琉球大学学術リポジトリ
高機能広汎性発達障害をもつある小学生男子への重
要な他者との関係形成による適応支援
メタデータ

言語:
出版者: 琉球大学
公開日: 2007-07-26
キーワード (Ja):
キーワード (En):
作成者: 浦崎, 武
メールアドレス:
所属:

URL

http://hdl.handle.net/20.500.12000/1187

琉球大学教育学部障害児教育実践センター紀要
Ｎ､８，１－１８．２００６．

高機能広汎性発達障害をもつある小学生男子への
重要な他者との関係形成による適応支援
浦崎武
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要約
軽度発達障害者は対人関係を苦手とする障害ゆえに他者との関係性に基づいたトラブルが生

じてくることが多くある。たとえば、高機能自閉症の子どもの場合は他者の側にたって物事を
考えることの困難さにより一方的な自分中心の関係の持ち方になったり、ＡＤＨＤの子どもの
場合は衝動性の問題により物事が思うようにならなくなるとかっとなって他者に暴力を振るう
ことなどが見られる。このような他者との関係性の問題は軽度発達障害者の社会性に関連する
問題であり彼らの生涯発達を視野に入れた場合、将来の社会適応にも影響を与える。従って、
彼らの他者との関係性の持ち方に着目し支援することは彼らのトラブルを軽減し将来の社会適

応のために有効な方法となってくる。そこで、本研究ではある小学校の3年生の男子に重要な
他者としての支援者を派遣し、関係形成による支援を行った事例を報告した。本事例を通し

て重要な他者とのより良い関係性の形成による支援が本児の学校における適応を促進させたこ
とが示された。特に重要な他者との関係性の形成に基づいてファンタジーによる内的世界を支
えながら高機能広汎性発達障害者の現実の社会適応を支援することが重要であることが示唆さ
れた。

が見られる。そこで、その他者との関わりによる

１．はじめに

トラブルの原因をどのように理解するかによって
軽度発達障害者は対人関係を苦手とする障害ゆ

対応の仕方が変わってくる。他者との関わりから

えに他者との関係性に基づいたトラブルが生じて

生じる彼らのトラブルの要因は一方的に軽度発達

くることが多くある。たとえば、高機能自閉症の

障害者だけの問題と考えずに、他者との関係性の

子どもたちの場合は他者の側にたって物事を考え

問題から生じる側面もあるという視点をもったと

ることの困難さにより一方的な自分中心の関係の

き、その対応の可能性が見えてくる。つまり、彼

持ち方になったり、ＡＤＨＤの子どもたちの場合

らと関わりをもつ他者の側の関わり方を創意工夫

は衝動性の問題により物事が思うようにならなく

することにより彼らの行動が変わるという観点を

なるとかっとなって他者に暴力を振るうことなど

もつことは大切である。他者との関係性の問題は

軽度発達障害者の社会性に関連する問題であり、
oFacultyofEducationUni・OftheRyukyus

彼らの生涯発達を視野に入れた場合、将来の社会
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適応にも影響を与える。従って、彼らの他者と
の関係性の持ち方に着目し支援することは彼らの

過にそって意味のある時期を区分し、その時期の

トラブルを軽減し将来の社会適応のために有効な

援者）との関係性]､[その他の他者との関係性]、

方法となってくる（浦崎、2002)。そこで、本研
究では小学校における支援者を用いた重要な他者

カの表現]の項目にそって検討する。⑦重要な他

との関係形成による適応支援を行った事例に基づ

者としての支援者のサポートのあり方について総

き、一人の小学校３年生の男の子にどのような変

合考察を行う。

小考察を行う。小考察においては[重要な他者(支

［生きものとの関係性、特徴的行動]、［絵、イル

容が見られたかを検討する。そして重要な他者と
しての支援者のサポートのあり方を考察すること

２）対象

を目的とする。

８歳８ケ月（小学３年生)、男子、全検査ＩＱ
７４、境界知能であり、高機能広汎性発達障害と医

２．方法

療機関で診断される。言語性ＩＱ７７、動作性ｌＱ
７６で有意差はないが下位検査から個々の能力がア

１）手願

ンバランスであることが窺われた。

①支援者を学校に派遣し､支援対象の男の子(以
下、Ａ男）に対して実際に関わってもらう。学
校訪問は週２日（木曜日、金曜日）とし、支援時

３）生育暦と支援を行うまでの経緯
筆者は本児と３歳の頃から関わりをもってき

間は本児が登校し、下校するまでの時間、場合に

た。保育園の頃は加配の先生をつけてもらい、き

よっては家まで送っていくまでの時間とする。②
学校生活のなかでＡ男との関わりを詳細に記述

め細かく手厚い対応を受けてきた。様々なこだわ

する。その際、ビデオを用いて分析するのではな

ちとは言えなかったが、小学校へ通うようになる

く、支援者に関与しながらの行動観察記録を行っ
てもらう。ここでは、実際の生活における支援者
との関係性の様子、援助のあり方を検討すること

での懇切丁寧な支援の影響もあり、小学校１，２

が目的である。従って構造化された実験室的行動
記録とは異なり、学校生活のなかの自然な文脈を
重要視する。支援者が自ら本児との関わりを振り
返り行動観察記録を行うこととなる。③その行動
記録を用いて筆者が重要と思われるエピソードを

抽出する。そのエピソードの抽出は重要な他者と
しての支援者との関係性や支援のあり方に焦点を

当ててるとともに行動の前後の文脈が分かるよう
に支援者に書いてもらった行動観察記録をそのま
ま利用する。④表記上、筆者が抽出したエピソー

ドが分かりやすいように行動観察記録のなかの抽
出する箇所の文頭にNDLを付し、文章の最初の文字

の前と最後の文字の後に「－」を使って抽出箇所
を表現する。⑤そのエピソードとして記述された

行動について前後の行動との関連性から推測され
る気持ちの移り変わり（精神力動)、重要な他者
としての支援者との関係性による影響について分
析する。⑥分析においてはセッションごとに文脈
にそって小考察をする。さらに各セッションの経

りや対人関係の問題があり、決してスムーズな育
と問題と言われる行動は減少していった。保育園

年時は保育園の時の様子からは想像できないほど

の適応を見せた。保育園時のひどかった頃は教
室には入れない、友だちとの喧嘩、譲れないこだ
わりをはじめとする対人関係上のトラブルなどの

行動が目立ったが、小学校へ入り心配された気に
なる不適応行動は減少した。授業中に鼻歌を歌う
ことや鉛筆や消しゴムなどを頭上に放り投げてキ
ャッチするなど落ち着きのない行動を繰り返すこ

とは見られたが、鼻歌は小さな声で歌い、落ち着
きはないけど席についていることはできた。保育
園時代と比較すれば適応は良くなったと考えられ
た。その適応の改善に影響を与えたのは保育園の
時の対応の成果だけではなく、小学校へ入ってか

らの担任の先生のＡ男への配慮や関わりの工夫
などの努力によるものが大きかった。特にＡ男
の気持ちを汲み取り、根気強く温かい思いやりの
ある支援を継続する器の大きさとＡ男と上手に
関わることができる担任の先生のセンスと力量に
よるものであったように思われた。しかし、３年
生になって新しい担任の先生との関係性や支援
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体制などの環境の変化により問題行動が目立つよ

