
軽度発達障害の指導
ソーシャルスキルトレーニング



ソーシャルスキルとは？

• 社会生活を送る上で人との関係を確立し、円
滑な人間関係を維持するスキル（技能）

• そのための訓練をソーシャルスキルトレーニ
ング（SST）という

意義
社会生活を送るために必要なスキルと

スキルの使用を学ぶことで、
人との関係を気づき、円滑な社会生活を送る



表 ５つのソーシャルスキル

領域 具体例

仲間との関係を保つス
キル

遊びに誘う

手助けを申し出る

自分をコントロールする
スキル

感情を抑える

葛藤場面で妥協する

授業を受けるためのス
キル

先生の話をよく聞く

一人で作業を続ける

相手に合わせるスキル 指示に従う

学級の決まりを守る

話すスキル 会話を続ける

相手の話題に合わせる



社会生活上のつまづきの過程

微細脳器質変異

認知の特異性 自己コントロールの未発達経験の少なさ
誤った対応

ソーシャルスキルの欠如・使用困難

社会生活上のつまづき
対人トラブル



SSTの手続き

1. 実態とニーズの把握
2. 指導領域、目標の選択
3. 指導計画の作成
4. 指導（SST）

5. 評価

説明を聞く
スキルの選択
ロールプレイ
評価



実態とニーズの把握

• 社会性のアセスメント
–社会性チェックリスト
–身につけさせたい社会的スキル

• 行動観察
– ABC分析、日常生活場面の分析

• 知能検査
– WISC：認知の特異性
–ビネー式知能検査：精神年齢

関係資料

関係資料



指導領域・指導目標の選択

• 必要な領域・目標
–アセスメント、行動観察

• 指導場面の選択
–通常学級、通級指導教室、家庭
–道徳、自立活動、行事（礼儀作法）

• 指導者の決定

＜領域＞
集団参加

言語的コミュニケーション

＜目標＞
ルールを守る
自分の意見を言う



人とのかかわりの指導
（ソーシャルスキルトレーニング）

社会的能力
例：おもいやり

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

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



様々な指導方法

• スクリプトによるSST
• ロールプレイ
• 文章によるSST：ソーシャルストーリー
• 会話の視覚化：会話まなボード
• 絵カードを使ったSST
• 認知行動療法
• 自己解決法

–自己選択を促す方法

関係資料

関係資料



スクリプト（シナリオ）によるSST
• コミュニケーション場面を特定化する

• 場面にあった台詞を考える

• ロールプレイ
• 自己評価

となりの人と話す、ゲームをする、ものを借りる

「おはよう」「ゲームしよう」「貸して」

自己評価カード・ビデオモニタリングなど

家庭、学校両方で実施
慣れてきたらパターンを少しずつかえる

同じような場面でも実行する



スクリプトによるSSTの例
－ 上手に断る －

• 皿とコップを準備する
• 指導者が、子どもがあまり好きではないおや
つをすすめる

• 子ども：「○○は苦手なので、◎◎をください」
• 指導者は◎◎をあたえる。
• 子ども：「ありがとうございました」

場面を設定してスクリプト（シナリオ）を作成する



（応用）場面に応じた対応・ルール

遊び 場所 よい わるい

鬼ごっこ 体育館 「一緒に入
れて」

「バカ！」

叩く

トランプ 教室 負けても泣
かない

カードを投
げ捨てる

遊びの自己選択
ルールの確認とロールプレイ

自己評価

関係資料



ロールプレイの実際

• 趣旨説明と設定
–例）悪い仲間からの誘い。断り方を学ぶ

• ロールプレイ
–例）「ちょっとつきあえよ、○○先輩がおごってくれ
るってさ」

• 評価、話し合い
– もっと良い言い方
–再度ロールプレイ

ちょっと用事が・・・
少しだったらいいけど・・・

すみません。７時に弟を迎えにいくので。
これからバイトにいかなければならないので失礼します。



より効果的な言い方：アサーション

• さわやかな自己表現、自己主張
• 自分も、相手も大切にした自己表現
• 例）列に割り込まれたとき

–×「後ろに並べよ！」 ×ぶつぶつ不満を言う
–○「ここはみんなが並んでいますので、後ろに並
んでいただけませんか？」

• どのような言い方が、自分にとっても相手にとっても良いのかを考え、
表現できるように教える



ルールの理解：文章で教える（ソーシャルストーリー）

• 私は 中学校 年 組の です。毎日元気に登校して、
勉強しています。一番好きな教科は 、苦手な教科は です。
勉強は難しいときもあるけれど、私はこの中学校が好きです。

