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【はじめに】 

最近、子どもの発達に関するご相談が多くなりました。気になる子ども

のため、是非この小冊子を活用してほしいと思います。注意欠如多動性障

害（ADHD）、自閉症スペクトラム障害（自閉症）、学習障害（LD）などの

子ども達、また診断のつく前であっても応用していただけることと思いま

す。 

 

 

 

 

ご家族が望むことはたくさんあると思いますが、私自身が最も願うのは

子ども達の「自尊感情」です。それは、「生活空間の居心地の良さ」であり、

情緒の安定とも言えるでしょう。このゆるぎない思いがあれば、その子な

りに気持ちの安定した大人になれるはずです。多様化する時代にあり、得

点化される学力とは別の職業もたくさんあり、一方、高い学力や学歴が幸

福を約束するものでもありません。 

 

 

 

 

 

 目標は、子ども自身が「気にかけてもらえている。」という思いを支えに、

家庭や教室を居心地よく感じ、安心して過ごせること、そこで得られた「自

尊感情」を力に、自信を持って社会へと出ていくことにあります。そのた

めには、周囲の大人は子どもの味方でありたいと思います。一人一人の子

どもが良き社会人となり、「この家に生まれ育ち、あの教室へ通えて良かっ

た。」と思える日を願っております。 
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●大人が心がけてほしいこと 

 

3 つの「する」 

・目をかける 

・言葉で応える 

・行動でほめる 

 

 

3 つの「ない」 

・責めない 

・急がない 

・あきらめない 

 

 

 

注目：「目をかける」は様子を見ることとは違います。 

応える・ほめるために、心の目をかけることです。 

「がんばらせる」・「がんばる」はありません。 

「根性」・「気合」も要りません。自然体
．．．

でいきましょう。 
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まず…叱りそうになったら 

 良い行いは教えれば身につくものではありません。何度いさめても同じ

ことを繰り返し、悲しくなることも多いと思います。それでも自分でいけ

ないことの判断ができるよう、上手に対応していきたいと思います。 

 

①叱る時のポイント 

「怒る」は一人でもできますが、「叱る」には相手があります。ここが重

要！叱る目的は、相手が同じことを繰り返さないことです。まずは、いけ

ないことの理解から始め、叱るのは、次の二つにしぼりましょう。 

  

（１）他人や自分に危害が及ぶ可能性があるとき 

  （赤信号を渡ろうとした。他の子どもに暴力をふるったなど） 

 

 

 

 

 

（２）反社会的なルール違反を犯したとき 

  （他人のものを取った、うそをついたなど） 

 

 

 

 

 

何でものべつ怒らない・叱らないことは、この二つがどんなにいけない事

かを、しっかり意識づけることにもなります。なお、体罰はできるだけ避

けてください。 

 

宿題したから 

うそはいけないね。 

危ないから 

やめなさい。 

自分がされたら 

どう思うの？ 

だめでしょ。 
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➁それ以外のときは？ 

■課題をしない、できない時・・・目標：学習習慣 課題への取り組み 

〇の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✕の対応 

・「がんばれ！がんばればできる。」と無理なことをさせる 

 

 

・「まだやらないの？」「お姉ちゃんは宿題しているよ。」など皮肉る 

・できなかったことを「ダメね」とけなす・笑う・怒る・叱る・責める 

 

■失敗したとき・・・目標：くじけない 立ち直れる 

〇の対応 

・「残念だったね。」「そういう時もあるよ。」などと共感する。 

・「努力したことは、いつか役に立つよ。」と前向きにとらえる。 

 

✕の対応 

・家族が一緒にがっかりする。 

・「努力が足りなかった。」「○○君はできたのに。」 

などと責める。 

 

・無理なくちょっとの努力でできる課題から与える 

・できない時は「こうすればいいよ。」とやって見せ

る・具体的に教える・手伝ってあげる 

→アシストつきでも（重要！）できたらほめる 

 

・できない時は「また今度やろうね。」と心づもりを 

・たとえできなくても、「よくやったね。」と 

取り組んだことをねぎらう 

 

※？✕※？？ 
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■忘れ物をしたとき・・・目標：忘れ物をしなくなる 

〇の対応 

・当日どうしても必要な物は届けてあげる。 

・「困ったでしょう。お母さんも気がつかなくて 

ごめんね。」 

 

 

・忘れないためのシステムをつくる。 

 ――― たとえば… 

・連絡帳に「持ち物欄」を作っておき「書いてきてね。」と伝える。 

 

 

 

 

 

 

・［曜日ごと共通の持ち物リスト］＋［明日の持ち物］を表に書くなど、   

 目で見て確認できるボードを用意する。 

・それを見ながら一緒にチェック。 

「これで安心！」と明るく振る舞う。 

 

✕の対応 

・「また忘れたの？」「何度やったら分かるの？」 

・「ちゃんと自分で用意しなさい。」 

 

  

もちもの 
・上手に書けない子には、書いてもらう

サポーターをお願いする。 

 

うわばき 

えのぐ 

低学年なら先生に、中学年以降は 

面倒見のよい他の子に依頼 

 

