われたらどうですか。
木の数を数えようと思ったときに、いろいろなものが出てくるわけです。ミツ
バチの顔を見た人はいますか。あれを見て、それで計算が出てきたら声にぱっ
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と出して言うとなってくると、もう数えられません。
　これと同じように、子どもたちは何かをしようと思っていても、ほかの何か
に反応してしまうのです。飛行機の音が聞こえてきたらそちらの方を見る、誰
かが何かを落としたらそれを見る、集中力はそんな状態になっているわけです。
ですから、このような子は、小学校で廊下側や窓側に座らせては駄目なのです。
隣の教室から大きな歌が聞こえてきたら、そればかりを聞いている子もいます。
そんな状態があるわけです。
　では、もう一回いきますから見てください。読んでください。これで「もう
一回いきますよ」と言ったときに、数名の方は「もう無理」と思っています。
これは保育でも授業でも何でもそうですが、最初の導入でぱっとつかまなけれ
ば、最初の導入で分からなかった子どもたちは、あとは聞いていないというこ
とです。導入でぱっと分かって、何だろうと思うことが出てきた子どもたちは
見ているけれども、最初に分からないと思ったら、あとはずっと聞いていませ
ん。そのように受け止めていただきたいと思います。
　あきらめずに見てください。いきます。木の数を数えてください。分かりま
したか。
　では、最後です。あきらめずに見てください。木の数はみんな同じです。は
い。読まずに数えるだけに専念している人もいましたが、ちょうど30本ありま
す。このように見える子がいるということです。
　これは心理学によく出てくる「ルビンの杯」
です。「この杯は古くから伝わるもので」と話
をしても、バックを見たらどうでしょう。黒い
部分を見たら、人の顔と顔が向かい合っている
ように見えます。こちらの方が刺激が強いの
で、そちらばかりを見ているわけです。そして
「あっ」と気が付いて白いところを見ていたの
かと思った瞬間には、もう進み具合は遅れてく
るわけです。それだけでもう分からなくなっています。「ああ、そこだったんだ」
と後から気づくのです。
　この前もある保育所に行くと、太鼓をたたいていました。「どこをたたいた
ら３人でたたけるかな」と、先生は白板に大きな丸を三つ描いたのです。そう
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すると、何人かの気になる子は、そこで「あれ
はクマさんだ」などと言っていました。見方が
全然違うわけです。そのように、どこを見てい
るのかというのをしっかり示していかないと、
違うところを見ているかもしれません。
　同じような体験をしていただきます。ぱっと
見て、これが少女に見える方は手を挙げてくだ
さい。多いですね。はい、老婆に見える人。い
ますね。少女はこう見ています。これは鼻、耳、
あご、ネックレスです。でも、老婆はこれが目、
鼻、口です。真横を見ています。老婆に見えると、刺激が強いので少女は飛ん
でしまいます。
　もう一つ、広汎性発達障がいの子どもたちは、顔にはあまり興味がないので
す。帽子の上にある猫の絵をみて、「猫がいます」と答えるのです。このよう 
に、この絵だけでも三つの方向から見えるわけです。同じ子どもたちを目の前
にして、これだけの違いがあると、数名が分かっていません。そのような状況
があります。どこを見たらいいのかということなのです。
　これなども、おじいさんとおばあさんに見える方？　そうですね。よく見て
ください。若者が２人います。ここでギターを弾いています。ここは帽子をか
ぶって、座っている若者がいます。ここに少女がいます。見えますか。それが
見えたら、もうおじいさんおばあさんではなくなります。全体をみるか、部分
を見るかの違いを体験したいただきました。
　この絵は、ぱっと見て、ウサギに見える人？ 
アヒルに見える人？　これなどもそうでしょ
う。こちらから見るか、こちらから見るかです。
これがくちばしに見えるか、耳に見えるかです。
　このように見てくると、どうですか。本当に
どちらから見るということを言われていなかっ
たら、その子たちの見方しかないのです。だか
ら、小学校での授業において、国語は右から書いていくけれども、他の教科の
多くは左から書いていく、今どちらから書いているか分からないという子がい
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ます。自由画帳を見てください。右からも左からも書いている子がいます。結
構多いです。どちらから書くのかが分からないのです。そんな子がいます。
　これはよく学習障がいの子の疑似体験として使っているのですが、あまり見
る機会がないと思うので、ちょっと見ていただきたいと思います。答えは分かっ
ても言わないというのがルールです。いいですか、答えは言わないでください。
でも、分かったら「分かった」と大きな声を上げて結構です。はい、ここに何
かあります。はい、お分かりの人はいますか。ほかは分からないというのにす
ごいです。
　いきます。分かっても答えは言わないのですよ。言いたいけれども言わない
でください。
　いきます。答えは言わないでください。ここは目があります。ここに目があ
ります。ここに鼻があります。はい、分かった方は？　これだけ分かったので
すね。これだけ分かったら、分からない人はちょっと焦るでしょう。分からな
い人は、二とおりあります。何が何でも見てやろうと思って一生懸命見る人 
と、もう一つは、「もう無理」と思って見ようとしない人です。子どもたちは、ぱっ
と見て分からないなと思った瞬間に「僕はしない」、「嫌いだ」と言って、しな
いのです。見通しが持てる子は、ぱっと見て駄目だと思ったら、外に行ってし
まうわけです。しかも「嫌いだ」、「あれは嫌だ」と、全然違う理由を言いなが
ら外に行ってしまうのです。でも本当は、ぱっと見た瞬間に自信がないと思っ
ているわけです。このような状態にあります。
　これだけ分かったから、では次にいきますと言われると、分からない人は困
りますよね。では、もう少し丁寧にいきます。ここには目があって、ここに耳
があります。ここに目があって、耳があります。ここに鼻があって、顔の輪郭
がここにあります。いったんこれに見えたら、これ以外に見えないです。ここ
に目があります。お分かりでしょうか。こればかりしていられないので、取り
あえずここまでにしたいのですが、牛の顔がここにあります。分かりにくい人
もいるかもしれませんが、大丈夫ですからね。
　いきます。では、ここに何かいるでしょうか。はい、お分かりの人は？　「よ
く見てくださいね、見たら分かるでしょう」と言うのですが、これは難しいで
すね。これは先に答えを出します。『101匹わんちゃん』に出てくるような犬が、
下を向いて何かを食べているところが描いてあります。戻します。どうですか。



