
障害、療育とはなにか、

障害について知り、障がいのある子どもとどう向き合い、接していく
か、
をテーマに、
お子さんへの対応を考えるヒント、療育の観点から、
ということでお話をさせて頂きます、

社会福祉法人安積愛育園
安積愛育園パローネの山寺と申します。
今日はよろしくお願い致します。



今日の予定はこのような内容で進めさせて頂きます。

まず、療育についてお話をする前に、
療育を含めた、お子さんを取り巻く、
「育」についてのお話からさせて頂きます。



発達の支援の中では、就学前後で、お子さんを取り巻く「育」が変わ
って
保育から、教育へ、
しかし、

変わらず、ずっと行っていくのが保護者皆さんが行っている「養育」
となります。
療育は、それぞれのタイミングがあり、

就学前から始める方もいれば、就学後、高学年になってから始めると
いうお子さんもいます。

保護者の方々だけが、
だれかだけが
ではなく、

様々な視点・立場からお子さんの育ちをサポートしていくことが大切
だと思っています。



辞書的な説明をのせておきました。



そして、お子さんを取り巻く悩みも、
お子さんの成長段階、
ライフステージによって変わってきます。

就学前は、
ことばや発達、お子さん自身に関わる悩みが多いですが、

就学後は、
「学習」が生活の中心となり、集団活動場面が増えます。
学習場面での困り感や集団生活場面での困り感、

思春期では

学習面、精神面、性の悩み、進学についてなど、悩みの質が変わって
いきます。



就学前のお子さんを取り巻く環境では、

自宅での養育のみのご家庭もあれば、
保育や福祉サービスを利用しているご家庭もあります。

自宅では、本人に合わせた生活スタイルが取れたり、

言わなくても本人の言いたい事が分かったりするようなコミュニケー
ションの環境があったとして、

集団場面に入ると、
人に合わせることを求められたり、先生やお友達への伝わらなさ、
経験した事がない活動があったり、集団の中での刺激だったり、

自宅とは異なる環境に戸惑い、上手く行きにくさを感じる事があるか
もしれません。



就学後は、集団生活、学習が中心となります。
「集団生活の場」なので、集団に合わせて行動することが
保育時代よりも求められます。

学校での指導に加えて、

お子さん自身のコミュニケーションや社会性の面でのスキルアップを
めざし、
療育に通うお子さんも多いです。



では、療育とは何かということですが、
福祉的、医療的なものがあります。

通所支援は、
対象年齢によって支援が変わり、
また、医療的ケアが必要なお子様については
医療型の通所支援になります。

医療機関の支援については、病院によって異なり、
また、必要性についても主治医の先生とご相談頂きたいと思います。



相談経路が色々とありますが、

診断を受けた時に、主治医から療育訓練の必要性について話をされ、
サービスを受けたい、と相談をする流れが最近では多いかと思います。
診断名が付かなくても、療育の必要性があるというDrの意見書があれ
ば、
サービスを受ける事が可能ですが、

サービスを受けるにあたって、
まず市の担当福祉課に行き、
相談事業所の情報を聞き、事業所へ連絡。
相談員に、市内の事業所の情報を聞き、見学へ行く。

といった流れがスムーズな流れになります。
主治医に相談し、どのような環境・支援が良いのかを聞き、

その内容にマッチングする事業所を探すといったほうが、事業所を絞
れて
探しやすいのではないかと思います。

また、活動内容や利用手段、利用時間等がそれぞれ異なるため、

フルタイムで働いている方については、時間や送迎について確認が必
要かと思います。



実際に、通所支援事業所を利用する為には、
「通所受給者証」というものが必要であり、市が発行します。
その発行のためには、
利用の申請と共に、相談支援事業所が作成する
「サービス利用計画書」が必要になります。

その為、どういった経緯があったとしても担当福祉課の方に出向く必
要があるので、

使った事がないけど、使ってみたいという場合は、まず問い合わせる
のが良いと思います。



児童発達支援については、児童福祉法では

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ
の適応訓練その他の
厚生労働省で定める便宜を供与することと、なっています。

具体的には、発達支援と、ご家族への支援、地域への支援が
児童発達支援で行う支援になります。



事業所によって、行う活動は様々ではありますが、
まず児童発達支援事業所について説明をしていきたいと思います。

幼児期に通う事業所では、
ＡＤＬ面は食事も含めて支援をしている所が多いです。

細かい具体的な活動内容は事業所それぞれで異なります。

事業所によっては、取り入れている手法も異なります。



放課後等デイサービスについては、児童福祉法では

「就学している児童につき、授業の終了後または休業日に児童発達支
援センターその他厚生労働省で定める施設に通わせ

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便
宜を供与することをいう。」
となっています。

就学前から引き継がれる機能訓練や自立に向けたソーシャルスキルト
レーニングなどの指導・訓練的要素
仲間と共に主体的に展開される遊び的要素、

児童発達支援と同様、

利用時間や送迎、取り入れている手法が事業所によって異なる事に加
え、
小学１年生から高校3年生までと、対象年齢に幅がある為、
事業所によっては受け入れる学年を制限している場合がありますので、
受け入れている学年についても事業所へ確認することが必要です。