末まで行った。Ａ男との関わり方を工夫すること

うになった。そこで重要な他者としての支援者に

により重要な他者としての関係性を形成し、その

入ってもらうことになった。

関係性を基盤にした支援を心がけてもらった。

４）学校の特色

3．経過と小考察

小学校のある地域は以前から管理教育を行って
きた地域である。小学校にはいくつものルールが

ここでは支援の導入の時期５月25日～６月16日

あり子どもたちはそのルールに従って学校生活を

（＃１～＃８）までを報告する。＃は支援者ル

行っている。その枠のなかで適応できれば良い子

ナ）とＡ男が関わりを持った回数を、「」はＡ男

として評価されるが、Ａ男のような学校の規則

の言葉､【】は重要な他者としての支援者の言葉、

の枠におさまらない子どもはなかなか評価をして

｜｜はその他の他者の言葉として記す。

もらえるような機会がなく、悪い子どもの代表者
としての扱いになってしまっていた。地域の伝統

1）第１期の経過と各セッションの小考察

としての管理教育ゆえに一貫した教育を施してい
るが、全体としての統制を整えることが優先にな

第１期支援者との関係作りの時期（＃１～

りがちである。特にグループ内である－人の子ど

＃４）Ｘ年５月25日～Ｘ年６月２日

もが何らかの過ちを起かすと罰として全体責任に
なるなど物事が上手くこなせないＡ男のような軽

＃１－経過

度発達障害児は結果として周りの子どもたちの足

ｌｈｌ－Ａ男と支援者が学校内で初めて出会

を引っ張ってしまう存在になってしまっていた。

う。支援者が教室に向かうと、教室内にいたＡ

特別な支援としての佃に応じた支援が馴染みにく

男が飛び出してきて「教室に入っていいよ」と促

い伝統を有する学校である。

したので一緒に入った。－

５）学校の支援体制

ある場所まで行き、中にいる蟹を取り出そうとし

NOL２－席に着こうとはせず、虫かごが置いて

小学校は大勢の児童が在籍するマンモス枝であ

た。蟹が動くたびに鷲いており「こわ-」と言っ

り支援を必要とする軽度発達障害をもつ子どもた

ていた。何回か繰り返した後、クラスの子どもの

ちが多く通っている学校である。学校にはボラン

ハサミを勝手に持ってきて鰻を取り出し床に叩き

ティア団体の指導員が入っているが毎日配置され

つナた。席に着くと先ほどのハサミを床に投げつ

ているのではないため、子どもたちの対応に限界

け、リコーダーを取り出して周りの子どもたちを

を感じている。筆者が継続して関わってきたＡ男

叩いたので【叩くと痛いよ－】と言いながら止め

は小学校１，２年の時は大きな問題となる行動は

た。－

なかったが、３年生になって教室に入れないなど

授業の一環で、学校周辺の探検をすることに

の行動が頻発するようになり、学校内では特殊学

なった。クラスの子どもたちが出発しても、Ａ

級での対応が必要であるとの意見が出ていた。そ

男はマイペースに蟻を観察していた。

ＮｂＩ３－Ｉみんな行っちゃうね】と声を掛ける

れには教室を出て行ったり、暴力的な行動をする
Ａ男には担任の先生が対応するには限界があると

と、「遅く行こう」と言われたので、【そうだね、

の判断がある。そこで通常学級に筆者が支援者を

遅く行こうか】と言うと、また蟻を見ていた。－

派週することになった。

Ａ男に何度も「急ごうか」と促したが、川沿
いに差し掛かると「川（の流れが)強いね」と言っ

6）重要な他者として関係性を形成する支援者

たり、石を拾って川に投げたりと興味の赴くまま

支援者は大学4年生の女性で大学入学以来メン

発言と行動を繰り返した。その後、集合場所の公

タルフレンドなど不登校の子どもたちとの関わり

園に急いで向かった。みんなは探検したルートの

の経験をもっている。支援は５月25日～翌年２月

特徴をまとめていた。
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ＮｃＬ４－Ａ男は「何を書けばいいの？」と何

う」と返す。【そうだね、遅く行こうか】と言う

度も聞いてきたので、支援者が担任に聞きに行っ

と、また蟻を見るという行動を続ける。支援者は

た。Ａ男に説明したが、Ａ男は自分が興味を持っ

＃ｌの段階から受容的な関わりをしている。通常

た川の特徴を紙いつぱいに書いていた。（Ａ男は

であれば､そこで「行けません」「急ぎましょう」

香き終わると公園にある遊具へ遊びに行ってし

などというのが適切な対応とされるだろう。しか

まったので､特徴をまとめた紙を担任に渡した｡）

し、ここで優先されたことはＡ男との関係作り

担任は、｜これはＡ男さんが自分で考えたのです

であり、彼の前に支援者がどのような存在として

か？こんなに瞥いたのは初めてです。たまたまか

現れるかである。この段階における支援者はＡ男

もしれないけれど｜と言っていた。－

に受け入れられることを目的として関わってい

公園を出て学校へ戻る途中に、また川を見つけ

る。Ａ男は蟹が動くたびに驚いており「こわ－」

た。川に入って遊びたいと何度も言っていたが、

と言って怯えている。クラスの子どものハサミを

なんとか学校まで戻ってくることができた。

勝手に持ってきて蟹を取り出し床に叩きつけた。

ＮＯ５－途中で、てんとう虫を３匹捕まえた

支援者はNbI2で示した彼の恐怖心の強さを理解し

が、学校に着く前に２匹殺してしまい、学校に着
くと最後の１匹も殺してしまった。－

た上でまず、Ａ男の興味を尊重して支援者がＡ

男を脅やかすことのない存在であることを伝えて

Ｎ０６－学校に戻ると、隣のクラスが移動教室

いくように接している。ＮｂＬ３における支援者の対

でいなかったので勝手に教室に入って水槽の金魚

応が示しているように教育的指導をする支援者と

で遊び始めた。金魚を手で掴んで水の中から出し

しての存在よりも理解者としての存在がＡ男の

たり砂利の中に埋めていた。最後は金魚に餌をあ

防衛性を引き出すことなく彼の自然な姿と向き合

げて教室を出た。－

う機会を作り出していっていることが事例を通し

Ｎ０７－授業中は教室にいることはほとんど

て分かる。たとえば、ＮｂＬ４ではＡ男は「何を香

なく、１階の渡り廊下に出て蟻や蟻の巣を見てい

けばいいの？」と何度も課題について聞く行為が

た。たまに教室に戻ると、漢字ドリルを出して自

見られ、さらにＡ男は自分が興味を持った川の

分の好きなページを開いて漢字を書いていた。－

特徴を紙いつぱいに瞥き始めた。担任の先生は、

帰りの会が終わり、集団下校のため廊下に出る
とＡ男が帽子を目深に被って支援者にひつつい
てきた。【どうしたの？】と聞くと泣いてしまい、

んなに書いたのは初めてです。たまたまかもしれ

そのまま教室に入ってしまった。担任も様子がお

支援者との関係性により理解できない課題に対す

｜これはＡ男さんが自分で考えたのですか？こ
ないけれど|と言うが､これはたまたまではなく、

かしいことに気づいて教室に入ってくるとＡ男

る質問をＡ男から引き出し、支援者がそれに応え

は余計泣いてしまった。

ることによりその課題の実行へと導いている。ＮＯＬ
５ではてんとう虫をNbL6では金魚を殺そうとする

ＮＯ８－話を聞くと、隣のクラスのＢ男に叩
かれたようだった。よく見ると耳からわずかに出
血していたので、耳を拭くと「ぎゃ－」と言って

が、その後金魚に餌をあげている。残虐な行動と

Ａ男にしばらく寄り添っているとパニックもお

優しい行動が交互に現れている。そこで、支援者
はそのような行動に対して彼との実際の関わりに
基づいた経験を基準に、どのような対応をすべき

さまった。二人で歩いてＡ男の家まで帰った。

か、その対応によりどのようなことが起こりう

パニックになってしまった。支援者は泣いている

帰る際に、手を握ってきた。－

るかなど様々な影響を考えながら支援を行ってい
る。ＮＯ７では授業中の大半は蟻や蟻の巣を見てい

＃１－小考察

事前に顔合わせをしていたこともあり、抵抗な
く関わりをもつことができた（ＮＯｌ）。ＮＯ３では

支援者は【みんな行っちゃうね】と声を掛けて、
状況を把握させようとするがＡ男は「遅く行こ

たが、たまに教室に戻って漢字ドリルを開いて漢
字を替<など前向きな姿勢が出てきている。教室
を出る行動はあるが、支援者が寄り添うことで教
室へと戻る行動も出てきているような印象を受け
る。ＮＯ８ではいじめに会う。杉山（2000）は高機