112 おおさか市町村職員研修研究センター

発達障害の理解と支援

そうですね。これも典型的に、皆さんの口から「こんなの分からないわ」と聞
こえます。でも、先ほどのスライドは分からないとは言えなかったでしょう。
大事なのはその場でも、また後からでもいいから、適切に「分からない」とい
うことが言えることです。これは大事なスキルなのです。
　分かる保育にしても大事です。「先生、分かりません。教えてください」ま
たは「これが分からない」ということが言えることがやはり大事です。つまり
これはヘルプを出すことにもつながるわけです。このようなことも習慣にして
いかないと、分かったふりをしている子どもたちがいる、または分かったふり
をすることとして学んでしまっている子がいるのです。そんな子どもにしない
ように、分からないときに「分からない」と言えることの方が大事なのだとい
うことを、やはり子どもたちにしっかりとメッセージとして伝えていく必要が
あるのではないかと思います。
　では次にいきます。これもぱっと読んでください。「川」と読んでは分かり
ませんよ。はい、お分かりの人は。はい、いいですね。これだけ分かってくる
と「私はみんな分からない」と思っている人もいるかもしれませんが、これは
青いところを見ていても分かりません。分かったらうれしいでしょう。やはり
「発見」や「分かった」というのは大事なのです。上と下に線を引くと分かります。
答えを言うとこうです。戻します。こうです。
　次にいきます。「これが分かったのだから、これも分かるはずだ」と言われ
ると、分からなければつらいですね。だから「分かるはずだ」というのは、結
構子どもたちにとってつらい言葉なのです。
　次にいきます。たくさんの情報が出ます。何が出ていたかを、後で聞きたい
と思います。よく見ておいてください。「よく見ておいてね」という注意喚起
を皆さんにさせていただきます。いきます。
　はい、よく見ていましたね。ここから見ると、本当に見てくれているな、分
かってくれているなと思います。では聞きます。「ジャガイモは幾つありまし
たか」。わからない人が多いですよね。このように、「よく見ておいてね」と言
うと、見ているわけです。でも、「ジャガイモが幾つありましたか」と聞くと、
多くの方は「何？　その質問」と思うでしょう。このように思っている子ども
たちが複数いるのです。だから、分かっている子どもたちは、はっきりと「は
い」と言いますが、分からない子どもたちは、分かったふりをしているだけな
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のです。「何？　その質問」と思っているかもしれません。
　いきます。「ジャガイモは幾つあるか、見ておいてくださいね」という目的
を言うと、これは随分分かります。いきます。はい。
　これだけでも分からない人がいます。子どもたちに「この丸の中にジャガイ
モが幾つあるか、よく見ておいてね」と、つまり注意喚起と見る目的、そして
見る位置を示してあげると分かります。いきます。これで分かるわけです。こ
れは、あくまでも「見る」という情報があるから、こういう形で位置を示すこ
とができます。しかし、言葉だけではどうでしょうか。「今から幾つかお話し
するから、よく聞いておいてね」と言うと、どこを聞いていいか分からないの
です。この状態で言葉だけで言うと、いかに聞いていないかということです。
聞くことが分からないわけです。全部聞くのは無理です。
　ですから、せめて言葉だけでと言うときには、今から大事なことや必要なこ
とを「二つ言うよ」とか「三つ言うよ」などと言います。三つまででしょうね。
二つぐらいかと思いますが、「二つ言うよ」と、頭に描けるように言ってあげ
ます。
　「では頭の中に、箱を二つ作ってっておいて。一つ目の箱にいくよ。」「はい
何々」「はい、二つ目は何々」「もう一度言うよ」というように言います。よく 
「大事なことは１回しか言わないよ」と言いますが、絶対に１回では聞いてい
ません。必ず大事なことは２回言います。これはナチュラルサポートです。こ
れも支援が必要な子どもだけではなく、すべての子にとってもそうです。２回
目しか聞いていない子が結構いるのです。大事なことは２回必ず言う、これも
心掛けていく必要があるかと思います。
　もう一つです。この中に動物がいます。何の動物がいますか。これはそんな
に難しいわけではありません。しかし、これが見られない子がいます。選択的
な注意の集中ができないわけです。ということは、どうですか。絵本指導をし
ていても、ほとんど違う所を見ているわけです。絵本のバックにいろいろなも
のが張ってあったら、どこを見ていいか分からないのです。だから丁寧にする
ところは、絵本の指導をするときに、スクリーンや白い布の前でしているとこ
ろもあります。どこを見ていいかが分からなくなってしまっている子どもたち
がいるのです。
　いきます。これは外していきますから間違う人もいますが、正解は何でしょ
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う。合っていましたか。たまには「消えた」と思っている人もいます。
　まずはこの音を聞いてください。いきます。これは分かりましたか。もう一
度同じのをいきます。分かった人は？　分からないですよね。
　では、この雑音なしにしたものを聞いてみます。もう一度元に戻します。不
思議なことがあります。いきます。聞こえましたね。ということは、ざわざわ
しているところでは聞いていない、または１回きちんと聞いているものは分か
るのです。初めてのことというのは１回では聞いていないし、ざわざわしてい
ると入っていないのです。これもいったんその言葉が入ったら、次は少々のこ
とがあっても聞いています。
　このように、言葉で聞くというのは非常に難しい部分があるので、そういう
聞こえ方になっている可能性があるということも知っておくことが大事かと思
います。

