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高機能自閉症のある低学年男児に対する内面世界に寄り添う適応支援
一通級指導教室と集団支援教室における関わりを通して一
本間七瀬＊浦崎武零＊
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要約
自閉症のある人々の困り感の一つに対人関係形成の困難が挙げられる。学童期において小学

校の入学と共に集団行動の要素が強くなる中で, 自分は自分であっていい，という実感と 他
者と共にここに在る，という実感を育てていく支援の可能性を探る。

今回は，通級指導教室と集団支援教室の2つの場で支援者として関わった実践からl事例を
取り上げ，他者との関わりの中で対象児がどのように情動を調盤していったのかについて変容
過程を明らかにし，対象児側から「集団適応」ついて見つめ直すとともに，通級において内面
世界に寄り添う視点をもつことの重要性について検討する。内面世界とは，安全基地とも呼べ
るような，楽しい世界･安心できる世界・こころの世界と位世づける。 今，ここ，の姿をありの
ままに受け止めて 共に楽しむ，という 快の情動共有経験を積み重ねることが「環境」や「人」
へと向かう力を育み，主体的な集団適応を促すことが示唆された。

を生む危険性をはらんでいると同時に，当事者たち

I．はじめに

にとっての「社会適応」の意味や意義を投げかけて

学校現場では発達障がいのある子どもへの教育・

支援は，適応的な社会スキルの学習や自立に向けた
行動スキルの獲得に目が向けられがちである。浜田

いる。別府(2010)は，二次障がいの予防と継続し
た就労を可能にする観点から「自分は自分であって
いい」と思える自尊心を育む大切さを述べている。

(1997）は「私たちが彼らの 生きるかたち，を自分

自閉的な傾向が強い子どもの場合，他者との関係を

たちのかたちに沿わせようと無理強いし，それを治
療や訓練と呼んでいるだけであることが多い」とそ

築きにくく自分自身を肯定的に受け止められない状

況に陥る傾向があるとされる。菊池（2009）は，自

の危うさを指摘している。そのような中で高機能自

閉症児における自己理解のあり方の特徴として，認

閉症のある人々の自伝から，その内面世界が語られ

知能力や内省力は独得されているが対人的な関係性

るようになり，ドナ・ウイリアムズ（1992）が周囲
からのしつけを矯正という名の虐待であったと感じ

の中で自己を位置づけることができないことを挙げ，

たように，「世の中」に適応するために獲得したスキ
ルが「わたしの世界」という安全基地を脅かし，「無

･「受容と共感」を基礎にした関係性的アプローチの

重要性を述べ，自己と他者という2者を踏まえた視

理な努力の中で何度も死んだ」とされる自己否定感

点から自他の間で成立する情動的コミュニケーショ

自他間で密接な関係性を築くこと，「相互性の体験」
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ンの変容を追う支援の必要性を示した。上記のこと