ごめんね。 
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548902649/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUUzJTgzJTlCJUUzJTgzJUFGJUUzJTgyJUE0JUUzJTgzJTg4JUUzJTgzJTlDJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTg5JUUzJTgzJTlFJUUzJTgzJUJDJUUzJTgyJUFCJUUzJTgzJUJDLz8mYW1wO3Nzb3J0PV9kcGktcG0mYW1wO3NkaXI9ZGVzYw--/RS=^ADBbK3dGQ8kz57d2ZDjF5zLe8wCqko-;_ylt=A2RinFR5D1Fcr00AVyIdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548901452/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tYWtvbWFrbzEwOC5uZXQvMjAxNi8wOS8yMi9yZW5yYWt1Y2hvLWtha2lrYXRhLW5nMy8-/RS=^ADBg1WTv1iG43wL1hq4_2N9HaTp9Dk-;_ylt=A2Riol_MClFc2wYADyEdOfx7
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③叱り方ノウハウ・・・目標：繰り返さない 別の良い行動の習得 

〇の対応 

・「今、どんなことした？」と自分の行動を振り返らせる。 

・「それは良いこと？いけないこと？」と聞いて、気づき
．．．

を促す。 

・「どうしたかったの？」と希望や気持ちを聞いてあげる。 

・「そんならこうしようね。」と具体的な別の行動
．．．．

を教える。 

・できたら「できるんだ！」とほめる。 

・「今度からはそうしようね。」と心がけをインストール！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 2）他の子の消しゴムをだまって使ったら 

「だまって使うのはいいこと？いけないこと？」 

「いけないけど…忘れたから。」 

「『忘れたから貸して。』って言おうね。」 

「忘れたから貸して。」 

「ちゃんと言えるんだ。でも今度は忘れないよう 

に、前の日に確かめようね。」  

 

✕の対応 例）廊下を走っている子に 

・「どうして走るの？」…無意味です。理由はないのです。 

・「危ないでしょ？自分でよく考えなさい。」 

…できません。できれば最初からしません。 

  忘れた！ 

例 1）だまって教室から出て行ったら （先生 子ども） 

「どうしたかったの？」 「トイレへ行きたかったから。」 

「だまっていくのはいいこと？」 「…いけないかな？」 

「そういう時は手を挙げて、『トイレ行きたいです。』と言

ってから行こうね。休み時間に行っておいたらもっとえ

らいよ。」 

 

対応例：「歩くとこ見せて。」➡「その方がカッコいいよ。」 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548910262/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9zY2hvb2xjaGlsZHJlbi0wMDA0ODU0Lw--/RS=^ADBW5k37Ho3fq5E9Lop339JgJ2mS1Q-;_ylt=A2RinFw2LVFcaVwABxYdOfx7
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1549514602/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zaGlud2FwLmNvLmpwL3NjaG9vbC9jb250ZW50cy9wZXJzb24v/RS=^ADBVHcrzV8uPXNFrlz3riWK7QHf9WY-;_ylt=A2RCKw3pZVpcmDsAkRUdOfx7
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548913112/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU1JThCJTg5JUU1JUJDJUI3JUU2JTlDJUJBLz9zc29ydD1fX3JlYWN0aW9uX2J1dHRvbnNfMl9fX19fX19fX18tcG0mYW1wO3NkaXI9ZGVzYw--/RS=^ADBBMRKpMwzueu7I0175kzuIMLjKO8-;_ylt=A2RCAw5YOFFchwUAaUQdOfx7
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④タイムアウト／クールダウン 

 かんしゃくが強いときは、タイムアウトと言って、別の場所に移すのも

一法です。場面が変わると気持ちも変わり、落ち着きやすいからです。こ

のとき、おこったり、なだめたりせず、だまって淡々とクールに連れ出す

のがコツです。 

 

 

 

連れ出す場所は、廊下や玄関など、静かで刺激のない、安全なところが

いいです。いつまでも興奮しているときは、ある程度のところで「ここで

頭冷やしてね。」と、気持ちの距離をとるのもいいです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★クールダウンスペース/ルームは、低学年の教室の近くを避けてください。

学年が上の子が、下の子（特に弟妹）の目に触れ、恥をかかないためです。 

  

