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Ⅰ　問題と目的

今日，通常学級には，軽度発達障害（高機

能広汎性発達障害，AD/HD，LDなど）あるい

はその可能性のある子どもを含め，特別な支

援を必要とする子どもたちが多数在籍してい

る。別府ら（1）（2）（2001,2003）は，某市の小中

学校教師を対象に質問紙調査を行い，学習困

難や多動・衝動性傾向があり，指導が難しい

と感じている児童が，小学校で2.7％，中学

校で4.6％みられ，その背景に発達障害に起

因する困難があることを指摘した。浜谷ら（3）

（2001）は，通常学級に在籍する障害児は現

行の制度のもとでは多くの場合，適切な教育

的配慮がなされず，極端な場合にはいじめの

対象となり，深い心の傷をつくっていると指

摘した。さらに上林（4）（2002）は，発達障害

に起因した困難に配慮せず，行動上の問題を

一律に指導することは，学校での不適応行動

を助長し，悪循環になるばかりでなく，本人
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の自己評価を低め，意欲や関心をも低める二

次障害（併存障害）が生じることを指摘した。

杉山ら（5）（6）（2000，2001）は，「高機能広汎性

発達障害の児童（以下，HFPDD児）が小学

校低学年においてパニックを起こして暴れる

ことは全く珍しいことではない」とし，さら

に小学校中学年から高学年の時点で，

HFPDD児は他者の考えが読めるようになる

反面，健常児とは脳の異なる部分を用いて異

なる戦略を用いて「心の理論」（7）課題を遂行

しているため，直感的に速やかに他者の気持

ちや心理を読むことが難しく，そのことが迫

害的な対人関係の形成につながる可能性があ

ることを指摘した。

HFPDD児が他者の気持ちや指摘の意味を

読み違え，迫害的意識（自分が他者から迫害

を受けているという意識）を高めれば，対人

関係への関心は一層低くなり，不安や緊張状

態とも相まって，不登校になることは容易に

想像できる。そしてHFPDD児が周囲で起こ

っていることの意味がわからず困惑し，集団

に参加できないことが，他児や教師には「ふ

ざけている」と映り，それにより注意や指摘

を受けても「その意味がわからない」という

悪循環を形成していることが考えられる。

杉山ら（6）（2001）は学童期のHFPDD児の

79％がいじめを受けた既往があったと述べ

た。HFPDD児は，場に不適切な言動につい

て他児から注意や指摘を受けると，それを

「いじめられた」と読み違え，迫害意識を形

成する。そして，集団行動に参加しない

HFPDD児を教師が再三注意する姿を見て，

他児が教師と同じようにHFPDD児へ注意を

することで，迫害意識はさらに助長され，集

団の関係性や他児との仲間関係での問題がよ

り複雑化することが懸念される。

関戸（8）（2004）は，通常学級に在籍する特

別な教育的ニーズのある児童に対する支援の

有効性について，４点から検討を行い，「学

級の他児による当該児の理解の促進において

は，教師が他児にとって適切なモデルとなる

ような対応を心がけ，当該児に対する支援方

法を具体的に示すことによって，周囲は当該

児を肯定的に受け止められるようになり，相

互関係に変化をもたらす」と述べた。

コンサルテーションによる支援の有効性に

ついて，芦澤ら（9）（2004）は，担任が発達臨

床の専門家の助言を得ながら多様な生徒に対

して適切な支援を構築することによって，生

徒の発達保障と生活への参加が可能となり，

「将来問題に直面した場合の解決能力を高め

る予防的機能」にもつながることを示唆した。

通常学級に在籍するPDD児の教育にあたっ

ては，担任をはじめとする教師集団がその状

態を正しく理解し，背景に隠れた発達要求を

踏まえた支援が行える体制を校内外で充実さ

せることが必要である（別府（10），2004）。

本報告は，子育て支援機関で行った個別面

接と教育行政と共同で行った学校巡回相談

（コンサルテーションによる支援）の事例報

告である。支援経過を整理し，子どもと学校

への有効な支援の具体的な内容と，子育て支

援機関としての支援のあり方について考察す

ることを目的とする。なお，筆者は臨床発達

心理士として子育て支援センターに所属し，

関係機関と連携して保育園，学校巡回相談を

行っている。学校巡回相談は，教育行政から

心理職の派遣要請を受けて実施している。個

別の面接，相談は保護者の了解と希望により

子育て支援センターの相談事業として行って

いる。

Ⅱ　対象と方法

1 対象児

高機能広汎性発達障害（HFPDD）の小学5

年生の女児（以下Y児）。Y児は小学３年時に

学校の紹介で個別相談に来所し，その後学校

巡回相談での支援も開始した。５年生の現在

も支援は継続中。４年２学期に児童精神科を

受診し，「広汎性発達障害の疑い」と診断さ
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れた。その後継続受診をする中で５年２学期

