
知的障害への理解と対応

知的障害と自閉症の対応



発達障害とは？

• 認知（物事を考えること）、言語（ことば）、
運動、社会的スキル（生活能力）の獲得に
問題が生じる

• 発達の遅れ、質的なゆがみがある
• 症状が発達期に現れ、成人期まで持続す
る 精神遅滞（知的障害）(MR)

学習障害(LD)
発達性協調運動障害(DCD)
広汎性発達障害(PDD)

注意欠陥多動性障害(ADHD)

目に見えない発達上のゆがみや遅れを発達障害という



発達障害の原因等

• 脳の機能不全による先天的な障害
–後天的に発症することはない
–対応が悪いと二次障害を引き起こす場合がある

• 発達障害にかかわる遺伝子の存在
–いくつか発見されているが断定はできない

• 養育状態によるものではない
–虐待など、不適切な養育で発達障害に似た状態
になる

発達障害は先天的な障害だが、原因はわかっていない



気になる状態と考えられる発達障害

• 落ち着きがなく衝動的である
• 人とかかわれず自己中心的
である

• こだわりがありコミュニケー
ションがとれない

• 全体的に発達が遅れている
• 学習につまずいている
• ことばだけが遅れている
• 発音がおかしい

ADHD

アスペルガー障害、
高機能自閉症

自閉症

知的障害

LD

言語発達遅滞

言語障害

子どもをよく観察し、主となる問題や困難を特定する



知的障害(精神遅滞；MR) とは
• 発達や知的能力が全体的に遅れている状態

–同年齢の子どもに比べて著しく幼い
–同年齢の子どもに比べて著しく手がかかる

• 知能指数(IQ)70未満がひとつの目安
• 早生まれや劣悪な養育状態で起こるもので
はない

–早生まれ、養育の悪さでも遅れはあるが、適切な
環境で追いつくことができる

知的障害 とは発達の全体的遅れ



知能指数の分布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）



広汎性発達障害（PDD）とは
1. 社会性の障害

– 視線が合わない、友達が作れない、喜びを分
かち合えない、他人の気持ちが理解できない

2. 行動の特異性（想像力の障害）
– 儀式的行動、常同的な反復行動、こだわり

3. コミュニケーションの特異性
– 一方的に話す、独り言、場にそぐわない発言

アスペルガー障害、高機能自閉症(HFA)とは
知的能力が高いPDD

自閉症とは、知的障害のあるPDD



自閉症の子どもの特徴

• 視線が合わない、合わせようとしない
• コマーシャルなど、場に合わない独り言を言う
• ことばがなく、奇声をあげる
• 特定のもの（水、鍵、食べ物など）にこだわる
• 回るもの、光るものに強く関心をもつ
• 人に対する関心が乏しい
• 意味のない空虚な笑いが見られる
• 同じ動きを繰り返す（くるくる回るなど）

知的な遅れや能力の著しい偏りから、社会適応が困難になる



知的障害のある人々の生活



「ノーマリゼーション」ということば

• 「精神遅滞者（知的障害者）の住居、教育、
仕事、そして余暇の条件を通常にすること。そ
してそれは、すべての他の人々が持っている
法的権利や人権を、彼らにもたらすことを意
味する」 (バンク－ミケルセン：デンマーク)