から関係性を基盤として安全基地や自尊心につなが
る内面世界に寄り添う支援の重要'性が示唆される。

行為も見られ，保護者と学校の要望で5月から通
級に入級。当初のA君について「言っていること

筆者は，自閉症･情緒障害通級指導教室（以下，通

が伝わらず話がかみ合わない。（担任･校内職員)｣，
｢一人で遊ぶことが多かった。（幼稚園時の担任)」

級)の担当として入級児童と関わる一方で，『トータ

とされ，母親も「親でも何を話しているのか分か

ル支援』（以下,TSG;浦崎2012)における集団支
援教室（以下，集団支援）の企画･支援者としても発

らない程言葉がはっきりしなかった｡｣と振り返っ

達障がいをもつ児童と関わってきた。浜田（1997）

た。筆者が集団支援で接したA君の様子は，自分
だけで遊びの世界に没頭し，そばにいる筆者が

が指摘した危うさをもつ学校生活を「世の中」と例

隣に私がいてもいなくても同じなのではないか，

え，集団支援での遊びの世界を「わたしの世界」と
例えるならば，2つの世界をつなぐ架け橋のような
役割が通級にあると思われ，田中(2009)が，「ここ

と思ってしまう程，人と共有の世界を結ぶことが
困難な状況にあるように思われた。このような背

ろを育てることも行動を調整することもどちらも必

景から，始めの頃のA君の内面世界には，他者の
存在が希薄な状態であったのではないかと思われ

要な援助である」と述べたように，筆者もそのどち

る。この1年半の関わりの中でA君の内面世界に

らも大切にする立場から，内面世界に寄り添うこと

人との重なりやつながりが生まれていったように

で見えてくる変容過程を追いながら支援のあり方を

感じる。

検討したい。菊池(2009)によれば，情動は他者に
対する自らの態度を決めるために重要な内動因とし

②家族構成

ての機能をもち，共感的に関わったり場に即した適

兄姉は家を出ている。

応的な行動をとったりするために必要とされる。

③出生から就学までの様子（母親・幼稚園教諭か

父･母･兄･姉･A君の5人家族。歳が離れている

従って，対象児がどのように情動を調整していった

らの聞き取り）

のかに焦点を当てることは，内面世界の変容を知る

妊娠時･出生時特に異常なし。首座り2ヶ月･お

手がかりになると共に，対象児の側から集団適応に

座り7〜8ヶ月･一人歩き10ヶ月。3．4ヶ月のま

ついて見つめ直す機会になると考える。

なざしの共有あり。人見知りなし。1歳半健診で

今回は，通級指導教室と集団支援教室という2つ

言葉の遅れを指摘され療育相談を始め，3歳で高

の場で，筆者が支援者として関わった実践から1事

機能自閉症と診断される。有意昧語の表出は2歳

例を取り上げる。通級指導を中核に置き，自己であ
る対象児と他者である筆者の間で相互的なやりとり

過ぎで，母親は上の兄姉に比べ語棄が広がらない

が構成されるように関わりを積み重ね，情動調整に

が嫌いで，3歳時にままごと遊びはできたが，4歳

着目して変容過程を追う。通級における目標が，在

時にルールを伴う遊びができなかった。5歳に

籍学級での適応を高めることであることから，対象

なっても言葉がはっきりしなかった。園では4歳

児の担任教諭（以下，担任）との連携についても触

の頃に「ママ来た」などわずかな言葉しか聞き取

れ，担任の関わりと集団支援での様子と照らし変容
要因について考察することと，通級における内面世

れず会話も噛み合わなかった。5歳時，物を相手

界に寄り添う支援の重要性とその役割について検討

全体指示も通らなかった。負けた時，1番になれ
ない時に頭を叩く自傷行為があった。

することを目的とする。

と不安を抱いた。2歳頃から大きな音や怒鳴り声

に一人で遊ぶことが多く空想の世界にいるようで

④就学後の様子（筆者による観察，担任からの聞
き取り）

Ⅱ、方法

間違いそうな問題で手が止まり，勝負に負ける
と奇声や泣き声を表出。負けや間違いへの抵抗感

(1)事例の概要

①対象児について

や状況への柔軟な対･応が難しく変化にとまどうこ

対象児A君は，高機能自閉症のある男児で，5
歳から集団支援に参加。保誰者の希望で校区外の

とから情動を抑えられず不適応行動につながって
いると思われた。話すことは好きだが一方的で話

小規模校（以下,B小学校）に入学。入学当初，

題が色々な所に飛ぶ。一般的知識に関するやりと

自分の要求が通らないと泣いたり奇声を上げたり

りは可能でも状況や題意を捉えた会話は難しい。

する不適応行動が目立った。時には頭を叩く自傷

相手の体調の気遣いや表 情理解はできるが，状況
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に応じた意図の理解は難しい。複雑なルールは理

(2)実施期間･支援の実施場所･筆者の役割･立場・

解できず勝敗が絡むゲームは負けるのが嫌で集団

関わり方

参加が難しい。縄跳びを続けて跳べなかったりは

○B小学校の図書室で，週に1回（45分間）の通
級指導（個別指導）を担当。

さみが上手に使えなかったりするなど粗大運動・

(20XX年5月〜20XX+1年VI月計1年7ケ

微細運動共に苦手。肥満気味で運動を嫌がり集団

月）現在も継続。

行動要素が強い体育の授業や学校行事で特に不適

○市内の教育事務所の一室で,2ケ月に1回(45分
間）の集団支援の企画･支援を担当。

応行動が出やすい状況であった。
⑤検査結果

(20XX‑1年11月〜20XX+1年12月計2年

wiseⅣを,A君が1年生の11月に筆者が実施
した。全検査IQ76(言語理解76,知覚推理74,

1ヶ月）現在も継続。

ワーキングメモリー85，処理速度91)。全体的知
的発達水準は平均の下〜境界線。記 億力や機械的

(
3
)
）通級指導教室について

作業力が他の能力に比べ高い。指標得点比較から

く支援仮説・長期目標・短期目標＞

｢認知習熟度＞一般知的能力」が窺え，「話が合わ

認知面での複雑･応用的な情報処理能力の礎

ず伝わらない（担任所見)｡」のは，理解力・思考
力（推理力）の困難さが一因と推察した。「漢字・
計算･音読･暗記が得意(担任所見)｡」とも一致し

得しにくさに加え，自閉症がもつ社会性の特性

ており，学習の基礎的スキルは定着率がよい。知
的水準に合わせた課題提示･体験的な理解を促す

者とのコミュニケーションに課題を抱えている

支援が望まれる。

題が見えるため，言語環境を整え関係形成を図
りながら共感的・相互的な関わりを通級で保障。

⑥環境・対象児と関わる人々について

から他者とのやりとりの中で

ズレ

が生じや

すい。自他意識が未成熟で対人関係における他
と推測。他者との関係性の中でのやりとりに課

今年度唯一の入学児童で温かく迎えられた。1

担任と連携し変容に肯定的評価を行うことで学

年生1名(A君）・2年生4名・3年生1名･4年

級での般化につなぐ。成功体験を積むことで自

生1名・5年生4名・6年生3名，計14名のB小学

尊感情が青まれ学校が安心して登校できる場に

校に通い，2年生と複式学級に在籍。校区外から

なるとともに不適応行動も減少すると思われる。

入学したため，地域の人々にA君が高機能自閉症

長期目標を『将来の社会適応に向け，自分に自

という困難をもっていることが事前に伝えられた。

信をもち相互的な他者とのやりとりをする力を

6年児童を始め，年下のA君に優しく接していた。
担任は指導に熱心でA君に対･し 皆と対等にでき

育てる｡』短期目標を『学校に安心して登校す

るようになってほしい

という思いと同時に

自

尊心を大切にしたい，という願いももっており，
課題を達成させるための丁寧な関わりがされてい

る｡』とした。
＜支援の視点・内容＞

思いや言葉が伝わる感覚を経験すること・自
分の良さに気づくことを大切にし，自立活動か

囲気だった。父母共に障がい受容できており，支

ら「他者とのかかわりの基礎に関すること」「コ
ミュニケーションの基礎的能力に関すること」

援機関とつながることでA君を支えてきた。父親

の項目を選定し関連を図る。指導内容は担任の

は診断を機に特別支援教育に関心を抱く。塾を開

要望に沿う形で柔軟に対･応。その時々で課題に

き，家でも学習･生活支援に尽力。登下校は母親

なっていることをテーマとした言葉の学習や出

が車で送迎し，帰宅後は母親の経営店で客と接す

来事の振り返りが挙げられる。日常生活体験を

ることが多い。兄姉も家を離れている。学校外の

土台とし，過去と比較して成長を実感できるよ

友達は集団支援参加児童（特別支援学校幼稚部男

うにフィードバックする。

た。校内職員も支援に好意的で 協力を得やすい雰

児，特別支援学級2年男児，同3年男児；以下，
T児）である。地域の友達がいないため集団支援

＜対象者に関わる人々や環境への支援に関して＞

は社会性の発達にとって重要であり，支援者と情

を担任と共に作成。保謹者面談で共通理解を

個別の教育支援計画をもとに個別の指導計画

報を共有することで総体的な支援を目指した。地

図った。校内研修でA君の変容を全職員で振り

域の教員･支援員が企画・支援に携わる。

返り共感的･肯定的関わりの継続を確認。集団
支援との連携を意識し，学校の様子を企画に反
−43−
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映させた。集団支援の様子を担任と共有。