６．気づき・理解の深化と更新
　気づきというのは何度も申し上げますが、更新していく必要があります。こ
ういった研修も、恐らく２回目、３回目でやっと「そうなんだ」と分かること
がいっぱいあります。同じ研修を２回受けた方は、２回目の方が分かることが
いっぱいあるのです。私もいろいろなところで話をしていると、同じ話ばかり
になっていないかと思うときがあります。しかし、同じ話だからそれがすっと
聞き入れてもらえることが結構あるということが分かってきたので、同じ話で
も繰り返すことにしています。
　そのようにしながら、そのときに聞く聞き方と、その後に聞く聞き方とでは
全然違うところがありますので、理解を更新していってください。やはりこれ
が大事です。分かったつもりにならないようにすることが大事だと思います。
　そして何度も言いますが、本当に発達障がいとは一つの視点だけで見るので
はなく、アスペルガー症候群の子どもはみんな同じかというと違います。自閉
症も違います。みんな違うのです。その違いを見ていかないといけないので、「こ
の子はアスペだから、アスペルガーから見ていく」とか「ADHDから見ていく」
という見方から見ていくと、分からなくなります。子どもを見ていくのです。
そして、見ていくために、さまざまな知識を持っていることが大事なのです。
　「子どもが困っていることに気づく」、これは保育の中で少し困っていると
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ころです。具体的には資料を見ていただけたらと思いますが、確かに場面にそ
ぐわない子どもがいます。保育活動の中でも、絵本指導になると遅れてでも絶
対に一番前に座る子などが、やはり気になる子です。
　遊びでもそうです。この前ある保育所に行ったときに、年長さんの５歳児ク
ラスだったのですが、私たちのところへ「遊ぼう！」と子どもたちが言いにき
たのです。その子が「裁判ごっこをしよう」と言って、裁判ごっことは何をす
るのだろうと思っていると、その子が誰々は被告、誰々は証人、僕は裁判官な
どと言ってみんな決めていきます。周りの子どもたちは分からないので、みん
な離れていくわけです。保育士さんと私が被告になってやりました。そのよう
に難しい言葉で、難しい何とかごっこと言います。
　あるいは、幼稚園の年中さんだったのですが、急に隣のクラスに乱暴をしに
行くので周りの子どもが怖がってしまう、それをどうしたらいいでしょうかと
いう質問でした。これも高機能自閉症、アスペルガーのような感じですが、ど
んな乱暴をしにいくのかと思い見にいき、よく先生方の話を聞いていると、こ
ういうことでした。その子は刑事の番組にすごく興味があって、自分が刑事に
なった状態になるのです。だから必ず行くときに、先生に「逮捕してきます」
と言って隣のクラスに行くのです。そして、逮捕される子も大体決まってくる
らしいのですが、それも手荒い逮捕の仕方をするので暴力になるわけです。抵
抗したことに対して、叩いてしまうのです。刑事ドラマからの影響です。
　それはどうでしょうか。勝手な文脈でも、その子にとっては文脈があるわけ
です。隣の子のところに急に行って暴力を振るうということではないのです。
これは暴力を振るうというその結果だけではなくて、その前後のエピソードを
きちっと記録していると分かりやすくなります。必ず先生に、「逮捕してきま 
す」と言います。ですから、「逮捕してきます」と言われたら「では、一緒に
行こうね」と一緒に連れていき、そして逮捕のときに「このようにしようね。
でも本当は悪いことをしていないのに、逮捕されたら嫌だよね」という話を丁
寧にしていくと、その子はそのようなことはなくなってきました。このように、
何かの行動があったときに、その行動を問題にするよりも、前後のエピソード
の記録をきっちりと付けていくことで、その子の問題性、課題性が分かりやす
くなるのです。
　あと、こんなことがありました。これは保育所や幼稚園に行ってもそうです。
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クラスに入ったときに「何しに来たの」「誰？」とまず言ってくれる子は、気
になる子が多いのです。幼稚園・保育所に行くと、私を見た瞬間にぱっと来て「何
しに来たん、おっさん」などと言われます。そして、ある幼稚園の教室に園長
先生と一緒に入ったときに、園長先生にではなく初対面の私の方に来て、「は
げちょうちん、これどう付けるの？」と来るのです。あらと思って見ましたら、
お礼を言わずに帰っていくので、「ねえねえ僕、おじさんのこと何て言った 
の？」と言うと「おじさん、はげちょうちんでしょ」と、ぱっと名前を付けら
れていました。そのように、自分のルールでかかわってしまうところがありま
す。
　これも幼稚園でしたが、今度はある市で、指導主事と一緒に行きました。そ
の指導主事はすごく楽しい人でした。その人は髪の毛がなかったのです。そ
うしたら、ある男の子は、あまり見る機会がなかったのでしょう。ぱっと玄
関に入った瞬間、靴を脱ぐかどうかの間に「どうしておじさんの髪の毛はない 
の？」と言うのです。その人は黙っていたのですが、次にその子は「何のため
にないのですか」と言ったのです。これは正直、失礼ながら私も横で笑ってし
まいました。でも「何のためにないのですか」というのは、すごい言い方です。
それを聞いたその指導主事は、言わなくていいと言ったのに「以前はあったん
だよ」と言ってしまったのです。そうしたらその子は「いつなくなったの？　
どうしてなくなったの？　また出てくるの？」などと言うわけです。黙ってい
たらいいのに、その指導主事も「だから水をあげてるの」などと言ったもので
すから、その子の頭の中で疑問に思ったことをいっぱい質問するのです。げた
箱に靴を入れているときでしたから、園長先生が来て「質問はあと一つだけに
して」と言いました。そこで質問を止めたらパニックになることが多いとのこ
とでした。一つだけよと言われたその子はじっと見ながら考えて、「おじさん
の、おでこと頭の境目はどこ？」と言いました。すごい発想です。その境目だ
けは、その指導主事は答えられませんでした。「この辺」とかと言っていまし
たが、そのようにぱっと来て言ってしまうというのはすごいです。このように、
初対面の人にもいきなり話しかけたり、自分の興味のある話のみをする等の特
性がみられるのです。
　私は、幼稚園や保育所へ巡回相談に行くと、可能な範囲で子どもたちと遊
ぶようにします。ブロックで作った鉄砲で撃ってくる子どもがいて、「やられ 
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た！」と言いながら、今度は怪獣になってガオーッと子どもたちに向かった 
いったら、みんなすぐ逃げていきます。そしてまたガオーッとしたら逃げてい
きます。このようなやり取りをしていると、必ずそこに怪獣をやっつけに本気
で蹴ったり、叩いたりする子がいます。その子たちをちょっと見ておくと、遊
びの中でいろいろなことが出てきます。彼らは同年齢が一番苦手なので、大人
が来て「この大人、遊んでくれるな」と思ったら、大人のところにばかり来ま
す。園長室にばかり行くなど、そういう子どもたちも、やはり気になるところ
が多いでしょう。そのように、子どもたちには対大人と対子どもとの違いが顕
著な場合も多くあります。

７．保育所・幼稚園における巡回相談から
　平成17年ぐらいに幼稚園の体制整備が始まったときに、ある幼稚園で初めて
特別支援を進めていくモデルケースがあって、私自身もそこに府の立場として
行くことになりました。そのときには、正直なところ、早い時期に発達障がい
というレッテルのようなものを張っていいのかというジレンマが自分の中にあ
りました。発達障がいまたはその可能性のある子どもたちに何か支援を進めて
いこうというときに、診断をもらっている子は別として、この年齢でそれを 
言っていいのかどうかということが正直あったのです。
　そのときに、こんな体験をしたのです。支援が必要で、後でアスペルガーと
いう診断になった子がいたのですが、その子がお絵描きをしていたときに、立
ちながらぎこちない閉め方でキャップを閉めようとしていたので、キャップを
落としていすに当たって、こちらに転がってきたのです。その転がっていった
キャップを本人が取りにいこうとした瞬間に、ほかの子がぱっと拾って持って
きてくれたのです。そういうときは、文脈で言うと「ありがとう」です。とこ
ろが、その子はありがとうどころか、その子を指さし顔を真っ赤にして、「僕
の取った！僕の取った！」と言って、わーんと泣いたのです。それを持ってき
た子も一緒に泣いてしまいました。
　何が起こったのか分からなかったのですが、幼稚園の先生は、「この子は時々
こういうことがあるのです」と言うのです。つまりその子は、落として飛んで
いったものを誰かが取って持ってきてくれたという文脈では見ていないわけで
す。僕が取りにいこうと思ったら、僕のものを取って持っているという最後の
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情報しかないのです。僕のものを持っているので、「取った」と言うわけです。
その子にしてみれば、良かれと思ってした子にいじわるをされていると思って
いるわけです。その子は４歳でしたので、この体験が10年ぐらい続いたら、こ
の子はどういう失敗や不合理な経験するのかと考えると、ある意味では少し怖
くなります。人に対してどんな気持ちになるのか、常にいじわるをされている
と思ってしまうのかどうかです。
　ちょうどそのころ、中学生の自殺などが新聞によく載っていたのです。「昨
日まで学校に来ていたのに、そんな兆候は見られませんでした」ということが
いっぱいありました。それがふっと重なって、もしかするとこのようにつらい
思いをして、学校に行かないという選択肢もなく来ていた子どもたちの可能性
があるのではないかと考えたのです。そう考えたことで、早期の気づき、早期
の支援は、失敗体験といじめられる体験をしないようにしていくための手立て
なのだということが分かってきたのです。
　私はその子のことが気になったので、泣きやんでからですが、夏だったので
ハンカチをちょっと落としておいたのです。そうしたらその子が気づいてくれ
たので、私がポケットにハンカチがないという仕草をすると、その子が持って
きてくれました。私は「落としたのを取って持ってきてくれたのね。ありがと
う」と言いました。それでにこっとして帰ったのですが、本人には、自分が落
としたものを持ってきてもらったのと、人が落としたものを持っていったのと
は、一致していません。一致していないけれども、認知的には低くない子です
から、落としたものを持っていったときにお礼を言われたことは、知識として
どこかの間に埋める要素になるかもしれません。間を埋めることをしていって
あげなくてはいけない、まずこれが最初にできる援助、支援なのではないかと
思ったのです。
　そのようないろいろなことが重なりました。それで私は自信を持って、早期
の気づき、早期の支援をするべきだと思うようになりました。早期に始めるこ
とによって支援が要らなくなる子、または少なく済んでいく子がいるのです。
私は「もう少し様子を見ましょう」「支援は要りません」と言っていて、後々
大きな支援につながっている子をたくさん見てきています。そういった意味で、
早期の気づきが大事だということです。
　保育所の先生方の研修というところから考えると、「巡回相談」はやはり大
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事な要素があり、意味があると思っています。ですから、そこに行って一緒に
考えるということも、できるだけしていきたいと思っています。
　それから「子育て支援」は、子ども支援とイコールだと考えていくべきかと
思っています。別個のものと考えていくことができない側面があります。子育
て支援、保護者支援をしなければ、子どもの育ちにいろいろな影響を及ぼすこ
とがたくさんあるのです。ここは恐らく関係機関と連携して進めていく必要が
あると思います。
　あと、小学校への移行連携です。保育所指針から、保育要録を上げなければ
ならなくなりました。しかし、その要録を上げるだけでは、やはり情報の限界
があります。ですから、もし保護者の納得というか理解があるならば、一緒に
別の支援計画として上げていくという形をぜひ取っていただきたいと思いま
す。ペーパーで上げるだけではなく、例えば２月、３月に一度、小学校の先生、
コーディネーターに来てもらいます。そして、今度は保育所・幼稚園の先生が、
小学校の５月～６月ぐらいの参観日に行ってもらいます。双方に参観しながら、
その子たちの追跡を２～３カ月前後重なって行っていけるような連携が必要だ
と思います。紙で上げるだけでは、なかなか連携にならないと思います。そう
いった有機的な連携が必要です。
　具体的に言うと、この子の特性からして、いきなりの場面に行くと大変だと
いうならば、例えば小学校の入学式の前の日に行って、げた箱がどこかを教え
てもらいます。子どもたちが一番困るのがトイレです。小学校にはたくさんト
イレがありますから、トイレから出てきて、どちらに行ったらいいか分からな
いのは困るわけです。トイレを教える、げた箱を教える、そして入学式のとき
にどこに座る、そこまで前日に言っておくことで、入学式がすごくスムーズに
なる子がたくさんいます。
　小学校はその辺には敏感で、今はどこでも大体してくれています。そのよう
に連携を取って最初のスタートをうまく切っていけることがやはり大事で、最
後にできる支援かと思います。