障害があっても､
障害のない人と､同じ生活条件で

生活することが当たり前であるということ



いわゆる障害者の施設

生活

就労 余暇活動

地域



グループホーム

会社
作業所 さまざまな娯楽施設

自立した生活

地域社会

生活

就労
余暇

生活､余暇､就労がそれぞれ保障されていること



知的障害支援の基本



支援の基本的な考え方

６．特性に応じた支援

４．チームアプローチ

１．自己肯定感を育てる

２．本人への対応

自己決定を育てる
人間関係を深める
自己解決法

３．活動支援
（作業支援）

５．集団全体への対応

関係者・保護者・専門機関

個別計画



１．自己肯定感を高めるかかわり
• 子どものやる気を高めるかかわり

• できたという成功体験をあたえる

• 自分はできるという自信を育てる

• 自分でも役に立つという体験を与える

親しく声をかける、子どもの話に関心を持つ

できることから始める、無理のない目標設定

当たり前のことができたらほめる、みとめる

子どもに役割や仕事を与え、
できたことをほめる

できたことを認め、ほめてのばし、自分を好きになる



２．本人への対応(1)：自己決定
• 自分で選ぶ、きめる

• 自分で身の回りの行動管理

• 自分の気持ちを表現する

好きな遊びやおやつを自分で選ぶ。

仕度をする、片づける

YES、NOをはっきり言う
思ったこと、感じたことことばで表現する

自己決定の機会を保障し、決定を尊重する＝個の尊重



2(2)人間関係を深めるかかわり
• 人とのかかわり方を学ぶ：SST

• 年齢相応のつきあい

説明を聞き、具体的なかかわり方（スキル）を
体験を通して学ぶ（後述）

精神年齢を考慮しながらも、年齢相応のかかわりを教える
趣味や特性を同じくする友達との出会い
ゲームの他に､趣味を持たせよう

人とのつきあい方を具体的に教えましょう



獲得が期待される能力
例：おもいやり

傷ついた友達を慰める
お年寄りに席を譲る
落とし物を届ける

いじめられている友達を助ける

ソーシャルスキルトレーニング
説明を聞く

練習する（ロールプレイ）
評価（いいところを見つける）
日常場面で実行する

スキルをきめて具体的に教え､社会性を育てる

SSTの基本的な手続き



2(3)自己解決法（ちょっと高度）
• 感情的にならず冷静に

• 何が悪いのかを本人に気づかせる

• どうすればよかったのか（次どうするか）本人
と考える

• 少しでもできたことを評価する

「何があったか、ゆっくり話してごらん」

「それはいい言い方かな？」

対応の仕方をいくつか提案して選択させる

｢怒らせないようにうまく言えたね！｣

すぐ教えるのではなく、子どもに考えさせること



自分に必要な支援や活動を
自分できめる



１．困っていることはど
んなことですか？

２．この一年で､どうなり
たいですか？

３．教師､親にして欲し
いことは？（選択肢を提
示しても良い）

４．して欲しくないこと
は？（選択肢を提示しても良い）

自分のことが
自分でできない

一人で洗濯機が
使えるようになりたい

洗剤の分量を見て欲しい

他は口出ししないで欲しい

状況を具体的に質問し､問題の過程や本質を分析する



短期目標 して欲しいこと･して欲
しくないこと

結果･がんばった
こと

長期目標 自分はどうなりたいのか（自立生活を送る）

次の目標

教師･親に
手伝って欲しいこと､
して欲しくないこと

（洗剤の分量を見てほしい｡
ほかは口出しをしないで

ほしい）

できるようになったこと
がんばったこと
（洗濯機の使い方を
マスターした）

洗濯物を干す

今できることは
何か

（週２回洗濯する）



３．活動支援

• ひとりでできることは､自分でさせる

• 自信がないときは支援ツールを使う

• できないときには､プロンプト

• プロンプトはフェイドアウト

そばで見守り､できたらほめる

スケジュール表､手順表､絵カードなど

ことばで → モデル提示 → 手をかけて

できるに従い､援助を段階的に減らしてゆく



４．チームアプローチ

• 支援チームを組織する
–どんな支援者がいるか

• 保護者をメンバーに入れる
• 協働作業の精神

• 支援・指導計画、指導マニュアルの作成・共
有

チームを組んで話し合い、
結果を文書（個別計画）にまとめ共有を

メンバーはお互いを尊重し､解決志向で話し合う



５．集団全体への対応

• ルールの確認

• 良いことはモデル提示

• ロールプレイで練習を

• 個人をほめる､みんなをほめる

していい事､いけないことをみんなで確認

良い行いを実際に演じてみせる

して良いことをみんなで演じて練習する

みんなががんばったことをほめて強化する



６．特性に応じた支援



知的障害のある子への対応



知的障害のある子どもの特性

• 認知機能の遅れ､精神発達の遅れ
–知能検査､発達検査から発見される

• 認知機能の特異性
–軽度知的障害：知能構造は正常｡遅れのみ
–中､重度知的障害：特異な知能構造｡個人内差

• 学習された無力感
–失敗経験の積み重ねから､動機付けが低下する
–成功への意欲が低下する

認知機能の特異性：先天的､無力感：後天的な問題



知的障害の子どもへの対応

• 年齢相応の扱い
• 知的能力（精神年齢）にあった教え方
• 生活に役立つスキルを教える
• できることから始め、できたときは必ずほ
める

• スモールステップで教える
• 体験を通して教える

赤ちゃん扱いは人権侵害

成功体験が大事

一緒に遊ぶ、作るなど

みんなと同じ､でもわかるように｡体験､スモールステップ

理解できる説明



施設指導員マニュアル
（久田,1996）より個を尊重する対応(1)

