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～ は じ め に ～

発達障害者支援法では「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー障害、その他の広汎性発達障

害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常

低年齢において発現するものとされています。

これらの障害においては多くの場合、脳の病変は生まれたときには既に完成されており、症状

はいろいろな形で発達の過程に相当して出現してきます。脳は生後の生活をする中で、環境から

入ってくる適切な様々な情報・刺激により胎児期に引き続いて成長していきます。

しかし、この情報・刺激が上手く脳に伝わらなかったり、適切でなかったりすると脳の発達に

好ましくない影響を及ぼします。発達障害では脳の働きの偏りや異常、感覚の異常などがあるこ

とから、通常の方法では刺激・情報が適切に脳に伝わらないことが生じていると考えられます。

このような状態が長く続くと更に脳の発達に問題が起きることは想像に難くありません。

以上のようなことから、発達障害を早期に診断し、適切な治療・教育的環境に導き、介入して

いくことは、障害のある脳の発育を更なる発育のゆがみから守り、起こりうる二次的な問題を予

防するために非常に価値のあることであると考えられます。

本小冊子は、行政と教育、保健・医療機関、研究機関が連携した発達障害の早期診断、早期介

入やサポートシステムについて、各専門家による解説を含めてわかりやすく纏めたものです。発

達障害がある子どもに関係のある方々にご活用いただき、お役に立てていただければ幸いです。
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発達障害のある児（幼稚園でみられる要注意行動）発達障害者支援法の施行

平成１７年４月に施行された発達障害者支援法 発達障害を持つ子どもの多くは小さな頃から何

は、わが国ではじめて自閉症スペクトラムを障害 らかの症状を示しています。運動機能が低い、落

と認定した法律です その中で発達障害とは 自 ち着きが無い、一人遊びが多い、あまり人見知り。 、「

閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障 しないなどです。

害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに 一番如実に症状が現れるのは、集団生活を始め

類する脳機能の障害」として法律的に定義されて る頃です。だいたい３歳頃から、幼稚園や保育所

います。日本は、欧米と比較して30年程遅れてい などでの集団生活の中で適応できなくなったりし

ると言われています。現在は、法律の見直し中で ます。こういう状況をしっかりキャッチしていく

あり、今後、具体的な政策の下でどのような支援 事が、早期診断に大切となります。特に、 初の

を行っていくか検討されています。 数ヶ月の状態が非常に大切です。次に示すような

次に挙げたのは、発達障害が疑われるとされて 症状が見られますが、環境が変化する新年度に強

いる人物です。上段はＡＤ/ＨＤ（注意欠陥/多動 くなることが特徴的です。

性障害 、下段はアスペルガー症候群が疑われて）

いる人物です。ここに挙げたように、非常に特異

な天才的な能力を持っておられる方もいます。こ

ういう能力をいかに活かしていくかということ

は、国にとっても人間社会としても非常に大切な

ことです。そういう観点から見ますと、人間社会

の中で欠かすことのできない能力ということにな

ります。

広汎性発達障害

現在、自閉性障害、アスペルガー障害は、アメ

リカ精神医学会の分類では、広汎性発達障害とい

うくくりの中に入っています。

レット障害とは、女児がほとんどで、遺伝的な

異常により出てきます。症状的には、自閉症とよ

第 章 発達障害の理解と支援

「自閉症、アスペルガー障害の理解と支援」

徳島赤十字ひのみね総合療育センター園長 橋本 俊顕

議事録「発達障害シンポジウム２００８（平成２０年１１月１日（日））」

第１章 発達障害の理解と支援
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自閉症の有病率
く似ています。