クールダウンスペース/ルーム★のある

学校もあります。そこで 

・深呼吸  ・グーにして 10 数える 

・ぬいぐるみを置いておき「がまん、がま

ん。」などと会話させる 

など、ルーティンを与えるのも一案です。 

連れ出す場所が、喜んで遊べるようなと

ころでは逆効果です。そこへ行きたくて

興奮するということになりかねません。 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548914679/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9oYXR0YXR1LWppaGVpLm5ldC90aGUtcmVhc29uLXRoYXQtYS1wZXJzb24td2l0aC1kaXNhYmlsaXRpZXMtc2hvdXRz/RS=^ADBku_UE6EdKl_xfoDyCjt.Siklpv4-;_ylt=A2RCK.93PlFcyWUALSgdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548914860/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zY2hvb2wvZmFjaWxpdGllc19hMjcuaHRt/RS=^ADB_OH3hNCZXn35mm0pAZ9JI9VZ_84-;_ylt=A2RCMY0rP1FcARkAIiodOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548916834/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9oLW5hdmkuanAvY29sdW1uL2FydGljbGUvMzUwMjU3MDc-/RS=^ADB5lY7EfIGdL80aB1zeSIMvaq1gRM-;_ylt=A2RCL6vhRlFcECEAuxcdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548916870/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWVibG8uanAvY29hY2hpbmcwMDEvZW50cnktMTIyNTYyODI5MzUuaHRtbA--/RS=^ADBEssCRLth5oTWsKIYBg4nuDW2.hs-;_ylt=A2RCL7AFR1FcODEAohAdOfx7
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〇の対応 

・思い通りにならならず興奮しているときは、「くやしかったよねえ。」な

どとまず共感する。 

・落ち着いてから話し合い、原因やきっかけから（重要！）予防策を考え

る。 

  例） 

 誰かに気に障ることを言われた。 

→謝らせてしばらくその子と離す。 

（両方の話をよく聞いて筋を通す。） 

 

 

 

 借りたい物を貸してもらえなかった。 

→自分が忘れないように連絡帳にメモするきまりにする。 

 

 

 

 

 

 心づもりしていたことが変更になった。 

→不確かな約束をしない。できるだけ予定通りにする。 

 ゲームや勝負事で負けた。 

→「負けても怒らない子が偉いんだよ。」と理解させる。 

「また今度やろうね。」と気持ちの切り替えを図る。 

 

    

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550891176/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zY2hvb2wvY2xhc3NfYTAzLmh0bQ--/RS=^ADBxTtha40OFYuVSiO9qBCcO3RxlGQ-;_ylt=A2RivdAnZ29cOigAUggdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550891400/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFOCVCMiVBMCVFMyU4MSU5MSVFMyU4MSU5Rj9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=^ADBXT9EgDc7C8Wn.bL1qQISXxOJN9o-;_ylt=A2RimU8IaG9cx1wAsQ0dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550891671/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5tcmYtaXAuY29tL2Jsb2cvMDIwMi8-/RS=^ADBgOd_qMCzY.rPFqLGoNKWS3lQDyM-;_ylt=A2RivbcXaW9chB4A.CQdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550891649/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNDIyMDcxNzk2MzE5NTkwMDcwLw--/RS=^ADBI7YLNibE3Lluxv3zrNGea9rjH5s-;_ylt=A2RiouYBaW9cgX0ALB8dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550895005/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9rYWtha3UuY29tL3N0YXRpb25lcnkvc3NfMDAyNV8wMDAzLzAwMDgvJTk4QSU5NyU4RCU5MiVBMC0lODNDJTgzJTg5JTgzWCU4M2cvc2VhcmNoX2l0ZW1saXN0LmFzcHg_c3NpX3RhZzE9MjAwMDExNjgzJmFtcDtzc2lfa3c9JTgzQyU4MyU4OSU4M1glODNn/RS=^ADBDcEyGMUmpwlRmnPn7w1h57TobRc-;_ylt=A2RCL6ocdm9cD1EAwwwdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550898963/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9tdXNpY2FsLW5vdGUtMDAwNTkxMC8-/RS=^ADBGCbdAEXM7irIsIRuQSy3Ild2iV4-;_ylt=A2RCA9uShW9cGkgAlR0dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1553134996/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaG9zcGl0YS5qcC9tZWRpY2FsbmV3cy8yMDE2MTIyNmUv/RS=^ADB.Fo1jDLavjCSI1xRu7puID6QoeA-;_ylt=A2RimV4UpJFcvTAA.B0dOfx7
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〇の対応 

・「注意引き」からきているかんしゃくや「だだこね」は、イライラしても

無視する。 

 （「注意引き」からかどうかの見極めは、慎重にお願いします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✕の対応 

・「かんしゃくを起こすな。」と、ただ怒る・責める。 

・けんかが元になっているとき、事情を聞かず中和して、あるいは一方の

話だけを聞いて、予定調和としてただ仲直りさせようとする。 

 

 

 

 

 

・ゲームで負けると怒るからこちらが負けてやるなど、 

かんしゃくをおこさないようにごきげんをとる。 

  

 

  

たたいた！ 
ばかに 

した！ 

シーン。 
シーン。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550898486/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFMyU4MiU4RiVFMyU4MSU4QyVFMyU4MSVCRSVFMyU4MSVCRT9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=^ADBaDOHIdWakCdd4YkkI8Ct_wtmYIs-;_ylt=A2RCMZO1g29cMEgAlDMdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550892975/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9oaXlva295YXJvdS5jb20vZGFkYXNob3VuZW4v/RS=^ADBKPKsg2L0Mxvxw6OdX0Sv8.0elCQ-;_ylt=A2RimVAubm9c2W4AcyMdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550893456/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE1LzEyL2Jsb2ctcG9zdF8zOTcuaHRtbA--/RS=^ADBm8qVH3CxiT85vBL2qRkhwR4fyPw-;_ylt=A2RimFEQcG9chnsAlgUdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550893317/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC5mb3RvbGlhLmNvbS9wLzIwMjQxNTg3MA--/RS=^ADB7mhePJsCekhRXa.yibcdfAwfOBg-;_ylt=A2RimU2Fb29cQy0AoT8dOfx7
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良いこと・いけないことの判断ができるように 