保育所等訪問支援は、幼稚園、保育園、
小学校や児童クラブなどの集団生活の場で、

お子さん本人に対する支援
または訪問先施設のスタッフに対する支援になります。

保護者との契約を前提とした個別的な支援で、他のお子さんとの集団
生活に適応が出来るよう、

そのお子さんの状態に応じて支援をします。支援を要請するのは、保
護者様で、
訪問員はそのお子さんにためだけに訪問する支援となります。

施設側へ出向く支援は、教育委員会や行政の中にもある為、
相談支援員や、発達相談窓口の方に確認をしながら、
利用をして頂くことが良いと思います。



福祉サービスについて、説明をさせて頂きましたが、
簡単に言うと、
療育とは、発達支援であり、
一人一人の特性に応じて、お子さんの持つ力を伸ばす支援を行うもの
と考えて頂ければと思います。

では実際どのようなことをするのか、
パローネで行っていることを紹介しながらお話したいと思います。



そもそもコミュニケーションとは、やりとりであり、

伝えて、受けとめて、のくりかえしのことです。

気持ちや情報を、伝える力も、受け止める力も
コミュニケーションの練習を通して伸ばしていきます。



コミュニケーション訓練では、

相手からの発信を受け止める力

目で見る情報のほうがキャッチしやすいお子さんは、

例えば外出だったら鞄や靴など、それが具体的にイメージできるよう
なもの、
シャボン玉など活動で使う道具をみせたり、
絵や写真などだと分かりやすいと思います。

聞く情報のほうがキャッチしやすいお子さんは、

「さんぽに行くよ」「トイレいくよ」など、伝えたい情報を簡潔に伝
えると分かりやすいと思います。



おやつが好きなお子さんであれば、
まずおやつ場面で何が欲しいかを伝える練習をします。

欲しくなくても要求をしてしまう場合があります。
まず必ず本人が好きなものから練習をします。



この要求カードでは、
「おわり」を学ぶこともできます。

カードがあると食べたくなくてもずっと要求をしてしまうお子さんが
います。
おわりが分からない為です。

数回食べたものは、終わりの缶へ入れます。
すると、どんどん減っていきます。



なくなると「おわり」「ごちそうさま」ということがわかります。

「ごちそうさま」を渡して片付ける手順で、パローネでは行っていま
す。

また、課題を通しても「終わり」の概念理解を学習することができま
す。



なくなったらおわりが分かると、

いつまでもご飯を食べているこが
ご飯にのっているお皿が空っぽになったらおわりが分かったり、

大人に言えば無限におもちゃが出てくると思っている子が、
かごや袋になくなったらおわりが分かったり、

日常の中でも、終わりが分かるメリットは沢山あるのではないでしょ
うか。



マッチング課題を通して、目の前の情報を読み取る力をつけていきま
す。
同じものとしてとらえることができれば色々なことに応用できます。



「ここは公園」「ここは学校」「ここは職員室」などというように、
私たちが理解しているのは、
その場所がどういった場所かを理解しているからであり、
理解しているから安心して入れるのです。

しかし、その場所がどういった場所なのかが分からないととても不安
です。

その場所がどういった場所なのかを理解する方法として、有効なのが
マッチングです。

トイレのマークが、トイレのある場所だと理解・マッチング出来れて
いれば
トイレのマークがある場所は、トイレだと理解できます。

しかし、絵の意味・情報を理解していなければ、よくわからない場所
のままなので、不安な気持ちのままです。

マッチング課題を通し目の前の情報を読み取る力を育てていく事で、
情報の意味を理解できる力が育つ手助けになると考えます。



例えばテーブルとイスがあるエリアにきたとき、ただ見ただけではな
んの活動場所か判断することは難しいですが、
DVDの活動と場所が、同じマークで提示されていれば、
「ここはDVDが見れる場所だ」と本人が理解する手助けになるのです。



身支度場面においても、
靴を置く場所を足型マークで示す事で
靴を置く場所と理解出来ます。

机の上に鞄マークがあれば、鞄を置く場所と理解出来ます。

鞄から出すものも、表示されている事で、
何を出せば良いのかを理解する手助けになります。

そして、理解する事で、周りの手助けがなくても
理解して自分で身支度が行える事に繋がります。



このように、
お子さんの理解を手助けする為、
また、自立を手助けする為、
情報を読み取る力を育てていく手段に、マッチングがあるのです。

視覚的な情報が有効なお子さんも居れば、
聴覚、耳から入る情報が有効なお子さんも居るので、
お子さんと得意な事に合わせて活用してもらいたいです。

また、情報の多さや大きさも、お子さんによっては、
小さいほうが分かる子、大きい方が分かる子、文字のほうが分かる子
など、読み取りやすい情報も異なるので、
どのような情報なら読み取れるか、お子さんの様子を見ながら設定
していけると良いと思います。