に「高機能広汎性発達障害」と確定診断され

た。

初回面接での主訴は，「小学校入学後，嫌

なことがあると勝手に学校から帰ってきてし

まう。規則を守ることに厳しく，自分ではで

きないにも関わらず上級生や下級生に決まり

事を守るよう指摘し，いじめられる。生活面

では片づけができない，学校のプリントを折

り畳めず，持って帰って来ない」等であった。

母からの聴取によれば，「幼児期は集団にな

じみにくかった。遊びは自分の好きな遊びし

かしなかった。ことばは早かったがオムツが

なかなかとれなかった」とのことだった。

2 方法

表１は，初回から２年間の支援の経過を内

容別に年表にして示した。

支援ごとに記述したケース記録を，主たる

問題ごとに時期区分し，整理した。

Ⅲ　結果

支援の経過は，Ⅰ期（３年１学期～３学期），

Ⅱ期（４年１学期～２学期），Ⅲ期（４年３

学期～５年１学期）の３つに分けられた。

1 Ⅰ期（３年１学期～３学期）

（1）事例の概要とアセスメント

①聞き取り，面接におけるアセスメント

×年６月初回相談。学校生活における一番

の問題は「上級生にいじめられる」という不

安から登校を渋り，登校しても「あいつがい

る」「また図書室に閉じこめられる」と独り

言を言いながら，校門からなかなか入らない

ことであった。１年次から規則に忠実で誰彼

かまわずに注意をするので，上級生に「図書

室に閉じこめられる仕返し」をされたことが

あった。妹とのジャンケンで一回負けたこと

を後々まで覚えていてジャンケンは学校では

やらないなど，一度遭遇した不快体験をネガ

ティブな体験として記憶し，こだわることが

あった。

WISC-Ⅲ知能検査は，最後まで取り組むこ

とができなかった。WISC-Ⅲ知能検査の言語

性の類似問題（評価点８）では，「牛乳とジ

ュースの共通点を言ってください」には，

「飲み物」と正答を回答したが，「こぼすと水

たまりになる。いくら穴あきでも，こぼすと

いっぱいになる。そしてミルク風呂とかワイ

ン風呂とかあるでしょ。だからそういうこと」

と連想からの飛躍した回答で終えた。「鉛筆

とクレヨンの共通点を言ってください」には，

「同じ筆記用具で色を出して書く道具。作っ

ているものが違う。クレヨンはロウみたいな

もの。鉛筆は鉛の筆で鉛筆」と回答し，最終

的には「違い」についても言及した。知識問

表１　　支援内容の経過

Ⅲ期Ⅱ期Ⅰ期支援期

X年 X＋1年 X＋2年
支援年月

6月 7月 1月 2月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 3月 4月 6月

● ● ● ●本人個別面接

● ●本人電話

● ● ● ●
（電話）

●母親面接

● ●
三者でのコンサ
ルテーション

● ● ● ●学校巡回相談

●
コンサルテーショ

ンのみ

● ● ● ●医療機関受診

５年４年３年学年
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題（評価点13）では，辞書的な知識を回答す