• その人の個性・特性の把握
• 信頼関係の確立：ふれあう時間を多くする
• 心を開いてくれない人には、心を開いてくれる
人を見て学ぶ

• チームプレイ
• 第三者の意見を聞く
• 一人一人の個性に応じたコミュニケーション
の方法

• 時間をかけて繰り返し説明
その人となりを十分理解しようとすること



個を尊重する対応(2)

• 経験していないこと→体験を通して教える
• 選択肢をいくつか提示する、増やす
• 「ノー」を受け入れる
• 「ノー」と答えるときは説明を
• 問題行動を理由に、自己決定を制限しない
• 最重度障害の人も自己決定を保障する
• 意見や決定を変える権利を認める

自己決定は基本的人権の一つであることを忘れずに



ダウン症の子どもへ

• 学力は低いが精神年齢は遅れていないこと
がある

• 感受性が高い
• ほめられてのびる
• 音楽やリズム感がすぐれている
• 肥満、感染症に注意

人間味あふれる人たちです

おだてにのってくれます

心臓、体が弱い

集団の中で育てること
役割を与え誉めること､悪いことは毅然と叱る



知的障害の子どものカリキュラム
＜基本的な考え方＞

自己決定

余暇

（社会）生活

就労

生きるために必要な４領域と優先順位



自立につながる10の技能（スキル）
コミュニケー

ション 
身辺自立 家庭生活 

社会的スキル 実用的な 

読み書き計算

就  労 

余  暇 地域活動 健康と安全 

 

 
自己決定

生きるために必要な技能＞教科学習



広汎性発達障害（PDD）への対応



自閉症の子どもへの対応
• Simple
• Small step

• Sight or Schedule

• Reinforcement

• Routine
• One to one

３S2R1:３つのS,２つのR,１

課題や指示は簡潔に

課題はひとつずつ、できたら次の課題へ

見て確認できるための視覚的手がかりを

うまくできたらごほうびを（トークンなど）

パターンをきめて繰り返し教える

一対一で教える



指導の基本①：Simple

• 環境の整備、設定

• 課題の始まりと終わりがわかるように

• 結果に対して素早く対応

• 成功には賞賛、ご褒美を

活動に必要な物だけを置くこと

がんばって最後まで → 「５枚貼りましょう」

「それでいいんだよ」「違います。○○だよ」

設定も課題も対応もシンプルに



ズボンを腰まではかせたとき、ファスナーをあげる

指導の基本②課題分析
スモールステップ(Small steps)

ズボンを膝まではかせたとき、腰まで上げてファスナーをあげる

ズボンに両脚を入れてあげたとき、自分であげてファスナーを閉める

ズボンを広げてあげたとき、両脚を入れてはく

「ズボンをはきなさい」と言ったとき、ズボンをはく

順番に強化：少しずつ基準をあげる＝支援を減らしていく



指導の基本③見て理解できるように
sight or Schedule

着替え
（畳）

言語指導
（個室）

制作活動

遊具
ロッカー

教師のスペース 教師用机

本棚

テレビ
勉強する
とこと

絵を描くと
ころ

ことばの
勉強

着替え
体育が
ある

ひとつの場所でひとつの活動だけ



規則正しい生活支援のスケジュール表

絵カードや写真カードで見通しを持たせる



指導の基本④：強化(Reinforcement)

