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今日の話の内容

1.成人期事例からのフィードバック 幼児期のかかわりの大

切さ

2.情報処理の特異性から説明できること

3.当たり前の見直し 集団生活での支援を考える

4.（時間があれば、）地域ネットワーク

学校生活がプラスとなるかマイナスとなるか 就学準備が重要



１）成人期事例からのフィードバック
現状の成人期の事例から、幼児期の支援の重要さを認識する



発達障がいをめぐる最近の動向

•知名度はとても高くなってきたが、診断を混乱させる「病

名」も増えてきた

•療育を受ける場、支援を受ける場所は増加してきているが、

日常生活の場での支援は幅が大きい現状が続いている

•支援を受けずに成人した場合の問題が様々なところで認識

されるようになった



＜人の心理・発達・行動に影響を与える要因＞

環境との相互作用 生まれ持った特性

経験、学習で習得した
スキル

成人期乳幼児期

早期から個々
の特性に適し
た環境調整や
指導の工夫、
進路選択など
の支援が必要



大人になった発達障がい事例から
義務教育期間中に学ぶことを決めていく

•大人になって何に困っているか？

• どの時期に何をすればよいのか？

•自発的な行動を期待しているのに、やれない。教えなくて

はいけないのは、どんなこと？

•今の問題と将来の問題を区別し、今取り組めることから

始める



大人になって困っていること
• 大学や専門学校へ進学後、不適応を起こした

• 就労がうまくいかない

• 就労が継続しない

• 社会参加ができていない

ＳＯＳが出せていない

サポートする人がいない
自己理解ができていない



大人になるまでに経験したことと置かれている現状
（未診断例）

経験してきたこと

• 集団生活でいい体験をしていない

• 理解してくれた大人がいない

• 同級生に劣等感がある（自分の意見を主張
できない）

• いつももっと頑張れと要求されている感じ

• 指示されたことがうまくできない

• 不登校

現状

• 非社会的・閉鎖的

• 実家との折り合いが悪い

• 経済的に不安定（安定した就労ができてい
ない、負債を抱えている）

• 精神・身体的に治療が必要

• 学校（先生）に対してマイナスの感情をいだ
いている

• 生活スキルが身についていない（清潔、健康
を保つ、物の管理、約束を守る）



簡単なのでやるのが当たり前だと考えられていること

• 話しかけられたら相手の人の顔を見る

• 質問されたら返事をする

• 指示されたことをすぐにやる

• 周りの人に迷惑をかけない

• お友達の嫌がることをしたら謝る

• 周りの子たちと同じ行動をする

• 注意されたら止める。次にはしない。



成人期に適応した生活を送るために必要なこと

•他人に助けてもらうことを拒否しない

•正しい自己理解が出来ている（少なくともしようとしている）

•日常生活レベルが大人としての自立度である

•注意された、非難された時の行動が社会的に許容される範囲

•適度な休憩や気分転換をできること

•自分を出せる場所があること



社会適応が良好な例の共通点

•幼少時に療育を受けている

•幼児期に“いい”先生に出会っている（親子とも同意見）

•診断後、属している集団や周囲の人と情報共有している

•高校の選択に本人の意見を取り入れ、かつ適切だった

•学校以外に継続して通っているところがある

• いつの間にか自分の障害特性を理解していた

•金銭感覚が普通

•適応状況の良い兄弟（特に兄や姉）がいて、仲が悪くない



発達障がい児にとって乳幼児期の集団は
どんな重要な意味を持つのか？

•一番特性に基づく行動が目立つ時期

•初めての○○となる経験が多い

例：集団生活、他人（家族とは違う人）とのふれあい、
先生、同級生、給食、発表会、遠足

•支援の必要な家庭が早期に把握できる

•支援の効果が出やすい、支援も複雑化していない



2）情報処理の特異性から説明できること
DCDとASDを例にして、特徴的な言動について話します



まず、本人の特性について
何らかの発達障がいが考えられる場合だと

• 発達段階が生活年齢と一致していない分野がある（運動？言語理解？対人関係？コ