 

信頼関係 

 良いこと・いけないことを自分で判断できるためには、親子の信頼関係

が重要です。愛情に裏打ちされた親への信頼があって初めて、子どもたち

は愛情に満足し、反抗期を通って自立していくからです。しかし下のよう

な事情から信頼関係を築けないでいる子がいます。 

 

● 発達特性：自閉症など 

子ども側の生来性の原因により、「信頼」や「共感」が薄い。 

➡甘えたり頼ったりしない 

 

 

 

● 環境要因：虐待など 

養育者側の要因により、子どもは人を「信頼」できない。 

➡子どもは常にビクビクと警戒中で頼ることができない 

 

 

 

 

 

いけないことを、いけないと分からず平気でする子にも、分かりながら

わざとする子にも、背景にこうした信頼関係の不足がよくあります。この

ような子どもは、困ったときに他人に援助を求めることもできません。そ

して、これらは結果的によく似ていたり一体であったりします。その結果、

次のような行動を起こすことがあります。 

 

https://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=928827&sw=%E3%81%BD%E3%81%A4%E3%82%93%E2%80%A6
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550626258/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5taW5uYW5va2F0ZWlreW91c2hpLmNvbS9jYXRlZ29yeS9yZXBvcnRzL2Z1cmlrYWV0dGU-/RS=^ADBZc7QVm4a4PhJI1bs2moW6d_l3LM-;_ylt=A2RCAw1RXGtcbSEAfhcdOfx7
https://pixta.jp/illustration/45980089
https://pixta.jp/illustration/45980089
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550627415/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzM0Ni8yNDg5NzRfMzE1ODEzMi5odG1s/RS=^ADBLrOOag051I5B9QvY.15F7.7CPMo-;_ylt=A2RCMZPWYGtcgQ0AjgYdOfx7


11 

 

問題行動 

● 感情や行動による自己防衛・自己表現： 

    だだこね 泣く 暴力 破壊 盗み うそ いじめ など 

言葉や良い行動で自分を守れない・表現できないために、こうした感情

や行動に走り、欲求を通すことで誤った有能感を持ち、「これでいいのだ。」

と誇りにしている場合があります。 

 

 

 

 

● 行動の要因：問題行動には、さらに次のような要因があります。 

ⅰ）自分に向きあえない 

 これは生来性に、そういう「モニター機能」が弱い子もおりますが、家

庭などで周囲の大人に気にかけてもらえなかった、向き合ってもらえなか

ったために、「向き合う」こと自体が分からない場合もあります。 

 

 

 

ⅱ）言葉の力不足 

 「ああいうことをしたから叱られた。」という因果関係も、「こういうこ

とをすると迷惑になる。」という見通しも、「いけなかった。」という反省も、

トラブルの事情を説明することや、いじめに対して「やめて」と伝えるこ

とも、謝ることさえも、言葉の力がないとできません。ご家族が、「うまく

話せないために、つい手が出てしまう。」と言うのは、その例です。 

 

ⅲ）我慢できない 

 反省がなければ、「いけないことだから我慢する。」 

という、自制が働かないのは、当然のことです。 

 では問題行動の解決や予防のためには、どうすればいいのでしょうか。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550627830/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2FiYWhhZmZ5LmNvbS8_cD03Mzkz/RS=^ADBb7j_HaezR9f9UqsvmAG7xgRfuv8-;_ylt=A2RCL6Z1YmtcXnMACxgdOfx7
https://www.irasutoya.com/2018/05/blog-post_32.html
https://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=928840&sw=%E3%81%BD%E3%81%A4%E3%82%93%E2%80%A6
https://pixta.jp/illustration/14455598
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550628573/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFMyU4MyU5RSVFMyU4MyU5RQ--/RS=^ADBSw7kTDvnIb51f4GCZb.v.e.C2fo-;_ylt=A2RCD05dZWtcskQAjCMdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550629716/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5rb3Rvbm9oYTU5NS5jb20vYmxvZy9lZHVjYXRpb24vMjAxNzA3MTAv/RS=^ADBpD.cVxb8XcA8dhlJf.tCWBRbT7Q-;_ylt=A2RiouHUaWtcXxkAuDcdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550726830/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzAzL2Jsb2ctcG9zdF8yMTA2Lmh0bWw-/RS=^ADBh2_7HawzgRambjYdMMJsrcgCydI-;_ylt=A2RimE0t5WxcHF0A1CQdOfx7
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① 信頼関係を築いて 