訪れた5月（＃1）「トータルの先生だ｡」と笑顔
を見せ，筆者が教室に入りサポートすることに抵

(4)『トータル支援(TotalSupportGroup)J(以下，

抗する様子は見られなかった。筆者は最初の2ヶ

TSG)による集団支援について

月間，在籍学級での様子を知り担任と連携を図る

TSGによる集団支援は他者との関係'性を基盤
とする『誰かと何かを共有する』体験を積むこと

目的から，在籍学級でA君をサポートしながら実
態把握に努めた。授業中の間違いへの拒否反応

を目的とする。他者との共有経験は社会性の基盤

（＃2）や順番にこだわり泣き叫ぶ様子（＃3）か

となり身体･情動･認知･言語･コミュニケーション

ら，強い情動的緊張が感じられ不安感や不安定さ

の諸機能の発達と連関し自他理解の基盤を促進さ

を抱えながら新しい環境で場や時間を過ごす日常

せ自己形成へと影響を与える。企画を通し関係形

が想像された。＃3では要求が通らず奇声を上げ

成に基づく共有経験を積み相互作用による 情動や

るが空間から出ようとはしなかった。A君の隣に

身体への感覚が伴う一体感等の経験を得ることを

いた2年男児が筆者に【いつもこうなんです｡】と
にっこり笑う様子から，他児がA君の特性を受け

目指す（浦崎2012)。

入れる雰囲気を感じた。担任は,A君の負けや間
違いへの拒否反応を気にし，通級でのトレーニン
グを望んだ。個別の教育支援計画の短期目標に

(5)分析資料と分析方法
く分析資料＞

①通級における実践記録②通級・保護者・

学校生活のルールを身につけ，勝敗を素直に受

担任による通級指導連絡帳③担任・保護者に

け入れるようになる｡，と記したことから，負け場

よる連絡帳・A君の日記④担任・校内職員・

面での拒否反応は，担任にとって最も気になる行

保誰者からの聞き取り（各1年生1学期〜2年

動であった。長期目標には

生2学期まで）⑤担任による記録（学期ごと）

につけ，友達との会話を上手に楽しめるようにな

当該学年の学習を身

や校内職員のアンケート（1年生の11月下旬に

る｡，と記され，担任の目指すA君の姿は，他者と

実施)⑥集団支援での実践記録。(X‑1年11月
X+1年12月まで）

心を通わせ他者とのやりとりを楽しむ姿である点
で保護者や筆者と一致していた。担任の熱意と他

＜分析方法＞

児の温かい雰囲気を感じた筆者は，担任がA君と

上記①〜⑥の資料をもとにA君の情動調整に

の関わりに自信をもつことにより.A君も担任に

焦点を当て重要だと思われるエピソードを抽出

し，他者とのやりとりの変容課程をV期に分け

認められる場面が増えることを期待し，担任に向
けて関わりの良さを伝えるよう心がけた。6月＜

て記述し考察する。変容を多面的に捉えるため，

落ち着いてから話すと分かってくれる＞と感じる

筆者・担任・保誰者・集団支援での関わりにつ

（＃3頃)。A君も｢大きい声出したらダメなの？」
と確認するようになった(＃4)。その後も奇声が

いて整理し、表1〜5に示す。

表出したのは幼稚園時にも見られた負けや間違い
の場面だった。

Ⅲ経過と小考察

{集団支援の様子}だんだんワールド

表1〜5に対応させ重要なエピソードを経過に記

〜段ボールで遊ぼう〜（5月）

入し考察する。「」はA君，〈〉は筆者，＜＞は担

A君は活動部屋に入るなり目に入った段ボール

任，〔〕は保護者，【】は他児の発言。通級におけ

箱をどんどん壊し始めた。他児が組み立てた段

るセッション数は＃で示す。

ボールまで壊してしまうほど没頭。司会が終了時

間を告げた時,「嫌だ嫌だ」と駄々をこれた。強引
1．第1期の経過：不快･不安を表しながらも新し

に「終わり」にするには,A君の嫌だという気持

い環境に適応しようとする時期

ちが強すぎるのを感じたので，筆者はく片づけお

（1年1学期＃1〜5.X年5.25.〜7.6.)

[逼級担当としての参与観察・学校での梯子］
入学当初，学校生活のあらゆる場面で奇声を上
げたが，担任の視覚支援や具体場面での説明で時
間や場の切り替え時の奇声は減少。筆者が学校を
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山を作ろうか｡＞と言葉をかけてみた。すると段

ボールを指定された場所まで運び，お山を作りな
がら終了へと気持ちを落ち着かせることができた。
お山が完成して終了となったとき「また遊ぼうね。
おやすみなさい｡」と段ボールに言葉をかけた。

開機能自I"I症のある低学年男児に対する内而世界に寄り添う適応支援

表1第1期のA君の情動調整の変容過程

＃

○通級個別指導での筆者との関わり
●筆者の参与観察による学校での様子

･担任の対･応，
心情
◆他児との関わ

保誰者の対．
応・心情

集団支援での
様子

り

＜担任の記録＞
4月

5月
1

2

6月
3

4

7月
5

･園との勝手

昼休みが短い、体育を嫌がる、準備体操を嫌がる、鬼ごっこの鬼を
嫌がる、間違えた時慌てる。上記の￨際に大きな声で泣き叫ぶ。奇声
を収めようと学校生活のきまりや時間の流れを視覚的に示す。その
都度説明する対応をとる。

｢トータルの先生だ｡」と笑顔。筆者が教室に入る

が違い，と
まどってい
る
。

．負け間違いの
拒否反応と会
話が噛み合わ
ない事が気に

ことを受け入れる様子。

●算数問題で間違うことが嫌で｢これ合ってる？」
という目で筆者を見る。

．だんだん
ワールド

(5月)終了
時間を告げ

なる

●カードの並びに納得できず泣き叫ぶ。「音楽終 ．落ち着いてか
わりたい」と言うがその場を離れる様子はない。
ら話すと分
◆A君の奇声を【いつもこうなんです】と説明
かってくれる
●じゃんけんに負け嫌な表情をするが奇声はあげ
ない。担任に「大きい声出したらダメ?」と聞く。
●感想発表で1番にあててもらえず機嫌が悪い。
2番にあててもらい気分を持ち直す。