小児期崩壊性障害は、概念が十分出来上がって

いません。２歳までは正常に育ちますがその後、 自閉症の有病率は、概ね100人に1人程度で、高

言葉の遅れ、社会性の遅れが目立ってきます。進 機能(知的障害の無い)グループが多く、6～7割を

行してあるレベルで止まります。運動機能にはあ 占めています。男女比では、男性が圧倒的に高く

まり遅れが無いようです。 なっています。

アスペルガー症候群でも自閉症でも、乳児期に

は気づかれない症状が多くあります。それゆえ、

２歳までは正常ということがなかなか言えませ

ん。これからの研究が待たれるところです。

高機能自閉症は、知的遅れの無い自閉性障害、

アスペルガー障害、特定不能の広汎性発達障害

のことを指します。

自閉症の累積発生率

自閉症スペクトラムの人は、年々増えていると

いわれています。先進諸国や日本における調査で

は、10～15年前と比べ2.5倍増になっています。

横浜市の調査では、1988年では10,000人に対し

約50人であったのが、1996年には10,000人に対し

。 、自閉症スペクトラム 約120人と約2.4倍に増加していました アメリカ

ヨーロッパも同様の調査結果が得られています。

、 、一般的に、ＩＱが高いほど症状は軽度になりま 増加の原因として 自閉症に対する理解の向上

す。 終的には、定型発達の人と区別ができなく 専門家の考え方の変化、環境物質の増加などが考

なります。個性と障害の線引きは、今の医学では えられていますが、まだ研究段階です。

不可能です。その人が社会生活を送る上で困難を

抱えて負担になったり、トラブルが起こる状態に

なると診断をつける、というふうに考えられてい

ます。

高機能自閉症の頻度

教師と保護者にチェックリスト(ASSQ)を渡して

第１章 発達障害の理解と支援
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もらったノルウェーの調査では、約2.1％から2.7

％が高機能自閉症に当てはまると報告されていま

す。

この数字は、学校訪問を行った際、専門家が感

じる数字とほぼ一致します。30人学級で1人か2人

いることになります。実際はもう少し多いかもし

れません。

自閉性障害の診断基準（DSM-Ⅳ-TR)

診断は約束事でなされています。３つの症状へ

の該当がいくつあるかで診断していきます。

社会相互関係の障害から２項目以上、コミュニ

ケーションの障害、限定された興味・活動のパタ

ーンからそれぞれ１項目以上で、全てあわせて６

つ以上該当すると自閉性障害と診断していきま

す。自閉症スペクトラムの症状

自閉症スペクトラムの症状は３つあります。

１つ目は 「社会性の質的障害」です。人間は、

社会性の動物であるので、みんなとうまく社会生

活をしながら過ごしていく能力を持っています。

それが少し変調をきたしているため、人とうまく

折り合って付き合うことが苦手になり、集団生活

がうまくいかなくなったり、一人遊びが増えると

いうパターンです。

２つ目は 「コミュニケーションの障害」で、、

端的なのは言葉の問題です。言葉は、人間特有の

アスペルガー障害（DSM-Ⅳ-TR)能力で社会生活をする上で非常に大事です。その

言葉の発達に問題が出てくることによるものが

も多いようです。 自閉症と同様の診断方法を取ります。対人関係

３つ目は 「想像性の障害」で、この障害のた の質的障害やこだわり、想像力や言葉、理解に問、

めに、いろいろなこだわりの症状が見られます。 題が見られます。また、特徴的な理解の仕方をし

３歳までに発症するケースが多く、知的に高いレ ます。言葉には遅れが見られません。

ベルの人は、社会生活が始まっていく中で問題が

明らかになってきます。

DSM-Ⅳ-TR（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）

「精神障害の診断と統計の手引き」のことで、アメリカ精神医学会の定めた、精神科医が患者の精神

医学的問題を診断する際の指針を示したものです。

第１章 発達障害の理解と支援
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第１章 発達障害の理解と支援