－４－
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能広汎性発達障害をもつ子どもたちがいじめられ

れたように笑っていた。－

る可能性が高いことを調査により示したが、Ａ男
に叩かれ泣き出すなどＢ男に対する敵対心や恐
怖心も強く生じており、トラブルを作り出すＡ

＃２－小考察

かなり離れて一人で座って砂遊びをしている場面

男にとっても学校はけっして安心できる場ではな

で１Ａ男さん、一人で列に入れるよね・できる

いことが推測できる。Ｎｕ８では支援者はしばらく

ことはきちんとやりなさい･でないと、レナ先生

＃２では、Ａ男はみんなが並んでいる列より

泣いているＡ男のそばに寄り添うことでパニッ

（支援者）はもう来ません｜と担任の先生は支援

クを治め、二人で歩いてＡ男の家まで帰った。
Ａ男は帰る際に、手を握ってきた。Ａ男は短い

者とＡ男との関係性を利用して対応をする゜す

関わりのなかで支援者が自らの守りとなる存在で

はＡ男にとって支援者はいなくなっては困る存

あることを支援者の温かい関わりから感じ取った

在であるということを示した反応である。このこ

と考えられる。この関係性の形成はこれからのＡ

とから支援者とＡ男との関係が芽生え始めてい

るとＡ男は無言で列に入った（NbL9)。この反応

男と支援者との関わりにとってプラスの影響を与

ることが分かる。さらに、そのNbU9の運動場での

えていくと思われた。

朝活動では場内にある遊具を使って運動するのだ
が、Ａ男はみんなと同じペースですることがで

＃２－経過

運動場での朝活動が行われた．Ａ男はみんな

きず、イライラしていたが、それでも運動に参加
しようとした｡また､NoLlOにおける学級遊びでは、

が並んでいる列よりかなり離れて一人で座って砂

最初は参加するのを嫌がっていたが、いったんや

遊びをしていた。

り始めると真剣で相手の子に勝とうと必死だっ

NOL９－支援者がＡ男の隣に座ると､担任が|Ａ
男さん、一人で列に入れるよね。できることはき

た。１回目は勝てたが、２回目は負けそうだった
ので、本気になってしまい喧嘩のようになってし

ちんとやりなさい。でないと、レナ先生(支援者）

まった。集団のなかに入ることができても、興奮

はもう来ません}と言った｡Ａ男は無言で列に入っ

してしまい喧嘩になってしまうこともＡ男らし

た。朝活動は、運動場内にある遊具を使って運動

い姿であるが、ここではＮＯ９、NbLlOにおける集

するのだが、Ａ男はみんなと同じペースでする

団活動へ参加しようとするＡ男の意欲が見られ

ことができず、イライラしていたが、それでも運

たことが、良い成果として考えられる。このエピ

動に参加しようとしていた。－

ソードは支援者とＡ男が良い関係性を形成して

教室に戻ると、隣のクラスの金魚が見たいと

いることを示している。彼は喧嘩になってしまっ

言った。Ａ男が黙って教室に入って金魚を触っ

た後に、教室に戻って絵を描く（絵Nql）、一億

たことが学年で問題になったようで、支援者が

年前のくらげと京都にある信号、この絵を描くこ

朝、隣のクラスの先生に謝りに行っていたので、

とによってNbLlOで喧嘩のようになっていたＡ男

支援者はＡ男が金魚を触らないように、水槽か
ら遠ざけようとした。しかし、Ａ男は教室に入っ

が支援者に対して照れたような笑顔を見せること

て行ってしまい金魚を掴んだ。

を支援者に見てもらうことを意識していたように

になる。ここでも照れるという行為から描いた絵

ＮｂＬｌＯ－学級遊びでは、最初は参加するのを嫌

思われた。その表情の変化は絵を描くことで気持

がっていたが、いったんやり始めると真剣で相手

ちを持ち直したことを示している。信号機は彼が

の子に勝とうと必死だった。１回目は勝てたが、

保育園児の時に興味をもっていたものである。調

２回目は負けそうだったので、本気になってしま

子が悪くなると、気持ちを持ち直すために信号機

い喧嘩のようになった。－

の関連する世界に入ることがしばしば見られた。

Ｎq絵１－(教室に戻ると、ノートの余白を使っ

たとえば、信号機のミニチュアをもったり、実際

て絵を描いた｡）一億年後のクラゲと京都にある

の信号機を見に行ったり、あるいは信号機の絵を

信号（Ａ男は京都の信号は他県の信号とは違う

描いたりするのである。その当時の彼の壊れそう

と認識している）を描いていた･描き終わると照

な気持ちを支えることに役立っていたように思わ

－５－
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＃３－経過

＃３－小考察

ＮｂＬｌｌ－Ａ男は朝からハサミを持ってクラス

当然、Nnllのハサミをもって周りの子どもたち

の子どもたちを追いかけていた。支援者が【ハサ
ミ危ないよ】と言って、Ａ男がハサミを離すま

を追いかけるなどの危険な行動に対しては支援者

は制限を加える。Nnl2では支援者がイルカやサメ

で握っていた。一

の話をしていると指導員がＡ男を強制的に教室

ＮｂＬｌ２－廊下で座って、Ａ男が好きなイルカ

に戻して勉強をさせる。しかし、教室で渡転がっ

やサメの話をしていたが、学校にボランティアで

たり、教室を出たりと指導員の対応が返ってＡ

入っている団体の指導員の先生が来てＡ男に教

男を落ち着きのない状態にして、逸脱行動を引き

室に入るように言った。教室に入ると指導員の先
生が算数のプリントを渡してやるように言った。
Ａ男は少しやると教室の後ろで寝転がったり廊

出し悪の循環を作り出してしまう。そこで、本児

下に出たりと落ち着きがなくなった。－

支援者を試すような発言をする。支援者はそれ

Ｎｕｌ３－授業中にも関わらず「遊びに行こう」

は支援者とのつながりを確認するように「言うこ
と開かないと先公って言う」（Nul3）と言って、

を受け入れて図書館へ向かうことになる。Nul4で

と言われた。【どうしよう】と言うと、「言うこと

はイルカを「かわいい｣、サメを「怖い」と言っ

聞かないと先公って言う」と、支援者の様子を窺

てイルカの本を見ることで気持ちを落ち着かせて

いながら言った。－

いるようにも考えられる。その後、蟻を殺すとい

Ｎｕｌ４－結局教室には入らずに図瞥館へ向か

う行動が見られた後に、次はぬいぐるみを持って

い､イルカの本を見ていた｡イルカを｢かわいい｣、

教室に入っていく。残虐な行為が生じた後には気

サメを「怖い」と言っていた。－

持ちを落ち藩かせる行動が生じていることが分か

図脅館にある蛙の縫いぐるみを持って渡り廊下
に行った。渡り廊下に行くと、足で蟻を踏み潰し
て縫いぐるみの口の中に入れていた。担任が来
て、|嬢さんかわいそう。罰があたるよｌと言った

る。いざ、教室に入るという直前に蟻を殺すとい

が、やめる気配はなかった。

う残虐な行動が見られる。支援者は気持ちを落ち
着かせようとする彼の行動を尊重しながら危険な
行動には制限を加えている。特に持ち歩いてい
たぬいぐるみはウィニコットの言う移行対象のよ