ことに気づく。

･避難訓練で
とまどわな
いか不安。
練習を家で
も行う。

･感想発表を皆
に分かりやす
く説明し直す

られ「嫌
だ｡｣を連発。
段ボールの
山を作りな
がら片付け
の気持ちに
切り替わる。

小考察：第1期

ほめられ嬉しそうだった。＃11では怪訟そうな表

第1期は，場や状況が変わる度に 泣く，という
不快のサインを出す状態から学校生活のルールに自

情で消しゴムを動かすがく前より上手になってる

ね。＞と賞賛すると喜び，表情が穏やかになった。
＃15では「N先生（筆者）と，あったか言葉ちく
ちく言葉勉強したいです｡｣と話した。この言葉は

分の行動を合わせようとする状態へ変容が見られた。
A君を受け入れる他児の雰囲気や担任の場面毎の丁

寧な関わりが要因と思われる。校区外からの入学で，
保謹者と学校側で話合いがされ，高機能自閉症の困
り感について担任も承知した上で迎えることができ

＃6から取り組んだ言葉の学習が一方的になって
いないか不安だった筆者を安心させた。

[集団支援との連携・担任との連携｝

たことも効果的に働いた。担任の肯定的な関わりが

どすこいワールド〜相撲で遊ぼう〜(10月）

拡大したことでA君も自分の行動を確かめるように

クリスマスワールド〜ゲームで遊ぼう〜(12月）

なり(#4),A君と担任の関係性が肯定的循環に向
き始めたと推察する。

情動調整が負け場面に焦点化され，＃10.11.12
で通級に集団支援の事前･事後学習を取り入れる。
10月のどすこいワールドでは，負け場面でのA君

2．第Ⅱ期の経過：気持ちの切り替え方を知る時期

（1年2学期#6‑18.X年9.14.〜12.21)

1通級での筆者との関わり1

への対応について支援者で共通理解が図られた。

①自然な流れを大事にし，わざと負けない。②学
校と同じ言葉で励ます。③ゲームに戻れたら，そ

〜気持ちを表す言葉の学習から始まる〜

の気持ちを誉める。以上3点を確認し相撲が始

2学期最初の通級日，担任から＜朝の会のス
ピーチで話が止まらない所を何とかしたい。＞と

まった。A君は高校生ボランティアとの勝負で負

け｢難しい｡」と大声で泣き続けた。支援者はA君

要望があり，話形に応じたスピーチの練習や，感

の横で｢難しいね。どんまい｡」と励まし進行役の

情に関する言葉の学習に取り組む（＃6．7．8)。

筆者はく次の勝負もあるよ。＞と言葉をかけた。

＃9では通級で教えた「がんばれ。どんまい」な

支援者が拍子木を渡しく友達の応援を頑張ろう。

どの言葉を体育で使い《応援上手だね｡》と担任に

次の勝負もあるって。＞と応援を促し続ける。怪
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詔そうな顔をしながら「がんばれ。がんばれ｡」と

拍子木を叩き始め，次第に気持ちが落ち着き，プ
ログラムを指さし「次？ぼく？」と次の勝負を期

12月,T君との綱引き勝負に負けそうになり
｢助けて」と悲痛な叫び声を上げた。結果,負ける
が奇声は上げず「もう一回」と再戦を要求。2度

待し始めた。進行役の筆者のく3位決定戦をしま

目も負けるが奇声は上げず耳をふさぎ結果を聞き

す。＞の呼びかけに立ち上がりゲームに戻った。

たくないしぐさを見せた。【Tさんの勝ち】と結果

後日，このエピソードを担任に伝え，奇声を止め

発表の声が聞こえると，がぐっと肩を落とし「負

るのではなく，どう切り替えるかを大切にする視
点を共有した。その後担任は遅刻や忘れ物をした

けちゃった｡｣とつぶやいた。A君のほほにサーっ

際，落ち着いて対応できたことを賞賛した（＃

その結果を受け止めようとする様子が伝わってき

14．16頃)。

た
。

と涙が流れていた。体験の中から 負け，を感じ，

表2第Ⅱ期のA君の情動調整変容過程

＃

･担任の対応，担任 保 護 者 の 対
の心情
応・心情

○通級個別指導での筆者との関わり
●筆者の参与観察による学校での様子

集団支援で
の様子

◆他児との関わり
9月
6
7
8

10月
9

○「いつ」「どこで」などの概念理解できず会話が
続かない。

○感情カードに「くやしいくん，かなしいくん」
と名前をつけ楽しむ
○「次頑張ろう」という言葉が気に入る。
●通級で習った「どんまい｡」の言葉を使い的当て
ケームに参加。

○翌日の集団支援教室で，負けるかもしれないこ
10

とを想像しながら自分を励ます言葉を一緒に考

･感情カードで「悔
しい」「笑顔｣の気
持ちを伝えた事を
喜ぶ。

･陸上大会では応援
リーダーの役を任
せることにする。
◆友達を応援する姿
に気づき＜応援上
手だれ＞とほめる。

1
1
月
12

○集団支援のビデオを真剣に見る。＜泣いた後応
援を頑張ったことがよかった＞と伝えると喜ぶ。
いう言葉に反応しないようにすると興奮はそれ
以上高まらなかった。

14

たことを喜ぶ。

1
2
月
16

数が減少。

･陸上大会の

出場を不安

○あったか・ちくちく言葉のシートをめくり見せ

○集団支援の『ドキドキわくわくシート」の名前
に笑顔。「あわてんぼうのサンタクロースをみ
んなで踊りたい｡」と意欲を見せる。

18

○集団支援振り返りで雪遊びの映像を嬉しそうに
見る。話題が移っても集団支援の話題ばかり。
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･忘れ物時の対応力
がついたと感じる。