• 子どもの行動生起頻度を上げる行為
• ものとかかわり

–おやつ、飲み物、ご褒美
–ほめことば、スキンシップ、名誉

• 与え方にも工夫が必要
–回数、タイミング
–内容、量

強化とは子どものやる気を育てるかかわり
わかりやすい強化（子）を！



トークンシステム

１０００ポイント：ゲームソフト
５００ポイント：カラオケボックス３時間
１００ポイント：カード１０パック
５０ポイント：カード３パック
１０ポイント：おやつ

よいおこない
手を挙げて発言した：１ポイント
声をかけてからものを借りた：２ポイント
悪口にことばで反論した：３ポイント

忘れ物をしなかった：２ポイント 約束を具体的に
価値のないシールやスタンプ

ポイントを集めてものと交換
ごほうびに差をつけること
今の楽しみを我慢する練習

与えるときにはもらえた理由を
認識させること

ポイントを与え､ごほうびと交換するシステム
（計画的に実行すれば､かならず効果があります）



指導の基本⑤繰り返しの原理
Routine

すべり台 トランポリン

平均台大玉

場所と活動の特定化、繰り返し

連鎖を中断→要求行動

何度も繰り返すことで見通しがもて定着する



指導の基本⑥：個別指導
one to one training

個別指導
みんなと別の場所で
集団の中で

３つの指導形態を
バランスよく！

PDDには個
別指導が
必要

日常生活場面での指導
家庭で
コンビニで
公園で

シミュレーション指導
（擬似的な場面）
ごっこあそびなど

できるだけ一対一で教える機会を作ること



自閉症へのコミュニケーション支援

• 要求手段を教え､要求に素早く応じる

• コミュニケーションの場の設定

• 視覚支援の活用

• ことばに代わるコミュニケーション手段

「ちょうだい」「おねがい」「おかわり」

何かをほしがる場面を活用すること

絵カード､写真カード､具体物を使うこと

身振りサイン､絵カード､VOCA

要求､視覚支援､身振りサイン



問題行動への対応



問題行動：望ましい姿を強化

問題行動
正しい自己主張
妥当な自己表現

騒ぐ 「教えてください」と言う

強化

分化強化：「～しない」 → 「○○しましょう」



対応(3)ほめる、無視する、罰する

• 望ましい行動

• 悪くない行動

• 問題行動
– してほしくない行動
–許しがたい行動

強化（大）
たくさんごほうび、ほめことば

強化（小）
少しだけごほうび・少し認める

消去
無視、ルールを繰り返し言う

教育的な罰
活動の制限、タイムアウト

Web資料：問題行動対応マニュアル



例）授業中騒ぐ

• 望ましい行動

• 悪くない行動

• 問題行動
– してほしくない行動
–許しがたい行動

黙って学習に取り組む
＜誉める＞

さわがないが学習もしていない
＜静かにしていることを誉める＞

騒ぐ
＜今すべき事を冷静に繰り返し伝える＞

大声､授業妨害
＜別室で指導＞

少しの変化を認める、段階に応じた冷静な対応



事前の対応
起きたらクールダウンパニックの原因と対応

見通しがもてない スケジュール表

予期せぬ事態、予想外の出来事 リハーサル

フローチャート

能力以上の課題 能力にあった課題

誤った現状認識、認識できない 視覚教材

認知行動療法

人の中にいるのがつらい SST、居場所の
提供

指示、話の意味が分からない 具体的な会話

視覚教材ことばで伝えられるように！



障害者施策､教育の変遷

時代 福祉 教育

ノーマリゼー
ション前

大規模施設による
隔離政策

就学猶予･免除､分離
教育

ノーマリゼー
ション後（１９８０
年代後半まで）

公平･平等

脱施設化

インテグレーション

義務教育（分離教育）
１９８０年代後
半以降

QOL、バリアフリー
個別化

個に応じた支援

統合教育の方向性

２１世紀 アメニティー

UD
統合教育

UDL



障害者施策､教育の変遷

時代 福祉 教育

ノーマリゼー
ション前

大規模施設による
隔離政策

就学猶予･免除､分離
教育

ノーマリゼー
ション後（１９８０
年代後半まで）

公平･平等

脱施設化

インテグレーション

義務教育（分離教育）
１９８０年代後
半以降

QOL、バリアフリー
個別化

個に応じた支援

統合教育の方向性

２１世紀 アメニティー

UD
統合教育

UDL

分離

同じ･一緒

個別化

個別化･快適さ･便利さをすべての
構成員へ適用



まとめ

• 包括的な対応を

• 自己決定は人としての権利

• 特性に応じた支援を

• 障害ではなく､その人自身を見る

できることを､できることからはじめましょう

本人と考え､本人がきめる

知的能力､自閉の特性を知る

障害は､その人の特性の一つでしかない

ノーマリゼーションの実現に向けた支援を！



長澤研究室

http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/
メールマガジン、特別支援教育・発達障害の情報、資料



この資料は､
ここをクリック！