人見知りをしなかったり、知らない人にも気安

く話しかける行動が小さい時に多く見られます。

言語、コミュニケーション

言葉の遅れが一番大きな症状です。会話がうま

くできない、解釈や理解にも問題が起こる、よく

しゃべるが話を理解するところに問題がある、誤

解を受けるなどです。

一般には、よくしゃべれると理解もよいと思わ

れますが、実際にはそうではないので誤解されが
社会性

ちです。

具体的には、次に示しているような症状です。

こだわり

自閉症スペクトラムの対人関係の類型
特定のものに集中してそれだけでしか遊ばな

人との関係に様々な類型があります 孤立型 い、特定の事柄に非常に執着をする、パターン化。「 」

は、自分から働きかけをせず、他から働きかけら した行動をとる、ある考えに固執し変更ができな

れても反応しないタイプです 「受動型」は、孤 い、予定の変更が困難などがあります。。

立しますが、周りから色々と言われたらそれに合

わせて動けるタイプです 「積極奇異型」は、自。

分から人に関わっていきますが、関わり方が人間

社会のルールから隔たっているタイプです。

運動の不器用さ

手と足、目と耳の協調運動が苦手、音に合わせ
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て手や足でリズムを取ることが困難で手足のリズ に優れ、カレンダーの日時まで暗記したり、音楽

ムが合わない、縄跳び、逆上がりなどが苦手、歩く や絵なども優れた能力を持っていることがありま

時も手足の動きがばらばら、ギクシャクした歩きと す。計算などでも独特の方程式を用いたり、字を

なる、バランス運動が下手で階段の上り下りもう 読むことが上手であったりします。

まくいかない、歩き出して時間が経つと地面に転 このような限定された領域の特殊な能力を持つ

がってバタバタすることがあるなどがあります。 状態を「サヴァン症候群」といわれ、自閉症スペ

クトラムに見られることがあります。

感覚異常

自閉症の症状に関連した脳部位
。 （ 、音に敏感な子どもが多いようです 感覚 暑さ

触覚、視覚、味覚、匂いなど）に敏感です。 自閉症では、脳の場所ごとに動きの異常が起こ

自閉症児は、目で見て覚えたりすることが得意 ります。社会性は、前頭葉、側頭葉、偏桃体あた

で、耳で聞いて理解するより優れています。この りの機能異常で、上側頭溝、ミラーニューロンな

特徴を利用して色々なことを教育しています。カ どにも機能異常が見られます。これら脳領域の情

ードを使ったり、時計を使ったり、絵を使って説 報伝達がうまくいかない状態が自閉症にはありま

明したりすると理解しやすいようです。 す。

特殊な能力：サヴァン症候群 脳機能の障害

学校教育においては まず覚えることが大事で マインド・ブラインドネスは、心の理論の障害、 、

覚えないことには創造性も出てきません。 とも言います。人の気持ちを推測したり、読み取

自閉症の子どもは覚えたことを適切に引き出し ることができない、若しくは問題があることが脳

から引き出すことが苦手ですが、一方、記憶能力 機能の中心的な障害とも言われています。
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実行機能の障害とは、ある目標に対し、それを め同じ失敗を繰り返すことがあります。