８．支援教育の対象
8－1．LD（学習障害）とADHD（注意欠陥多動性障害）

　LD、ADHDという子どもに関しては、診断そのものは学齢になってからに
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なります。学習が始まってからです。しかし、LDの子どもたちの様子は、年
中～年長さんになると分かってきます。いろいろな活動の中で、分かってくる
はずなのです。
　幾つかの例をお話ししますが、LDというのはLearning Disabilitiesと言っ
て、能力障がいにつながる言葉です。医学ではLearning Disordersという言
葉を使います。Disorderということは、Orderではないということです。もう
一つ教育の言葉で、やはりこの方が妥当だろうと言われているのがLearning 
Differencesで、「異なる」ということです。言い方を変えると「学び方の違う
子どもたち」ということです。そういうとらえ方をしていきながらもう一つ工
夫することによって、分かる子どもたちがたくさんいます。
　これは保育でも、同じように考えていく必要があるかと思います。学び方の
違いがある子どもたちなのです。だから、みんなと一緒だけでは学ばないけれ
ども、少し工夫すると学んでいく子どもたちがいるということです。その少し
工夫するということを、今からお話ししていきたいと思います。
　トム・クルーズは、LDを啓発している世界的に有名な人です。彼は世界的
な大俳優ですが、台本を読むことができません。だから読んでもらって、聞い
て演技しているわけです。そのようにしながら、できることでできないことを
補っていくことができると、強い力になっていく側面があります。
　ADHDは、不注意と多動性・衝動性型があります。この間も四ッ屋の保育
所に行ったときに、多目的のホールで遊んでいて、ADHDか広汎性発達障が
いか、特にADHDの多動性が顕著だと思う子がいました。その子は、多目的
室をずっと走っていたのです。走っていく間に、ほかの子が作っているブロッ
クを蹴ってつぶします。ある子の頭をたたきます。走っていったら、何人か泣
いているのです。そんな子はいませんか。
　そこにぱっと保育士さんが行った瞬間に、その子は「ごめんなさい」と言い
ます。でも、何にごめんなさいと言っているのか分かっていません。それで 
「謝りに行きましょう」と言われて謝っているのですが、本人は全然意味が分
かっていないと思いました。なぜかというと、自分がしたことがどうなってい
るのかと、振り返る子は見ているわけですが、その子は自分の目の前にあるこ
とをしていくわけですから、振り返っていないのです。振り返っていないとい
うことは、今までしたことには責任を持っていません。それをさらに振り返っ
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てしかっても、全然そのことがその子の中に入っていないわけです。ですから、
しかり方を考えていかないと、保育士さんが行ったらしかられると思って、ご
めんなさいと言っているだけなのです。本人が、自分のしたことが分かってい
るか・分かっていないのかは、しっかり振り返って自分がしたことを見ている
かどうかで分かります。普通、ちょっと悪いことをしてやろうと思ってブロッ
クを壊したら、みんなが泣いているかどうかと見ますが、それがないのです。
　ADHDの子は多動性・衝動性が目立ちますが、これは結構男の子が多いの
です。女の子は不注意型が多く、ぼおっとしているとか忘れ物が多い、片付け
られないなどで、気づかれにくいところもあります。そして、これを両方持っ
ている子も多いのです。
　このADHDの特徴で、まさにこの人はそうだったのだろうなと誰しもが思
う人は、○○さんです。トットちゃんの本を読むとそうです。しかし、あれだ
け多弁で行動力があるので、世界的に活動する人になっています。だから、そ
の特徴を生かせば、随分違ってくるのです。野球で言うと○○さんや○○さん
がそうだったといわれているぐらいに、行動力があります。そして、世界で最
もこの人はと言われているのがエジソンです。エジソンは、いろいろなエピソー
ドを考えるとそうだったのでしょう。だからADHDの全国組織は「えじそん
くらぶ」です。そしてエジソンは、アスペルガー症候群であったという説もあ
ります。ADHDの子はやはり元気な子が多いですから、この子の目標、何か
好きなことで熱中できるものができてくると、自尊心が低くならなければ、随
分変わっていく子がいます。

