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1．共通するかかわり 

障害の有無にかかわらず、 
子育てに求められること 



1-1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 

子どもに仕事を与え、感謝する 
家の仕事､係活動 

どんなことでもいいのでほめて伸ばしましょう 



上手なほめことば 
ことば もっといい言い方 

すばらしいね 

がんばったね 

じょうできだよ 

すごい。 
全部できたね 

今度は３つのうち 
２つもできたね 

○○をすれば 
こんどはちゃんとできるよ 

ほめことばの公式＝行為＋ほめことば＋（助言） 



1-2身辺自立の指導 
• 規則正しい生活の中で繰り返し教える 

 
• はじめは手をかけ、少しずつひいていく(例) 

 
• 少しでも自分でできたら必ず誉める 

 
• 失敗しても叱らずに「次」を教えよう 

同じ時刻、同じ場で、根気よく、楽しく 
 

全部やってあげる→少しずつ手をひく→ひとりでできる 

完璧でないのは当たり前。できたことを誉める 

「今度は○○しようね！」 

繰り返し、援助→援助を減らす、できたら誉める 



1-3基本的生活習慣とは 

1. 排泄の完成 
2. 食事のしつけ 
3. 着脱のこと 
4. 清潔の習慣 
5. 睡眠の習慣 
6. あいさつ、コミュニケーションなど 

子どもは大人のまねをする
ことで生活習慣を獲得 

 
生きていく上で必要なこと 

 
親の愛情を受け、心理的

安定が得られる 

近年では、さまざまな疾患と生活習慣が密
接な関係があることがわかった 

さらに、安定した生活習慣と学力と深い関
係があることも知られている 

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file65.htm�


ルールを教える 
• 規則正しい生活の流れ 

 
• ものの使い方など､基本的なマナー 

 
• あいさつや人への接し方 

 
• できたかどうか､かならず評価すること 

活動の順序性を教える→時計に従った生活 

食事やトイレなど､使い方を個別に教える 

大人が見本を見せてまねさせること 

家庭内にはルールがあり､ 
ルールを守るとほめられることを教えます 



1-4自己選択 
• 自分で選ぶ、きめる 

 
 
 

• 何度か繰り返し、子どもに選択させる 
– 選択できる活動や遊びをいくつか繰り返し、子ど
もに選んでもらう 

 

ブランコと滑り台､どっちで遊ぶ？ 

このＴシャツとこれとでは､どっちがいい？ 

すべり台とブランコを交互に体験→遊びの選択 

選択の機会を与え､選択肢と結果を示す 



2．発達段階に従った目標設定 

資料:遠城寺式発達検査 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 



発達検査の活用 

• 子どもの発達の様子を客観的に知ることがで
きる 

• 子どもに次に獲得して欲しい行動がわかる 
• 注意！ 

– 個人差があります。結果で一喜一憂しないこと 
– あくまでも目安です。 



まだ獲得していないが、
獲得できそうな項目を

見つけ、 
指導目標にする 

発達検査 



3．対応の基本 

お子さんに何かを教えたい、 
おぼえてほしいときの対応 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 



行動論に基づく指導技法 

目標 
うまくできる 
ための 

テクニック 

うまくやり 
続ける 
ための 

テクニック 

発達検査などから、子どもができそうな目標を選ぶ 



3-1うまくいくためのテクニック 

事前の対応 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 



教える前の準備 

• 学びにふさわしい環境 
 

• 一人でできるためのヒント、支援 
 

• 生活の中の、自然な場面で 
 

• スモールステップで教える(説明) 
• 意欲を高める(説明) 

集中できる、必要なものだけがある、興味のあるものを使う 

絵カード、お手本、手順の写真など 

(例)朝の着替えのときに、ひとりで着替えることを教える 



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 



スモールステップ（買い物） 
商品を探す 

レジに並ぶ 

財布からお金を出す 

お金を払う 

お釣りとつつみを受け取る 

家に帰る 

順番に教えるやり方と、逆から教えるやり方の2種類 



意欲を高める 

• 意欲を高める環境設定、文脈の工夫 
– 高いところに欲しい物を置く 
– 絵かき用の紙だけを渡す 
– 複数の欲しいもののひとつは自由にとれるが、あ
とは自由に取れない 