実現するための計画を立て遂行することがうまく 対応する側がイライラして体罰に結びつくこと

。（ ）できない障害です。 も考えられます 自閉症児の虐待を受けやすさ

中枢機能は、脳に入ってくる情報を総合的に判 場の流れや環境の理解が難しく不安になりやす

断して適切な行動を取っていく能力があり、前頭 いため、視覚優位という特徴が支援のポイントと

葉のところにその機能があります。 なります。視覚的構造化をすることなどによって

理解を促し、うまく動けるようになってきます。

、 。しかし 応用が利きにくいことがよくあります

幼稚園ではトイレができますが、家庭ではできな

い（般化が困難）というふうに、特定のトイレで

しか排泄できないということがあります。自閉症

児にとっては「どのトイレも同じではない 、こ」

のように考えていくと支援者側が理解しやすくな

ります。

感覚の問題もあります。これらは他者に理解さ

れにくい苦しさがあります。脳機能の障害で現れ

るのが言葉の問題で、よくしゃべるが理解が難し

く誤解を生む原因となります。

また、音に敏感ですが、多くの人が非常に驚く

音に反応しない時がありますが、逆にみんなが余

り気にならない音に過剰な反応をする、怖がると

。 、いったことがあります ある場面では驚きますが

「心の理論」サリーとアンの物語よく似た音が別の場面ではなんとも無いこともあ

ります。実際に、アスペルガー症候群の方が、こ

のように言っています。 人は、他の人が何を考えながらその行動を取っ

ているかということを常に考えています。それが

無頓着であれば楽ですが、自閉症圏の子ではその

ことがトラブルの原因になります。

心の理論の検査を行う基礎的なものに、サリー

とアンの物語があります。サリーは、きれいな玉

を「バスケット」に入れて部屋の外に出て行きま

す。その後、アンが、部屋に入ってきて 「バス、

ケット」に入れた玉を「箱」に入れ替えてアンは

出て行きます。

さて、サリーが帰ってきて玉を出そうとします

、 。 、が どちらを探すでしょうか 多くの自閉症児は

そのほか、自分の行ったことと、その結果がど サリーがあけたのは 「箱」と答えました。知的、

う結びつくかということについて、理解に難しさ 障害の同じ知能程度の自閉症の子どもと比較して

があります。褒められた事がわからない、なぜ注 ダウン症の子どもは 「バスケット」と答えたた、

意されたのかわからない、それが理解できないた め、サリーの気持ちになって考えることができる
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ということになります。 情なしで育てられた子どもが自閉症のような状態

。 、になったという報告があります 里親に預けられ

愛情を注がれたがなかなか元には戻らなかったた

め、小さい時から愛情を注がないと発育期の脳に

非常に大きな問題を及ぼすと考えられています。

自閉症児は逆に愛情を感じにくいところがあり

ます。甘えてこない子どもが重度であるほどその

傾向は顕著です。母親を認識するのが５歳くらい

になってからで、それから甘えだす子どももいま

すので、想像以上に悪い状態の子どももいます。

動物の実験でもデータが示されているとおり、

虐待があると脳の発育に影響を及ぼしますし、脳

の形態的にも変化があります。
自閉症スペクトラムの併存障害

自閉症には、色々な障害の合併が見られます。

ＡＤ/ＨＤ、ＬＤ（学習障害）との併存でも様

々な問題を抱えていますし学習の問題については

自閉症の方が興味の偏りが強いため、純粋なＬＤ

だけの問題ではない違う問題も生じているといえ

ます。そのほか、てんかんの起こりやすい子ども

などもいます。

また、一部で報道されるような事件に関わるこ

ともありますし、虐待が起こりやすいことにも注

意しておく必要があります。逆に、虐待が原因で

高機能自閉症とＡＤ/ＨＤの症状には共通部分がある!!自閉症と同じ症状が出てくることもあります。

自閉症と他の障害と併存するケースとしては、

ＡＤ/ＨＤとの合併は非常に多いようです。昔は

自閉症（高機能自閉症）の症状が見逃され、ＡＤ

/ＨＤと診断されるケースが多くありました。

10年くらい前の我々の研究では、高機能自閉症

児の中で70％程度がＡＤ/ＨＤの症状を持ってい

ることが分かりました。アメリカで紹介されてい

るＡＤ/ＨＤと診断された文献の中には、多くの

アスペルガー症候群が入っているのではないかと

考えています。

近は、自閉症、ＡＤ/ＨＤ、ＬＤは合併する反応性愛着障害
ことが多いことは、専門家の中でも常識となって

主に虐待の中でもネグレクト（養育放棄）によ います。

り、愛情を注がないで子どもを育てた場合、自閉

症とよく似た症状を示すことがあります。

、 、特に 抑制型のタイプは自閉症と区別が難しく

例えば、ルーマニアのチャウチェスク孤児院で愛
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り、社会性技能については、理屈は分からなくて