ることが目立った。例えば「豆腐は何からで

きていますか？」の質問には，「大豆。大豆

は枝豆。大豆は細かくして発酵させるとしょ

うゆとかにもなる」と答え，はじめの話題か

ら飛躍し，連想して細部の知識を答えた。言

語性IQは94と高い数値を示しながらも，この

ような特徴が見られ，「ことばの理解」はあ

っても「今，何を答えることが適切なのか，

何を求められているのか」という相手の意図

を推量して適切に回答することに困難がある

と推察された。

動作性の絵画完成課題（評価点５）では，

着眼点が通常とは異なることが特徴的だっ

た。正答である「ドアの蝶つがいがない（正

答）」絵に対しては，「ドアが少し開いている」

と答えた。「はさみの留め金がない（正答）」

絵に対しては，「はさみをきちんと閉じてい

ない」と答えた。自分の着眼点で物事を判断

する傾向があった。組み合わせ課題（評価点

５）や積み木模様課題（評価点７）では，あ

るパーツを基準にして順序良く逐次遂行せ

ず，手当たり次第に合わせようとした。最後

まで組み合わせても，細部を吟味しないまま

終え，失敗に終わった。このような「できな

い不全感」や「焦り」が続くと次第にイライ

ラし始め，「アー，疲れる」などと言い，突

然後ろへ寝ころがったり，部屋をウロウロし

たりした。

発達のアセスメントとしては，言語性課題

における「質問への適切な回答の枠組みが作

れず，自分の枠組みで連想して回答すること

からくる題意とのずれ」や細部にこだわって

回答をする点，加えて通常着眼する点に着眼

せず，自分の着眼点に終始し，複数の多面的

な視点で考え「より適切な解答を選択する」

ことに弱さがあると考えられた。また話し口

調は終始ぶっきらぼうな独特の口調で「いじ

められた」体験を話す時には怒り口調が度を

超えている印象を受けた。これらはHFPDD

の障害特性を予測させるものであった。

②学校での様子

学校生活について，担任教師は次のように

述べた。「人から注意されるとそれを受け入

れられず，程度や加減をせずに攻撃，批判を

する。はさみが使えない。給食当番の仕事が

できない（お玉でおかずや汁物がすくえな

い）。配布物を折って片づけることができな

い。知識は豊富でいろいろなことをよく知っ

ており，ことばも達者で授業中もよく発言す

る。本が好きで休み時間は図書室へ行き，一

人で本を読んでいる。」

（2）支援の計画とコンサルテーション

アセスメントの結果から，母と担任へY児

の発達特性について，着眼点の違いから独り

よがりの思いこみになり，「自分がこう言う

と相手はどんな気持ちなるか」を予測できず，

自分の伝えたいことが伝わらない不全感を抱

いている可能性を指摘した。そして「○○し

よう」という指示ではなく，「○○が上手く

できないんだよね」「失敗しそうで心配なん

だよね」と本人の「どうやればいいかわから

ずにやらない」不安な気持ちを受け止める対

応を提案した。母には「このようにして欲し

い」「○○はやめて欲しいなぁ」というY児へ

の母の気持ちや思いを伝え，具体的な手順や

やり方を教える対応とY児が着眼したことを

受け止めて共有することを大切にする支援を

提案した。

担任は現段階では不適応行動が見られない

こともあり，「取り立てて問題を感じてはい

ない」とのことであった。そこで，Y児の発

達特性から「いじめられ感」を抱く可能性や

思いこみを強め，集団参加が困難になる可能

性があることを伝え，未然に防ぐケアとして

の支援の協力をお願いした。

３年生３学期の個別面接でY児に「嫌なこ

と」について尋ねると，次々と過去や現在の

「いじめ」の体験を語った。また，自分でゴ

ミを捨てておきながら，他人のせいにする漫
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画の主人公が許せないと，主人公の顔を真っ

黒に塗り「バカ」と書いた，と語った。そし

て「みんなが私のことを“１年生をいじめる

Yちゃん”って思っている」と語った。さら

に，担任がイラク戦争について話したことに

対して「あの先生は残酷な怖い話しばかりす

る」と言うなど，先生がどんな思いで戦争の

ことを話しているのか理解できず，一方的に

非難した。

授業観察では，音楽室で席を離れ準備室に

いたY児を２人の女児が両脇から抱えるよう

にして席に着かせようとしていた。Y児は抵

抗して逃れようとしたが，結局席に着かされ

た。このような「他者から○○される，させ

られる」体験は，迫害意識を形成し，他者に

「私のことをわかってもらえない」という思

いこみに発展していくことが予想された。

母とのコンサルテーションでは，Y児が自

分の感じている感覚や嫌な体験を語ることが

個別の面接で多くなってきたことは，今の生

活がY児にとって耐え難い辛いものであると

いう告白であり，集団や担任に対する思いこ

みから，周囲から何か言われることに対して

も「うるさい指摘」と感じているのではない

か，と面接結果からの推察を伝えた。

2 Ⅱ期（４年１学期～４年の２学期）

（1）事例の経過―コンサルテーションと支援

（４年生１学期）

６月の授業観察では，廊下には，「つまら

なかった１年生を迎える会」と題されたY児

の作文が掲示されていた。「歌も下手だった

し…（中略）…つまらなかった」と本児が受

けた印象がそのまま綴られていた。算数の授

業中には教室から抜け出し，図書室で本を読

んでいた。「普通の女の子が読む本は読まな

い」と同席した指導主事に唐突に言った。声

をかけても本から目を離さず，腹部を掻きな

がら受け答えていた。自分の行為が相手に

「どのように思われるか，どのように見られ

るか」には無関心で，無視しているように相

手には映ってしまうことが予測された。さら

にそのことを指摘されると「うるさい指摘」

と捉えてしまうのではないか，と考えられた。

指摘ではなく，「私がそれを目にするのは恥

ずかしいから見えないところで掻いてね」と

伝え，「あなた（Y児）のしていることを私

（他者）はこんなふうに感じた，思った」と

いう他者の視点を伝え，気づかせることがY

児に必要な支援と考えられた。

「昨年より頻繁に教室から離室し，図書室

で本を読むことが多くなった。教室にいても

授業は聞いていず，本を読んでいる。男子を

嫌がり，近くに来たり何か言われるとはさみ

やカッターで脅したり，投げつけたりする。

大きな声で叱ると興奮して予測のつかない行

動をするので，静かに話すようにしている。

可能な限りY児の言い分を聞くようにしてい

る」と担任は話した。さらに「教室はうるさ

いから出ていく。自分はみんなと一緒にやる

のが苦手だ」と自分の不快感や苦手なことを

先生に話したりするようになったとのことだ

った。母からは，男児が指をポキポキと音を

鳴らした時にカッターを振りかざしたことに

ついて，Y児はその理由として「こうでも

（カッターを振りかざさないと）しないと私

の嫌なことをやめてくれない」と言い，１年

生を叩いてしまったことについても「私はカ

ッとなると気持ちが抑えきれない」と自分を

振り返って，“私も悪かった”と１年生に謝

ったエピソードが話された。また「どうせ私

が言うことなんか誰も信じてくれないし，お

母さんだってガミガミ叱るでしょ」と自尊心

を低めるような言動が最近多いとのことだっ

た。しかし，例えば「つまらなかった１年生

を迎える会」の作文では全面的な否定ではな

く，「でも○○はおもしろかった」と記述し，

自分を振り返って「確かに私も悪かった」と

謝る行動が見られた。これらから，一方的な

見方から「相手がどんな気持ちなのか」に気

づきつつあるとことが推察された。
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支援の仮説として，Y児の行動や言動に対