8－2．広汎性発達障がい
8－2－1．広汎性発達障がいについて

　難しいのは、広汎性発達障がいです。広汎性発達障がいには、アスペルガー
症候群も含みます。先ほどのADHDやLDは学齢になってからですが、広汎性
発達障がいは、大体２歳ぐらいから診断がつきます。保育所にお母さんが行っ
て「この子は広汎性発達障がいです」または「アスペルガー症候群です」と言
われたときに、「それは何ですか」と言うと、そのことで信頼関係が崩れます。
「広汎性発達障がい」、「LD」、「ADHD」です。就学前ではアスペルガー症候群
と広汎性発達障がいが、つい最近法律の中で「障がい者」の中に入りました。
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精神障害者保健福祉手帳も取れるようになります。
　広汎性発達障がいは、自閉症の総称と言えます。そして、「知的障がいのあ
る自閉症」から「知的障がいのない自閉症」まで、連続したとらえ方になり、
最近では、同様のとらえ方として、自閉症スペクトラム障がいという言葉も多
く使われるようになってきています。
自閉症という障がいには、三つの特徴があります。三大特徴と言います。一つ
目は「コミュニケーションの問題」です。これは、言葉の遅れまたは言葉の活
用の問題です。二つ目は「社会性」です。対人関係のかかわりの難しさがあっ
て、すぐトラブルになる、自分のルールでかかわる、そしてかかわってもすぐ
に一人になってしまいます。人との関係を築きにくい、結びにくいということ
です。三つ目は、興味が限定されることによって、「こだわり等の行動の問題」
があることです。こうならなければならない、この道を通らなければならない
ということから、何々を集めるとか、人に対するこだわりなど、いろいろなこ
だわりがあります。そういうこだわりがあることと、人付き合いの関係性が難
しいこと、言葉の遅れ、ないし言葉の活用に問題がある、この三つが認められ
ると、自閉症、または広汎性発達障がいという診断になります。
　この三つの特徴を有しながら、IQ（知能指数）が70～75以上ある自閉症を「高
機能自閉症」と言います。言い方を変えると、高機能自閉症とは「知的障がい
のない自閉症」のことを言います。
　高機能自閉症とアスペルガー症候群の、線引きは難しいのです。できない部
分があります。しかし、この違いを言うならば、コミュニケーションの問題と
して、どちらかというと高機能自閉症は、言葉でも特徴的なしゃべり方をする
子が多いです。言葉の活用には問題があるけれども、言葉の遅れのない高機能
自閉症タイプを「アスペルガー症候群」と言います。言い方を変えると、「言
葉の遅れのない自閉症」がアスペルガー症候群です。
　言葉の遅れがなくても、言葉の活用には問題があります。ですから、好きな
ことしか言えない、または場にそぐわないことをぱっと言ってしまうというこ
とがあるのです。アスペルガー症候群は、人とかかわりたいけれどもうまくか
かわれないので、トラブルになるのです。このタイプの子どもは増えているよ
うに思います。中核的な問題としては、相手の立場に立つことが難しいという
ことが挙げられます。
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　この子は、難しいことを言います。この前も検査をして、「どうだった？」
と聞いたら「先生の出す問題は、僕にとって難しいと言っても過言でない」な
どと言っていました。
　研究室にも５歳の女の子がしょっちゅう来るのですが、この間も、ぱっと入っ
てきた瞬間に、「この部屋は面白くない」と言うので「では、お姉さんたちと
隣の保育室で遊んでおいで。先生はお母さんとお父さんとお話をするからね」
と言うと、「はーい」と言いました。ですが、３人来た学生の１人の顔をぱっ
と見た瞬間に「怪物みたい」と言うのです。もうどきっとしました。学生もびっ
くりしていたので、こちらも「そんなの気にしなくていいからな」とフォロー
をしに行きました。その次に、言ってしまいました。私も本当に失敗したので
すが「見た目そのままに言うから」と言ってしまったのです。その方が悪いと
怒られました。だから「あの人太り過ぎ」などと、ぱっと言ってしまうわけで 
す。それも悪気はないのですが、見た目をそのままに言うのです。だから外を
歩いていても、おかしい服装をしている人を見ると、「あの人おかしい」と言
うので、お父さんは「それを言ったら駄目」となってしまって、外に行くのが
大変というところもあります。
　先日は、男の子のアスペルガーが２人が来ました。１人が難しい言葉が好き
で、もう１人はそれが苦手なのです。私が提案することに、いつもある子は反
対して、ある子は賛成しますが、その２人の中で、たまたまどちらにも反対さ
れたのです。そうしたら、その難しい言葉が好きな子は、もう１人の子に対し
て「僕たち、馬が合うよね」と言うのです。難しい言葉を使うなと思っている 
と、もう１人も一応合わせて「そうだね」などと言っているのです。意味が分 
かっているのかと思って、後で聞いたところ、「牛も合うのかな」と言ってい
ました。すごいですよね。そのように受け止めてしまうのです。彼らの発想は、
そういった意味ではすごいです。
　本当にそういう意味では、ぱっと思ったことを言ってしまうのです。大人で
もそうです。「ご飯を食べに行こう」と言うと「おかずは食べないの？」と言っ
てしまうというように、言葉の裏がなかなか分からないのです。
　これは自閉症関連の、広汎性発達障がいの根本的な問題がここにあるという
ことの例です。アンとサリーがいます。アンはあめ玉をもらい、後で食べよう
と思ってかごの中に入れて遊びにいきました。そこにサリーが来て、かごの中
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にあめ玉があったので、後で食べようと思って箱の中に移し替えてしまいまし
た。そしてサリーも外に遊びにいきました。そこにアンが戻ってきて、先ほど
置いたあめを食べようと思います。まず、どちらを探すでしょうか。サリーが
移し替えたことはアンは知らないわけですから、かごの中をまず探すというの
が一般的というか、答えです。ですが、この質問を自閉症関連で高機能自閉症の、
年長さんや小学校１年生～２年生ぐらいの子にすると、「箱の中にある」と言
います。これはどういうことかというと、アンの立場に立てないわけです。こ
のストーリーで言うと、箱の中に入っているからです。
　もう一つ言います。これはいろいろな検査であるのですが、クレヨンを「あ
りますよね」と見せます。このクレヨンを「全部外に出すよ」と言ってこちら
に移して何もなくして、この中にはさみを入れ、そして閉じます。「前に何が
入っていた？」と聞くと「クレヨン」、「今何が入っている？」と聞くと「はさ
み」と答えます。ここまではいいのです。次に、このままお外にいるお母さん
に聞くと、この中に何が入っていると言うと思うかと聞きます。「お母さんは
何が入っていると言うかな」と聞くと、その子は「はさみ」と言うのです。こ
れもやはり、相手の立場に立つことができないからです。そこに事実はさみが
入っていることを知っているので、お母さんにそれを見せて、はさみが入って
いることが分からないとは思わないのです。
　相手の立場に立つのは何歳ぐらいだと思いますか。これは４歳ぐらいなので
す。４歳の中でも、兄弟が多いと少し早いと言われます。だから幼稚園でも、
３歳児、４歳児、５歳児と３年保育をしているところでは、やはり３歳と４歳
では全然違うのです。
　３歳児のクラスに私が入っていっても、あまり質問はしてきません。早い時
期は質問してこないし、何と言っていいか分かりませんから、わが道を行くで
す。４歳になってくると「どうして何々ちゃんだけなの」というように、ほか
の子のことも言ってくるようになります。そこでやはり４歳は違います。
　広汎性発達障がい、自閉症関連、アスペルガーも含めたその子らは、それが
分からないのです。相手の立場に立つことができません。そうなったらどうで
しょう。今から二つのことを言います。一つは、何か困ったことをしたときに
「何々ちゃん、自分がされたらどう思う？　自分がされて嫌なことは、人にし
ては駄目よ」というのは、自閉症の子どもには全然分からないのです。この論
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理から言うとそうでしょう。でも、言われ慣れしているので、「そんなことを
自分がされたらどう？」と言うと「それは嫌」と一応言うのです。自分が嫌な
ことは他人にしては駄目、これが分からないのです。だから繰り返すのです。