も挨拶をするという「形」から覚えていくほうが

自閉症児には受け入れられやすいようです。これ

は、昔の日本の教育にありましたが、自閉症児に

は非常にわかりやすいです。

自閉症児に茶道を教えると乗ってきます。これ

はパターンが決まっていて、見通しが立っている

ためで、大人しく座っていられます。

自閉症スペクトラムの治療教育

現在、自閉症児には治療教育中心です。世界的自閉症スペクトラムの二次障害
には、アメリカのショプラーが始めたＴＥＡＣＣ

自閉症があることで、二次的に色々な問題が起 Ｈプログラムが有名です。このプログラムは行動

こってきます。障害によるものと環境によるもの 療法、認知療法など色々な方法を組み合わせた包

が相互作用して二次障害を起こします。 括的なものです。日本でよく使われるのは視覚的

特に、環境要因への対応がうまくいかないと二 構造化のアイデアで、行動療法も有効です。エビ

次障害を起こしやすくなります。 デンス（検証結果）として、科学的に有効とされ

ているのは、この２つです。

ペアレントトレーニングは、父親、母親に行動

療法を勉強してもらい、家庭でも実行してもらう

方法です。そうすることにより、家庭生活をうま

くすすめようとするもので、元々ＡＤ/ＨＤに対

して行われていましたが、高機能自閉症の子ども

にも有効です。

ソーシャルスキル訓練（ＳＳＴ）は、社会性の

技能を教えていくものです。

感覚統合療法は、運動機能やバランスが悪い子

どもに対し有効です。人間の脳の発達は環境によ

って作られ、よい環境におくと脳もよい発達をす自閉症児につけたい力
るようになってきます。

少なくとも、きっちりと読み書き計算の力はつ

けてあげたいと思います。また、趣味を持たせた
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脳は、こういった刺激の無い環境に一定の期間

を過ぎておかれると、電気的に反応しなくなって

しまいます。

このように脳には臨界期があり、適切な時期に

適切な教育を行っていくことが大切で、この方が

発達効率がよいということで、これは人間にもい

えます。

脳の可塑性（かそせい）

脳の神経細胞から新しい芽が出たり、シナプス

という連絡の機能がたくさん出てきたり、神経の

回路が非常に豊富になり強固につながるようにな

る現象を脳の可塑性といいます。

それゆえ、教育が大切になります。これは、自

閉症のある人に限らず、人間全てにいえることで

「やる気」を引き出すす。だから教育は大切にする必要があるのです。

国家大計は100年の教育にあるということです。

教育がとても大切で、それによって脳が作られ やる気が無くてはいくら覚える力があっても無

ていきます。これは医療にも使われていて、リハ 意味です。やる気には、脳神経細胞の一種である

ビリやトレーニングをすることで麻痺のある人が 「ミラーニューロン」が関わっています。もう一

軽くなっていくことにも繋がっています。 つが「報酬系」と呼ばれる快の感覚を与える脳内

の神経系です。

脳は嬉しいことがあるとドーパミンを放出して

気持ちよくしてくれます。この回転を良くするこ

とは、やる気を引き出すということになります。

子どもの乗ってきそうな方法でアドバイスした

り、喜ぶものを十分観察してうまく利用する事、

ある程度体験させ、そのためにできるようなサポ

ートを行い、成功体験を積めるようにすることが

大切です。

臨界期

脳を教育するのに、特定の大事な時期というも

のがあります。

人間の臨界期は期間が長く、動物は短いようで

す。生まれたばかりの子猫を、縦じまの線の引か

れた環境でしばらく育てると、横や斜めのしまが

見えなくなります。

第１章 発達障害の理解と支援
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行動の背景を理解しよう 状況を悪くする周囲の行動