ＮＯｌ５－縫いぐるみを持って教室に戻ると、他

うに安全が損なわれて、守りが弱くなった状態で

の子どもたちも縫いぐるみを欲しがって引っ張り

使われており、代理の依存対象の役割を担ってい

合いになった。それを見た担任が、Ａ男を呼んで

たように思われる。NbLl5でそれを返すことを命じ

縫いぐるみを図瞥館に返してくるように言った。

られることにより、再び、NbLl6では金魚に触れる

という行動が生じ、再度担任に注意された。その

図書館に返しに行くと隣のクラスの水槽が気に
なったようでチラチラと見ていた。

ことにより、その行動は消え問題が解決したよう
に見えたが、実際は再び蟻を殺すという行動が生

ＮｂＬｌ６－ちょうどそのクラスには誰も居なかっ
たので、Ａ男は教室に入って金魚を手で掴んで

じていて根本的な解決に至っていないように思わ
れた。

いた。支援者は担任を呼びに言ってＡ男を止め

てもらった。そのあと、担任が１Ａ男と一緒に隣
のクラスの先生に謝りに行くように|と支援者に

＃４－経過

言ったのでまずは支援者だけで謝りに行った。話

踏み殺していた。話しかけても反応はほとんどな

しているとＡ男が通りかかったのでＡ男も呼ば

く、蟻を見つけるとすぐに殺していた。Ａ男の

れて担任たちと話をしていた（注意を受けてい

楽しみにしていた種目を行う予定だったので、体

た)。そのことがあってからは隣のクラスに入っ
て金魚を触ることもなくなったが、渡り廊下に行
き授業時間中、ずっと蟻を踏んで殺していた。－

ほとんどの授業時間中、渡り廊下に行き蟻を

育の時間には体育館へ行った。
Ｎｎｌ７－体育館へ向かう途中、足を怪我してい

る子を支援者が気遣っていると、Ａ男も「無理

－６－

高機能広汎性発達障害をもつある小学生男子への重要な他者との関係形成による適応支援

しなくていいからな」等と相手を気適う言葉をか
けた。－

を繰り返すことで＃４，NbL17では怪我をした子ど
もを気遣う支援者を真似て本児も「無理しなくて

ＮＯｊ８－体育では、Ａ男の楽しみにしていた

いいよ」と声をかけるなどの支援者をモデルとし

種目をやることなく授業が終わってしまった。Ａ

て親切な対応が見られた。しかし、支援者はどの

男は納得いかなかったようで泣き出してしまい、

ような時でも受容や見守りの姿勢をとるのではな

担任から離れたところから泣きながらも「何でや

く、危険性の高い行動には身をもって制限を加え

らんかつたの」と抗議していた。担任は｜Ａ男さ

ている（NO2、１１，１６)。特に隣の金魚を手で掴む

んは、それがやりたかったのか。でも早く教室に

（Nql6）などの行動は担任の先生を呼んで対応し

戻らないと給食なしになるよｌと返答したため、

ている。表ｌを通してこの期において、支援者は

「何で給食なくなるの」と更に泣き出してしまっ

本児を受容し、脅かされる体験をした時はケアを
し、課題がこなせず困っている時には助けの手を

た。_

担任に言うのを諦めて泣き顔を見られないよう
に体育館を出て教室へと戻って行った。

差し伸べ、興味を共有し楽しみを広げ、そして自
分の衝動がコントロールできない時は制限を加え

て沈静化させている。このような関係性に基づい
＃４－小考察

たきめ細かい役割を担った対応により少しずつ支

支援者が体育館に向かう途中に怪我をしてい

援者が重要な他者となっていき、本児にとってモ

る子どもの対応をしているとＡ男も優しく相手を

デルとなっていく様子が分かる。表ｌの［その他

気過う言葉をかける（Nql7)。自分が楽しみにし

の他者との関係性］では友だちとのトラブル（NOL

ていた種目ができずにだだをこれてしまう。予定

２，８，１１，１５）を起こすことが頻繁に見られ、

していたことが崩されることへの抵抗感の強さと

それに対して担任の先生や他の指導員は禁止や課

自分の衝動をコントロールすることの弱さが見ら

題を強制する発言（NbL9、１２，１５，１６，１８）が多

れた。その種目は動機の高い活動であったため担

く見られた。本児の問題への対応に多くのエネル

任の先生の対応だけでは納得いかなかったのだと

ギーを割いていると考えられた。しかし、重要な

考えられた。担任の先生がＡ男に次の行動を求め

他者が本児に寄り添い関わることによって集団活

ようとする気持ちとＡ男が主張しようとする気持

動に参加しようとする意欲が確認された（Nq9、

ちがかみ合わずにＡ男は混乱してしまったと思わ

10)。結果として集団に入ることによってイライ

れた。

ラしたり（NOD）友だちと競い合い喧嘩になって
しまった（NbL10）が、自らの意思によって活動に

２）第１期の考察

加わろうとする姿は本児の適応行動への兆しとし

表１における［重要な他者（支援者）との関

て考えられた。支援者が隣に寄り添っていること

係性］の項目についての支援者の役割を検討す

は苦手なことでも取り組むエネルギーを与えてい

る。支援者は関係性を検討することが目的である

ると思われた。また、課題を与える場合でも団体

ことから第１期は受容的な関わりを徹底している

ボランティアで入っている指導員が強制的に孜室

（Nb,３，１３，１４､)。集団行動から一歩外へ出る行

に入れて課題を与えた場合（NbL12）は、その後、

動を許容しながら関係性を形成していることが

課題は長く続かず渡転がるなどの落ち着きのない

分かる。また、友だちに叩かれ怪我をした時（NＯ

行動に繋がっている。しかし、みんなの列に入れ

８）はしばらく寄り添い見守り、家まで一緒に帰

ず「できなければ支援者はもう来ません」と担任
の先生に言われた時（Nu9）は必死に列に入って

るなどのケアをしている。本児が課題を出され、

「何を瞥けばいいの」と困っている時（Nn4）に

適応することができた。このことは支援者との関

は説明をして教えるなど本児が適応するためのサ

係性が切れることはとても恐ろしいことであり、

ポートをしている。また、積極的に本児の好きな

支援者との関係の絆が大切なものとなってきたこ

イルカの話を聴く（Nul2）など興味を共有し楽し

とを示しているエピソードであったと言える。表

みを広げていることが分かる。そのような関わり

２の［生きものとの関係性、特徴的行動］では、

－７－
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蟹､蛾､てんとう虫､金魚と強い興味と関心をもっ

ものとすることは関係性支援の重要な課題である

ていることが分かる。てんとう虫は大好きだけど

と認識させられた。＃２では集団活動に参加する

殺したり（Nb'５)、金魚は餌は与えるけれど、生

がイライラしたり、友だちと喧嘩になったりして

きたまま埋めたり（NO6)、生きものとの関わり

いる。そのような時、以前からよく描いていた大

方が不安定である。NoL14の「イルカ､かわいい｣、
「サメ、怖い」というように心地よい良い対象と

好きだった京都の信号機の絵を描いた（絵ｌ)。

してのイルカと怖くて不快なサメで表現される悪

ようで表情が穏やかになる。おそらく、友だちと

い対象が目まぐるしく入れ替わる混沌とした世界
を生きていて、そのために同じ対象に対して関わ
りが両極端に変動するように思われた。気持ちが
向く興味・関心のあるものとの関わりを安定的な

のトラブルで高まった気持ちを落ち着かせている

この絵を描いていると嫌なことが吹っ飛んでいく

ように思われた。この絵を描く行為からも彼らに
とって学校における集団活動の場が脅かされる場
であることを示しているように感じられた。

表１．第１期における重要な他者との関係性と行動特徴
＃

NＵ

１

１

重要な他者（支援者）

その他の他者との
関係性

との関係性

｢教室に入っていい
よ」と促される。

蟹を怖がり床に叩きつ

２
２

.．
３

４

生きものとの関係性、
特徴的行動

ける

｡

叩くと【痛いよ】と言っ 周りの子どもたちを叩
て止める。

〈

。

【みんな行っちゃ ワ
ね】と声をかけるが｢遅

蟻を見ている。

く行こう」と言われて
受け入れる。
｢何を描けばいいの」

興味をもった川の特徴
をいっぱい轡く゜

と聞かれる。

５

大好きなてんとう虫を
殺す。

６

金魚を砂利のなかに埋
めたり、餌をあげたり
する

７

蟻や蟻の巣を見てい
る。その後、漢字ドリ

。

ルを始める。

８

しばらく寄り添い、家 友だちに叩かれ耳から
出血する。血を見て（
まで一緒に帰る。
ニックになり泣く。

２

９

みんなの列に入らずに
いると先生にできるこ
とをきちんとしないと

支援者はもう来ません
と言われ、列に入る。
９

朝活動の遊具運動に参 みんなと同じようにで

1０

学級遊びに参加するの
を嫌がっていたが参加 競い合いの喧嘩にな

加する。

する

きずイライラする。

る

◎

－８－

。

絵、イルカの表現

高機能広汎性発達障害をもつある小学生男子への重要な他者との関係形成による適応支援
絵１

一億年後のくらげと京
都の信号機を描き照れ

３

ている。

ハサミを離すまで握っ

1１

ている。

ハサミをもってクラス
の子どもを追いかけて
いる

｡

指導員に教室に入り算 課題を少しすると寝転
廊下でイルカやサメの
数の課題をするように がったり落ち着きがな
話をしている。
言われる
〈なる。

1２

。

うかｊて
こ行うっ
行ｒ言窺

1３

確ふべ尭
遊矼錘醗

中っとつ

|’

業言い言
授となと

｢￣

先公って

って様子を窺っ
''３， きたので受け入れる。
－＿’

図書館にイルカの本を
見に行く。

1４

のに示
み生指

る先に

いなよ

ぐり、７

’

いにる

１５
１１５’