 子どもたちは、「こういう事をしたら、みんなが困る・悲しむ。」という

思いとともに、良いこと・いけないことの判断力（規範意識）を身につけ

ていきます。問題行動を起こす子には、規範意識の基盤となる信頼関係を

丁寧に築いてほしいと思います。そのためには、まず周囲の者が子どもを

信じてあげてほしいと思います。親の腕の中で守られ信じてもらえて初め

て、子どもは親を信頼し安心してその腕を解けるのですから。 

 

 

 

 

 

② 問題行動を起こしたら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、「さっきした（例えば、他人のものを取った）ことは、いいこと？

悪いこと？」と問いかけ、自分の行動に向き合うよう、促して下さい。周

囲が子どもに向き合うことで、子ども自身も、家族や先生、そして自分に

向き合い、直そうと思えるよう、方向づけたいと思います。その時、「行動

を諫めて、人格を責めず」が鉄則です。そして、「怒られて」よりも「理解

されて」気づけるような対応をしていただきたいと思います。 

 

「これでいいのだ。」と思っている子に、そうではないと気

付かせるためには、一案としてどこかで一人にすることを

試してください。 

 
しかし、「これで少しは懲りるだろう。」で終わってはいけ

ないのです。多少なりともしゅんとした時が、その子の誤っ

た有能感や誇りを解き、いけない事をした自分と叱ってく

れた家族や先生に気づかせる出発点になります。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550630344/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLyVFNSU5QiU5QiVFNyU5NCVCNw--/RS=^ADB9nLoRtaXXajPBpuWZilJg_A.tAI-;_ylt=A2RinFRIbGtcGAMAoTgdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550630936/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3N1YmFydS1jb3JwLmNvY29sb2ctbmlmdHkuY29tL2Jsb2cvMjAxNC8wNy9wb3N0LWY1OTcuaHRtbA--/RS=^ADBAWlHZMQuE8QruoLe5gJgWG_k8a0-;_ylt=A2RivbuYbmtc_S8AVxAdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550630936/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3N1YmFydS1jb3JwLmNvY29sb2ctbmlmdHkuY29tL2Jsb2cvMjAxNC8wNy9wb3N0LWY1OTcuaHRtbA--/RS=^ADBAWlHZMQuE8QruoLe5gJgWG_k8a0-;_ylt=A2RivbuYbmtc_S8AVxAdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1553327072/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9tb3RoZXJzLWRheS1jaGlsZHJlbi0wMDA3OTIyLw--/RS=^ADBQlUMbgF7XZwHHNaYvX9B5ZzknMQ-;_ylt=A2RivbJgkpRcSFYArByU3uV7
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③ 例えば…いじめたとき 

いじめる子には、よく次のような心理があります。一つ一つ誤りに気づ

かせ正しい理解を与える必要があります。 

 

● ふざけていただけで、いじめるつもりはなかった。 

 ➡いじめるつもりがなくても、相手が「いじめられた。」 

と感じたことはいじめである。 

 

● 「やめて。」と言わなかったから、いやがってないと思っていた。 

 ➡「やめて。」は、簡単に言える子と、どうしても言えない子がいる。言

えなくてもいやがっていると、気づいてあげないといけない。 

 

 

● いじめられる方にも原因がある。 

 例 1）弱い者いじめ型 

すぐ泣く。太っている。話さない。同じことをしつこく言う。 

話し方にみんなと違う癖がある。  

学習ができない。 民族問題 

 

例２）ねたみ・そねみ型 

家がお金持ち 親の社会的地位が高い 高い物を持っている 

有名人の親類 特別なことができる（音楽・外国語・ダンスなど） 

 ➡原因があってもいじめていいことにはならない。いじめてはいけない。 

  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550636228/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD0xNDQwNzUyOA--/RS=^ADBX1kXRZ4Xh74A7gqQF03k_mqVaz8-;_ylt=A2RivcRDg2tcUQQA_RAdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552173324/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b3MtbGFuZC5uZXQvdGVhY2hpbmdfcGxhbi9jb250ZW50cy8yNjc3OA--/RS=^ADBNw0ZL2L3ihgWRJYlawFSZQEWFBE-;_ylt=A2RCAwiL94Jc6U4A5y0dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550625373/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFMyU4MSU5NyVFMyU4MSU4QiVFMyU4MSVBOD9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=^ADBsj68cAh62oLdV5nuDDlKbxlY5_g-;_ylt=A2RCL6_cWGtcJ1YAaxEdOfx7
https://www.irasutoya.com/2015/07/blog-post_19.html
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550636166/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzU0NC81NTAzNl81MjY4NDI3Lmh0bWw-/RS=^ADBrm0biBfe20Wn64dFUMLyCit2CO4-;_ylt=A2RimU0Gg2tc9mkAmxwdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550636166/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMjExNjA2MzQ-/RS=^ADBCjM._D7qYVn70WdNF0CWHGaPvQM-;_ylt=A2RimU0Gg2tc9mkAoxwdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550638889/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzA5L2Jsb2ctcG9zdF84MDMuaHRtbA--/RS=^ADBwh8KFO8uT9Fv426ZvhVQSTe9P7g-;_ylt=A2RimVSpjWtcvgMA.BcdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550637481/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2cubGl2ZWRvb3IuanAvZ29kMmNoL2FyY2hpdmVzLzE0MDY1MTM2Lmh0bWw-/RS=^ADBXDcaFrtKzWrwiGgDPvFGmvVtMp8-;_ylt=A2RinFQpiGtcrBIAoh4dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550639073/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFMyU4MSVBRiVFMyU4MiU4NCVFMyU4MSU5NyVFMyU4MSU5RiVFMyU4MSVBNiVFMyU4MiU4Qj9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=^ADBn6pZLCpCUOlvZl4Rox1dsCBEwto-;_ylt=A2RinFRgjmtcxhoAtzwdOfx7
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加害者と被害者は容易に入れ替わることもあります。現場を見ていても