る
。
・クリスマ
スワール

・日々、落ち
着いている。

Aは負け
る。以前
のような

奇声は上

げず,「も
う1回」
･思いを伝え
ることや

9

我慢するこ
とを学んで

要以上に気

17

ームに戻

ド(12月）

･忘れ物を必

る。

ながらゲ

綱引きで

いる。

○筆者との言葉の学習に意欲を示す。

(10月)相
撲に負け
て泣く。
支援者の
励ましで
応援をし

うになる。

･気持ちを表す言葉
を使おうとしてい
る。通級の効果が
出ていると感じる。

･A君が遅刻。「遅れ
てごめんね｡｣と落
ち着いて対応でき

○WISCIV実施。

15

．Aの怒る回

･学校の出来
事を話すよ

○消しゴムを動かしていることをほめると，はり
きって消す。

○間違いを直す時「いや！」と言うが，「いや」と
13

ワールド

に思う。

える。

11

･どすこい

にしなく
なった。

と再戦を
せがむ。

結果発表
後,がぐっ
と肩をお
とす。ほ
おを涙が
つたう。

商機能自m症のある低学年男児に対する内而世界に寄り添う適応支媛

出来事を絵と言葉で表したもの）を使い4月から

小考察：第Ⅱ期

のA君の変化について共に振り返った。校内職員

Ⅱ期は認められる喜びを感じ他者からの励ましで
気持ちを切り替える経験を種み始めた時期であった

の成長メッセージの横に嬉しそうに

と考える。A君が通級で学んだ言葉を生活場面で自

形，を並べていった。

発的に使おうとした背景には＃9で担任がA君の言

くっつき人

[学校行事での筆者との関わり］
〜体験の中から言葉の意味を知る〜

動を肯定的に評価したことが大きい。第1期で担任

＃27の登山では「足が痛い。いつ終わる？」を

とA君の関係性に肯定的方向付けがされていたこと

が影響していると思われる。賞賛されることに喜び

連発するA君に，＜足が痛いのはみんな同じだよ。

を感じ（＃9.11.12)，担任や筆者が賞賛されたい相
手として意識されたことは，他者の励ましを自分の

＞と言うと「我慢する？」と発する。場の状況に

力にする基盤になっていたと思われる。負け場面で

ぴったり合った言葉で,A君自ら我慢しようとい
う気持ちを表した言葉を聞いたのは，このときが

の情動調整の分岐点は集団支援の相撲遊びで負けて

初めてだった。足が石にぶつかり泣き出しても筆

泣いた際，支援者の励ましでゲームに戻った時であ
る。この様子を担任と共有したことで負から 快へと

者の励ましで立ち上がり歩き出した。昨年はおん

情動を調整する方向付けが図られ，担任も保誰者も
遅刻や忘れ物をした際のA君の行動の変化に気づき

達成したことを保護者も喜んでいた。

ぶされて登山したA君が，弱音も吐かずに登山を

[担任･校内職員・他児との関わり｝

賞賛するようになった（＃14.16頃)。さらに綱引き

〜担任以外の他者との関わりの中で乗り越える〜

勝負の際，奇声を上げず「負けちゃった」とつぶや

#20の一輪車の披露で他児がまっすぐ走行する

いたことについて『ジャンケンに負ける，テストで
100点を取れない類の負けではなく，体を動かし心

中，一人だけ曲がり半泣き。担任の＜ブーメラン
走だね｡上手だね｡＞の言葉に笑顔になる。＃21で

を熱くし本気勝負した結果だったから受け入れるこ

は発表会練習で男性教諭が児童全員を叱責。他児

とができたのだろう（浦崎)｡』と支援者同士で確認

が静かに話を聞く中「なんで」と一人泣く。全体

した。このことから情動の共有経験が情動調整の基

指導が終わった後，男 性教諭はA君に歩み寄，
叱った理由をゆっくり説明。その後，6年男児が

盤的な役割を果たしていると示唆された。

台詞練習の仕方を教え一緒に踊るように促した。
A君はゆるやかに気持ちを収め笑顔で授業を終え

3．第Ⅲ期の経過：乗り越える体験を積む時期

（1年3学期＃19〜29.X+l年1.11.〜3.15.)

[通級での筆者との関わり1

た
。

￨保護者との関わりl
〜学校生活が充実していることを実感する〜

〜A君の世界に歩み寄る〜

1月,A君に対して母親が［大声出したら2年
生に上がれないよ｡]と言う。担任はA君が進級を

2学期の個別指導は，こちらが教えたい言葉の
学習が主だった。もっと主体的にA君が言葉を発
そうなパネルシアターを導入し出来事発表を促し

意識し頑張る姿を母親に伝える。2月，女児との
トラブルを話す。児童間のことを上手に話せたと

てみた(#23)oB小学校の児童と職員の顔写真付
きの人形を登場させると喜び「校長先生は応援団

母親が喜ぶ。3月，高熱の中「学校を休みたくな
い｡」と言う。

することができないかと考え.A君の興味を引き

で△△先生は音楽係｡jと楽しそうに話しながら

[集団支援での様子l真っ白けつけワールド

次々と人形を並べていった。表情はぱっと明るく

〜冬の海で遊ぼう〜（2月）

なり，こちらが質問する前から学校での出来事を

ボールプールにお腹から飛び込み発泡スチロー

語る様子に筆者も嬉しくなった。翌週会ったとき

ルをまき散らしダイナミックに楽しむ。支援者2

｢来週くっつき人形(パネルシアター）やろうね｡」

人と修学旅行のごっこあそびをする。「3月は空

と意欲を見せた（＃24)。＃29では，成長絵本（筆

港ワールドで5月はこいのぼりワールドだね｡｣と

者自作の絵本で,A君が大きく変容したと思える

次の集団支援に期待と意欲を見せる。
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表3第Ⅲ期のA君の情動調整の変容過程
＃

○通級個別指導での筆者との関わり
●筆者の参与観察による学校での様子

･担任の対･応，担任の心情
◆他児との関わり

保護者の
対･応・心情

集団支援での
様子

．Aの『ぼくは，ろうかはだいきらいです。こんどきをつけることです。 ･廊下を走っ
はしらないようにきをつけます。（1．9)』の日記を読んで，自発的に
た事を「気
1月
19

ルールを意識する気持ちに喜ぶ。

をつければ

･保護者とA君の約束を受けて,Aの『ぼくは，さいごまでがんばったか

いいことだ

ら2年生になれるね。(1.18.)Jというきび刈りのエピソードや2年生
になる事を意識し「ぼくが掃除のリーダーだよ｡」と先頭に立ったこと

よね｡｣と言
う。〔大声出

を保謹者に伝える。（1．16）

したら2年
生になれな
いよ｡〕と約
束する。

20

●一輪車で曲がり半泣き。担任が「ブーメラ ＜ブーメラン走だね｡＞と
フォロー。
ﾝ走」と言い笑顔。

21

●男性教諭の叱責に「なんで」と大泣き。6 ｢『教室は間違う所』の本を
年生の言葉かけで台詞の練習に参加。笑顔 見つけたよ」と担任に見せ
で3校時を終える。
る。（1．25.）