し』いノ、

m'-－

だりしれ
友取返さ

￣１

イルカ「かわいい｣、
サメ「怖い」と言う。

蛙のぬいぐるみをもつ
て教室に戻る。

1６

先生を呼びに言ってＡ 先生たちから注意を受 隣の教室の金魚を手で
ける。
男を止めてもらう。
つかむ。

1６

金魚をつかむことはな
くなるが蟻を踏んで殺
す
◎

４

｢無理しなくていいか
足を怪我している子ど
ら」と支援者と同様に
もを気遣う。
気遣う。

1７

｜卜
1８

先生はやりたかった種
目のことを受け止めな
楽しみにしていた体育
がらも「戻らないと給
の種目ができず泣く。
食なしになるよ」と返

す

◎

３）第２期の経過と各セッションの小考察

イルカの上にサメがのっている絵を描いた。支援

者が【イルカとサメは何か言ってる？】と聞くと
第２期ファンタジーのなかのイルカを通して感

「痛いよ_って言ってる」と言ったので、イルカ

情が表現される時期（＃５～＃８）Ｘ年

の近くに｢痛いよ－」と轡いた。サメは｢食っちゃ

６月８日～Ｘ年６月１６日

うぞ」と言ってると言ったので香いた。すると、

「｢助けて｣は絶対入れて｣と言ったので｢助けて」
＃５－経過

と付け加えた。その他に、イルカが「仲良くした

ちょっと照れくさそうにイルカの絵を描き始

い」と言うことに対して、Ａ男がサメのセリフ

を考えて「敵のままがいい」という言葉がいいと

めた。

絵NOL２－イルカの描き方を自分で説明した。

言ったので、支援者がサメの近くに付け加えた。

慎重にイルカを描いて「イルカかわいいね」と言
いながら顔に紙を近づけた。そして、そのイルカ

絵NOL４－次の絵は、真ん中に大きくイルカを

の近くにサメを描き、イルカのところに「たすけ

描き、胴の部分に大きい文字で「助けて」と瞥い

て！」と書いた。「イルカちょっと食べられた」

て、イルカの下に少し小さいサメの絵を描いた。

と言った。－

この時、机で隠すように何かを轡いた。よく見る

絵Ｎｑ３－そのイルカの絵の下（絵Nbl2）に、

と、イルカの目から涙が出ていた。「泣いている

－９－
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イルカでも、かわいい」と何度も言って顔に近

絶対に瞥いてと支援者にお願いした。そのイルカ

づけた。それから全てのイルカが泣くようになっ

の叫びは彼が受け止めてもらいたい心の叫びのよ

た。筆圧も、かなりしっかりしていて、とても濃

うに聞こえる。Ｎｎ４になるとＡ男が｢かわいい」

く描いていた。特に、サメの歯はかなり濃く描か

と言って描かれるイルカはすべて涙を流す。サメ

れていた。－

の歯は自分を脅かす武器としてかなり濃く描かれ

絵NDL５－３枚目もイルカを真ん中に描き、小

ている。サメは彼を攻撃してくる対象のようであ

さいサメを３匹描いた。イルカの中に、「オオバ

る。絵NbL5では支援者は絵に表現された彼のファ

ンドウイルカ」と書いた。また、「助けて」と香

ンタージーのなかに入っていく。「助けてくれ｣、

いて、「死にたくない」「いたいよ」と隙間なく香

「死にたくない｣、「痛いよ」と言う隙間を埋め尽

いた。【このイルカどうなったの？】と聞くと､｢最
後には助かった。怪我したけど」と言うので､【イ
ルカさん痛かったよね。でも助かって嬉しいね。

くして表現された絵によるＡ男の気持ちに焦点を
いて傷に処置を施す。Ａ男もその絵を見て自らも

怪我したなら絆創膏はってあげようか】と支援者

傷口に絆創膏を描いて処置をする。このようなや

が絆創膏を描くと、Ａ男も絆創膏を描き始めた。

当てて、その気持ちを受け止めて絆創膏の絵を描

りとりを通して彼の心の傷を癒す守りの存在とし

ての関係性が強化されていく。絵NbL5で支援者に
絵Nb６－４枚目は、多目的ホールで描いた。

絆創膏を貼ってもらった体験により、その次の絵

「この絵は､人に飼われているイルカ」と言って、

Nu6では、初めて人間の表現が見られイルカは人

左端に棒人間を描いた。そして真ん中にイルカを

間に飼われていると言い、さらに「助かった」と

描いた。そして、人間の上に「たすかった」と脅
いた。【このイルカは男の子なの？】と聞くと「分
からん」と言ったが、少しして「おとこのこ」と

気持ちを文字で表現する。また、「サメはイルカ

言って、イルカの中に轡いた。そして、イルカの

う強さが生じてきたように思われた。

と違う水槽にいるから大丈夫」と言い、人間に守
られているためイルカはサメがいても大丈夫とい

右側に小さめのイルカを描いて、「おんなのこ」
と書いた。「おとこのこ｣と書いたイルカの上に、

＃６－経過

小さなサメを描いた。【あれ？サメ描くの？】と

絵Ｎｎ７－Ａ男はイルカを描くと、また「た

聞くと、「サメはイルカと違う水槽にいるから大

すけて」と書いたが、そのイルカのお腹の下に小

丈夫」と言った。その絵が唯一、「助かった」と
書かれていて、人間が出てきた絵であった。そし

さいイルカを描いて「赤ちゃん生まれた」と言っ

て、その絵をとても気に入っていて、ずっと見て
「かわいい」と言い続けた。_

た｡【赤ちゃん生まれたの､かわいいね】と言うと、
「かわい－」と言って、紙を顔に近づけた。－
その後イルカの絵を２，３枚描いたが、赤ちゃん
が生まれた絵を特に気に入っていた。