してすぐに否定や注意をするのではなく，

「骨が折れそうで怖いんだよね。だからその

音がイヤなんでしょ」，「戦争は本当に残酷だ

し，許せないよね。何の罪もない人が殺され

ることを想像したら，とても悲しいことだよ

ね。先生も同じ気持ちだよ」と「あなたが感

じたことは，こういうことでしょ」と共感的

な言動をY児に伝え，自分の気持ちやそのよ

うに感じた感覚を「この人もわかってくれる」

という共感・共有体験をY児が感じられる支

援を提案した。

（2）事例の経過―個別面接とコンサルテーシ

ョン（４年２学期）

４年生の９月の個別面接では，入室すると

「じゃあ，不満を言います。わたしは生まれ

つき悪い性格で，…（中略）…。発表会では

先生もみんなも４組（自分のクラス）が一番

だって自慢ばかりするけど，私は３組も同じ

くらい上手だと思った」と言った。そして

憎々しげに「若草物語に出てくる貴婦人はこ

うでなければいけませんとか，レディーは身

だしなみが大切だとか書いてあって，あれが

許せなくて本に落書きをしてやったんです」

と一気にまくしたてた。

絵による「サリーアン課題（11）」では，「こ

っち（かご）に決まっている。でもアンはこ

のビー玉がとても大きくてきれいだから，欲

しかったんじゃないかなぁ。だからこっちに

黙って入れたんだと思う。貸してって頼めば

良かったんだよ。でもサリーはケチで貸して

くれなかったのかもしれない。これだけの絵

では分析できないけど」と回答した。この回

答から，裏の気持ちを深読みしてしまう，あ

るいは読み違いをし，独自の論理展開をして

いるが，それでも相手の気持ちを推し量ろう

とする姿が見てとれた。

これらから，多面的な見方をしたり，自分

の不満を「こうだから嫌なのだ」と理由を言

うようになったものの，杉山ら（6）（2001）が

指摘したように，直感的に速やかに他者の気

持ちや心理が読めない中で，他者の視点に立

って物事を考えたり，「こういう気持ちなの

だろう」と相手の気持ちを推量して，他者の

意図を何とかして理解しようとしていること

が推察された。

11月の学校巡回相談では，一番前の廊下側

の席で隣のロッカーにたくさんの本を積み上

げていた。担任は「自分で若草物語を書いた

らどうか」と提案し，白紙を簡単に綴じた冊

子を渡していたが，Y児はそれに自作の物語

や挿絵を描いていた。担任の話では２学期に

「納得がいかないのなら，納得いく自分の若

草物語を書いたらどうか」，「授業が嫌なのは

わかった。本を読みたいのもわかった。でも

せめて教室で本を読んで欲しい。どうだろう

か？」と提案したところ，Y児がそれを受け

入れたとのことだった。「どんな目標ならで

きそうか？」と目標カードを作り，本人と納

得の上で約束をした。「全部は聞けない。け

れど，ちょっとくらいなら授業も聞く。委員

会にも出る」と自分から目標を決めて努力す

るようになったとのことだった。

3 Ⅲ期（４年の３学期～５年の１学期）

（1）個別面接での支援

学校では２学期以降，教室で過ごす時間も

増え，担任もY児に対して「可能な参加の仕

方」を提案しながら関わっていた。

春休みにY児から電話があった。「クラス替

えが心配で暴走しちゃってる。家でも机とか

ひっくり返して，ランドセルも蹴ってしまっ

た。ものすごい大声を出しちゃったし」と話

し，「いけないことだとはわかる」けど「で

も大嫌いな男子と一緒のクラスになったらっ

て思うとそれだけでウワァーって思っちゃ

う」と話した。その不安なことから一気に女

の子が連れ去られた某県で起こった幼児事件

の話題に飛躍した。不安を解消しようと「ク

ラス替えの資料探し」のために職員室へこっ

そり入って調べたことも告白した。「そうか，
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それは不安だし心配なことだよね。ドキドキ