22

○男性教諭を「怒ってる鬼みたい｡」と表現。叱責の意味を理解したのか
｢次頑張ろうと思った｡」と発言。

23

○パネルシアターを導入。『A君成長物語』絵本を見せると喜ぶ。消しゴ
ムを使い笑顔でアピールする。

2月
24

25

●大規模校との交流学習で一輪車を披露し失敗するが，練習通りにお客
さんに手を振りお辞儀。【かわいい！】と会場から拍手が起こる。落ち
着いた様子で自分の席に戻り，友達の一輪車披露を応援する。帰り際，
｢来週は，くっつき人形やろうね｡」と筆者に言葉かけ。
○集団支援教室の友達の名前を覚えていた。※校内研修（2.15）で話を
聞いてあげることや肯定的な関わりをすることを全職員で確認。
○機嫌が悪いのに笑顔の表情カードを指さす。 ◆ 他 児 と 「 ス ー パ ー 仮 面
ルー」になって遊ぶ。
＜イライラする日もあるよれ＞と言うと，

26

指を指し直し，寝るのが遅かったと話す。

(
1
.
1
1
）
･寝言でも

「どんまい｡」
という。
･進級を意識
し騒がなく
なった。
(
1
.
2
5
.
）
･女子との卜 冬の海で遊ぼ
ラブルを話 う．2月16日・
す｡（2.13） ボ ー ル プ ー ル
に飛び込み発
砲スチロール

をまき散らし
ダイナミック

．「スーパー

に楽しむ。支
援者と修学旅
な る か ら 行のごっこ遊
マント作っ びをする｡＜
て」と言う。 何が楽しかっ
カメンに

た？＞と聞く
3月
27

と「雪遊び」

●登山で「我慢？」と発する。足が石に当たり転ぶ。「もう嫌だ｡」と泣き
だすが立って歩き出す。

28

○体育で勝敗のあるケームをしたのでく勝つ ＜悔しいね。でも泣いてな
た？負けた？＞「う−ん。はじめよつか･」 いね｡強くなったね｡＞と励
と話をはぐらかして先に進もうとする。
ますと収まる。

29

○『A君成長物語』を見せると得意気な様子でページをめくる。＜何が成
長した？＞「図書館で静かに本を読めるようになったこと｡」「合同給食
会で司会を頑張ったこと｡」

と答えた。

･高熱時｢学
校を休み
たくない｡」
と母親に
訴える。
(3．4）

｢3月は空港
ワールドだ

ね｡｣と次の集
団支援に意欲
満々

小考察：第Ⅲ期

れたことが他者との関係性の広がりの表れであると

第Ⅲ期は実感を伴う体験を積み重ね，困難を乗り
越えた時期であったと考える。一輪車や交流学習，

考える。特に内面の変化を感じたのは＃27の登山で

発表会など，場も人も様々に変化する苦手な活動が

した時だった。言葉の意味を体験から感じ取ってい

｢我慢する？」という場の状況に合った言葉を自ら発

多い中，泣いても最後は笑顔で乗り越えたことが成

るのが伝わり，辛い登山を皆と一緒に頑張ろうとす

功体験となり自信につながった。6年児童や男性教

る気持ちを感じた。岡本（1982）は，自己のことば

諭など，担任以外の他者の励ましに応える力が生ま

で行動を抑制し保留できることや．その努力は動作
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に怒ってもいいの？」と聞いてきた。先程の言葉
を覚えていて素直な気持ちを伝えていると感じら

の調整にとどまらず自我の確立の基礎をなす重要な

働きであると述べているが「我慢する？」は，登山
という困難を自ら乗り越えようとする自我の育ちで

れた。＜すごく嫌な時は怒ってもいいよ。でも少

もあったと思われる。家庭では出来事に加え友達と

し我慢して間違いを直してくれると嬉しいな。＞

のトラブルについて話すようになり，母親が聞きた

と言うと気持ちを聞いてもらい満足したかのよう

い内容を話すことは，一方通行だった会話に相互作

にまた問題を解き始めた。＃38では何度も写真を

用が生まれる兆しとなった。ファンタジーの世界に

忘れる筆者に「怒ってもいいの？」と聞く。＜い

いることが多かったA君が自分の行動を統制し始め

いよ。何回も忘れたから怒ってるね。＞と言うと

たことで現実の世界で生き始めた証に思えた。また

｢怒らない。今日の僕は二重丸1」と怒りたいけど

〔大きい声出したら2年生に上がれないよ｡〕という
母親の言葉に対し意欲的に頑張ることができたのは，

我慢する自分をアピール。＃31.34では筆者をか

学校が行きたい場所になり，担任や母親との関 係性
が安定していたからであり，他者の言葉を自我形成

なキャラクターと筆者の人形を作ってきてほしい

のエネルギーにした内面世界の育ちに思えた。筆者

祭りに行く話をし＃42では文脈の中で「ふれあい

との関係形成の分岐点は＃23でパネルシアターを導

タイムだね｡」と言う。筆者に「まだかなって待っ

入しA君の世界に近づこうと工夫したことである。

てたよ｡」と言ったり「絵の具をつけちゃおう｡」

ゆるキャラが好きなA君に，職員と児童をキャラク
ターのように登場させたことが興味に合い「くっつ

とからかったりする様子から ふれあいタイム

き人形やろう｡」と意欲を引き出せたことが筆者に

＃43では<A君と先生（筆者）で，ふれあいタイ

とっても大きな喜びとなった。どこか一方的に感じ

ムをやりたいと思います。何がしたいかな？＞と

らかったり，冗談を言ったりした。＃38では好き
と要望した。この人形を使い＃41では一緒に産業

という言葉に人への関心の高まりが感じられた。

ていた出来事発表が主体的なものになり，その後の

聞くと「着ぐるみワールド！」と答え集団支援と

A君と筆者の関係』性構築にも影響を与えることと

混同している様子。粘土や絵など例を出しながら

なった。

B小学校の図書室でA君と筆者の2人でやること

を伝えると「考えてみようつと｡」と言い「人形劇

フェスタ！」と言う。＜じゃあ，いっぱい人形作
ろう。＞と言うと，「3匹の子豚」とA君が言った

4．第Ⅳ期の経過：言葉で気持ちをやりとりする時期

（2年1学期#30〜43.X+l年4.19.〜7.19.)