＃５－小考察

Ｎｏ２０－Ａ男は教室に入ることなく多目的

この日は、イルカの絵を合計12枚描いた。絵NbI

ホールへと向かい、そこでイルカとサメになっ

2ではイルカを自ら描いてその「イルカがかわい

て追いかけっこをやりたいと言った。最初は支援

い」ということを言っている。本当にそのイルカ

者がイルカでＡ男がサメで追いかけられていた

が生きているように顔を近づけていく。支援者が

が、少し休憩すると今度は支援者がサメになり、

イルカの気持ちを引き出すように関わる。すると

Ａ男がイルカになって追いかけっこをした。Ａ

そのかわいいイルカが「助けて」と叫んだり、イ
ルカが「ちょっと食べられた」と言う表現を引き
出している。絵による表現は次第にエスカレート

男は楽しそうに声を上げて笑いながら追いかけっ

していく。絵NbL3ではサメという具体的な敵が現
れて、イルカは「痛いよ」と叫び、サメは「食っ

ちゃうぞ」という。イルカの「助けて」の叫びは

こをしていた。－

教室の前の廊下で座って話していると、支援者
の足に自分の足を絡ませてきたり、支援者を蹴っ
たりしてきた。そうかと思えば、急に黙り込んで

しまうことがあり、話しかけても反応しない時間

－１０－

高機能広汎性発達障害をもつある小学生男子への重要な他者との関係形成による適応支援
が15分くらい続いたこともあった。

いものとなっていく。NoL20ではイルカは絵のなか

NOL２１－休み時間、同じクラスの、男がＡ男

だけの表現だけではなく、実際に自分がイルカ

を見つけて、Ａ男を挑発するような動きをしてい

を演じたり、支援者がサメを演じたりするように

るとＡ男はＤ男を追いかけて行ってしまった。

なる。つまり、自分自身とイルカの重なりをより

支援者が見に行ってＡ男に声をかけると、支援

具体的に表現するようになる。NbL21ではＡ男はＤ

者に近寄ってきて手を繋いだ。それを見たり男

男の挑発を受けて追いかけていくが、支援者の声

が｜や_い、甘えん坊｜と大声で叫んできたので

かけにより戻ってきて支援者と手を繋ないだり、

Ａ男はまたＤ男を追いかけようとしたが、ふと

｜や_い、甘えん坊｝と言われ、再度追いかける

気づいたように追いかける格好をやめて「行こう

が再び支援者のもとに戻り「行こうか」とその場

か」と支援者に声をかけて教室に向かって歩き始

を離れることができた。その行為からＡ男と支援

めた。－

者との関係性の繋がりにより、彼の問題となる衝

授業が始まると、廊下に出て朝描いた絵を見て

動的に追いかけていこうとする気持ちを緩和させ

「かわいい」と何度も言っていた。色を塗りたい

ることができたと考えられる。つまり、彼の衝動

と言ったのでクレヨンを持っていった。

性を沈静化させるほどの重要な他者との関係性の

絵Ｎｎ８－イルカの口の辺りを黄色で塗って、

強さが生じてきたと言える。絵NbL8ではイルカの

その上に赤で小さな九をいくつも描いた。体にも

絵が汚くならないように色を塗って綺麗に描き、

少し塗ったが、鉛錐で文字が色々香いてあり、汚

イルカを大切にする。支援者はその大切なイルカ

くなるのが嫌だったようで、途中でやめて字が轡

の絵を体育の時間にもっていくことを提案すると

いていない部分をピンクで塗った。－少ししか

喜ぶ。イルカの鳴き声を一緒に出したりすること

塗らなかったが、満足した様子だった。

で、イルカの世界にどっぷりと浸らせて体育の授

Ｎｎ２２－【体育の時間にイルカの絵を持って行

業に導く（lh22)。Nq23ではリレーへの参加を試

こうか】と支援者がＡ男に提案すると、「連れて

みるが集団のなかに入ることができず、しばらく

行く」と嬉しそうに答えていた。そして、授業終

支援者に寄り添っていたが自分の順番になると走

了のチャイムが鳴ったと同時に、「やった-，終

ることができた。部分参加ではあるが支援者が見

わった。キューキュー（イルカの鳴き声)」と言

守っているからこそ苦手な集団活動に参加できた

おう、とＡ男が言ったので一緒に言うことにし

ように思われた。また、「イルカ、ちゃんと見て

た。二人で同時に言うと、Ａ男はとっても婚し

た？イルカは何て言ってた？」【イルカはちゃん

そうにしていた。－

と見てるよ。Ａ男君、一生懸命走ってるねって

Ｎ０２３－体育にイルカの絵を持って行った。授

言ってるよ】とＡ男はイルカもしっかりと自分を

業ではグループでリレーをしたのだが、Ａ男は

見守っているかどうかを確認をする。見守ってい

なかなか自分のグループに入ることができず、支

ることが分かると満足した様子で走りに行った。

援者にひつつきながらグループへ行き自分が走る

これらのことからイルカとの関係性も支援者との

順番が回って来た時だけ、列に並んでいた。走り

関係性と同様に彼に集団のなかへ入っていく安心

終わると、「イルカ、ちゃんと見てた？イルカは

感を与えていると考えられた。

何て言ってた？」と何度も繰り返し聞かれた。【イ
ルカはちゃんと見てるよ。Ａ男君、一生懸命走っ

＃７－経過

Ｎｑ２４－朝、支援者がＡ男を探して辺りを見

てるねって言ってるよ】と言うと、満足した様子

渡していると「おい」と支援者を呼び、支援者が

でまた走りに行っていた。－

振り向くと抱きついてきた。－
絵Ｎｕ９－「紙欲しい」と言って紙を催促し、

＃６－小考察

絵NbL7ではイルカに赤ちゃんが産まれる。新し

イルカが５人の棒人間に殴られている絵を描い

いものが産まれてくるという「死と再生」のテー

た。人間はイルカに向かって「死ね」と言ってい

マが登場する。その頃、イルカはより人間に近

た。そして「(人間がイルカを）殴る」とＡ男が

－１１－
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言い、「ぶしっ！」という殴るときの効果音を付
け足していた。－

普段、給食を食べるときは支援者とＡ男の机
を隣同士に合わせて食べている。

今まではサメがイルカを襲っていたが、今日は
人間が登場していた。

Ｎｑ２８－今日は一つの机で一緒に食べたい、

とＡ男が言ってきた。【二つの机で食べるの嫌な

Ｎｕ２５－「イルカは死んでしまい天国に行っ

の？】と聞くと､｢いいから一緒に食べるんだわ」

た」とＡ男は話してくれた。さらに、イルカが

と言って、本気で怒りながらも泣きそうになって

人間に襲われたり、天国に行ったりした時の気持

いた。－

ちを、「イルカは何て言ってるの？どう思ってる
の？」と何度も尋ねてきた。－

クラスの子たちは、いつものように支援者と

Ａ男の机を隣同士にして給食の準備をしていた。

Ｎ０２６－イルカを描いたあとに「イルカ殴って

それをみたＡ男は「誰がこんなふうにやったん

いい？」と何度も聞き、【イルカは痛いって思う

だ」と言って叫び、近くにいた子どもの頭を叩い

かもね】と支援者が答えると、支援者を見て笑い

た。【じゃあ、一緒の机で食べていいかどうか、
先生に聞いてくるよ】と言うと､少し興奮が収まっ

ながらイルカを殴っていた。－

創作Ｎｕｌ－この日から自分で描いたイルカを

たようで、「分かったわ」と言い残してＡ男は教

形通りにハサミで切ることを始めた。支援者とイ

室を出て行った。

ルカを描いている途中に、「イルカに色塗っとい

て」と言ったり、「イルカを（形通りに）切って

ＮｂＬ２９－【先生がね､ダメだって】と言うと､｢(二
人で一緒の机で食べると）イルカが寂しがるから

おいて」と言って支援者の前からいなくなること

だね（支援者が使っている机の中をＡ男はイル

がしばしばあった。－

カの「家」と言っていたので、支援者の机を使わ

支援者はＡ男に頼まれたことを出来るだけ早
く終わらせてＡ男を探しに行った。

ないと「家」にいるイルカが寂しがる、という意
味)」と言っていて、とても冷静だった。－

ＮＯ２７－Ａ男は一人で渡り廊下にいて、蟻を

支援者とＡ男で、色を塗ってあるイルカ２匹

踏みつけたり花壇を走り回っていた。支援者に気

で会話をした。Ａ男は、自分で描いたグレーの

づくと一緒に教室の前まで戻った。－

イルカを持って、支援者は自分で描いたピンクの

次の時間は、チャイムが鳴るときには教室にいた

イルカを使った。

が、すぐに教室を出て行ってしまった。廊下で絵

Ｎｎ３０－Ａ男（グレーのイルカ）が「や_い、

を描いて色を塗った｡支援者にも｢イルカ描いて」

お前らはバカだ」と言ったので、支援者（ピンク

と言ったので、一緒に描いた。

のイルカ）【どうしてバカなの？】と聞くと、「立

絵ＮｑｌＯ－Ａ男が自分でイルカを描いて、上

半分をグレー、下半分を黄色で塗った。黄色の上
に赤で小さな九をいくつか描いた。Ａ男は、「こ
れ本当にきれいだね」と言って、黄色の上に赤で
小さな九を描いたものをとても気に入っていた。

絵NO11-突然サメを描いた。目を真っ赤に
塗って「すっごく興奮してるサメ」と言った。し
だいに目だけではなく、体全体も赤に塗って、途
中で青も使って塗っていた。「興奮してるから、
たくさんイルカを食べた」と言った。－

創作２－「イルカ描いて、切っといて」と
言って、どこかへ行ってしまった。また、－人に
なりたいのかと思い、少し時間を空けて様子を見

に行った。すると、やはり渡り廊下で蟻を踏み潰
したり走り回ったりしていた。－

ち泳ぎもできんやん」と言った。【そうか－，じゃ
あ教えてよ】と言うと「教えても、どうせできん
やん」と、吐き捨てるように言った。－

「教えたくない」とか、黙る返事を予想していた
ので、意外な返事に驚いた。

ＮＯ３１－「イルカの人形持ってるよ」と急に話

を始めた。聞いていると「イルカの体をハサミで

切って、目も取った」と言った。【痛そうだね】
と言うと､｢いいの､かわいいもん」と言った。Ｉそ
うか－，イルカが好きだから切ったんだね】と言
うと､「うん」と答えたがすぐに「ううん」と言っ
て首を横に振った。そして、「イルカ食べたい」
と言った。－

「え、その人形を？ごつくん（飲み込むこと）
できるかな」と支援者は訳の分からないことを

－１２－
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言ってしまった。しかし、Ａ男は冷静に「でき
るよ、本当に食べたい」と言った。
＃7-小考察

支援者に抱きつくなど信頼関係に基づく愛着
行動が見られるようになる（ND24)。絵Nu9では
イルカは棒人間に殴られたり、「死ね」と言わる
などの攻撃を受ける。Nh25ではイルカが死んでし
まう気持ちを聞いてくる。イルカとの関係性の深
まりによりイルカの気持ちが気になってくる。こ

ともに、Ａ男を理解することとなり、より関係性
を深めていくことに繋がる。NO31ではＡ男はイル
カの人形をもっていて目をハサミで切り取った話

をする。【痛そうだね】と言って通常の感覚を伝
えるが、Ａ男は「かわいいもん」とか「イルカを
食べたい」と言う。支援者はこのようなかわいい
という対象でもあり、食べたくなる衝動を引き起
こす対象でもある。特別な存在であるイルカへの

一貫性のある感情と通常の関わりを支援者がＡ男
に伝えようとしていることが伝わってきた。

のことはＡ男が他者を理解しようとすることに繋
がっていくように思われる。Nn26ではイルカは殴

られると「痛い」と言うだろうねとイルカの感情
を表現するが殴ってしまう。絵NnlOでは「これ本
当にきれいだね」と言って満足な色塗りをして気
に入った絵を描いたかと思うと、次の絵NOLllでは

＃８－経過

絵Nul2-ストーリー性のあるイルカの絵を描
いた。たくさんのイルカが遊んでいる場面を描く
と、サメが上から襲ってきてイルカを殺してし
まった。そして天国へ行ったイルカには、頭の上

すごく輿薇しているサメを描き、赤い色で塗り、
さらにイルカを食べてしまう。イルカは殴られた

に天使の輪を描いた。－

創作Ｎｑ３－しばらくすると、紙を裏返して

り、かわいがられたり、食べられたりが繰り返さ

イルカを描いた。そして、「イルカは生き返った

れ、Ａ男の感情をイルカを通して表しているよう
に思われる。Nn28では支援者と自分の机を使って
一緒に食べたいという。支援者と常に一緒にいた
いという気持ちが強くなってきた。＃29ではＡ男
は一緒に食べられない理由を「イルカが寂しがる