しちゃうね」と聞いていると，「自分は版画

で絵は描けても彫るとヘンになっちゃうし，

人のことを褒めようとして言ったつもりなの

に，反対のことを言っちゃったりするし，自

分のことを言っているのに人のことになっち

ゃったり･･･」と自分の辛さを告白する言動

が続いた。友だちもいないし，知らない人ば

かりになったら，不安でどうしたらいいかわ

からないことが，今回の行動の背景にあるこ

とが推察された。

５年次の始業式の後に，面接に来所した。

クラス替えが終わり安心した様子だった。い

じめられた上級生に会ったことからいじめら

れた体験にタイムスリップし，話題がいじめ

られた過去のことになった。しかし，話しの

中には「ふざけてやっていたんだ（と思う）。

（上級生に）会ったけど無視した（無視でき

た）。悪意でやったわけではないから」など

と，他者の気持ちを推量しようとする言動が

聞かれた。「そんなに不満があるならクラス

でYちゃんの意見を言えばいいじゃない」と

言うと，「そんなことできない。さんざん身

勝手なことをしてきて，本にも落書きした人

間が意見なんて言えない」と言った。中学が

嫌だという話題では「あんな黒服（制服）じ

ゃ，１年中葬式みたいだよ」と言い，若草物

語の話題になった。そして唐突に「もし世の

中の食べ物がみんな同じ味だったらどう思

う？　食べ物がみんな同じしょっぱい味なん

て嫌でしょう？」と同意を求めるので，理由

を尋ねると，「中学の制服も若草物語もみん

な一緒，同じがいいっていうことでしょ」と

言った。時間的には経過があったにも関わら

ず，食べ物の話しの例えを用いて，中学の制

服の話しと若草物語とを結びつけて考えてい

たことが伺えた。

（2）特別支援教育の体制とコンサルテーション

Y児の在籍校に特別支援教室が開級したこ

ともあり，４月に教育行政指導主事，校長，

特別支援コーディネーターと特別支援教室の

担当教師，５年の担任教師，養護教諭，言語

教室担当教師とでコンサルテーションを行

い，Y児の現況の評価と支援の計画を協議し

共通認識をはかった。

担任は，Y児の現況について次のように話

した。「教室から出ていくことはないが，気

が向かない授業ではずっと本を読んでいる。

クラスの他児にはY児ががんばっていること

を伝え，あまりきつく指摘はしないでほしい，

と伝えてきた。Y児が今までやらなかった掃

除をしたり，教室にいるようになったり，歌

も一緒に歌ったりすることを他児が見て，担

任に“Yちゃんが掃除ちゃんとやっていたよ”

と教えてくれるようになった。みんながYち

ゃんにやさしくしてあげるから，Yちゃんも

みんながやっていることを少しは一緒にやろ

うって思うんだよね，とクラスでも話してい

る」とのことだった。

特別支援教室の担当教師は次のように話し

た。特別支援教室での支援は週に２時間だが，

嫌なことや不安があると特別支援教室へ休み

時間に来て，自分の思いを話している。「こ

うすれば」「でもそれは」と言い返さず，Y児

の話しを「そうなんだ。それは不安だよね」

と受け止め，まず気持ちを落ち着けられるこ

とを大切にしてきた。友だちが迎えに来てく

れることを以前は「連れて行かれる」と思っ

ていたが，今では，友だちが来ると自分から

教室へ戻るようになった。

Y児の努力している姿を認め，「Yちゃんが

いるから先生も嬉しいし，みんなも楽しい。

そして○○くんや△△さんがいるからYちゃ

んも楽しい」という相互の思いを感じ合える

集団づくりを大切にすることを確認した。

６月の学校巡回相談で授業観察とコンサル

テーションを行った。授業中に教室を抜け出

すことはなくなり，本を読むこともなくなっ

た。掲示物には裁縫の作品が飾られ，影絵の

感想文には「登場人物のアナトールが一生懸
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命に人の役にたちたいって思ってやるところ