余暇に繋がるかも？ということで、
マッチング課題のステップアップ課題も紹介です。

情報を見る力が付くと、
見本を見てパズルが出来たり、
組み立てが出来たりする事にも役立ちます。



こちらはスケジュールといい、予定を目で見える形にしたものです。

スケジュールは、カードや実物などを使用し、利用される方が分かる
方法で伝えます。

活動をカードにしたものが貼ってあります。手洗いやおやつ、トイレ
など分かりやすい絵や写真を
使ったカードです。

お知らせする活動カードの量もお子さんの理解出来る情報の量によっ
て
変わります。

スケジュールがあることで見通しを持った生活を送りやすくなります。
今日の話初めに、予定を伝えました。
時間割やスケジュール帳も、形は違えども、
時間を目で見て分かる形にしたものです。
これだけ見ると特別なように見えますが、
私達も自然に取り入れている方法です。

ただ、気を付けて頂きたいことがあります。
スケジュールはこちら側の予定を伝えるだけのものではありません。

ただ伝えるだけではなく、必ず本人が必要とする、知りたいと思うこ
とが入っていないといけません。
本人が分かる形で伝え、本人が理解して納得していくことでスケ28



ジュールが
活動を多く手助けするものになっていきます。

時には、本人さんが活動を選んだり予定をこうしたいんだけど、と交渉をし
たり、

自分の想いを伝える発信、相手の想いを知る受信にもつながっていくように
なります。

このようなことを療育では、お子さんの理解、自立を手助けする支援として
行っています。
少し、療育についてイメージを持っていただけたでしょうか。

これは、ほんの一部ですし、
療育を受けないと出来ないということでもありません。
今はタブレットやスマホアプリで、
スケジュールが作れたり、
打ち込んだ事をアプリがしゃべってくれたり、
見聞きすることを補助するアプリ
学習をサポートするアプリなど
多様にあり、ご家庭で取り入れていた方もいらっしゃいます。

ご家族が、お子さんの特性に応じて、お子さんの持つ力を伸ばす関わりをし
ていれば、それも療育です。
専門家がやること、=療育ではない。



しかしながら、通所支援、医療支援を受けていると、お子さんへの支
援に加え、色々な相談が出来るメリットがあります。

就学に向けてという部分では、
皆さん、悩まれる、悩まれた所だと思います。
発達の違いに合わせて、様々な進学先があります。

通っている、保育サービスの先生や
福祉サービスの先生方に、

普段の様子やどのようなサポートがお子さんに合っているのか、聞い
たり

心理検査等など医療機関での資料も基に、

出来る事、配慮されたサポートがあれば頑張れる事、難しい事等、
お子さん自身の特性について、正しい理解を得た上で、
そのお子さんに合った進学先を決めていくことが重要です。

市で教育相談を実施しており、進学等について相談する機会がありま
すので、
福祉課にお問い合わせいただければと思います。



ここは資料としてみて頂ければと思います。





就学前、療育につながったケースで、
保護者さんから聞くと、
「悩みはあっても、どこに相談すれば良いか分からなかった」

「診断ははっきりされなかった。その後困り感が増え、どうして良い
か分からなかった」
といった声を聞くことが多いです。

自分から相談しに行こうと思っていても、
どこに発信すればよいのか、
そもそも相談をしにいくことへの抵抗や
お子さんがいる状況でなかなか外出することができないなど、
それぞれのご家庭の状況もあるかと思います。

療育に通っていると、事業所のスタッフに色々と相談出来るメリット
はありますが、
必ず通わなければいけないということではないので、
家での過ごし方や就園・就学についての相談等、
相談する場所があると良いですよね。



家での事、就園や就学に向けて、
発達の相談など、
相談先の窓口は様々です。
どこに相談したら良いか分からない場合は、
身近な人にきいてみたり、
市の子育てについてのパンフレットをみたり、
市に担当窓口はどこになるのか聞いてみたり

福祉や医療につながっていれば、そちらに相談して頂くと良いと思い
ます。

家族以外に、お子さんと実際関わったり知っている人がいることで、
家族からみたお子さんの姿だけではなく、
第三者からみたお子さんの姿を知る事が出来たり、

色々な立場からの意見も聞く事が出来ます。

また、上手くいかないことがあった時に、
話ししたり相談したりすることで、
気持ちが軽くなったり、悩みが解決したりする事もあります。



学校に入学してからの悩みがあった時には、
学校内でも学校外でも、
相談する場所は色々とあります。
カウンセラーと聞くと、少し抵抗がある方もいるかもしれませんが、
ぜひ活用してみて下さい。

相談してみたけど、上手くいかなかった時には、落ち込んでしまうか
もしれませんが、
その場合は、気持ちを切り替え別な人や窓口に相談してみたり、
機関を空けて相談してみたりしてみると良いかもしれません。

１人で、または家族だけで抱えてしまうと、
お子さん本人も、ご家族も辛い状況が続いてしまうかもしれません。
ご家族が気軽に、または信頼して相談できる場所が見付ける為にも、
まず相談してみて欲しいです。



活動として、どんなことをするのか、発達支援の事、
なんとなくイメージ出来たかと思います。
家で出来る事、療育で出来る事、
色々と試しながら、お子さんの発達支援をして頂ければと思います。
次に、