いじめかどうかの判断が難しいこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 早い段階で情報を公開・共有して実情を調査、対応する。 

 疑わしきは、いじめられている（と思われる）子の保護を優先する。 

 加害者と被害者は良好な関係を作ろうとするよりも、住み分けを図る。 

 

こうした日常の積み上げにより、子どもは、信頼関係に裏打ちされ、「こ

ういうことをすると、家族や先生が悲しむ。みんなが困る。だから我慢す

る。いけないことをしない方を選べる。」という、規範意識を獲得できると

考えます。その意味で、いけない行動をしたときは、逆に、規範意識を育

てるチャンスでもあります。そして、謝れた時、良いことをした時には、

しっかりとほめていただきたいと思います。 

 

 

  

 最近はいい子だね。 

 

以前は… 
 

いじめられなく 

なってよかったね。 

 

https://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_705.html
https://www.irasutoya.com/2018/05/blog-post_54.html
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550640441/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucmlzdS1qYXBhbi5jb20vc291ZGFuLyVFNCVCOCU4QSVFNiU4OSU4QiVFMyU4MSVBQSVFNSVBRCU5MCVFNCVCRSU5QiVFMyU4MSVBRSVFOCVBNCU5MiVFMyU4MiU4MSVFNiU5NiVCOSVFMyU4MSU4QyVFMyU4MiU4RiVFMyU4MSU4QiVFMyU4MiU4QSVFMyU4MSVCRSVFMyU4MSU5QiVFMyU4MiU5MyVFMyU4MCU4MiVFMyU4MSVBOSVFMyU4MSVBRSVFMyU4MiU4OCVFMyU4MSU4NiVFMyU4MSVBQi8-/RS=^ADBnQ1pg4Wj_5esMganFAKYNzSiic4-;_ylt=A2RimVK5k2tcnHEAcBkdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550640481/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cua29rdWdvdGVraS5qcC9ibG9nL2Jsb2cyMDE3MTIuaHRt/RS=^ADB_D8PRlHgBgznhDs1fF_O9wz7c90-;_ylt=A2RimVHhk2tcvU0AmwIdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550641264/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25ld3MuaG9rZW4uZG9rb21hZG8uanAvYXJ0aWNsZS8zNDM4/RS=^ADBgHPVvqrGHVC7YAQWleYCiwGuKXE-;_ylt=A2RivdDwlmtcQygAPBsdOfx7
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学習環境の選択 

① 選択のポイント 

学習が困難な子どもに、どんな学習環境・課題を与えていけばいいのか、

選択にあたり、次の視点を参考にしていただきたいと思います。 

 

 学習に取り組めるか 参加できるか 

・・・手持ちぶさた、お客さんにしない 

 学習の積み上げが可能か 

・・・今の学習を、次のステップへ体系化できる 

 将来社会で役に立つ学習ができるか 

・・・例えば、コンパスや分度器よりも、 

お金の計算、時計の学習 

 

 居心地良くすごせるか 

・・・いじめられずに、安心して学び、遊び、生活できる 

   感覚過敏により、特に聴覚刺激に対し辛い思いをしないですむ 

 

 

 

 

 

 