がとてもよかったです」とつづられていた。

給食当番では，緊張した面もちでお椀に汁を

入れて配る係をしていたが，他児がなかなか

取りに来てくれないことに戸惑っていた。同

じように教室に入れなかった下級生について

「○○くんのクラスも見に行って。○○くん

もがんばって体育しているよ，教室に入って

いるんだよ」と筆者に教えてくれた。

本人なりにクラスの中で一員として役割を

果たそうとしている姿が見てとれた。また，

他児のことを気にかけ，他児のがんばりを喜

び合える気持ちの育ちが見てとれた。

担任は，次のように話した。「給食の準備

の時間に他児から本を読まない約束だと指摘

をされると“わかった。約束だから”と自分

から本をしまった。“先生はどれがいいと思

う？　私はこう思うけど”と他者の考えを聞

こうとするようになった。陸上の練習では，

“私が入ると遅いから他の人は自信ついちゃ

うのにね”，と他者の気持ちを推し量って考

える姿が見られるようになった」。また，他

児が落ちていた物を拾ってくれたにも関わら

ず，「何で拾うの。触らないで」と言ったこ

とに関して「それは拾ってくれた○○くんに

失礼なことだと思う」と，他児の気持ちを伝

えたところ，その場ですぐに謝ることはでき

なかったが，しばらく自分なりに気持ちを整

えて自分から相手へ謝ったエピソードも話さ

れた。

Y児が，おばけの話しを作っていてみんな

に話したいと言うので，帰りの会で時々「Y

ちゃんのおばけ話しタイム」を設定し，話す

機会を作っている，とのことだった。出番を

作り，自分の話を「みんなも怖いって思うだ

ろうか，おもしろいって思ってくれるだろう

か」と他者の気持ちを考え，他者が「どのよ

うに思うか」という相手の応答や反応を確認

しながら，他者の気持ちを気づかせる取り組

みであると考えられた。

コンサルテーションでは，「先生はこう思

うけど，○○くんはこう思ったんだよ。Yち

ゃんはどう思う？」と尋ねながら，他者の考

えに気づかせる支援を提案した。また「ここ

までやれるのだから，もう少しがんばれるの

ではないか」と課題を求めがちになることに

対しては，まず，「がんばれそうなのか。無

理なのか」を尋ね，次に，「全部はできない

けど，3回ならやってみる」等と本人に決め

させることを提案した。「これならやれそう

だ」という見通しを持って，自発的に目標に

向けて取り組もうとする支援を引き続き大切

にするように伝えた。

Ⅳ　考察

1 高機能広汎性発達障害児への支援

（1）「心の理論」の獲得からみた支援のあり方

Y児の「嫌なことがあると帰ってしまう」

「誰彼かまわず，正義感から注意してしまう」

行動は，Y児なりの理由や捉え方があっての

ことであり，そのこと自体が間違っているわ

けではない。しかし「そのことを言われたら

相手はどのように感じるか，思うか」という

先の予測ができず，「自分感覚」でコミュニ

ケーションするために，コミュニケーション

にずれが生じる。そしてそのずれに気づけな

いだけでなく「読み違い」をするために，

「周囲への誤った思いこみ」として苛立ちや

「いじめられ感」へ発展していったと考えら

れた。このようなことが繰り返され，「誰も

私のことをわかってくれない。誰も私の考え

に共感してくれない」という迫害意識や自己

評価を低める二次的な問題へ発展していった

ことは，上林（4）（2002）や杉山ら（6）（2001）の

指摘と一致した。

Y児は，Ⅱ期の1学期までは自分の感じたこ

とや思ったことなど自分が意図したことを思

うように伝えられなかった。通常は「このこ

とを伝えるためには，このように話せば良い

だろう」と推量して伝え，自分の意図が相手
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に理解されているかどうかを相手からの応答