その言い方はよくありますが、それが分からないのです。分からないというよ
りも、もし分かるとしたら後からです。
　もう一つは、客観的に見るということですから、「いつ」「どこで」「誰が」 
「何を」「どうした」という５W１Hがありますが、その中で一番分からないの
が「Why（なぜ）」です。ですから、人をたたいたり何か困ったことをしたときに、
「何でそんなことをしたの」といきなり聞くと、固まってしまうか、つじつま
を合わせてうそをつくかになってしまいます。
　「何でそんなことをした」「なぜならば、こうこうこうだったから」と、こ
れは非常に高度なのです。では、どのようにするかというと「いつしたの」、 
「どこでしたの」、「誰がしたの」、「何をしたの」と、事実で答えられることか
ら聞いていってあげます。最後に「どうしてしたの」ということはもちろん聞
いてもいいですが、いきなり「何でしたの」、「どうしてそんなことをしたの」
と聞くと、違う答えになってしまうことがあるのです。それを「こんなことを
言っているから」といっても、本人は全然そのことを分からずに言っているの
で、後から理由が変わっていたりします。このようなことがありましたと連絡
帳に書いて、家に帰って今度はお母さんがその子に「何で人にこんなことをし
たの」と聞くと、全然違うことを言っているわけです。「何で」という聞き方
が彼らには分かりにくいということです。ですから、そのようなことも聞きな
がら「いつした」、「誰がした」、「何をした」と、そういうところから入ってい
かないと、いきなりというわけにはいかないのです。
　今の二つ、「あなたがされて嫌なことは、ほかの人にしたら駄目」と「何で
そんなことするの」という聞き方は、彼らには分かりにくいということです。
人と人が向かい合って頭を下げている写真をぱっと見た瞬間に「これは何をし
ていますか」と聞くと、彼らは何と言うと思いますか。私たちにはあいさつ以
外に分かりません。ほかを考えても、何か下に落ちているとか、そのようなこ
とでしょう。でも、高機能自閉症の子どもは、ぱっと見た瞬間に「トンネル」
と言うのです。確かに形はそうです。それは人と人がという文脈で見ていない
からです。形で見て、位置で見ているわけです。
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　それで私が「え？」という顔をしたら、学齢が６年生でしたが、後から私の
ところに来て「あれはあいさつでしたか」と言っていました。結局分からない
のではなくて、後から分かるのです。そしてまた、後から分かるということ 
は、失敗したと思うのでしょう。つまり、場にそぐわないとか、空気が読めな
いと言われるわけです。しかし、後で分かると、また自信をなくすのです。
　これは彼らの特徴です。保育の現場でも、いろいろこの中にヒントがありま
す。何の数字が出たかということを聞きます。「何の数字が出ましたか」と聞
かれると、どう答えますか。７・２・５と答えようと思った方？　５・７・２
と答えようと思った方？　いますよね。これはどちらがいいとか悪いという問
題では全くありません。でも、７・２・５と答えようと思った人は、何で５・７・
２という答えがあるのかと思いませんか。
　７・２・５と答えようと思った人は、出てきた順番にとらえています。これ
を専門用語で「継次処理」と言います。時間経過の経時処理というわけです。
それに比べて、５・７・２ととらえる、または572という答えもありますが、
その答えを出す人は、出てきた位置で覚えているのです。出てきた図を残存映
像のようにして、一つの画面にするとこうなります。一つの画像にしているわ
けです。これがあると５・７・２、または572ととらえるわけです。便宜上こ
ちらから読んでいくわけです。このとらえ方を「同時処理」と言います。ぱっ
と見て分かるようになります。
　これはもちろん自閉症の子どもたちだけではありませんが、ただ、自閉症患
者は圧倒的に「同時処理」が強いのです。だから彼らには、ぱっと見て分かる
ように、絵や写真カードを使いましょう、視覚支援をしましょうとなっていま
す。しかし、自閉症＝視覚支援ではないのです。彼らは確かにこのような特性
が強いのですが、すべての子がそうであるとは言えないので、それだけでは分
からない子がたくさんいるのも確かです。ぱっと見て分かるようにするときに
は、「こっちにする」、「こっちへする」、「こっちに行く」、「どっちに行く」と
いうのを絵や写真カードにしてあげると分かりやすいので、そういったことが
支援の基本になるわけです。
　この継次処理と同時処理というところから見たときに、保育所・幼稚園でも
よくあるのが、作品を作るときに「はい、今からこれをするよ」「次は、これ
をしたらこれをするよ」と順番に説明する仕方です。これで彼らはついていけ
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なくなるわけです。順番ととらえるのが難しいからです。彼らは、ぱっと見て
分かるように目の前に完成形を置いておいてあげるとできるのです。だから何
かを作るときに、例えばプラモデルで言うと工程表を見るのが継次処理ですが、
同時処理はどうしているかというと、出来上がりの写真を見て作るわけです。
だからどんどん早くなってしまうのです。
　だから、自閉症関連の子は、工作でも何かでも「はい、何々をみんなでしま
しょう」としたときに、なかなかしません。周りが出来上がってくると、この
ようなものを作ると見て分かるので、一生懸命やりだすのです。そんな子がい
るでしょう。それは同時処理です。そんな子には、やはり「ここに見に来なさ
いよ」とか、その子の目の前に完成形を置いておいてあげるということをする
と、まだ取り組めるのです。ですから、完成形を置いておいて見させてあげる
ということが大事になってきます。
　ですから、折り紙などのようにこう折って、次はこう折ってというのにはつ
いていけません。そして小学校に入って漢字を覚えるときも、筆順で覚えなさ
いとなると覚えられないのですが、偏とつくり、パーツとパーツを合わせてい
くとすぐ覚えるのです。ですから今、小学校ではそのような教え方もしましょ
うということになっています。漢字の苦手な子に、筆順ばかり教えていたので
は全然覚えません。覚えないどころか、苦手意識を持つようになっていきま 
す。
　ある子に出会ったのですが、魚偏に弱はイワシ、有はマグロと、お寿司屋さ
んのようですが、これで覚えたら、漢字は難しいけれどもすっとたくさん覚え
ました。さんずい偏はみんな水に関係があるので、さんずい偏にこれはこれと
覚えていくと、すごく分かってくるようになります。そのようにして漢字に親
しみを持っていける方が、漢字を覚えることにつながっていきやすいのです。
そのようなことも今、小学校では工夫していきましょうという話になっていま
す。
　ですから、保育の場面でも継次処理と同時処理は大事なところなのです。そ
ういう意味で、順番だけではないのです。ぱっと見て分かるようにしてあげる
ために、今日は「これをしたら、これをするよ」という言葉だけでなく、張っ
ておいてあげると分かりやすくなります。保育所でもまず一番できる支援は、
視覚支援だと思います。見て分かる支援です。
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　見て分かるのも、子どもの発達状況によって、絵カードをいきなり使うと分
かりやすいかというと、そうではありません。一番分かりやすいのは、実物と
実物大です。実物で「一緒だね」「これはこうしてこうするよ」とか「こうし 
てね」というのが一番分かりやすいです。その次に写真カードです。絵カード
になってくると、すごく抽象的になります。コップといっても、いろいろな色
や形を持ったものを、すべてコップとしてまとめられることができればイラス
トもいけますが、それができない子はそのものの写真を撮っておいてあげない
と、視覚支援は有効にならないのです。
　一番分かりやすいのは実物、写真カード、イラスト、そしてもっと抽象的な
シンボル、文字、そしてその後に言葉があるわけです。言葉は言うとすぐ消え
てしまいます。場面にしてもそうです。ですから、一番分かりやすいのは写真
カードです。ですから、「この子は絵カードを全然見ません」と言われている
子は、絵カードを見るのが難しい子どもたちです。そのような形で視覚的に見
て分かるような支援をしていくことは、他の子どもたちにとっても分かりやす
くなります。
　そういう意味では視覚支援と、しっかり前後の文脈をとらえてエピソードを
記述していく。この二つのことがまず取り組めることかと思います。