 学校環境には、普通学級・補助教員の配置・IT 機器の使用・サポートル

ーム・通級・交流・特別支援学校など、多様な選択肢があります。一方で、

発達障害児はできることとできないことの振幅が大きい傾向があります。

発達検査での IQ だけで振り分けることなく、その子の全体を評価し、ま

た将来への見通しにも立ち、こだわりなど、学力以外の特性にもご配慮の

上、慎重な判断をお願いします。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552171850/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5taXNha2kucmR5LmpwL2lsbHVzdC9jaGlsZC9nYWtrb3UvanVneW91L3NvemFpdGV4dC80MDMuaHRt/RS=^ADBTkn7EyH1aovjpSQ2xFx75jAlwLQ-;_ylt=A2RCAw7K8YJc22kA0g8dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552171973/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5lZHUucHJlZi5rYWdvc2hpbWEuanAvY3VycmljdWx1bS9oeW91a2EvdG9wLmh0bWw-/RS=^ADBxL2_1i3ZTGIAqd55kFhZXjer0SM-;_ylt=A2RCL5hE8oJczQsA2jgdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552172683/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ljb29vbi1tb25vLmNvbS90YWcvJUUzJTgxJThBJUU5JTg3JTkxL3BhZ2UvOC8-/RS=^ADBzHfv_hDQfxD_I3TbMXadDVPEWno-;_ylt=A2RCAwsL9YJc2BgArzgdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552172824/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9oaXJvYXIuZXhibG9nLmpwLzEwNjMxMzY0Lw--/RS=^ADBsLViui5.GWupQmUoFKKLIWBzRMs-;_ylt=A2RCKwuY9YJcRjwAUiIdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552172824/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9oaXJvYXIuZXhibG9nLmpwLzEwNjMxMzY0Lw--/RS=^ADBsLViui5.GWupQmUoFKKLIWBzRMs-;_ylt=A2RCKwuY9YJcRjwAUiIdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552172824/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDEzLzA0L2Jsb2ctcG9zdF82MTQyLmh0bWw-/RS=^ADB.xTNOhorqk2ER2jIw6zLZ5KTVFM-;_ylt=A2RCKwuY9YJcRjwAQyIdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552173241/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2FiYWhhZmZ5LmNvbS8_cD03NjI0/RS=^ADBEpmWJfharkyReARxTymxKmt4EYk-;_ylt=A2RCAwM594JcFkIA3BkdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552173324/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFMyU4MSU4NCVFMyU4MSU5OCVFMyU4MiU4MSUyMCVFNSVBRCU5MCVFNCVCRSU5QiUyMCVFNSVBRCVBNiVFNyU5NCU5RiUyMCVFNSVBRCVBNiVFNiVBMCVBMSVFNyU5NCU5RiVFNiVCNCVCQj9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=^ADBqUmUF2vu9jq4Hh6q.uzpwQ_V4Fw-;_ylt=A2RCAwiL94Jc6U4A4S0dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552173528/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90aGVwcm9tcHQuanAvcGljdHVyZWNhcmRzL3ByaW50Y2FyZHMvY2xvY2s0Y2xhc3Nyb29tLw--/RS=^ADB3lnoJ.WqyZ0VKvkqgOVHIDfTs5I-;_ylt=A2RCL6NY.IJcPngADAMdOfx7
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② 遅れ幅と対応 

1) 遅れ幅があまり大きくない場合…振り返りながら方式を 

 授業の基礎的な部分の復習を中心に、ついていけるように援助していた

だきたいと思います。宿題は量より質で負担のない個別課題とし、ある程

度はできること、少なくても自分で取り組めるように配慮をお願いします。 

 個別課題方式は、えこひいきとは違う、たとえば眼鏡をかけるのと同様

の当たり前のことであることをクラス全体に教え、本人には「みんなと同

じにしたい。」という気持ちを上手に解いていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

2) 遅れ幅がもう少し大きい場合…前を向いて方式を 

 上記の方法でもついていくのが難しい場合は、授業の中の「ここは分か

る。」という部分を足がかりに、飛び石状に理解をつないでいく方策をご考

慮ください。他の部分は積み残すことで体系的な学力の獲得は難しいにし

ても、教室での学習の場に前をむいて学べる時間を作っていただきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木
は 

   
 

の
か
た
ち 

木 
木 

木 
て
い
ね
い
に
３
回 

 

３回 

しっかり 

ユウタは、最初「花の名前」を 

書くんだよ。 

マリとエミとトモヤは「花のつ

くりと実のでき方」も調べて。

みんなで協力して頼むよ。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552173977/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpLnJpc2luZ3MucmVkLzIwMTgvMDcvYmxvZy1wb3N0XzI1Lmh0bWw-/RS=^ADB0v5zLVTPgsXHz4EdLeyj4qwVRYQ-;_ylt=A2RCKw0Y.oJcNUcA8BodOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552184004/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b3MtbGFuZC5uZXQvdGVhY2hpbmdfcGxhbi9jb250ZW50cy8yNDQ0Nz9wcmludD10cnVl/RS=^ADBtboBzJorGX1YLrZBbOiDYrBmuic-;_ylt=A2RCD01DIYNcPGgAAw8dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552184004/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b3MtbGFuZC5uZXQvdGVhY2hpbmdfcGxhbi9jb250ZW50cy8yNDQ0Nz9wcmludD10cnVl/RS=^ADBtboBzJorGX1YLrZBbOiDYrBmuic-;_ylt=A2RCD01DIYNcPGgAAw8dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552184504/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5tcmYtaXAuY29tL2Jsb2cvMDIwMi8-/RS=^ADBeE5eBTV1Zyx759BxXtilE1cx9gA-;_ylt=A2Rivc44I4NceGsA3QodOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552185303/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9sYW5nYXRlMTk0LmRvc3Vnb2kubmV0Lw--/RS=^ADBa_3Mr8jZ6T1O1XE7YdnUlndye6E-;_ylt=A2Riol1XJoNcomoAYg0dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552184004/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b3MtbGFuZC5uZXQvdGVhY2hpbmdfcGxhbi9jb250ZW50cy8yNDQ0Nz9wcmludD10cnVl/RS=^ADBtboBzJorGX1YLrZBbOiDYrBmuic-;_ylt=A2RCD01DIYNcPGgAAw8dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552184004/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b3MtbGFuZC5uZXQvdGVhY2hpbmdfcGxhbi9jb250ZW50cy8yNDQ0Nz9wcmludD10cnVl/RS=^ADBtboBzJorGX1YLrZBbOiDYrBmuic-;_ylt=A2RCD01DIYNcPGgAAw8dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552184004/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b3MtbGFuZC5uZXQvdGVhY2hpbmdfcGxhbi9jb250ZW50cy8yNDQ0Nz9wcmludD10cnVl/RS=^ADBtboBzJorGX1YLrZBbOiDYrBmuic-;_ylt=A2RCD01DIYNcPGgAAw8dOfx7
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3) 遅れ幅がさらに大きい場合…居心地と学力アップのバランスを 