ミュニケーション能力？感情のコントロール？学習？）

大まかな特徴として

• 発達凸凹になる傾向をもつ

• 個別と集団では実行できることが違う

• 順調にいかないときに特異な発想をすることが多い（問題行動となる）

• 社会生活をするうえで支援してくれる人が必要（長期間で見ると家族の役割が大）



年齢や環境や体験で目立つ行動が違う

① 発達障がいとは、定型発達と違う発達の経路をとるタ

イプの子の総称

② 発達の凸凹を示しやすいが変化することも多い

③ 合併していると、それぞれの障害の特徴が分かりにくい

④ 幼児期は、言葉の遅れや多動が目立つ⇒ADHD

⑤ 学齢期は学習の習得が出来ない⇒LD

⑥ 成人期は自立した社会参加が出来ていない⇒ASD



知的障害
MR

自閉症スペ
クトラムASD

学習障害
LD

注意欠陥多動
性障害ADHD

ＤＣＤ



最も知られていない発達障がい
DCDについて

• 年齢相当の協調運動（粗大運動AND/OR微細運動)ができない

• 練習しても出来ない（中核群のDCD)場合と練習すればできる場合が
あるが、両者とも初めてのことはうまく出来ない。

• 複雑な協調運動になるほど（年齢があがると）、苦手さが目立つよ
うになる

• 対人関係やコミュニケーションにも大きく影響

• やれないことがはっきりするので、自己評価が低くなる



幼児期の集団は同年齢集団で生活して
いるので、こんなことで目立ちがち

• 姿勢 すぐねころぶ、何かにもたれる、ふらふら動いて落ち着かない、

着席が続かない、抱っこ、おんぶをすぐ要求

• 道具の使用 鉛筆、はさみ、のり、スプーンなどをうまく使えない、

持ち方がおかしい、持続時間が短い、片づけられない、扱いが乱暴

• 集団行動 移動の時に集団からはずれる、一人でいることが多い、お

気に入りの居場所がある

• 日常生活動作 動作が遅い、途中でやめる、雑、声をかけないとでき

ない、みんなと速度が合わない

• なんとなく乱雑、机のまわりにものが落ちている（拾えない、気が付

かない）



1. 視覚優位（はなしことばが苦手）

2. 細かく、パーツ

3. 2つ以上の情報処理が困難

4. パターンが決まった物事が理解しやすい

5. 記憶がいい

6. 感覚過敏性

7. パニック（情報入力の停止）を起こしやすい

自閉スペクトラム症（ASD）の
情報処理（認知）の特性



教室で先生の話を聞くこと



これは何の絵でしょう？



細部・パーツに着目することから派生すること

•全体よりパーツに目がいきがち

•人の情報処理が難しくなる

•背景情報と処理しなくてはいけない情報(重要な

こと）が分けにくい

★遠くに離れた方が人の行動が観察
しやすい



集団行動がとりにくい理由とその対処方法

•一斉指示の聞きそこない⇨視覚補助

•複数の人の中にいると「人がパーツで見えやすい」⇨集団から離れたとこ

ろで観察させる

•複数の人がいるとモデルにする人が決められない⇨先生をモデルに

•初めてのことは不安が強く情報が取れない⇨一回目は観察

• ちなみにモニター画面に映る動画や映像は覚えやすい



成長とは個人の特性をラッピングしていくこと



情報処理特性が違うと
習得していくもの（ラッピング）も異なる

• 誤学習と未学習の問題

• 情報処理特性から習得しやすいものと習得されにくいものが出現。

【習得しやすいもの】

視覚的にとらえられる

同じパターンで繰り返す（状況や相手によって変わらない）

短い時間で理解できる

【習得しにくいもの】

人が関係してくること

長時間持続しなくてはいけない

強制されたが結局意味不明のもの



３）当たり前の見直し：幼児期の集団生活での
支援を考える

集団の中での合理的配慮や適応行動の練習などについて考えてみます



保育現場での「発達障がい」の
現実的な適用

• 幼児期だと診断がついていないグループがたくさん存在（みなし発達障がい）。合併し

ていることが多く、診断名がついていても＋アルファーの部分が存在。

• 「発達障がい」の共通項を知っていることが必要。同年齢の発達に比べて、どこか発達

が順調でない分野がある（同年齢集団で目立ちやすい）、新規場面での適応行動の習得

に時間がかかる、環境の変化に適応しにくい、未学習と誤学習が起こりやすいことを理

解していること