8－2－2．アスペルガー症候群について

　これはアスペルガーの特徴を説明したものです。エジソンがそうだったとか、
レオナルド・ダ・ヴィンチも鏡文字を書いていたといわれています。鏡文字は
分かりますか。反対の字を書くのです。
　そして逆転バイバイをします。自閉症の子の中には、手のひらを自分に向け
てバイバイをする子がいます。10カ月ぐらいになった子どもは、人がバイバイ
をすると大体同じようにするのですが、最初にこのように覚える子がいます。
だって、相手は自分の方向に手のひらを向いてバイバイしてくれるわけですか
ら、自分も同じように、手のひらが見えているようにするわけです。
　これと同じ原理で、鏡文字があります。文字が反対になります。対人関係に
課題があると、これがなかなか消えない子がいます。レオナルド・ダ・ヴィン
チは、鏡文字を書いていたといいます。ベートーベンもそうでした。アインシュ
タインもそうだったといいます。
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　これは若いころなので少し分かりにくいかもしれませんが、分かりますか。
世界で一番お金持ちを何年も続けている人です。マイクロソフト社のビル・ゲ
イツです。この人はアスペルガー症候群という診断をもらっています。ですか
ら、この会社は、アスペルガーを何パーセントか採ると言っています。あのぐ
らいの会社になってくると、そういう特異な力を持っている人でないと開発で
きないです。そのように、特性・個性もうまく活用すると、すごく大きな力に
なるということがあるわけです。
　子どもたちの中に、１回言うと「先生、何だった？」と聞き、話してまたし
ばらくしたら「何だった？」と聞きに来る、こんな子はいませんか。そういう
子らは、「聞く」という短期記憶に弱さがあります。
　これを見て、太郎君の家を探してください。２階建てで煙突があって、玄関
にお花が植えてあります。さてどれでしょう。これは三つのことを聞いて覚え
ていたら、これしかないわけです。最初の二つ、最後の二つだと、ほかもある
のです。これは、聞く力がどうなのかということを見ているのです。検査をし
なくても、このようにしていくと、この子の聞く力はどうなのかが分かるわけ
です。
　これもそうです。鏡文字とはこのことです。反対になるわけです。
　これと同じものはどれですか。これは簡単そうで難しいでしょう。目の位置
ですから、これです。これも、こう見てこう見て比較照合していきます。これ
ができないと、こちらを見てこちらを見たときには、眼球がぴっと動いてし 
まっているのです。これができない子がどうなっていくかというと、小学校に
入ったときに板書ができないのです。ノートを写すことも難しくなります。板
書は前を見て下を向くわけですから、何回も何回も見てやろうとします。その
うちに疲れてきて、板書をしなくなります。比較照合ができなければ、板書で
きないわけです。このような比較などの力をつけることを、保育所・幼稚園で
もやっていってほしいのです。これは勉強というだけではなく、見比べるとい
う力は大事だと思うからです。
　保育所・幼稚園というのは、できるだけいろいろと子どもたちに創造的、独
創的なものをやらせますが、小学校に入ると模倣になります。このとおり書き
なさいというものが多いので、しっかりと見比べる力と、周りを見る力は大事
です。周りを見る力が育っていると、周りの子どもを見てやります。これがで
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きない子が最近多いのです。周りの子どもに興味がないので、勝手なことだけ
しかしないという状態が、多々見られます。
　これなどは、どれを探すのか、見るのも嫌になるでしょう。こうなってくる
と漢字の一本線が多い・少ないは関係なしになってしまうわけです。苦手な子
の中には、このように見える子がいます。重なりが分からないので、このよう
になるわけです。この辺は先ほどから言っていることです。
　そして困っている子どもたちに気づかなければ、「どうせできない」、「でき
ないに決まっている」、「できたふりをする」、そうした中で自信を失ってきて、
二次的な問題として不登校や引きこもり、そして反発ということにもつながっ
ていくことにもなります。

8－3．保護者との連携
　「お母さん考えすぎですよ」、「ちょっと厳しくすればできますよ」、「今まで
随分甘やかしてきましたね」、これを言うと親の責任ですよという形になるの
で、このようなことはないようにしましょう。「私たちはたくさん見ているの
ですよ。一人だけ見ているのではないんですよ」、これを言うと、これから相
談できなくなります。
　それから、「一度医療機関で検査を受けてみたらどうですか」というのが、
一番トラブルになります。診断を受けてもその子は変わりません。必ず薬が出
るとも限りません。薬というのは一部分の問題です。例えば、ADHDでコン 
サータやストラテラなどという薬がありますが、この薬は、飲んで抑えるとい
うよりも、薬を飲むことによって少し落ち着く、つまり褒められる時間、褒め
られることをたくさん増やしてあげるためのもので、抑えるものではないので
す。そのように教育的に使っていくということが大事なのです。そう考えたと
きに「診断ありき」ではなく、まず「支援ありき」です。
　保護者も、分かっていながらも認められないところがいっぱいあります。お
父さん、おじいちゃん、おばあちゃんが「そんなこと言ったら駄目」と言われ
ているところは、お母さんは分かっていながらも言えません。「世間体がある」
という言い方で、なかなか認められない人もいます。いろいろな事情がありま
す。だから、親が分かっていないというような形だけで進めていくと、どんど
ん歪んだ方向になります。隠そう、隠そうとしていきます。それよりも一番大
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事なのは、その子のいいところ、強み、得意なところをしっかり共有していけ
ることです。まず。ここをしっかり言い続けてあげながら「もっといい方向に
行くためには」という形で話していかないと、「この子はこうなのです」、「今
日はこんなことがありました」と良くないことばかりを続けていくと、どんど
ん心を閉ざしていきます。これは困ったところを何とかしたいということから
しても、実際には遠回りのようで近道なのです。そのようなことをぜひしてい
ただきたいと思います。
　場合によっては「一度お母さんに見に来てもらいましょう。見に来てもらっ
たら分かるでしょう。一度来てください」というのも、慎重にしないといけま
せん。見に来たお母さんが、自分の家とは全然違う態度の子どもを見て、家に
帰ってずっとしかられている子がいます。親子の関係が良くなるはずがありま
せん。ですから、そういう意味では親に見に来てもらうということも大事なと
きがありますが、慎重にしないと、家に帰ってその子はしかられるばかりになっ
てしまいます。そのことが余計にマイナスになってしまうということにもつな
がるわけです。
　保護者対応に関しては、慎重かつしっかり情報提供をしていくことが大事で
す。