 ほとんど全く理解できない場合は、長期的な見通しの下、別の目標を考

慮する必要があります。その場合、 

 分からなくてもみんなと一緒のクラスにいたい。 

 少しでも学力をつけたい。 

という、二つの方向があります。本人の性格やご家族の価値観にもよりま

すが、二者択一ではなく、通級・交流なども選択肢に、バランスを取って

の対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 進学を目指すか 

 小学 4 年程度の国語と算数の力があれば、実社会で生活していくことは

可能だと思います。学校の授業進度についていけなくても、割り切って社

会に出るまでにゆっくりそのレベルを目標にするという道もあります。そ

の場合は、小学校の段階で将来進学しないという覚悟が必要ですが、学力

の積み上げを図ることはできると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552185383/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubWFuYWJpbm9iYS5jb20veWFrdWRhdHN1Lw--/RS=^ADBpl0nfhKzAqrOietpSWDl7PpIwX4-;_ylt=A2RimE6mJoNcYm0A5DcdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552186550/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tYXRvbWUubmF2ZXIuanAvb2RhaS8yMTQ3Mzc0Mjk3NjUwMzEzOTAxLzIxNDc0Njg0NTU4NDIxODcyMDM-/RS=^ADB_g5vhTOejjZsNBrPjHdwInCuHng-;_ylt=A2Rivb01K4Nc9GoAUBMdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552186550/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZnVtaXJhLmpwL2N1dC9rb2RvbW8vZmlsZTUxOC5odG0-/RS=^ADBJenZu79qbWass9mZsWD6dyTCGns-;_ylt=A2Rivb01K4Nc9GoAUhMdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552186486/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC90ZWFjaGVyLXN0dWRlbnQtMDAwNzAwNy8-/RS=^ADBvR_JOoVJDq3VocqsdHfsppw8r3s-;_ylt=A2Rivbv2KoNcYW0AnyAdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552186904/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZnVtaXJhLmpwL2N1dC9tZWRpY2FsL2ZpbGUyNjIuaHRt/RS=^ADBTBRzW64bsMvjNBj4AAbUYex7E0I-;_ylt=A2RCA9uXLINcAlMAcyIdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552186904/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19qb2JodG0vaGVscGVyX2EyNi5odG0-/RS=^ADBRpmcYmT7gc9YpNJxVfMJRIgj5EI-;_ylt=A2RCA9uXLINcAlMAaiIdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552187042/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZnVtaXJhLmpwL2N1dC9tZWRpY2FsL2ZpbGUyMzQuaHRt/RS=^ADBpBY65B_Jb5XGmvxMVZkMzWjOYic-;_ylt=A2RCCzQhLYNckVsA6AAdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552187137/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uaWhvbmdvbm9l/RS=^ADBmiM4OpuLFOjFL9Wj4xSA9Zy3nM4-;_ylt=A2RCD0.BLYNcM2cAyiIdOfx7
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 一方で、当初はついていくのに苦労しても、まじめに学習に取り組んで

いく中で、次第に力が伸びる場合もあります。受験というハードルはあり

ますが、芸術科や工芸・園芸・職工・IT 関係など専科のある高校のみなら

ず、普通高校・大学への進学を目指せる場合もあります。 

 あまり早い段階でどちらと決め込むことなく、無理のない取り組みをし

ながら本人の心の育ちを待ち、柔軟な目標設定をしていただきたいと考え

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【おわりに】 

発達障害の子どもを抱えるご家族は、心配の連続と思います。それでも

日々訪れる日常を居心地よく、また子どもたちの将来を見通し、社会に出

る日まで、力になっていただきたいと願います。風は見るのではなく聞く

ように心の耳をすまし、水はつかむのではなく掬うように、心の手を差し

伸べていきたいと思います。ご家族も先生方も、そして私たち医療者も…。 

 

©Yoko Takeda 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552187262/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC93b21hbi1wYWludGluZy1wYWludGVyLTAwMTIyNzYv/RS=^ADBbKJSVfEtNh6C_hEPekrVUKjaHtg-;_ylt=A2RCL5P.LYNcKSQAADUdOfx7
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