• 確定診断は正しければ有用だが、「集団場面」の情報がない場合も多いので・・・・。



合理的配慮を説明するイラスト

【疑問点】

そもそも野球を見たいの
だろうか？



発達障がいに対する合理的配慮とは？

情報処理特性があるので、習得できることが違う

学習の習得以外に、+習得しなければいけないことがあるので、それへの支援
が合理的配慮ではないだろうか？

習得するための教え方の工夫も必要

+習得しなければいけないこととは

①対人関係の練習→集団生活への参加についても

②感情のコントロール

③自己理解



乳児期の発達課題と
援助が必要になること

• 健診で発達が遅い（ことば、人とのかかわりなど）ことを指摘され

る

• 子育ての悩みがある、例えば食事、排せつ、睡眠、着替えなどの基

本的生活習慣にかかわることがうまく進まない

• 興味を示すことがわからない、おもちゃで遊ぼうとしない

• 人見知りがないか、極端にありすぎる どちらも育児を手伝っても

らうのが難しい

• 一度泣き出すと止まらない、あやしても効果がない



乳児期に集団で生活していると
家庭で過ごしているよりも

①刺激が多い 人的にも空間的にも

②うまくできないときには手伝う、教える、練習させるスキルがある大人（＝先生）と過ごす

③待たせる、急かせる場面が出現する

④おもちゃの共有を余儀なくされる

⑤いつのまにか集団で動くことを要求されている



乳児期を集団で過ごすと

• 周囲の情報をインプットしていない・・・・家庭でも集団でもあまり変わらない

• 周囲の情報を過剰に取り入れている子・・・・混乱しているので園で大泣き、探索行動をあまりしない、

特定の刺激に固執する（先生から離れない、特定の物体から離れない）

• どちらのタイプも生活動作を自分でできるように、また、集団で過ごすルールを丁寧に教えていく必要が

ある

• 家庭とどう連携するかも重要になってくるが、どう伝えるかはコツが必要（保護者のアセスメントが必

要）



幼児期の集団生活で発達障がい児が習得しにくいこと

• みんなと遊ぶと楽しい、自分で独占するよりいいかも

• おなかがすいたので給食が楽しみ

• お友達と仲良くしたいのでけんかを避けるかすぐに謝ることが必要だな

• 注意されたら、すぐにやめよう

• 自分の体験や気持ちを相手がわかりやすいように表現する

• 周囲の雑音があっても先生の声を聞き取る

• 次を予想して行動する

• 疲れたら休む、のどが乾いたらお茶を飲む（園のルールを守って）



幼児期に習得できずに困ること
（親からの訴え ベスト３）

1. 会話ができる・・・・聞いても答えないので、本人の気持ちがわからない、本人から状況を聞き出そ

うと思っても何があったか把握できない、気持ちが通じ合わないのでイライラする

2. 集団行動がとれる（保育園や幼稚園）・・・課題をやらないと先生から苦情を言われる、参加して

いないのを保育参観で目撃してがっかりした、先生の指示を聞いていないので行動ができない

3. お友達とうまく遊ぶ・・・・お迎えに行くと一人で遊んでいる、友達に手をあげることが多く謝ることば

かり、仲間に入りたがっているが入れない、



ASDだとすると、ひょっとして

常識的なとらえ方

説明したからわかるはず

新しいことに挑戦したがるはず

小学生・中学生ならこんなことはわかって

いるはず

ASDだとすると

• 説明を聞いてなかったかも

• 説明がわからなかったけど、理解

できていないと表現しないのかも

• 新しいことなのでできればやりたく

ないのかも

• 教えてもらっていないから知らない

のかも

• 知っていたけど今忘れているのか

も



こんな場面で気になる行動のパターンを考えてみる

• A:隅っこに行って座り、中
に入らない

• B:そこにいるが何もやってい
ない

• C:出たり、入ったり、動き
回って落ち着きがない。人
にぶつかっても気にしない。

• D:大声で泣き出す

• E:走り出してフェンスによじ
登る

この写真の作成者不明な作成者は CC BY-NC-NDのライセンスを許諾されています

https://copyright-topics.jp/topics/delete-koi-dance/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


