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教育夏まつり 2011                                          2011.8．20 

石巻市立飯野川中学校 

小児科医から被災地のみんなへ  

発達障害児への教育・生活支援 

―困難の中でも大切なこと― 

                          三宿診療所長 武田 洋子 

 

子どもたちの三つの困難 

� 生来性の素因 ・・・ 発達障害 

� 家庭環境の問題 ・・・ 虐待 家族の喪失・離散  

� 社会環境の困難 ・・・ 災害など 

 

支援へのヒント 

・敗戦国・被災国への支援   ・子どもたちへの支援 

 政治的支援  ・・・ 規範意識を呼び覚ます 

 経済的支援  ・・・ 衣食住の保障 

 人道的支援  ・・・ 信じている・味方であるという 

    シグナルを送り続ける 

    見放さない 

 

子どもたちに気づいてほしいこと 

� 普通に暮らすことの大切や幸福   ➡自分への気づき 

� みんなが普通に暮らすために：ルールを守り、我慢することの大切と難しさ 

      ➡他人への気づき 

� 困難な今だからこそ良く分かる     ➡環境への気づき 

 ・・・困難の中でも忘れない  

 ・・・許される経験 →人を許す・人に譲る経験を 

してもらう経験→人のために何かしてあげる・我慢する経験を 

 

参考：いけない行動への対応 p.19 

  

目指すべきこと 

� 自尊心の回復と維持・・・・・・困難の中にあっても、自分を大切にできる力 

� よき社会人になるための力・・・経済力 ルールを守れる力 対人関係の力 

� よき生活者となるための力・・・身辺の自立 まじめに物事に取り組む力 
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発達障害の現れ方 

●遅れ：できるようになる年齢が通常より遅い 

  ・例）精神遅滞 

●偏り：認知や行動の質・量が通常の幅をこえている 

  ・例）行動面→注意欠陥多動性障害（ADHD） 

      ・例）学習面→学習障害（LD） 

●歪み：通常見られない行動が反復して見られる 

     ・例）広汎性発達障害（PDD)・・自閉症の仲間    

    知的障害（－）・・・高機能 PDD 

 

発達障害の相互関係 

 

    

    注意欠陥・多動性障害 

       ADHD 

 

    LD            MR 

 学習障害                  精神遅滞 

 

      HFA 

          高機能自閉症    

 

 

 ●生来性の素因による 

 ●似ていることも、一緒にみられること 

  もある 

 ●「そっくりさん」が存在する 

     例）被虐待 愛着障害 

 

 ●学習：「遅れ」への対応法が 

     「偏り・歪み」には不十分 

 

 

 

注意欠陥・多動性障害（ADHD）の基本症状    

� 注意力障害 

 集中しない 気が散る ・・・・・ケアレスミス よそ見 上の空  

 人の話を聞けない   ・・・・・指示や連絡が届かない 

 忘れっぽい 物をなくす・・・・・宿題をしない 消しゴムなどをなくす  

� 多動性 

 落ち着きなくじっとしてない・・・・離席 手足や体を動かす 

 過剰に話す      ・・・・・・授業中でも話しかける 

 向こう見ず      ・・・・・・危ないことを平気でする 高い所に登る 

� 衝動性 

 ブレーキがきかない  ・・・・・・会話や遊びに割り込む 

 待てない       ・・・・・・順番を待てない 質問の途中で答え出す   

                                                                          



3 
 

ADHD 児のコントロールにむけて 

� 注意力障害・・・・すっきりした学習空間 （×貼り紙・置物） 

          席は、先生の近く （×窓際・廊下側） 

              一度に１つ、見える・消えない指示を 

              上手な時間設定→45 分より 15 分を 3 回 

� 多動性・・・・・・動ける時間を用意（お道具の用意・配布） 

             メリハリのあるスケジュール 

             「見直し」よりも「もう一度」方式で  

� 衝動性・・・・・・理由より希望を聞いて →「そういう時は、こうしようね。」 

   タイムアウト 

参考：いけない行動への対応 p.17 行動のコントロールに向けて 学習との関連で p.24～ 

 

ADHD のまとめ・・・なぜ、このような対応が必要か？ 

★心理特性    モニター機能の弱さ  フィードバック機能の弱さ 

    ➡ 周囲が上手にコントロールしないといけない 

★最終目標   自尊心の回復と維持 

  何をしなくても、自分がそこにいていいと思える気持ち≒居心地の良さ 

                    ⇔居場所がない 行き場がない 

               困難の中にあっても 

                               ゆるぎない自分 

                              

        自分を大切にできる力⇔捨て鉢 あきらめ 誤った誇り：問題行動など 

         

 

広汎性発達障害（PDD）の基本症状 

・社会性の障害 

 対人関係が（－）ではない 質が違う 一方的 

・コミュニケーションの障害 

 マイペース 場や空気を読めない  

・想像力の障害 

 言われない、見えないことを、イメージできない・・・暗黙の了解（－） 

 文章題・読み取りが苦手 

・融通性の障害 

 ならび方や手順・物事へのこだわり 

 変えようとするとパニック 

 