– 遊びを途中でやめる 

当事者がしたくなるように 
小さな意地悪（工夫）をすること 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 

例 



3-2うまくやり続けるための 
テクニック 
事後の対応 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 



結果に対するかかわり方 

• 結果に対してすばやく対応 
 

• うまくできたら賞賛、ごほうびを 
 

• うまくできないときには援助を 
 

• 少しずつ認める(説明) 

「それでいいんだよ」「違います。○○だよ」 

ほめことば、スキンシップ、遊び、おやつなど 

ことばでヒント→お手本を見せる→手をかける 



ごほうびの選択 

• 好み、好きなこと、ものを調べる 
– 遊び、おやつ、活動、場所、人、本、キャラクター 

• 課している課題に見合うだけのごほうびを 
• 生活の中に含まれているごほうびを 

– おやつを増やす、ゲームの時間を長くするなど 

• ものより賞賛やスキンシップ、遊びなどの社
会的なごほうびを 
 
子どもができたことを喜びをもって受け入れ、認めること 



少しずつ認める 
• 不完全でもまずは認めよう 
• できるに従って基準をあげる 

– 例)「ちょうだい」 

○：「ちっ」 

○：「ちょうだい」、×：「ちょう」 

「ちょうだい」と
いえるように
なった！ 

○：「ちょう」、×：「ちっ」 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 



例 

Tシャツをひとりで着る 
朝の着替え 
一対一で 
親がモデル 

Tシャツを広げる 

少しでもひとりで 
着たらほめる 
軽くハグする 

 
最後までひとりで 
着たら、強くハグ 

する 

目標を定め、教えるための条件を整え、 
少しでもできたらほめること。この繰り返し 



発達検査 

できるようになったら、検査で評価。定期的に評価。 



4．指導プログラム 

言語指導を中心に 



本の紹介 

 
学苑社http://www.gakuensha.co.jp/ 

 

http://www.gakuensha.co.jp/�


言語指導プログラムの特徴 

• ０歳から２歳の子ども(発達段階)を対象 
• 50の文献から、この段階のコミュニケーション
行動を選択・系統化 

• 目標を発達順に並べ指導内容に対応 
• 効果的な指導技法を採用 

 
• 個別の指導計画作成が可能 

 
 

具体的なかかわり方の指導例が紹介されています 

CM:「きっとお役に立てると思います」 



言語発達段階（一部） 

段階Ⅰ ０から１ヶ月 不快なときに本能的に泣く 

段階Ⅱ １から４ヶ月 快・不快で異なる声を出す 

段階Ⅲ ４から８ヶ月 大人の注意を引くために声を出す 

段階Ⅳ ８から12ヶ月 声を模倣する 
二つぐらいの語彙を持つ 

段階Ⅴ 12から18ヶ
月 

一語文で要求する 
絵を見て名前を言う 

段階Ⅵ 18から24ヶ
月 

動詞､形容詞を使う 
二語文を使う 



・注意を引くために声を出す。                                                 5-13 
 ・有意味語が増加する。                                                      5-14(1)-(9) 

  （要求、物の名前の命名、状態を表す、動物の鳴き声） 
 ・指さし行動が徐々に減少する。 

 ・簡単な単語を繰り返したり、話の重要な部分を模倣する。                          5-15 
 ・動作を表すことばを使う。                                                    5-16(1)-(3) 

 ・要求を身振りで示す。                                                       SE2(1)-SE3(6) 
 ・ことばで欲しい物を要求する。                                                5-17(5-14) 

 ・「じー」、「ばー」など親しい人を現すことばを使う。                                5-18 
  ・体の部位を言うことができる。                                                 5-19 

 ・「これはなあに」という問いかけに答える。                                       5-20 
 ・表現語彙が20から40ぐらいになる。                                            5-21 
 ・身近な物の名前を言う。                                                     5-21(1) 

 ・絵カードや絵本などを見て物の名前を言う。                                     5-21(2) 