私が思う、お子さんと関わるうえで大切にして欲しいことについてお
話致します。



出来ないことより出来ることをみつける視点と
出来ない時には理由があると
考える視点が大切にして欲しいと思っています。



まず、出来ないことより出来る事を見つける視点についてお話します。

文字だけみると簡単なようですが、実際やろうとするとなかなか難し
いので、
ちょっと練習をしてみたいと思います。



出来ないことより出来る事を見つける視点を持つということは
どういった事なのか、まず
皆さんに言葉の言い換えをやっていただこうと思います。

こちらの否定的な見方に対して、
肯定的な見方にしてみて下さい。

もう回答をお話しますが、
これからあげる事例の回答は、あくまでも例ですので、
色々な捉え方があって良いです。
思いつかなかった言葉に関しては、
そんな見方があったのだな、と思ってくださればよいです。



八方美人は、誰とでも仲良くなれて協調性がある
頑固は、忍耐強さや信念の強さがある

失敗してしまった事は、次に活かすため、良い経験ができた
自分に自信がないは、自分に謙虚

といった肯定的な見方が出来ます



続いてこちらの否定的な見方についても、
肯定的な見方に変えてみて下さい。
興味・関心の幅が狭い、いつもと違う変化が苦手、
多動性衝動性がある
見通しがない事に対して不安が強い

これを肯定的な見方にすると、



興味・関心の幅がせまいのは、好きな物には強い関心を示し、エネル
ギーを集中しやすい
変化が苦手は、習慣化しやすく慣れたやりかたが得意
多動性・衝動性は、行動力がある
見通しについては、見通しがある事に対しては取り組む事が出来る

といった見方が出来ると思います。

否定的な見方をすることで、上手く行きにくさを感じていた気持ちが、
肯定的な見方をすることで、

お子さんの得意な事を見つけられ、その長所を伸ばす事に繋がってい
くのではないでしょうか。



また、見方だけではなく、

お子さんへ声かけをする時にも、肯定的に、と意識出来ると良いと思
います。

療育の中でも、よく「ダメといってはダメ」とか
肯定的に伝えて下さいと言われると思いますが、
なぜそうする必要があるかというと、
想像力に課題があって、
ダメと言われた後どうすれば良いか想像する事が難しい為、

「ダメ」と言われただけでは、
どうして良いか分からず、
怒ったり、同じ事を繰り返したりしてしまいます。

なので、「ダメ」と同じことを言い続けても、お子さんの行動を変え
ることは難しいです。

どうすれば良いのかを伝える事が大切です。
また、言い方についても、

✖のほうは「お片付けをしないとお菓子をたべられないよ」はおこら
れている印象が強いですが、
◎のほうは、



「お片付けしたらお菓子の時間だよ」と
怒られている印象はないし、お菓子の時間？とわくわくしますよね

言い方ひとつでも違うので、
先ほどの言い換え練習のように、
言い方ぜひ試して欲しいです。



お子さんと関わる上で大切にして欲しいこと２点目は

お子さんの上手く行かない、
出来ない時には理由があるという視点です。



気になる行動、
例えば
棚に上ったり、椅子の上に立ったり、お店の中を走り回ったり
所かまわず大きい声を出したり
誰かを叩いたり噛んだり押したり、
自分を傷つけたりする方がいたとしたら

ぱっと見ただけでは分からない原因が隠れています。
それはよく氷山に例えられます。
氷山は海の上の部分しか私たちは見えません。

行動の特徴、つまり氷山を小さくしようとするときには、まず下の部
分を小さくしなくてはなりません。
原因となる部分に対して対応をしていかないことには
上の部分は減らないのです。

行動の特徴をを減らす為には、

どうしてしてしまうのか、その原因をしらべていく、アセスメントし
ていくことが大切です。



例えば、
お友達を叩くという行為があったとします。

本質的な問題がどこにあるのか、一つなのか
複数なのか、氷山の下に隠れている原因を考えるために、

お子さんの行動があった状況、環境をアセスメントしていく必要があ
ります。
アセスメントした結果このような状況が見えました。



お友達を叩くという行動の特徴に対してでも、

本質的な問題の内容によって、対応を変えていく必要があります。

他者との区別が難しい、が原因の場合、

一人で遊べるスペースを保障してあげたり、
他者との遊ぶスペースに仕切りを付けたり等
対応策として挙がってきます。

ちかくにいるお友達に取られると思い込んでいた場合には、
「相手はとるつもりがない」ということを伝えていく事で、
お友達が近くにきても叩かなくなることもありました。