自閉症の子どもの行動には、色々な背景があり 次に挙げたようなような行動は、自閉症の子ど

ます。不適切な行動が出ることがありますが、こ もの状況を悪くします。言ったことは必ずしてあ

の行動の裏には必ず原因があります。人間の行動 げるようにしましょう。また、よくあることです

に原因が無いものはありません。意味が無いもの が、親が泣くから許すことはよくありません。や

もありません。その意味を見つけていくことが不 ってはいけませんと言った事は、泣いてわめいて

適切な行動を防ぐこととなります。パニックなど も受け付けないようにしてください。 初が大切

の原因を見つけ、原因を無くしていくことでパニ です。

ックが少なくなっていきます。

自閉症の医学的支援

ＳＰＥＬＬの法則（英国自閉症協会）
医学的支援も大切です。気分が落ち着かない場

ＳＰＥＬＬは、自閉症に対する基本的な関わり 合、それを落ち着かせるような薬を使って教育が

としての５つの考え方を表します。 しやすくなることが大事です。動きの多い子は、

構造化は、病院で矢印で場所の提示がしてある 教育自体に乗っかれないことも多いので、そうい

ようなものがその一つです。ほめるということで うとき、薬を使って落ち着かせ、教育に乗りやす

やる気を出させます。共感は、しんどいときには くするのは効果的です。

「わかっているよ」と伝え共感することです。低 車の両輪として、医学的治療と教育的治療をう

刺激は、自閉症児はいろいろな刺激を識別するの まく組み合わせるといいでしょう。

が難しいので、必要な刺激だけにしてあげるとい

うことです。連携は、応用が利くように場のつな

がりを持たせて教育をしていくということです。
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次郎の母お民は・・・ 次郎物語）「発達障害への理解と早期からの対応」がなぜ必要か？ （

下村湖人著の次郎物語（新潮文庫）は、日本の子どもが願っていることを達成させること、

子どもの心の育ちが書かれている名著のひとつでまた、いかに達成感をもたせるかが大事です。

す。その子が、一生を生きていく上で、どのように

（ ） 、サポートしていけばその人にとって幸せかを考 終盤に次郎の母 お民 が死を前にした枕元で

乳母（お浜）と息子（次郎）に対して 「子どもえて支援していくことが重要です。 、

って、ただかわいがってやりさえすればいいの基本的な考え方は「子育て」であり、これは

ね 」という場面があります。障害の有無によりません。 。

基本的に子育ては、この気持ちに尽きるのでは今、自分が一番気になる一人の子のことを想

ないでしょうか。像して、考えながら話を聞いてください。

子どもの願いが・・・？？ 子どもをかわいがること？

子どもをかわいがることとは、子どもの願いを子育ては、一方通行なものではなく相互のや

叶えることではないでしょうか。りとりです。双方向の関わりなので、こちらの

、気持ちが、即、相手に伝わると思ってはいけま まず 子どもの発信に対して関わりを持つこと、

それが、支援のベースとなると思います。せん。

「学習障害、注意欠陥多動性障害の理解と支援」

愛媛大学大学院教育学研究科教授 長尾 秀夫

議事録「発達障害シンポジウム２００８（平成２０年１１月１日（日））」

第１章 発達障害の理解と支援
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子どもはかわいい！！でも？

、 、子どもの気になることに対し 保護者や保育者

教師などが気づくことが必要です。

しかし、どう理解してよいか、どうしたらよい

か、相談先はどこかなどわからないことが多くあ

ると思います。

参考として、発達障害教育情報センターのホー

ムページが充実しているのでおすすめします。イ

ンターネットなどを活用し、情報の取捨選択を行

正常と障害
うといいでしょう。

正常と障害の線引きはできませんが、特別な支

援を必要とすることを明記するために診断する必

要があります。

診断以前に大事なこととして 「その子自身が、

困っている 「周りの人が困っている 、どちら」、 」

か又は両方に問題があるかどうかです。

支援をするために診断をするということが重要

です。

発達障害教育情報センター（http://icedd.nise.go.jp/blog/index.html）

発達障害に関する教育情報のキーステーションとして、教職員や保護者・一般の方、教育行政関係者

の方に対して、発達障害に関する情報を分かりやすく提供しています。

発達障害情報センター（http://www.rehab.go.jp/ddis/index.html）

本人・家族の方、発達障害を知りたい方、発達障害に関わる方（支援者）に対して、発達障害に関す

る情報を分かりやすく提供しています。

第１章 発達障害の理解と支援
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うに支援するか検討する必要があります。
「子どもの実態」の理解のあり方