[通級での筆者との関わり］ 〜心と心が触れ合う〜

ので筆者も笑顔で賛同した。

A君は2学年に〕壁扱し1年生が3名入学。同じ

{担任･他児との関わり1 〜実感を伴う言葉の表出〜

担任であった。＃31では忘れ物をした筆者に「ま

遠足のゲーム時，奇声を上げ担任がくどんまい

た持ってきたらいいさ｡｣と励ます。＜許してくれ
るの？ありがとう。A君は今日，何を忘れたの?＞

だったよれ＞と言うと「約束やだ｡」と反抗的な態
度をとり壁に向かい頭を打ち付ける(＃31頃)。担

と聞くと「体育着｡」と答え「しょうがない。仕方

任は6年生の卒業を機に他児のA君への関わりが

ない｡」と続けた。＃32では入室するなり「昼休み

変化し自傷行為が出やすいと話した。

ができなくて泣きました。だってチャイムが鳴っ

￨保護者との関わり1〜注意されても大丈夫〜

ちゃったから｡」と話す。さらに続けて「もっと遊

集団下校に加わり，他児に歩き方を注意され困

びたかった。でもまあいいか。お家で遊べば｡｣と
爽快な表情。自発的に出来事を話したのは初めて

る日が続き母親は心配するが，雨の日に車で迎え
に行くと「歩きたかったのに。ぼく歩くの大好

で，泣いた理由や対処法も話したので筆者は驚い

き｡」と話したくましさを感じた。

た。担任から1週間前の遠足で自傷行為が出たと

￨集団支援での様子｝空港ワールド

聞いておりくゲームで引き分けで悔しかったね。

だから頭をポカポカしちゃったの？＞と尋ねると

〜紙飛行機で遊ぼう〜（5月）
A君が要望した空港をテーマに遊びを展開。好

うなずく。＜先生とお散歩に行ったの？＞と聞く

きなキャラクターのお面をかぶる筆者を見て大喜

と，その光景を思い出し表情が明るくなった。＜

び。紙飛行機を使いく○○島から△△島まで発

'悔しい時は言っていいんだよ。言葉にできないと

射！＞という筆者の言葉を受けA君もこちらに向

頭をポカポカしちゃうよね。＞と続けた。しばら

かって紙飛行機を投げ返す。やりとりが3回ほど

くしてA君が字を間違った時「消しゴムを使う時

続くが，飽きたように別の場所にいってしまった。

−49−

琉球大学教育学部附屈発達支援教育実践センター紀要第5号

表4第Ⅳ期のA君の情動調整の変容過程
＃

○通級個別指導での筆者との関わり
●筆者の参与観察による学校での様子

･担任の対･応，担任の心情
◆他児との関わり

＜2年生で何をがんばりたいか＞を聞くと ◆＜2年生だから我慢しよう
4月
30

31

｢くっつき人形(パネルシアター）をやりた
い｡」と答える

＞と言うとぶつぶつ言い
ながら学習に戻る。
(
4
．
2
2
.
）

○筆者の忘れ物を励ます。自分の忘れ物も

･ゲームの結果を受け入れ

素直に認め，自分に対して「しかたな
い｡」と言う。プリントを「だって難しい
んだもん。とばしちゃおう〜」とからか

ず大声。＜どんまいだっ

32

○自分が泣いたことや理由を話し気持ちを切り替える。一週間前の自
傷行為について振り返る。消しゴムを使うとき，「怒ってもいい
の？」と聞いてくる。
告

33

●委員会に集中せず「教室で母の日のプレ ◆他児の言葉かけで紙芝居
練習を続ける。
ゼントがしたい｡」と言う。

34

○していないことを「した」と言って筆者 ◆〜ねえちゃんと手をつな
いでありがとうございま
＜わざとまちがってるでしよ〜＞の言葉
した。
に期待している。

35

6月
36

○「いつどこで」の質問に合わない返答内容を予測しく友達とフラフー
プで遊んだの？＞と聞くとうなずく。

37

38

○筆者の忘れ物に「怒ってもいいの？」と聞く。好きなキャラクターの
人形と筆者の人形も作ってきてと言う。

○避難訓練で，1年生は泣いたが自分は泣 水に顔をつけることができ
かなかつたとアピール。キャラクターと るようになったのは，保護
筆者の人形でキャンプの話

40

41

7月
42

43

･下校時歩く
速さを注意
され心配。

(
4
.
2
3
.
）

．「頑張って
歩いたよ!」
と笑い顔
(5．9.)雨
で迎えると
｢歩きたかっ
たのに。歩
くの大好き」
(
5
．
1
6
.
）

･空港ワールド

(5月)キャラ
クター衣装の
筆者を見て喜
ぶ。空港の曲
で踊る｡｢握手
会」と言って
色々な人と握
手して回る。

○プリントを渡されて「とばそうつと」とからかうように言う。

●【のどかわいた】と連発する1年生に対して「水は休み時間に飲むん
だよ･」と励ます。

39

集団支援で
の様子

たよれ＞と言うと「約束
やだ｡｣と反抗し自傷行為
(5．2.）

うように言う。
5月

保護者の
対応・心情

者のおかげ

●大規模小学校との交流。時々気持ちを乱す場面もあったが，全体の
流れの中で参加する。

○「プリント大嫌い。難しいから｡」と言う。筆者の人形もパネルには
り，キャラクターのとなりに並べる。

･手をつない

で下校して

くれる6年
生に感謝
（
5
.
2
3
.
）
･顔を水につ
けることが
できるよう

地域のプー
ルに通う。
昨年より水
に慣れてい
る
。

･水族館ワール

ド（7月)お腹
からシートに

○「まだかな〜って待ってたよ｡」と言う。集団支援の事前学習では絵
具遊びの内容を聞き「いたずらしていいの？ほっぺたにつけよ〜」と
筆者をからかう。出来事発表でパネルを操作しながら「ふれあいタイ
ムだね｡」と言う。

飛び込む。絵
具を手の平の
上で混ぜるこ
とが楽しい様
子。水を絵に

○ふれあいタイムで何をしたいか聞くと「着ぐるみワールド」と答える

かける。

小考察：第Ⅳ期

だったと思われる。Ⅲ期までの体験を通した実感の

第Ⅳ期は，言葉での気持ちのやりとりが活発に
なった時期と考える。特に「約束やだ」が自我形成

積み重ねが言葉による感情表現につながっていると

の過程に現れた意味ある言葉に感じられた。教わっ

感じられた。「しょうがない｡」など自分で自分を励

た言葉を使い認められる喜びを感じてきたA君が，

ます言葉が増え，他児に対しても お兄さんらしく，
注意したり励ましたりする行動が表出(＃37)。自分

押さえきれない感情と対11寺し発した実感を伴う言葉

から泣いた理由を話し「怒ってもいいの？」など，
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自分の思いを素直に伝えようとする気持ちが表れ