を通して確認をする。しかしY児の場合，「自

分が考えたことや思ったことをどのように話

せば相手へ伝わるか」ではなく，「自分が伝

えたいことは，自分の話し方で意図した通り

に相手に伝わる」と思いこんでコミュニケー

ションしていたことが推察された。さらに心

の理論（7）の獲得の問題から「自分が話したこ

とを相手はどのように感じたか，理解したか」

という他者の心を推量することが困難なため

に，結果として「相手に自分の思ったことが

伝わらない，わかってもらえない」体験を蓄

積してしまい，迫害意識の形成へ進んだと考

えられた。

この段階のHFPDD児への支援は，まず本

人が感じている不快感や感覚を受け止め，

「あなたが伝えたいことはこういうことだよ

ね」と返し，相手にも自分の感覚が共有され

ていると感じられる体験が重要であると思わ

れる。Y児の場合もこれらの支援を通して

「わかってくれる人（他者）の存在に気づき，

自分の不快感や不安をわかってもらえる安心

感に基づく信頼関係の形成」につながったと

考えられた。この「共有する支援」を通して

「わかってもらえる安心感」の形成後，次の

段階の支援として「相手が意図していること

の理解」への支援というプロセスがあると思

われた。（Ⅱ期の終わり）

Ⅲ期から「あなたはAのように思った。そ

してそのことを相手はBのように思った」，

あるいは「あなたの考えたこと（A）はわか

る」「でも，そのことに対して先生はこう

（B）思う」というY児とは異なる他者の考え

や気持ちをY児へ伝える支援へと変わってい

った。自分の感覚や考えを理解してくれる安

心感から相手の考えや相手の意見へ耳を傾

け，納得できれば可能な約束をして，それに

向けて努力する姿が見られるようになった。

「先生はこう思う」「そのように言われると嫌

な気持ちになる」という他者の気持ちや感じ

たことをY児へ伝える中で，Y児も「自分が言

ったこと（A）を相手はそのように（B）思

ったのだ」ということが次第に理解できるよ

うになった。このような支援は「自分が感じ

る感覚」と「他者の感じる感覚」には違いが

あり，自分がした行為や言動を「相手はこの

ように思ったのだ」という心の理論を獲得し

た上でのコミュニケーションの成立という点

で，HFPDDの障害特性に起因する弱さを克

服する支援と考えることができるだろう。

（2）支援の柔軟性と多様性

担任は「あなたが嫌なことはわかった」

「本を読みたいこともわかった」という受容

を前提とし，「○○しなさい」「○○はしては

いけない」という指示や注意は控えた。そし

て，次第に「こうしてはどうか？」「できれ

ば教室で本を読んで欲しい」という教師の要

望をY児へ伝えた。「全部，完全」を要求する

のではなく，「どの程度ならできそうか」を

尋ねながら本人に決めさせ，「部分，少しで

も」という参加の仕方をやりとりの中で探っ

ていったことが有効であった。

HFPDD児がこだわるがゆえに教師（大人）

も問題行動の消去に指導の焦点を当てること

がある。しかし教師がそのことに敢えてこだ

わらず，クラス集団の中でY児に対する他児

の評価を伝えることや，Y児が自分の評価を

自分で感じられる機会を作り，他の児童の考

えや思いなどを相互に理解し合う取り組みの

中で，集団行動が可能になったと考えられる。

「こだわり，思いこみの強さ」をもつ

HFPDD児にとって，日々の生活の繰り返し

の中で他者や自分の気持ちが変わりうるもの

だということへ気づけるためには，多様な場

面や柔軟な支援が必要になる。これらの支援

は，特定の場面を設定して行われるソーシャ

ルスキルトレーニングとは異なり，経験を通

してそのことから自分や他者の気持ちを伝え

合いながら相互に理解を深めていく支援であ

る。変化ある生活の中で不安や不快を感じて
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も，受け止めてもらえる安心感を基礎に，柔

軟かつ多様な支援が必要と考えられた。

2 教師，学校への支援

（1）コンサルテーションによる子ども理解へ

の支援

Y児の場合，知能検査の結果は不十分なも

のであったが，そこから得られたいくつかの

発達特性や面接結果を手がかりとして支援仮

説を提案した。併せて集団との関係性や担任

の評価をアセスメントしながらコンサルテー

ションを継続した。

軽度発達障害児への支援では，問題が顕在

化してから支援が講じられがちである。

表２は教師とのコンサルテーションの内容

と相互関係を一覧にしたものである。

Ⅰ期では担任も「今のところは不適応行動

も見られず，特に困っていない」とのことだ

った。こちらからの助言は子どもの生活と結

びつかず，学校での具体的な対応には繋がら

なかった。しかし本人の内部には「被害意識」

表２　教師の発言・対応と助言との相互関係

担任，他の教師の発言，対応など 助言・提案内容

×年7月
「現時点では特別な不適応行動は感じら
れない」という言動から担任として問題
意識を感じていないと思われた．

「～しよう」「～しなさい」という指示で
はなく，「うまくいかない？」「失敗しそ
うに思っちゃうの」と不安を受け止める
支援．「こんなふうにすればできるよ」
という具体的な手立てを教える対応．

×＋1年6月

「教室にいない．大きな声で注意をする
と興奮する．できる限り静かに本人の言
い分を聞くようにしている」という言動
から本人の話を聴く対応へ変化している
と思われた．

注意や否定ではなく，Y児の言動や行動
を「～なんだよね」「～と思ったんでし
ょ」とY児の感覚や思いを共感する対応．
「私のことを先生はわかってくれた」と
いう信頼関係の形成．

×＋1年11月

「自分で若草物語を書いてはどうか」とY
児に提案した．「本は読みたいんだよね」
とY児の要求を受け止め，同時に「でも
できたら教室で本を読んで欲しい」と担
任の気持ちをY児へ伝えた．これらからY
児の気持ちをくみ取り担任の気持ちを伝
える関わりへ変化していると思われた．

×＋2年4月

担任:「クラスの他児にはY児もがんばっ
て教室で授業を受けようとしているか
ら，きつくは言わないで欲しい，と伝え
た」
特別支援担当の教員:「そうなんだ．それ
は不安だね」とY児の不安を受け止める
対応．

Y児のがんばりや努力を認め合えるクラ
ス集団づくりを，引き続き大切にするこ
とを確認した．

×＋2年6月

他児の気持ちを伝えたり，他児がどのよ
うに感じたかを担任が間に入って伝えて
いる．児が楽しいと思っていることをみ
んなの前で発表する機会を作っている．
（おばけ話しタイム）

「先生はこう思うけど，○○くんはこう
思ったんだよ．Yちゃんはどう思う？」
と他者の考えに気づかせる支援．本人に
「できそうなのか．どこまでならできそ
うか」と尋ねる支援．自分で「これなら
やれそうだ」と見通しを持って，自発的
に目標に向けて取り組もうとすることへ
の支援．

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

（注． は発言，提案の方向性と強さを示し， は主体的な対応へ変化したことを示す。）
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「いじめられ感」が芽生えていることが推察