①何？何？
何？

• 指示を聞く

• 他人を観察する

②自分はどうし
たい？

• みんなと一緒に動
きたい

• 混乱をしずめたい

③行動をする

• 衝動的に動く

• 逃げ出す

• 泣く

「集団行動がとれないとき」をアセスメントしてみる



パニックになるとうまく行動できない

• パニックなのに、周囲も自分も認識できていないことが多い⇒パニックの対応を

• パニック時はいつもの理解や実行能力が出来なくなっている⇒パニック時は何

かを教えることを断念する

•周囲の状況を入力できなくなっている、被害的な受け取り方をする⇒一人で

落ち着ける場所を確保



パニックになりやすい場面

•状況がよく分からず、混乱

例 ：人が大勢動いている（自由遊び、給食の準備やトイレ、帰りの会、外遊びなど）、グループ

活動、予定が急に変更、いつもと違った活動（誕生日会、運動会、行事など）

•長時間頑張って疲労に負ける

例 ：着席、不得意な課題（書くこと、聞くとこなど）を続ける、苦手な人と一緒にいる、叱責など

•生理的に不快な状態が続く

例 ：暑さ、空腹、乾き、騒音、眠いなど

•要求されている課題が出来ない

例 ：制作課題、友達と仲良くするなど



混乱した（パニック）時に周囲が落ちついて対処すること

•社会的なスキルを身に着けていても、パニック時の行動
は変化しない。

•パニック状態を目撃する人は少ない方がよい。対応する
のは慣れている人。

•その場で説得をしようと思わないで、パニックの収まっ
た後に提案する。提案を検討する時間が必要。

練習するのに最も適している場所は家庭！

家庭では教えることができない（要支援家庭など）あるいは集団の中
での対応を教える場合は幼稚園・保育園や学校



パニックという行動から
誤学習するのを防ぐ

•周囲の反応が極端に記憶される→被害的な受け取り方になりがち

•周囲の評価が変わる（特に同級生）→立場が悪くなる（距離を置か

れる、からかいの対象になる、疎外感を感じる）

• パニックは問題解決の方法である

• パニックは起こしてはいけないが止め方がわからない→学校に行くとパニッ

クになってしまうので登校しない



幼児期に取り組んでおきたいこと

• 家庭外の大人と信頼関係をもつこと

• 行動するとうまく生活できることに気が付かせること

• 指示に従ってパニック時の害のない過ごし方を習得する

• 周囲に人がいても安定して行動できること

本人の特性と現状のアセスメントが不可欠



問題行動の意味を問う

• 本人にとっては、自発的にできる行動⇒支援のヒントになる

• パニック時の行動のことが多い⇒パニック時の対応が有効

• 周囲がパニックを感知するスキルをつける⇒予防、気持ちの切り替え方も学習可能

になる

• 問題となる行動を行動変容させることと問題行動（相手への被害など）の結果を

謝罪させることを同時に要求しない



４）地域ネットワークについて
就学準備を通して、地域のネットワークを作っていく



ライフサイクルに存在する“切れ目”

• 幼稚園・保育園に就園（初めての集団生活）

• 就学（小学校入学）

• 小学校から中学校に進学

• 中学校から高等教育へ

• 就労

• 一人暮らし

• 結婚・子育て

この時期には、手厚い支援と連続性を必要とする



就学後に要求されること

• 着席時間 最低45分は座ること

• 時間割 授業、放課、給食とみんなと一緒に動くこと

• 連絡帳を書く

• 指示に従う 課題を拒否しない、注意したら辞める

• 宿題をやってくる、

• 授業内容を理解すること、ノートに書く

• 道具の管理 道具箱を自分の机の中に入れ、管理する

• 忘れ物をしない

• 空間 特別教室、運動場など広い

• 周囲の人間 初めて見る人がたくさんいる

• 先生が見ていない時間帯がある



新しい環境になったとき目立つ

•環境の変化は発達レベルではなく、年齢で決まっている

•発達障がいと診断される子供たちの共通点の一つは、環境へ適応する

力の弱さがある

•教えなくても出来る、だんだん上手になるという予測は外れる率が高い

•適応するまでに通常より時間がかかる

•今まで習得したことに固執しやすい（新しいことを抵抗する）



ASDの社会性の発達（順調例）

幼稚園→大人との関
係

小学校低学年→学校
のルールになれる

小学校高学年→集団
の意識



学校から気持ちが遠ざかる

集団から離れるの
で連れ戻される すきを見て離れる

集団で動くように先生に注意
される

集団から離れなくな
るが、一緒のことは
やっていないので注
意される（同級生か
らも注意される）

自己評価が低
くなり、集団参
加への負担が
高まる

不登校



保護者との情報共有のコツ
（義務教育終了までに実行してほしい）

• 保護者は、発達の正確な基礎知識がない（「障害」とか「遅れがある」という用語に抵抗感あり）

• 家庭と集団では様子が違うことを共有

• 保護者にも発達障がい特性がある場合がある

• 効果的対応を実践して、子どもが変わったことをまず共有する

• 一度では伝わらないので、時間をかける

• 親の生活を変えるという提案は強い信頼関係ができてから



限られた時間の講演では話せない「発達障がい
あるある」をINSTAGRAMで配信しています。興味
のある方は、QRコードかまたは下のサイトから。

https://www.instagram.com/hattatsu.hoiku.gakkou/
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