９．気づきから、効果的な支援へ～ナチュラルサポートを目指
して～

　最後、ナチュラルサポートに関しては、今までずっと話してきていることで
すので、あえてというところはありませんが、ポイントだけお話しして終わり
たいと思います。
　「指導・支援の方向性」は、大きくその子の力を伸ばしていくということ 
と、周りの子どもたちも含めて、周りを育てていくという側面の、両面があり
ます。周りのかかわりが変われば、その子も変わる側面があります。しかし、
周りが変わればという「周り」の一番大きなものは、支援者です。支援者が変
わるということ、本人が力を付けること、この両面は大事です。そして、それ
に加えて周りの子どもたちに、どのようにかかわればいいかという見本を見せ
ていけることが大事かと思います。
　「授業や保育づくり」の大事なことについては、先ほどから説明しているの
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で飛ばします。
　「子どもをつなぐ言葉」も、幾つかあります。例えば「あの子はいつもどう
してぼおっとしているの？」「何をしていいか分からないかもしれないね。だ
から○○しようと言ってあげてね」と、このように間をつなぐ言葉を言ってあ
げることが、大事な啓発になっていくかと思います。
　また、私たちが思っている以上にストレスをためやすいのが彼らです。です
から、「困った子」ではないということです。「困っている子どもたち」です。
その子どもたちに早く気づき、支援をしていきましょうということです。
　これは、周りの子どもたちに対する理解啓発を考えたときに、いわゆる支援
者、保育士さんや先生方が、付き合い方のモデルを示していけるということで
す。もう一つは、他の保護者に対しても、理解啓発をしていくことは大事になっ
てきます。周りの保護者がその子のことをいろいろ子どもたちに言っている場
合、その子どもたちも園に来ると保護者と同じことを言います。そういう意味
では、周りの保護者の理解にもつなげていく必要があると思います。
　早い時期からのソーシャルスキルとは、「あいさつすること」、「謝ること」、
「お礼を言えること」、「困ったときに『教えてください』とヘルプが出せるこ 
と」です。このようなことは早い時期からしていかないと、彼らは特に謝るこ
とができません。このモデルを見せてあげることだと思います。こうしながら、
先生方も謝る機会があっていいと思います。モデルを見せていきながら「あい
さつ」、「お礼」、「謝る」、「ヘルプを出す」、これを徹底的にしてほしいと思い
ます。小学校に入ってこれができないとトラブルがどんどん大きくなっていき
ますし、最終的にこれができないと就労できないのです。そういう意味では、
これは本当に生涯にわたっての大事なことですから、早期から進めていくこと
が大事かと思います。
　「支援のポイント」ですが、声を掛けるときの言い方は、このようなことで 
す。困って「こんな子にどうしたらいいのですか」、「この子はどうしたらいい
のですか」と相談があります。しかし大事なことは、「この時間帯、ここで、
この子は他人をたたかなかった・かみつかなかった・何々をしなかった」な 
ど、困ったことをしなかったときに褒めてあげるのです。「今日はかまなかっ
たね。○だよ」、「この時間かまなかった」と、かまなかったというのは変な言
い方ですが、「人をたたかなかったね。○だよ」と言ってあげると、ああそう
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なんだと思って、余計にたたかなくなります。かまなくなります。困ったこと
をしなかったときに褒めていってあげる、これは大事なことです。しかってや
めさせるよりも、肯定的に言ってあげる方がいいのです。
　「自己選択・自己決定」、難しい言い方ですが「どっちにする？」、「どっち
を先にする？」という言い方は大事です。例えばよく話をするのですが、「今
から掃除をします。掃除をしますか、しませんか」と言うと、その子は「しま
せん」と言います。それは自己選択にはなりません。「今から掃除をします。
ほうきにしますか、ちり取りにしますか」と聞くと、二つ選択できます。大事
なのは、選択可能なものを出していってあげることです。そうでなければ自己
選択になりません。二つから一つを選ぶというのが、私たちの最初の自由です。
それをできるだけ多用していってあげることです。何々しなさいと言うと嫌と
言いますが、このように選択肢を出していくと、随分違う場合があります。
　困った行動をやめさせるよりも、望ましい行動を作っていくことが大事です。
例えばこんな事例がありました。先ほど、４歳の子で、走っていって頭をたた
いて回っていた子がいたと言いました。そんな子に、そのことをやめさせるに
はどうしたらいいかとなるわけです。そのことをやめさせようと思うと、ずっ
と付いていなくてはいけません。それよりも、目的を持った行動にしましょう。
その子は、目の前に来た子に対してたたいたりつぶしたりしているのであって、
目的を持った行動をしていないわけです。
　その子は園長室が好きだったので「園長先生に何々をもらってきてちょうだ
い」、「何々を渡してきてちょうだい」と言うと、喜んで行きます。園長先生に 
「ありがとう」と言ってもらって、戻ってきて「どうだった？」と聞くと「あ
りがとうと言ってくれた」と言います。では、「園長先生に何々をもらってき
てちょうだい。園長先生に何か言われたら、聞いておいてね」と言うと、もら
いに行って何々をちょうだいと言える、園長先生が言ったことを覚えている、
しっかりと目的を持っていって、目的を持って帰って報告します。これを続け
ていって、目的ある行動ができるようになっていくことで、人に対するかかわ
りも随分変わってきた子がいます。
　困った行動を修正するという考え方よりも、望ましい行動ができる方向にし
ていく方が、結果的に困った行動がなくなっていくわけで、そういった方向も
大事にしてほしいと思います。もちろん、危険なことはやめさせていかなくて
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はいけませんので、そのことは別に考えてください。

10．幼児期の支援における三つの視点
　私の持論になりますが、一つ目として幼児期には「あいさつ」、「お礼」、「謝 
る」、「ヘルプ」、これは絶対に基本スキルとして教えていってほしい、教えて
いかなければいけないと思っています。
　二つ目は、葛藤する力がない子どもがたくさんいます。親も先生も怖くない
のです。誰も怒らないから、怖い人がいないわけです。怖い人がいないという
ことは、いい意味での負ける体験がありません。そうなると、好き勝手になっ
ていきます。絶対にしてはいけないこと、危険なことに関しては、「これは駄
目よ」ということをしっかり教えてあげます。つまり、子どもたちの壁になっ
てあげなくてはいけません。
　壁にぶち当たると、どうしたらいいのかと迷います。その力をつけていかな
いと、あまり葛藤せずに好きなことをしてしまうと、小学校に上がって本当に
好き勝手なことになってしまい、その子の修正は非常に難しくなってきます。
自閉症関連の子の中には、場合によっては短期入所のところに入院しなければ
いけなくなる子がいます。ですから、そういった意味で、やはりどちらがいい
のだろうと葛藤する力は大事だと思います。
　三つ目は、模倣する力が大事だと思います。まねるということです。これに
はいろいろな意味があります。例えば柔道・剣道・茶道・華道などは、みんな
模倣です。ある型を教えます。型を徹底して教えて、そして型破りしていきま
す。その型破りをしたときに何々流などというように、自分らしさが出てくる
わけです。
　彼らは、型を教えられていないのです。自由がいいとされています。自由の
中に、本当の意味での個性が出てこないわけです。型にはめるのではなく、き
ちっとした型を教えることで、後々自分らしさが分かります。自分らしさが出
てくると、ほかの人の個性、らしさを認められるようになってくるわけです。
　この型を教えるという考え方が、今はすごく弱くなってきています。型を教
えるのは、社会の小集団である家庭の中です。その一つにおはしの持ち方があ
りますが、それができていない人がいっぱいいます。鉛筆の持ち方も、きちん
とできている子を探す方が難しいです。それは一つですが、そのようなことか
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らも型は大事です。食事のマナーもそうです。やはりそういったことを１回で
もきちっと教えているのと教えていないのとでは、全然違うのです。そのよう
なことをつくづく思います。

11．おわりに＜子どもの共通した願い＞
　最後に、子どもたちにはこういったことが共通していると思っています。「褒
められたい」、「役に立ちたい」、「人に意見や気持ちを伝えたい」、「人とかかわ
りたい」、「新しいことに挑戦したい」、これはすべての子どもたちに共通して
いることだと思います。自閉症の子であっても、人とかかわりたくないと思っ
ている子はいないと思います。
　この間、市民講座ということで、本当にほとんど高齢の方の中で、このよう
な内容の、少し違う話をしました。そのときに、子どもたちのことでこの話を
出したのです。そうすると、来てくれていたある八十何歳の方が「あれをもう
一度見せてくれ」と言うのです。なぜかというと「これは子どもたちだけでな
く、老人もそうだ。何歳になっても同じだ。それを分かってほしい」と言われ
たので、私はすごくうれしかったのです。高齢の方、介護をしている方、その
方たちにも、これをしっかりと実践していかなくてはいけないということをあ
らためて教えられました。「子ども」と書いていますが、これはすべての人に
ということかもしれません。
　ということで、時間が少し長くなってしまいました。本当に２時間丸々、よ
く聞いていただけたと思います。ご清聴いただきましてありがとうございまし
た。またどこかでお会いできたらと思います。本当にご苦労さまでした。