このように、
「お友達を叩く」という行動の特徴に対しても、

目に見えない原因があったということが分かり、対応も検討出来まし
た。

お友達を叩く事はもちろんいけないことですし、注意をしなければい
けない場面でもありますが、

注意をするだけではなくならず、原因を探り、対応していく事で行動
がなくなったり減ったりしていきます。



つぎに、教育場面で考えていきたいと思います。

このような行動の特徴があった場合、
注意するだけでは止めず、むしろエスカレートする事があります。

それはなぜでしょうか。

目に見えない、本質的な問題が隠れています。



ウロウロしている原因も一つとは限りません。

複数の原因がある事も。

先生の指示の仕方、関わり方によっても、ストレスを感じる環境に
なっていることもあります。

先生の指示や少しの配慮で解決することもあれば、
個別的な配慮が必要な場合もあります。

その場合は、お子さんに合った学習環境を検討していく必要がありま
す。



教室から飛び出すという行動は、
ウロウロするよりも、より、
教室にいることに対してストレスを感じている状況と思われます。

どうして飛び出したい気持ちになったか、
お子さんの気持ちに寄り添い、対応を考えていく必要があります。



今まで話したように、
行動の特徴、気になる行動があった時には、
何らかの理由があり、

本人を取り巻く周囲の環境が原因だったり、
先生や周りの人との関係だったり、
本人の特性が原因だったりと、

様々な理由があって、不適切な言動になっているということ、

上手く行かない、出来ない時には、理由があり、

その出来ない理由に対しての対応をする必要がある事が伝わったかと
思います。



では、実際、気になる行動があった時、
どのように対応をしていけばよいか、

ダメを伝えるのではなく、

して良い事、正しい表現を促していくことが大切です。

例えば、「お友達を叩いてしまった」という先ほどの
氷山の行動を例にしていきます。



伝え方が分からない、が本質的な問題だと考えた時、

伝え方を練習することが有効です。

まずは成功しやすい大人との練習をし、
正しく伝えられたら応じる

お友達とのやりとりでは、
本人がおもちゃを持っているお友達に近づいた段階で
「貸して」と伝えられるよう、影武者になり、
お子さんをサポートする
「貸して」と伝えて応じてもらう経験をすることで、

「こうすればかしてもらえる」とお子さんが理解していきます。

貸して、といって相手が貸してくれない場合もあると思います。
貸してもらえなかった時にどうすれば良いか戸惑う事が予想されます。
その場合は、大人が間に入り交渉をし、
いつになったら貸してもらえるかを本人に伝え、
順番で使うようお話し、
それまでの時間をどう過ごすか、スケジュールを活用して伝えたり、
本人と相談したり出来ると良いですね。



貸し借りの練習中のお子さんについては

「貸して」と言えばすぐ貸してもらえるという理解をしてしまう事がありま
す。
相手がいいよと言う前にとっていってしまうことも

勝手に持っていくのではなく、相手の反応を待ったり、
順番に使うという事が出来るよう、
他の活動も通しながら練習もしてけると良いですね。



今までお話したように、
出来ないことより出来ることをみつける視点と
出来ない時には理由があると
考える視点を持つ事で、

お子さんの困り感に寄り添った対応に繋がっていくのではないでしょ
うか。

次に、お子さんへの対応で、上手く行かない場面、

伝わらなかった時にどうすれば良いのかをお話していきたいと思いま
す。



肯定的な伝え方をしたり、
分かりやすく伝えたつもりでも、
お子さんに伝わらなかった事があると思うのですが、

それがなぜ起こるのか、

お互いの「理解の溝」が生じている時に起こる事があります。

どういうことなのか、ちょっと実験してみたいと思います。



これは何に使うものでしょう。



これはケレン棒をいいます。



これを見れば、なんとなく使い方が分かったのではないでしょうか。

壁紙のペンキなどをはがす道具です。

写真だけの情報で分かったかたは、「どんなものか理解していた」

名前で分かった方は、「名前の情報と実物について理解していた」

使用している様子を見て分かった方は「見たこともなく、知らなかっ
たが、写真の情報から自分の知識と照らし合わせ、理解した」

ことになります。



「これを使って下さい」と最初に道具だけ渡された場合、
すぐに理解して使える方は少ないのではないでしょうか。

私はケレン棒を調べるまで、見た目や名前では理解できていませんで
した。
このように、

伝えた側と伝えられた側が持っている情報・理解していることが違う
事で
理解のずれが生じます。

写真、文字、動作の視覚化色々な方法で今お伝えしました。
さまざまな方法でしたが、

最後の写真でみんなが共通理解を図れたと思います。

共通理解を図っていくことで、理解のずれがなくなり、
伝わることが増えていくのではないでしょうか。

お子さんに伝わりやすい方法も、様々な物があります。



例えば、保育場面で考えてみましょう。

お遊戯会の練習をするために、
お遊戯室に行くよ、と声を掛けても移動出来ない、
拒否があったとします。

どんな理解の溝があると思いますか？

「伝わっているだろう」という保育者側の理解と

お子さん側の理由は色々と考えられますが、

何と言われたか聞いていなかった
お遊戯室で何をするのか分からない
練習って何のことか分からない

などの理由があると、「お遊戯室に行くよ」だけでは、
本人は遊戯室で何をするのか理解できず、
不安になり、拒否になったと考えられます。

では、その理解の溝を
うめる為にはどのような伝え方があるでしょうか



お子さん自身の苦手な事に対して支援を考えていく事が大切です。

話を聞いていなかった場合、
長い説明を理解する事の難しさ、
集中して話を聞く事の難しさ、
他の事に注意が向きやすいといった
お子さんの苦手さから生じている可能性があります。