された。HFPDD児の80％で学校での不適応

がみられたという指摘（辻井ら（12），1999）か

ら，これらの不適応の症状は突然顕在化する

のではなく，その発現には潜在的なプロセス

があると考えられる。「問題が顕在化してい

る，いない」だけでは内在している，あるい

は生成している困難には気づけない。不快体

験を蓄積し，不適応行動として表面化してい

く可能性を予兆し，未然にケアをしていく支

援のあり方を検討する必要がある。加えて初

期の段階では問題が顕在化していないがゆえ

に教師が，「問題とは感じていない」状況に

おけるコンサルテーションのあり方について

も検討する必要があると考えられた。

Ⅰ期からⅡ期では，Y児の不安な気持ちを

受け止めて共有体験を大切にし，Y児が「自

分のことをわかってくれる」という信頼感を

大切にする支援を提案した。Ⅱ期になって問

題行動が頻発したことで，担任のY児への係

わりが変化した。担任が変わったこともある

が，この期のコンサルテーションでは，すぐ

に注意や否定はせずに，「～だと思ったんで

しょ？」とY児の胸の内を言語化して「先生

はそのように思ったよ」という他者の気持ち

をY児へ伝える支援を提案した。担任も「大

声で注意をすると興奮するので，静かに話し，

可能な限り本人の言い分を聞くようにしてい

る」という言動にあるように，Y児の気持ち

や考えをまず聞くという受容的な係わりに変

化した。そして担任がY児へ担任としての気

持ち（教室で本を読んでほしい）を伝え，Y

児が納得する約束を交わし，「こうしてみた

らどうだろうか？」と提案をするなど，担任

が主体的に支援の手がかりを探る柔軟な支援

へ変容していった。

Ⅲ期になって担任とY児の関係が好循環に

なると，コンサルテーションでは現在の状況

の確認という要素が強くなった。現在の学校

での支援の有効性やそのことの意味について

相互に確認をする支援であり，問題解決型の

コンサルテーションからケア的コンサルテー

ションへ変化したと考えられる。

個別面接から得られたY児の発達の特性か

ら，同じことでもとらえ方が違うことがある

ことや，知っているように見えても誤解をし

ていることがあることは，一教師だけでは気

づけない。また行動に変化が見られにくい時

期には膠着状態になることもままある。その

ような時に変化してきているY児の姿を伝え

ることや今後の見通しを仮説的に伝えること

は，即座に問題解決には至らなくとも，新た

な視点で子ども理解をする契機になると考え

られる。また，外部機関の専門家によるコン

サルテーションは，教師が主体的に支援の手

立てを考える契機をもたらす可能性につなが

る支援であると考えられた。

（2）集団の中での支援―他児による当該児の

理解の促進

４年２学期までは他児はY児を「身勝手なY

さん」と見ていた。しかし，先生と約束をし

てがんばるY児の姿を目にするようになり，

「本ばかり読んでいるけど，教室にいるよう

になった。掃除をするようになった。謝るよ

うになった」と行動の変化を好意的に評価す

るようになった。５年の担任はY児への支援

で，他児へ「Y児のがんばり」を伝え，「Y児

に対する注意の仕方」などで理解を求めた。

しかし，それは一方的にY児を理解するよう

に他児へ押しつけるのではなく，「Y児自身も

努力している」生活の事実や共同の営みを大

切にした。それらを通してY児が自分なりに

約束を守ろう（教室で本を読む），当番をや

ろうと努力し，他の児童の評価を感じ，「自

分自身で自分の成長」として感じ取れるよう

になり，そのことがY児の成長，変化として

他児にも理解されたと考えられた。

（3）外部機関としての連携のあり方

専門性が異なる機関同士で連携をするにあ

たっては，それぞれの問題意識がずれること
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がある。コンサルテーションによる支援は，

それらのずれを様々な視点から協議しお互い

が共通理解をはかり，一致点での対等な関係

で問題解決や支援を考えることが大切にな

る。

また，今日の特別支援を要する児童への対

応や学級経営は問題が複雑であり，一担任だ

けで考えることは困難である。本事例では，

コンサルテーションに参加するメンバーは，

教育行政機関の指導主事，校長，特別支援コ

ーディネーター，担任，必要に応じて他の教

師や保護者であった。担任とのコンサルテー

ションではなく，Y児を支援する体制として

学校全体で問題を共有しようとする姿勢は，

単にY児だけの支援という捉えではなく，他

の特別な支援を要する児童の理解，支援にも

つながるものと考えられる。また，一地域支

援機関だけで行う巡回相談ではなく，教育行

政との共同の事業として巡回相談を行うこと

は，現状や問題点などの問題意識を共有し，

施策として反映され，個からクラス，学校で

の支援と拡がっていった。そしてこのことが

地域全体の特別支援教育を考える契機になり

「特別支援教室」の開級という教育条件の向

上につながったと考えられた。

地域での有機的かつ日常的な支援には，関

係機関の対等な連携を前提として，「問題が

顕在化してからの支援」という見方から「予

防的・ケア的支援」という視点と「特別な支

援を要する児童への支援」を「個別支援」と

いう枠組みだけで考えるのではなく，「集団

指導の中での個別の支援」という視点で支援

を考えることが大切であると言えよう。
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