保護者への連絡・理解をしていく必要がありま

今現在のその子の状態だけで、その子に対する すが、この点については、伝える時期や理解を得

今後の支援のあり方を決めつけないようにしまし ることなどの難しさがあります。

ょう。 状況を見ながら、保護者をサポートしていく必

今までの支援で その子がどれだけ成長したか 要があります。、 、

また、それを踏まえて今後その子が成長するため

に、どのような支援を行っていく必要があるかを

考えることが大事です。

その際、現在の状態をみて、何とかやれている

と判断した場合は、今後の方針においてもその支

援を中断しないようにする必要があります。

発達障害児の小児科診療の流れ

小児科診療では、次のようなことを診療してい

ます。

「教育的評価」の正式な習熟度テストといった

ようなものがありませんが、読字障害テストにつ

いては、厚生労働省の稲垣研究班によって作成さ障害のある子どもへの支援とは
れています。読字障害テストは正確さだけでなく

両者の歩み寄りこそが支援の体制作りの第一歩 スピードも確認するもので優れていると思いま

となります。 す。

一方通行では何も始まりません。双方の考えの 私達（愛媛大学）が作成した学習習熟度テスト

歩み寄りが何より大切です。 というものがありますが、現時点では、研究目的

でしか使えません。一般の使用には、著作権など

の問題があります。

特別支援教育の必要な児童生徒の気づきから判断まで

保護者や担任が気づき、その児童生徒をどのよ
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例として、小学4年生修了問題（国語）を掲載

しますがこちらは、小学生だけではなく中学生で

も使えるようにして作成しています。その子自身

のレベルに応じて行うことができます。

、 、こちらを使った 小学校国語修了問題正答率は

一般集団では、最低でも65.3％の正答率、最高は

81.4％の結果でした。

評価することと育てることの視点

評価をする場合 「チェックシートに頼りすぎ、

では？ 「痛いキズをさらに深くするのでは？」」、

といった疑問や声が寄せられます。しかし、本人

の特性を理解する上で、その子の長所、短所を正

しく見定めることは重要だと思います。

いかなる評価も、人間の一面しか測定できない

ということを十分に理解した上で、何を評価して

小学校算数修了問題正答率は、一般集団では、 いるのか良く理解して診断することが必要です。

最低でも77.4％の正答率、最高は93.5％の結果で また、育てる際には 「どんな子でも一人一人、

した。 ありのまますべてを受けとめる」ことがスタート

であり、評価によって見定めた長所、短所を考慮

第１章 発達障害の理解と支援
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して、強いところは伸ばし、弱い点を克服するよ