簡潔に伝えたり、
話を聞きやすい場所で話をすることで、
集中して話が聞け、「お遊戯室で練習をする」ということが
理解できるのではないでしょうか。

何をするのか分かっていない場合

説明された事は理解しても、それを全て記憶したり、思い出したりす
る事が難しい、

具体的にどんな事をするのか細かい事を理解出来ていない事で不安
だったりします。

話を聞き漏れても、どんな事をするのか、絵で手順を示すことで

わすれてしまっても見返す事が出来るので、常に先の見通しが付けら
れたり、



言葉で簡潔に伝えたりすることで、
何をするのか具体的にイメージできたり、

理解の溝を埋めるためには、いろいろな方法があります。

お子さんに伝わっていないな、と感じた時には伝え方をいろいろとためして
みて欲しいです。



理解溝の例二つ目ですが、
先生から1学期の目標を書くように指示をされましたが、
なかなか書く事ができませんでした。

この場合も、先生とお子さんとの間に理解の溝がありました。



先生が想像する内容
頑張りたい事があるはず、
苦手な事にチャンレンジすることをかくはず
と思っていたとします。

「目標」という事は理解していても、

どのような事について書けば良いかという事について理解の溝が出来
てしましました。



こんなことも起こりえます。

「学校で頑張りたいことを書くよ」

「学習面で頑張りたいことは何かな、
最近漢字を頑張っているよね」
とどんな事を書けばよいか、
具体的な事を伝えて、
その上で描けるとよいですね。

シンプルな事でも、
本人が間違って解釈してしまうこともあるので、

お子さんがどんな理解をしたか、
理解の溝ができていないか、確認しながら進めていくことが大切です。

しかし、伝わりやすい伝え方をするだけで解決するかというと、
そうではないことがあります。

この場合は、理解の溝もありましたが、
お子さんがどれだけの力があるかを、
支援者がしっかり把握できていないことも大きい要因です。



お子さんの得意な事や苦手な事を理解していなければ、
伝わりやすいように伝えたつもりでも、
伝わらなかったり、

理解はしていても、お子さん本人の出来る事に合っていなくて取り組
めず拒否になってしま
ということもあります。

今日ご参加頂いた方の中でも、受診を済ませた方もいれば、
受診を検討している、受診待ちという方もいらっしゃると思います。

受診のメリットとしては、

お子さんが出来ること、出来ない事、理由があることがはっきりしま
す。
練習したり、環境を工夫すれば解決出来そうな事や、
本人にとっては、難しい事などが分かることで、

関わり方のヒントになります。
また、
保育所や幼稚園、学校や事業所などでも、

本人が安心して過ごす環境設定が出来るように伝える材料にもなりま
す。

お子さんの出来る、出来ないこと、その理由や配慮の工夫など、



十分な相互理解が出来ていない為、
集団場面や学習場面で上手く過ごせないというお悩みも良く聞きます。
その場合、お子さんへの理解が不十分で、本人にとって、
ハードルの高い事を要求している場合も多いです。

先ほどの目標を書く場面でも、
自分の求められている事がすぐ理解出来るお子さんもいれば、
どんな事を書けばよいのか具体的に伝える事で理解できるお子さんもいます。
お子さん自身の事を理解した上で指示をしたり、
目標を考えていく事が大切です。



続いては、実際私が対応をした事例から、
お子さんとの関わり方について、
ヒントをお伝え出来たらと思います。



まず、家の中での困りごとがあるご家庭のケースからお話致します。



お子さんは療育経験はなく、
ご家庭での状況も、お母さんだけでは関わり切れない
苦しい状況がありました。

お子さんが療育に通うことになり、
行動を評価、アセスメントしていくと、
お子さんの困り感、原因が見えてきました。



本人の困り感として、

・何をしていいか分からなかった。
・下のきょうだいがいることで、
おもちゃの遊び方を十分伝えきれてなかった。
・母の注意を引きたいために、不適切な言動をしていた。