指導段階表（一部） 



 
──────────────────────────────────────── 

 ＊ NO 5-14(2) 有意味語が増加する(2) 
 ねらい：欲しい物の名前に近いことばでおもちゃを動かすことを要求する。 

──────────────────────────────────────── 
 ＜指導内容例＞ 

１ ぜんまい仕掛のおもちゃで遊ばせる。 
２ おもちゃが動かなくなったとき、子どもの自発的なことばを待つ。 

３ おもちゃの名前（もしくはそれに近いことば）や、「ヤッテ」、「コレ」、などおもちゃを
動かす要求と思われることばを言ったとき、ぜんまいを巻いて動かしてやる。 

４ かえるのおもちゃを「ピョンピョン」と言って動かしてみせる。 
５ 子どもが「ピョンピョン」と言ったとき、かえるを動かしてみせる。 

 ＜教材・教具＞ 
 ぜんまい仕掛のおもちゃ。空気ポンプで動くかえるのおもちゃ。 

 ＜留意点＞ 
 要求の機会を多くするため、初めはあまりたくさんぜんまいを巻きません。 

──────────────────────────────────────── 
 

指導内容表（例） 



ことばを育てる姿勢 
• 伝えたい、知りたいという意欲 
• 一対一で、みんなで 

 
• 生活すべてがことばの学習の場 
• 計画的に 

 
• 「形」にこだわらない 

 
 

集中できる工夫、経験を増やす工夫 

目標を明確に、発達段階にあわせて 

ことば、指さし、身振りサイン、絵カードなどの手段 

ことばを学べる環境作り、条件整備 



言語指導の基本的な考え方 
（ことばの理解） 

1. 教えたいものや活動を一緒に見つめる 
 

2. 一緒に活動する 
 

3. 活動を繰り返す 
 

4. ごっこ遊びを楽しむ 

教材を提示し「ほら、○○だね」と声をかける 

大人の一つ一つの行動をまねて、習得する 

パターンを覚えることで、活動の知識を取得する 

役割、役割交代、相手の理解 

活動について知り、その活動に必要なことばを理解する 



言語指導の基本的な考え方 
（ことばの表出） 

1. 要求することを教える 
2. 指導にふさわしい場を設定する 

 
3. 自発性を高める工夫をする 

 
4. 子どもの反応にはすぐに応じる 
5. うまくいかないときには援助する 

 

まずは要求行動 

言語使用にふさわしい場､文脈､シナリオ 

｢ことばを話したい｣という意欲､動機付けを高めること 

シェイピング：ミ→ミカ→ミカン 
リキャスト：「ミ」→｢そう､ミカンだね｣ 



5．特別支援学校 



特別支援学校 
• 視覚障害､聴覚障害､知的障害､肢体不自由､病
弱 

• 一人一人に応じた教育 ２ ３ 

• 専門性の高いスタッフ(教員免許)､充実した施設 
• センター的機能 

– 教育相談､地域の特別支援教育支援 
• 総合特別支援学校化 

– 複数の障害種への対応 
在籍133,000人（H25)、昨年度より3,000人増(全国) 

10年間で在籍率1.39倍に(久田,2013) 速報値 

引用：文部科学省 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/houdou/__icsFiles/afieldfile/2013/08/07/1338338_01.pdf�


特別支援学級 
• 比較的軽度の障害のある児童生徒の教育 
• 知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難
聴、言語障害、自閉症と情緒障害 

• ８名で１学級 
• 補助教員の導入（市町村） 
• LDやADHD等の対応も可能（通級による指
導） 

• 通常学級との交流学習促進：弾力的運用 
129,994人（H23)(全国） 

10年間で在籍率2.17倍に(久田,2013) 

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Top2/152/794/250130-tokushi-gaidorainn-new.pdf�


知的障害の特別支援学校（例） 

新潟大学教育学部 
附属特別支援学校 

図書 

http://www.kyoikushinsha.co.jp/book/0239/index.html�


6．新潟市の相談機関 

• 教育相談センター 
• 特別支援教育サポートセンター 
• 幼児ことばと心の相談センター 
• 発達障がい支援センター 
• 児童相談所 
• 附属特別支援学校 

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/soshiki/soshikiinfo/kyouikuiinkai_top/kyoikusoshiki/kyoiku_soudanc.html�
http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/tokubetu/tokushi/�
http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/syogai/sodan/sodancenter/index.html�
http://www6.ocn.ne.jp/~join/link.html�
http://www.city.niigata.lg.jp/chuo/shisetsu/kosodate/sonotajido/jidousoudan.html�
http://www.ginzado.ne.jp/~sunayama/�


長澤研究室 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

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 

 

http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/�
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