よ」と言った。【生き返ったのか-嬉しいね】と
言うと、「イルカなんて言ってるの？香いて」と
言われたので、「生き返って嬉しいよ。Ａ男君あ

からだね」とイルカの感情を推測してやさしい気
持ちを表現し、一緒の机で食べたい欲求をコント
ロールする。創作１，２ではイルカの色を塗っ

いた。－

りがとう」と普くと、嬉しそうだった。また、セ
ロハンテープを使って尾びれを立体的に立たせて

＃８－小考察

たり、切ったりする創作活動を支援者に任せて、

その場を離れる。支援者を信頼しているようであ
り、安心して廊下で好きなことをしている。蟻を
殺すなどの行動をしていても、支援者が声をかけ
るとそれを止めて一緒に教室の前まで戻ることが
できる。支援者との関係性の強さがこの場面にお

絵Nbll2ではイルカはサメに襲われて死んでしま
い天国へ行くが、再び生き返って戻ってくる。創

作Nq3では生き返ることの感情を支援者に聞く、

「生き返って嬉しいよ。Ａ男君ありがとう」と
轡〈と嬉しそうな表情で喜びを表現する。Ａ男は
イルカが生き返ることへの感情を支援者に確認す

いてもＡ男を教室へ導くことに繋がっている（Nq

る。脅かされないイルカを通して他者の感情を理

27)。No30ではグレーのイルカになりきったよう
に会話をする。ピンクのイルカに「や－い、お
前らはバカだ」と言ったので、【どうしてバカな
の？】と聞くと､｢立ち泳ぎもできんやん」と言っ
た。【そうか－，じゃあ教えてよ】と言うと「教

解しようとしていると考えられた。

えても、どうせできんやん」と自分のできなさに
よる感情をブルーのイルカを通して吐き出してい

現するようになった。表２の[絵、創作、イルカ
の表現]における項目では＃５では支援者の見守

るようにも聞こえる。支援者とＡ男の関係性のな

るなかイルカとサメの関係性についてのファンタ

かで情緒を扱うことは彼の気持ちを受け止めると

ジーを表現している。かわいいイルカとそのイル

４）第２期の考察

第１期で支援者との関係性が形成されてくると
第２期では表２が示すように自分の内的世界を表
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力を食べようとするサメの絵が描かれた。「助け

ようにも思われた。しかしその一方、支援者にイ

て」（絵Nu2）や「助けては絶対入れて」(絵NDB）

ルカの絵やイルカを切ったりすることを任せて、

などの必死な叫び、サメの歯の鋭さや全てのイル

その場を離れることも見られるようになり、一体

カが流す涙の絵（絵NbL4)、「死にたくない｣、「痛

的な関係性に安心感を抱きながらも、少しずつ分

いよ」（絵Nu5）など本児が描くたびにその絵や

離していく行動も見られるようになった。表２の

替かれた文字からイルカが強く助けを求めている

［絵、創作、イルカの表現］の項目に示きれてい

ことが伝わってくる。そのようなファンタジーの

るようにイルカの表現も、絵に綺麗な色が塗られ

表現に対して支援者は怪我をしたイルカに絆創膏

（Nb,８)､さらに描かれた絵を切り取り(創NO1)、

を貼ってあげるなど、その内的世界を尊重しその

背びれをセロハンテープで取り付け立体的にした

世界に入っていって処置を施している（NbL5)。

り（創NbL3）イルカがより身近でリアルな本児が

本児も支援者の行動をモデルとして自分も同様に

求める理想の姿に創作されていく。また、表２の

絆創膏を描いた。支援者に処置をしてもらう体験

［重要な他者（支援者）との関係性］の項目に示

により、＃５の絵Nn6では棒人間が出てきてイル

されているように、支援者はファンタージーのな

カは「助かった」と言ったり、サメは「別の水槽

かのイルカは本児にとって大切な存在であること

にいて大丈夫」と言うような安心感に基づく絵の

を認識し、その支援者とイルカとの関係性を大切

表現の変容が見られた。さらに絵Nu7ではイルカ

にして関わっていることが分かる。そうすること

の赤ちゃんが産まれ、本児が産まれ変わっていく

によって次第に本児の適応行動の改善に繋がって

ような表現が生じてくる。支援者と本児は関係性

いっている。友だちが本児を挑発し追いかけよう

を崩さずにイルカのファンタジーの世界を共有す

としたが、支援者が本児に声をかけると戻ってき

ることで内的な世界を支えていることが分かる。

て手を繋ぐことで回避したり、自ら支援者に「行

Bemporrad（1979）が報告したように障害のため
自閉症者の内的世界が混沌とした脅威の世界であ

こうか」と声をかけ、挑発に乗らずに教室に戻る
など、かっとなって追いかけていく衝動性を重要

るということや現実の世界で友だちとの関わりが

な他者との関係性で抑えられるようになった。イ

脅威であり（N０８，１５)、集団活動（NbL9、１０）

ルカのファンタジーを共有できる他者との関わり

が怖いと感じているということであれば、ファン

は本児の興味を受け止めてくれる存在であり、か

タージーのなかのイルカに彼自身を投影している

つ脅かされる怖い世界の叫びを聴き本児を守り支

と考えることができる。すなわち、イルカの絵が

えてくれる存在となっていく（絵NOL５）ことが絵

表現している「助けて」(絵NO2、３．４，５）や｢痛

にも表現されている。そこで支援者は苦手とする

いよ」「死にたくないよ」（絵NbL5）の叫びは現実

体育の集団活動にイルカの絵をもっていくことを

の世界では上手く表現できない本児自身の心の悲

提案する（Nq22）と本児は「キュー、キュー」と

鳴として理解できる。支援者はそれを受け止めて

イルカの鳴き声を出して喜び、支援者にも一緒に

絵の表現を通して絆創膏を貼るなどケアをしてい

鳴いて喜んでもらうことを要求してくる。体育の

る。そのような関わりにより、＃６では現実の

授業の集団の前では支援者にぺったりだったがリ

世界でもイルカやサメになって追いかけっこをす

レーの順番が回ってくると列に並び走ることがで

る姿も見られるようになる（Nn20）など本児が絵

きた(Nn23)。このことは支援者との関係性ともっ

を通して表現してきたイルカと現実の本児自身と

てきたイルカ（イルカの絵）との関係性の影響と

の重なりは強くなったと考えられる。＃７では一

考えることができる。それは次のエピソードから

緒に食べたいという発言（Nn29）は、支援者と一

も裏付けられる｡本児は走り終えるとイルカは｢何

緒にいたい気持ちの強さを示しているようであっ

と言っていたか｣、「ちゃんと見ていたか」などと

た。また、イルカが「寂しがる」からという情緒

聞き、支援者が【一生懸命に走っているね】とイ

的な発言は、本児に寄り添う支援者をモデルにし

ルカが言っていたよと応えると、喜び再び走りに

たようなイルカの気持ちを理解しようとする関わ
り方であると共に、自分の寂しさを表現している

行った（NO23)。このことからもイルカ（絵）と
支援者の存在が本児の支えになって、意欲的に苦

－１４－
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手な課題に取り組む姿勢が引き出されていること
が伝わる。

しかし、彼の内的世界は混沌としており、イ
ルカは綺麗でかわいいけれども食べられたり（Nu

ファンタジーの世界でもイルカへの攻撃はすご

31)、殺されてしまったり（創NO2)、天国へ行っ

く、棒人間に叩かれては「死ね」と言われていた

たか（絵Nul2）と思うと生き返ったりする（創

り（絵Nu9)､死んで天国へ行ったりしている（Nu

NbL3）目まぐるしく変容する世界である。それは

25)。そのような時に本児が支援者にイルカの気

表２の［生き物との関係性、特徴的行動］の項目

持ちを聴いてくることがある（NbL25、２６)。それ

にも示されている。イルカがかわいいから大切に

は相手の気持ちを理解する姿勢に繋がっていく可

するという関わりだけではなく、イルカが痛がる

能性がある行為である。そのことを示すようにNOL

という気持ちを支援者から教えてもらってもイル

29では「イルカが寂しがる」という発言も生じる

カを殴ってしまう（No26）ことやイルカの人形の

ようになった｡つまり､重要な他者との関係性は、

目をハサミで切ったこと、また立ち泳ぎができな

それを意識し関心をもつ他者であるがゆえに相手

いピンクのイルカに対して「バカ」「どうせでき

を理解しようとする気持ちが生まれてくると考え

ない」と言ったり（NbL30)、「かわいい」から「食

ることができる。これらのことより重要な他者と

ぺたい」（NbL31）ということなどが示すように良

の関係性による支援は、その関係性を支えに苦手

い関わりと悪い関わりが両極端に生じる傾向があ

な集団行動や他者を理解しようとする課題に向き

る。その本児の心理はどのように理解すべきなの

合う勇気や姿勢が生まれ、彼らがもっている力や

かは高機能広汎性障害がもつ内的世界を理解する

可能性を引き出す支援に繋がっていくことが示唆

ための今後の大きな課題である。

された。

表2．第２期における重要な他者との関係性と行動特徴
＃

５

NCI

重要な他者（支援者）
との関係性

その他の
その他の他者
の関係性
との関係性

生きものとの関係
性、特徴的行動

艫膠｜

絵、創作、イルカの表現
イルカを描いて「かわいいね」と
言って顔を近づける。そのイルカ

がサメに襲われ「助けて」と悲鳴
をあげるがちょっと食べられて
しまう。

絵２

イルカの下にサメを描き、イルカ
が「痛いよ｣、サメが食っちゃう
ぞ｣、「助けて」は絶対入れる必要
があると言う。イルカ（支援者）

l繼劉
絵３

が【仲良くしたい】というが「敵
のままがいい」と書く。

イルカは「助けて」と叫ぶ。サメ
の歯は濃く描かれる。描いている
絵を隠すようにイルカの目に涙
を描く。泣いているイルカでもか
わいいと顔を近づけて言う。しば
らく、全てのイルカが泣くように