その困り感について
療育を通して様々な練習をしていきました。



また、お子さんの強みも見えてきました。



何をしていいか分からないという困り感に対して、
お子さんの得意なこと、
強みを活かした支援について考えました。



目からの情報を読み取る力が高い事、
何をすれば良いか分かれば、活動に取り組めることから、

スケジュールを活用し、先の見通しが持てるように練習をしていきま
した。

また、物と言葉の理解を伸ばしていく為に、
遊びや課題を通して、物の名前を伝えながら関わりました。

課題を通して、目からの情報を読み取る力を伸ばしました。
始めは少ない数の情報から、増やしていきました。

遊び方が分からない玩具や初めての活動は、お手本を見せ、
真似することで、自分で出来るように支援しました。



他にも、お母さんの注意を引こうとする行動、
注意獲得行動があったのですが、
療育場面でコミュニケーションの訓練をしていった事で、

何をしたいか伝えたり、
家でも落ち着いて遊べるものが増え、
誉められる機会が増えて自信になり、
家からの飛び出しがなくなりました。

現在は療育を受けていませんが、
ご家族が学校の先生と連携をしながら、落ち着いて過ごしています。



続いては、就学後の困りごとから。



就学後、低学年時は行き渋りがなかったのですが、
３年次より知的学級から情緒学級へ転籍、
また、就学後毎年担任が変わっていた状況もありました。

また、療育は就学後通っていないお子さんだった
ため、

保育所等訪問支援で支援を実施致しました。



本人の自信のなさや、
コミュニケーション面、
学校との関係性などで課題があるようでした。



お子さんの強みは



教室から飛び出してしまう困り感に対して、
お子さんの得意なこと、
強みを活かした支援について考えました。



お母さんへは自分の気持ちを伝えてくれていたので、
本人から言えなかったことを、
学校へ伝えてもらうようにしました。

出来ないことを先生からは良く聞いていたので、
家でも叱っていました。

その為、出来ていないことではなく、
出来た事をそれぞれで誉める機会を設けてもらいました。

自信のない活動は見学でも良いことしてもらいました。



学校のお子さんの様子から、困っている事の共有や支援について協議
し、
お子さんの困り感に先生が気が付けるよう支援をし、

また学校と保護者が連携を出来るよう間に入りながら支援をいたしま
した。

担任が変わると、先生へ言えていた事が言えなくなることがあった為、

家で本人から聞いたエピソードを学校が共有する事で、対応を下くだ
さったり、
気持ちに寄り添った関わりをしていったことで、

不安な事を相談しながら、時には授業を見学したり、内容や学習量を
調整しながら
色々な事に挑戦し、自信をつけていく事ができました。



続いては、思春期の困りごとから。



こちらのケースは、
もともと精神的な不安が強く、
怒りの気持ちを上手くコントロール出来なかった時期に、
あるきっかけで
自分が発達障害なのではないか、と気が付き始めたケースです。

主治医と相談しながら、告知をしています。



どんな事に不安なのかを聞きながら支援を実施しました。



本人が困っている事に対して、先生とのやりとりの様子や他児
とのやりとり、授業の様子を観察しながら、
困り感が出やすい場面や、
困っている時に出る行動、ヘルプサインを共有し、
先生が、本人が困っている時に手助けしやすいようにし、

本人自身の自分に対する気持ちは、
学校や家だけなく、医療的な側面からのフォローもしています。

家だけ、療育だけ、学校だけ、ではなく、医療と
様々な立場から、それぞれフォローがあることで、
お子さん本人、そしてご家族も負担になりすぎず、
思春期の乱れやすい状況をフォロー出来ている。

家族だけがやらなきゃいけないということはまったくなく、
それぞれが役割分担をしながら、連携しながら
思春期を見守っていきたいと思っています。



事例の紹介の中で、目標のずれについてお話をしました。

上手くいっていない原因の多くは、

１、特性に対しての理解
２、気になる行動への注意、原因が見えていないこと
そして、
保護者と、先生との目標のずれがあって
上手くいかないことが多いです。

お子さんのおかれている環境の違いはありますが、
先ほどの事例の中でも、

その目標のずれがあって、学校への行き渋りや教室から出てしまうと
いうことが
起こっていました。



集団活動が求められる、幼稚園や学校では、
集団に合わせる力が求められることが多いです。
しかし、集団が苦手というお子さんもいます。
では、１対１で別な活動がいつも出来るかというと、
人員的な問題から、難しいこともあります。

本人の強みや出来ることから考えると、先生が付添えれば

「自分の競技のみ参加、他は教室で待機する」を目標にできる状況で
したが、
先生からは
付添いが出来ないので、

「先生が付き添える時間の競技のみ参加。終了次第帰宅する」を目標
に提案されました。

他には、
部分的な活動参加は可能なお子さんが、
「皆と同じように活動する」目標を先生が持っていた為、
部分参加以外の場面で注意されるということがありました。

反対に、集団参加が苦手なお子さんに対して、
集団参加を目標にするご家族がいらっしゃることがありました。
その時の要因としては、お子さんの集団場面での様子が、
ご家族に正しく伝わっていない事が原因でした。



様子が正しく伝わるようになると、ご家族も本人の苦手なことや得意な事を
踏まえて、
一緒に目標を考えて下さるようになりました。



私が対応した事例の中で、こんなことがありました。

情緒クラスのお子さんで、

クラス担任が変わり、支援クラスでの授業時、ストレスを抱えるよう
になりました。
先生とご家族、お話を聞くと、目標のずれが分かり、

学習を進めなければいけない、それが本人にも出来るはず、という先
生の理解から、
教科書とプリント中心だった内容に、

保護者の要望は本人のペースで進めてほしいこと、学習のすすめ方は
急がない事を伝えると、

教科書やプリント学習以外に業課題や自立課題も入れるように先生が
対応を変えると
それぞれ場面で集中ができ、
穏やかに授業を受けるようになりました。

教科書とプリントだけでは、本人の興味関心や集中が続かなかったけ
れども、
様々な学習を取り入れる事で、結果的に集中が続くようになりました

他の事例では、



宿泊学習に行く際、
家以外で宿泊経験がなく、泊まることは考えていないが、

無理はさせたくない、とまらなくてもいいというがそれで本当に良いのか、
というご家族と、
先生と、お話をさせて頂いた際、

「お子さんの学びを重要視するのであれば、参加できそうな活動への参加
泊まらないスケジュールで設定してみようと思います。

集団参加を重要視するのであれば、

みんなと同じような流れの中で、休憩したいときに出来る環境の設定をしま
す」
と提案してくれ、
お母さんも、

「無理をさせない」ということ自体、本人にも先生にも申し訳ないと感じて
いたのが、
本人の学びを大事にするための、必要なことが、
泊まらないスケジュールにしていいんだ、と納得できていました。