生きていることを  

あたり前と思える 
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広汎性発達障害児への対応のポイント 

×省略・冗談・皮肉 

・お姉ちゃんはもう宿題してるよ。 

・ちらかってるね。 

・（レストランで）何にする？ 

 

 

 

 

×あいまいな言い方 

・忘れものに気をつけて。 

 

 

・その辺でちょっと待ってて。 

 

 

×人格を非難する言い方 

・ダメねえ。 

・何やってるんだ。 

 

 

 

 

 

 

○言われたとおり行動しやすく 

・おやつ食べたら、宿題しようね。 

・おもちゃを、このかごに片付けて。 

・（メニューの写真見ながら） 

 A ちゃんは、どれ食べたい？ 

 ピザ？カレー？ 

  

 

○主語・目的語を具体的に 

・B くん、明日はプールだから、水泳パン

ツと、バスタオル持ってきて。ノートに、

お家の人のハンコも要るよ。 

・C さん、この椅子に座ってご本読んでて。

10 分したら来るから。 

 

○行動をいさめるキーワード 

・ピー！反則です！ 

 

○行動を促すキーワード 

・おりこうさんはこうしま－す。 

 ↓ 

かっこいい！ 

さすが－！

 

学習障害（LD） 

Learning Disorders・・・読字・書字・算数能力の問題に限定 

・1 領域以上の習得・使用の障害 

・ふつうの子と境界はない 

・動作性 LD と言語性 LD：つまずき方が違う 

 

例）読み・書きの困難 

 動作性 LD・・・文字の姿・形を認識・記憶できない 

（文字化け画面型） 

 言語性 LD・・・意味的な理解ができない           

（お経型） 

違うサポート法が必要 
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発達障害児のさんすう・・・めざすこと 

目標   1. お金の計算ができること⇒家計の管理・経済観念 

   高い・安い   相場感覚   

   おつりの計算  

   およその計算 

  2. 時計が分かること⇒社会人として約束を守るために 

        見通しを立てるために 

                     例 

          使い方 ○ボトムアップ；計算を習得⇒買い物へ 

   ◎トップダウン；買い物を実践⇒やりとりや計算を習得 

                ・・・体験的にスキルの獲得を 

参考：小児科医がつくったゆっくりさんすう 100 といくつまでのかず 5 まいのしおり 

 

数量の理解から計算へ 

◆ 物や人は数えることができる→数字で表すことができる 

   具体物    半具体物     数字 

                        2     

               

◆ 5、10 のまとまり中で、補数を意識しながら数をとらえる  

                                

◆ 0 の意味・役割の理解 ⇒ 操作法の習熟 

◇ 言語性 LD のつまずき例 

「○個ずつ」：みかんとりんごが 3 個ずつあります。あわせて何個ですか。 

 

                                          3＋3＝ ➡ 3×2＝     

 

参考：小児科医がつくったゆっくりさんすう 10 までのかず 

 

わからない子へのサポート 

1）計算ができない子 

 ・数量的理解が不足 

 ・記憶力の弱さ・・・・・・できるけれども遅い  いつまでも指を使う 

      暗算ができない    九九を覚えない 

        ➡1 まいに少なくすっきり、短時間で 

 

参考：小児科医がつくったゆっくりさんすう 20 までのかず p.13 

 

    305 

  ＋ 20   
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2）文章題・応用問題ができない子 

 ・上手に読めなくて、分からない・・・LD ADHD に多い 

 ・読めるけれども、分からない・・・・PDD に多い  

  絵や図で、ビジュアルに              

  手を使う、操作性を取り入れる 

 

子どもたちに望むこと・・・よく学び、よく遊べ 

（1）まじめに学べる力・・ 国語力→内省の力 ルールを理解する力 話を聞く力 

      我慢する力など すべての土台となる 

   ⇔「うまく言えないために、つい手が出てしまう。」 

算数の力→金銭管理の力 経済観念の呼び覚まし 

    働く意欲につなげていく 

参考：いけない行動への対応 p.18 言葉の力不足 

   行動のコントロールに向けて  学習との関連で p.28 国語力を伸ばして 

小児科医がつくったゆっくりさんすう 100 といくつまでのかず 5 まいのしおり 

 

（2）楽しく遊べる力・・仲間と生活することを喜べる力  

困難も、喜びも、日常も共有していこう！ 

→学習（仕事）以外にも楽しみ（生き甲斐）を持てるように 

 ・・・余暇を豊かに過ごせるように 

 

 

学習環境の選択にむけて  参考：行動のコントロールに向けて 学習との関連で p.29 

 

いじめについて 

� いじめる子の心理  

・ふざけていただけで、いじめたつもりはない。 悪気はないから、自分は悪くない。  

・いじめられる方にも原因がある。だから、いじめられる方が悪い。  

� 理解を促すべきこと  

・相手がいじめられたと感じたことは、確実ないじめである。  

・相手に原因があっても、いじめていいことにはならない。  

 

医療者・教育者が心がけたいこと・・・人格の尊重 

ⅰ）行動や対人関係を、学力のフィルターで見ない 

ⅱ）がんばるよりも自然体   

ⅲ）みんなちがって、みんないい（金子みすゞ） 

詳しい説明はあだ 