うにしていくことが重要です。

「育てる」人は子どもの何を見るか

強いところ（好きなこと、得意なことなど）を

伸ばして自信をつけさせ、良い循環にのせること

が大事です。そこから、ラポール（親和関係）が

形成され、弱いところ（嫌いなこと、苦手なこと

） 。など にも取り組もうとするようになってきます

学習障害児の支援

子ども自身、その支援
教育的支援においては、その子の体調や気分、

子ども 人間 を３層構造にすると からだ 興味・関心、認知特性、学習習熟度に合わせるな（ ） 、「 」

「こころ 「知」に分類できます。 ど、その子の個性に応じた工夫をすることが必要」

層別の支援として 「からだ」は体力に合わせ です。、

る こころ は子どもの興味や関心に合わせる 心理学的支援としては、認知の偏りにあった指、「 」 、

「知」は認知特性に合わせる、といったことが基 導方法を提案し、強い部分を伸ばす方法が良いで

本となってきます。 しょう。

支援の原点は、子ども自身を見ることであり、 医学的支援としては、医学的診断に基づき、定

また 共に楽しむことが支援をする際に有効です 期的に評価を共にすることも重要です。、 。

ここでは 子どもに関わる人 場などの環境 支 視覚に優位な特性がある場合も多いことから、、 、 （

援）の工夫を例示しています。 発音しやすいものの絵と文字を組み合わせた「あ

第１章 発達障害の理解と支援
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いうえお表」なども効果的であると思います。下 れる先生、見守ってくれる家族の適切な支援があ

の絵は、実際に、７歳の読字障害（学習障害の1 れば、たくましく成長できるのだということをこ

つ）児の支援に使った「あいうえお表」で、その の子が教えてくれました。これからも、私たちは

子が発音しやすい物の絵を自分で描いたもので 子どもに合った支援方法を更に検討していく努力

す。 が必要だと思います。

。

注意欠陥多動性障害児の支援 個別の教育支援計画と個別の指導計画

気分ののらない日はのらない日なりに、ありの 特別支援教育は一人ひとりにあった教育ですか

ままを受け止めることが必要です。 ら、学習に困難がある子だけでなく、学習ができ

教育的支援においては 学習障害児と同様です る子は更に能力を伸ばすための支援も行います。、 。

心理学的支援としては、行動療法的立場から行 その際、用いられているのが「個別の教育支援

動制御の指導を行ったり、児童生徒や保護者のカ 計画」と「個別の指導計画」です。

ウンセリングを行うなどが効果的でしょう。 「個別の教育支援計画」は、生涯を見通した支

医学的支援としては、医学的診断に基づき、薬 援計画で、その支援のために教育、福祉、医療、

物療法により、症状を落ち着かせることも視野に 労働等の関係機関が連携します。

入れる必要があります。 「個別の指導計画」は、個々の教育的ニーズに

なお、健常児の場合でも、時と場合によっては 対応した指導目標・内容等を盛り込んだ計画で、

支援が必要であるということは忘れてはいけませ 学校等において用いられる指導計画です。

ん。 これらの計画において大切なことは、子ができ

ここで、ＡＤＨＤの子が４年生（１０歳）の時 そうなことを目標に掲げ、それを積み重ねて確実

に書いた作文の一部を紹介します。自分が頑張っ な成果をあげること、子どもが達成感をもつこと

たことが実感できるような学校、自信をつけてく です。
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まとめ
また、計画を作るのは良いのだけれども、その

計画を作りっぱなしにしてはいけません。評価を

行い、よりよい支援を検討していくことが大切で 最後に、今日からまず取り組みたいことを挙げ

す。 ておきます。

例えば、個別の指導計画では、子どもの願いを ＡＤＨＤでは、事前に正しい行動を約束し、正

重点において、最上段に記入し、学期ごとに具体 しい行動をした場合、目に見える形でほめること

的な短期目標を立て、成果をあげていくことにな です。

ります。 学習障害では、５分１０分でもいいので、毎日

一緒に本を読み、新しい言葉に触れることです。

本に書かれている言葉は、日常会話では出てこな

い言葉が大半です。そして、本に書かれていたこ

とについて話し合うといいでしょう。

個別の教育支援計画

障害のある幼児児童生徒の一人ひとりのニーズを正確に把握し、福祉、医療、労働等の関係機関との連携を図りつ

つ、乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行うために、障害のある

幼児児童生徒一人ひとりについて作成した計画

個別の指導計画

、 、幼児児童生徒一人ひとりの障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行えるよう 学校における教育課程や指導計画

当該児童生徒の教育支援計画等を踏まえて、より具体的に幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応して、

指導目標や指導内容・方法等を盛り込んだ計画