• しかし、今日イヤなことがありました。携帯電話を学校に持っていっ
たところ、 先生に見つかり、叱られました。その理由を考えてみ
たいと思います。

• 携帯電話は大変便利な道具です。たとえば、 でき
ます。 できます。とても便利だと思いますし、私に
とって必要なものです。

• しかし、携帯電話を中学校に持ってくると、都合が悪いことがありま
す。まず、学校の規則では携帯電話を持ってくることが認められてい
ません。携帯電話をみんなが持ってくると、授業に身が入らず、勉強
が遅れます。また、持っていない人がうらやましがって、盗ってしまう
かもしれません。

• ですから、中学校に携帯電話を持って来ないこと、家庭で使うこと、
休日には持って行ってもいいことを守りたいと思います。これは社会
のルールであり、中学校のルールです。私は社会のルールを守れま
すし、中学生なので中学校のルールも守れます。

• 社会や中学校のルールを守り、楽しい中学生活を送りたいと思い
ます。



会話まなボード

• 子どもと教師が対話
をしながら、上手なか
かわり方を練習する
ための教材

• ホワイトボードに書き
込める



絵カードを使ったSST 関係資料

• テーマにあった絵カード（教材）を選択
• 場面や状況を考える
• 場面にあったことばを考える
• ロールプレイ
• 評価
• 日常生活での実践



解決方法を視覚化する（認知行動療法）

問題

気分

行動

結果

守ってくれる人、方法

対処



解決方法を視覚化する（認知行動療法）

問題

悪口を言われる

気分
いらいらする

何も考えられない

行動
叩く

大声を出す
泣く

結果
喧嘩になる

教室にいられない

守ってくれる人、方法

先生：話を聞いてくれる
○○くん：先生を呼んでくれる

○○さん：保健室につれていってくれる

対処
○○君に助けを求める
先生に相談する



自分で解決、自己管理（自己解決）の指導方法

気持ちの受容

問題の認識と解決への意欲

目標設定

方法の選択

評価

実行

そのときどんな気持ちだった？
そう、つらかったんだね

これからどうすればいいと思う？
そうか、先生も一緒にがんばるよ

どういうことだったらできるかな？
○○だったらできる？
具体例の提示と自己選択

ロールプレイング
(好ましいふるまい方の練習)

契約書

自己評価
すごいぞ！

やればできるじゃない

アドバイスはあと、話を良く聴くこと・せかさず話すまで待つ・相手の話を繰り返すなど



アスペルガーの子どもの自己解決の指導方法
５つの“Ｓ”

気持ちの受容
Sympathize

問題の客観的認識
See 

目標の自己選択
Self-Determination 

自己評価・強化
Self-Evaluation

目標のステップアップ
Step up

話をよく聞き、落ち着かせること

問題過程の視覚化（認知行動療法）
問題解釈の比較

できそうな目標をいくつか提案
無理なくできる目標の自己選択

できたかどうか記録し、自分で評価
トークンの活用

できることを認識し、さらなる目標を
考える

実行



「どうすればいい？」
（自己選択を支援する）

悪口を言われた！

「死ね」
暴力

「言わないで」
先生に助けを求める

けんかになる 先生が助けてくれる

教室にいられない
勉強ができない

教室にいられる
勉強ができる



般化のために

• ADHD、アスペルガーの子どもはスキル使用
ができない 日常生活の中でスキルを使うことを教える

日常生活場面でも教える

かかわる人すべてが教える

個別の指導計画の作成



短期目標 指導方法 指導場面 指導
者

・間違ったときは
「ごめんなさい」と
言う

・謝罪が必要な場面を
絵カードで見る

・「ごめんなさい」を
ロールプレイ

・失敗した場面で言い
方を考えるよう促す

・弟とけんかしている
ときに対応の仕方を考
えるよう促す

・通級指導教室

・通常学級

・家庭

通級指
導担任

担任

親

個別の指導計画

スキルの選択

特別な指導方法

関係者のチーム
アプローチ

関係者で指導計画
を共有する



評価

• スキルの獲得、スキル使用を評価する
• チェックリストによるアセスメント
• 自己評価法

–自己評価＋第三者評価
–ビデオモニタリング

• 日常生活場面の観察：学校、家庭

関係資料

学習したスキルが適切に使用されているか
円滑な社会生活を送っているか



うまく言えたかな？（自己評価）

本人評価 教師評価 アドバイス

あいさつ

言い方 ◎ ○ 大きな声で
言おう

聴き方

片づけ

教師評価が◎になる
コメントを



目標設定→実行→自己評価

• Plan、Do、Seeサイクルを教える
• 目標をきめる
• 目標達成のための手だてを考える
• 自己評価＋他者評価
• 他者のコメントを次に生かす

目標を明確に！

できたことを誉めて意欲を高める