絵４

なった

怪我をしたイルカに絆
絵５ 創膏を貼ってあげよう
と絆創膏を描く。

｡

イルカは「助けて」「死にたくな
支援者が絆創膏を描
い」「痛いよ」と隙間なく描く。
<のを見て同様に絆
イルカは怪我をしたけど肋かつ
創膏を描く。
た

｡

棒人間とその人に飼われている
イルカを描き「助かった」と⑬い
た。そのイルカを気に入って「か
わいい｣と言う。サメも描くが｢別
の水槽にいて大丈夫」と言う。

絵６
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６

イルカは「助けて」と叫ぶが、お
腹の下に小さな赤ちゃんイルカ
が産まれた。

絵７
イルカは支援者、サメ
はＡ男となって追いか

2０

けっこをする。その後
イルカはＡ男、サメは
支援者となって追いか
けっこをした。Ａ男は
楽しそうだった。

2１

Ａ男に声をかけると近 Ｄ男の挑発を
づいてきて手を繋い 受けて追いか
だ

2１

けていく。

０

Ｄ男はＡ男と
支援者が手を
Ａ男はＤ男を追いかけ
繋いでいるの
ようとするが支援者に
を見て「甘え
｢行こうか」と声をか
ん坊」と大声
けて教室へ戻った。
で叫んでき
た

◎

イルカの口の辺りを黄色で塗っ
て、その上に赤で小さな円をいく
つも描いた。鉛筆と色が混ざり汚
くならないように慎重に身体を
ピンクで塗った。

絵８

2２

体育の授業の前に体育
の時間にイルカの絵を
もっていくことを提案

する

◎

体育の時間に絵を
もっていくという支
援者の提案に喜び、
体育の前の授業が終
了すると「キュー
キュー」とイルカの
鳴き声を出して喜ん
だ｡

2２

｢キューキュー」とイ
ルカの鳴き声を出して
欲しいと要求きれ、一

緒に泣くと嬉しそうに

微笑んだ

ルいい←ワ７１

力たたや一

っている
つていたよ

と再び走り

朝、「おい」と呼んで
抱きついてきた。
イルカが５人の棒人間に殴られ

絵９

2５

出錘討司酎再（『

2４

繕》舵趨駈鉾磧媚《

７

グループでリレーをす
るが集団に入れず支援
者にくったりしていた
が、自分の順番が来た
時に列に並んだ。

りち、とと懸ｌほ言
走はかかん生れとに

2３

。

ていてイルカは「死ね」と言われ
ているシーンの絵を描く。

死んでしまって天国へ
行ったイルカの気持ち
を聞いてきた。
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1二１
…
2６

創１

2７

イルカを殴っていいか
と聞いてきた。 【痛いつ
て思うかもね】 と応え
た｡

支援者がイルカの気
持ちを伝えるが殴っ
てしまった。

イルカを描いたり
切ったりすることを任
せて、 その場から離れ
るよう になった。
、

支援者に気づくと一緒
に教室に戻った。

描いたイルカを切るようになっ
た

蝋を踏みつけてい
た

｡

…

イルカの上半身をグレー、下半身
を黄色に綺麗に塗った。さらに黄

絵1０

色の上に赤の円を描き「綺麗だ
ね」と気に入った。
輿恋しているサメを赤を使って

，｜

’｜

l－Ｌｌ

描いた。 青も使うが興奮を示して
いるよう な赤が中心だった。た
<さんのイルカが食べられてし
まった

絵1１

創２

。

イルカを描いたり切っ
たりすることを任せて
一人でその場を離れ
た｡

鋤■
2８

麺

蟻を踏みつけてい
た

｡

一つの机で一緒に食べ
たいと怒り泣きそうに
なるほど要求してき
た

Ｃ

支援者と一緒の机を
使いたいと伝えた。

2９

イルカを使ってやりと
りをする。Ａ男は立ち
泳ぎができないイルカ
を「バカ」と言つ

資う〕
て一宮い

める。【教えて】と
と

3０

･

が「どうせできな
と突き放す。

ｒ

Ｆ

た場殺行

８

を一宮とかとべ

3１

イルカの人形の目
ハサミで切ったと
う。〔痛そうだね〕
支援者が言うと
わいいからいい」
言う。「イルカを食
たい」と言った。

絵1２

<さんのイルカが遊んでいる
面を描く。サメがイルカを
してしまい、イルカは天国へ

つ

た

。

イルカを描く。すぐにイルカは生
き返ったことを伝えてくる。イ
ルカが何と言っているかを支援
者に聞いてくる。〔生き返って鰯

創３

しいよ〕と轡<と喜ぶ。セロハン
テープを使って尾びれを立体的
に立たせていた。
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4．総合考察

え、見守る姿勢が重要であると考えられた。その
支援者による安全基盤の保障のもとに彼らの防衛

本児の振る舞いには、BionU977）が「言いよ

を取り払うことによって彼らの現実適応が可能に

うのない恐怖」と述べている自閉症の原初的恐れ

なると言える。まきに、本事例が示したように本

の強さを感じる。Winnicott（1958）は、その恐

児が脅かされないようにファンタジーの世界を支

れを「奈落に落ちる」という例をあげ、それは寝

援者と共有しながら、学校への適応を支援して

ている間に何度も落ちるという幼児期の原初的な

いくことは本児に心の安定を与える。その安心感

恐れに関連すると言う。Bemporrad（1979）が
報告したように自閉症者が混沌とした脅威の世界

に守られながらイルカの感情に触れて支援者にそ
の感情を確認するファンタジーの世界における関

で生きているとするのであれば、彼らのふるまい

係性に基づいたやりとりが生まれた。そのやりと

がたとえ暴力的な行動であっても、混沌とした世

りにより自分の行動が与える他者への影響や他

界で生きていくための自分の身を守る防衛行動と

者の感情の理解に近づけていくことへの可能性が

して考えることができる。今回、報告した本児の

示唆された。そのような体験の積み重ねにより対

行動は、恐れや不安に対して攻撃と防衛を繰り返

人トラブルの軽減や対人関係における適応に必

しているように思われる。そのような視点でこの

要とされる自分の他者へのふるまいを客観視する

事例を振り返ってみると、学校生活という現実の

力の獲得への可能性が開かれていくように思われ

なかでの支援者による本児へのコンテインメント

る。本事例を通して現実的な適応スキルだけの支

（包みこむこと）が機能している様子が詳細に伝

援ではなく、重要な他者との関係性の形成に基づ

わってくる。Ｂｉoｎ（1977）の導入したコンテイン

いてファンタジーの世界に触れ、そして内的世界

メントは不適応行動の顕著な子どもたちへ関わる

を支えることで高機能広汎性発達障害の現実の社

ための基本姿勢、支援者の役割の意味を考える上

会適応を支援することが重要であることが示唆さ

で大きな示唆を与えている。

れた。

軽度の発達障害児の対応に関して、日常的にで

きる対応はどのようなことであろうか、彼らの理
解が上手くできずに関わりの持ち方を間違えてし
まうと彼らの不安を増強させ、関係性は悪化し、
彼らが抱えている気がかりな行動をより引き出し
てしまうことになりかねない。そこで、重要な他
者となる人との関係性をしっかりと安定させてい

くことが重要となる。その関係性は彼らの不安を
軽減させるとともに安心して物事へと向き合う姿
勢を引き出す効果がある。そのため、彼らの防衛
としての症状の軽減や問題の対処、発達の促進や

適応性の向上へと繋がっていく。学校という場
は彼らにとって苦手な対人関係、集団活動、苦手
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