目標をしっかり共有したことで、同じ方向性を向いていた事を確認出来まし
た。

お子さんに対する目標を、しっかり共有することで、

今どんな事にチャレンジ出来るのか、考える事が出来るのではないでしょう
か。



失敗をさせない為に、ではなく、
本人が成功できる目標を考え、
それを先生やご家族が同じ方向を向いていれば、
おのずと本人にあった目標が見えてくるのではないでしょうか。

幼稚園・保育園でのお遊戯会、
全て参加することが目標のお子さんもいれば、
自分のクラスが出る時間だけ参加のお子さんもいれば、
自分の出番だけ出るお子さんもいていいと思います。

大事なのは、
お子さんが達成感を感じ、自信が付く事です。



例えば、
運動会に参加したいけど、
不安が様々あり、なかなか参加出来ないお子さんがいたとします。

まず、みんなの動きを見学することから始め、
隣で先生が付きながら動きを覚えていく

そばにいるけど、見守るだけで自信を付けさせ、
徐々に離れていく。

褒められる事や注目してもらうことが好きなお子さんにとっては、
「頑張っている自分を見てもらえている」「褒められたい」
という思いから、
先生がいなくても自分は頑張れる、に変わっていきます。

お子さんに合わせた伝え方をしていくことも大事ですね。



目標を共有し、幼稚園保育園や学校で上手くやれたとしても
家だという事を聞かない、宿題をやらない等聞くことがあります。

手順としては、「帰ってきてすぐやったほうが、後遊べる。その方が
良い」と思うかもしれません。
でも、学校でも頑張ってきたのに、
そのまま頑張る余力がお子さんに残っていないのかもしれません。

私は
仕事が終わったら自宅に帰って、夜お菓子を食べます。

疲れる作業があった日には、お昼にちょっと高めのデザートを食べま
す。

お仕事をされている方、家事をされている方、色々だと思います。

でも、自分なりになんらかのご褒美設定をしていませんか？

その日、ではなくても、週末にとか月末に、でかけよう。何かを買お
うなど。

それは、どんな人でも自然にやっていることです。
「ご褒美がないとやれない」とネガティブに受けとるのではなく、

ご褒美設定があることでチャレンジ出来た、頑張れたとポジティブに
考えてみて下さい。



だからといって、ご褒美になにか買えということではなく、

終わったら公園で遊べるよ、ゲームやっていいよなど本人の好きな遊び等そ
んな程度でも良いと思います。

宿題も、宿題の習慣で出しているのであれば、簡単なものにしてもらう

復習としてやるのであれば、宿題に取り組む為のスケジュールを本人と相談
する、で良いと思います。

「ご褒美が無いと何もしなくなる」のではなく、ご褒美の設定期間が、その
日、から次の日、１週間、１ヵ月等、
伸ばせるようにしていき、期間が伸びていくことが成長にもなります。



お子さんと関わる中でも、

上手く出来なかった、という事日々あると思います。
失敗したとしたら、本人にとってハードルが高かったり、
タイミングが良く無かったりすることもあります。

今日お話しした、物事の肯定的な見方を思い出してもらい、

「これしかできなかった」という否定的な見方ではなく、
「今日はこれが出来た」と肯定的にとらえたり、

スモールステップの考え方から、

最終目標にしていた事は達成できていなかったけど、一つでもないか
出来ていたとしたら

「今日はこれができていたじゃん」と達成感を得ながら終える事が出
来ます。

スモールステップの考え方は、
保護者自身にも当てはまり、

お子さんとの関わりの中でも、今日の自分が出来そうな事を目標にし
て、
「今日はこれが上手く出来たからすごいじゃん自分」と、



自分をほめ、
スモールステップを積み重ねていくことで、
自信になり、気持ちに余裕がでてくるのではないでしょうか。。



自己評価が低いお子さんは、
「自分はダメなんだ」
「どうせやっても無駄だ」とやる前から諦めたり、
「またテストの点数が低かった。」と結果を重く受け止めがちです。

自己肯定感を育てる為には、

自分が頑張った所や良かった所、出来る所に目を向けることが大切で
す。

悔しかった、残念だったという気持ちに寄り添いながら、
頑張ったことを話せるとよいと思います。



療育について、お子さんと関わるうえで大切にしてほしいこと、
対応例やスモールステップの考え方などお話してきました。

お子さんを取り巻く環境の中で、ご家族の存在は欠かせない存在です。

ご家族だけで解決が難しいこと、
どうしたら良いか分からないことは、

家族だけで悩まず、
相談すること。

分かってくれる人が増えることで、色々な面からお子さんの状況が見
え
解決につながるヒントが沢山見つかるかもしれません。
お子さんやご家族が楽しく生活していくためにも、

ぜひ、お気軽に相談して頂ければと思います。
今日のお話で、少しでも皆様のお力になれたら幸いです。
ご清聴ありがとうございました。