てきた。強いヤギのイメージを壊したくなかった

｢まだかなって待ってたよ｡」のように，他者への愛

ようだ。＜何て言えばいい？＞と聞くと「よしい

着を感じる言葉も出始めた。言葉に気持ちがのって
いる実感と共に会話に相互性が生まれた。＃32.38

くぞ1って言うんだよ｡｣と教えてくれた。自分の
イメージと違うヤギになっても筆者からヤギ役を

の様子から，筆者が話し相手として認識されたこと

奪わずに，自分のイメージを伝えてくれたことで，

や,A君の出来事の中に筆者の存在が加わり，筆者
が場を共有したい他者になり始めたことが感じられ，

最後まで一緒に演じきることができた。終了後，

関係性の深まりと共に｣借動的コミュニケーションが

言った。＜次は2人でやってみたら？＞と言うと

生まれたと考える。

｢いいね｡」と言って,2人で演じ始めた。A君はヤ

M君が「すごかった｡｣,A君が「楽しかった｡」と

ギ役。M君に指示を出しながら楽しそう。M君が
5．第V期の経過：他者との関わりを広げ「自己調

A君に合わせて

整力が高まる」時期

やられ役，を演じてくれたこと

で2人の発表も成功。「楽しいね｡」と笑顔でジャ

（2年2学期＃44〜55.X+l年9.6〜12.20)

[通級での識者と鰯閣〃』］ 〜 自 己 意 識 の 芽 生 え 〜

ンプ。

{担懲・髄堤との霞がﾉ］ 〜 嫌 悪 感 の 芽 生 え 〜

ペープサート作りの中で，過去の自分のエピ
ソードを話しながら「アンパンマンは赤ちゃんだ

敗にこだわらず徒競争に参加し，運動会練習で集

からもう見ない｡」と言った（＃45)。運動会の練

団の一員として役割を果たす姿があった。他児と

習を離れた場所から見ていると，話を聞く時の自
分の姿勢が悪いと気づき，自分から姿勢を正す様
子があり（＃47)，他者に見られている意識が芽生

の関わりではD君に「嫌い｡」と言ってしまいトラ

拠＞と,A君のやりとりの成長として捉えている。

えていると感じた。さらに筆者との間でアイコン

また通級の授業が延長し,A君が遅刻を気にする

タクトができるようになった。特に＃47でA君か

と思いくチャイムが鳴っちゃってごめんね。＞と

ら筆者にガッツポーズを向けうなずく様子からは

言うと「T先生（担任）は大丈夫って言ってくれ

運動会の練習頑張るからね｡，という心の声が

るよ｡」と安心しきった様子で話し，担任との安定
した関係性を感じた。一方で，他校との交流学習
では，他児を叱責する職員に対し嫌悪感を抱き，

はっきりと感じられ，筆者も 頑張って！ちゃん
と見てるよ，という気持ちと共に笑顔でガッツ

ポーズを返した。担任との話合いから，2年生に
進級したA君の支援目標は，他児との関係』性を豊
かにすることであったため，筆者は通級の ふれ

昨年は出場を見合わせた陸上大会に出場し，勝

ブルになるが，担任はく喧1嘩も噛み合っている証

その後の活動が続けられないという出来事を通し

｢嫌いって言っちゃった｡」「ぼくが駄目なの？」と

あいタイム，で作成したペープサートを他児に見

他者に対する気持ちが多様化し，それに伴う自分
の気持ちと葛藤する場面が増えている。この件を

せる活動を通して他児との新たな関わりを作ろう

保護者も心配し，保護者・担任・筆者の三者で話

とした。＃45でく1年生に見せようか？＞と提案

合いがもたれた。その際，以前は 好き，や 楽

するが「D君たちには見せないよ。トータルで見

しい，という気持ちしか出さなかったA君が

せる｡」と言って集団支援の児童の名前を出した。

だ，や

＃51では，もう1人の通級入級児（3年M君）と

こと。また，そのことで自己嫌悪になってしまう

嫌い

嫌

という気持ちに気づき始めている

一緒に学習。「M兄ちゃんと初めてだね｡」とはり

こともあることを確認した。学校では，配慮がな

きり，テンションが高くなった。｜司じ空間でそれ

い対応に対して気持ちを乱すことがあることは，

ぞれの課題をやる2人だが，お互いのことが気に

社会に出たときの練習だと捉え，一つ一つ大事な

なり「始めの号令は,M兄ちゃん｡」や【A.ふざ

経験としてA君を支えていくこと。家庭では.A

けてる｡】などやりとりをしながら授業を終えた。

君が正直な気持ちを出しやすい雰囲気を大事にし，
嫌悪感について受け止める態度で接することを確

この時，M君がA君のペープサートを【見たい｡】
と言い，＃59でM君に披露。A君は「拍手して。
ご一緒に｡｣と言葉をかける。A君の方から筆者も
演じる側にまわるよう促しがありヤギ役を任せて

くれた。筆者が「橋わたれるかな？」と台詞を言
うと「橋わたれるかな？って言わないで｡」と言っ
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認した。D君とのやりとりは，生活科や道徳の授
業を通して一緒に遊び手紙のやりとりをするうち

に敵対視する気持ちが和らぎ，給食中に2人でふ
ざけ合って笑い合うという関係になった。2学期
を振り返る担任との話し合いの中で，担任からく

琉球大学教育学部附属発進支援教育実践センター紀要第5号

A君の日記にはじめて

友達，という言葉が出て

楽しくない，と表現したのは初めてだったので理

きた。＞＜自傷行為がなくなった。自分の怒りを

由を聞くと「あの小さい子がガオーって…」と幼

自分に向けてではなく，外に出すことができてい

児の介入が嫌だったと伝えてくれた。＃53ではA

る。特に，言葉で伝えることができるようになっ

君に「次のトータルは何？」と間かれく新春すも

たことが大きい。＞と話があった。A君と一番多

うワールドをやろうと思ってるよ。＞と答えると

くの時間を共にする担任から，内面の変容を喜ぶ

｢ぼく相撲はやりません｡」と言った。理由を尋ね
ると「ぼく優勝したから｡」と一度優勝したのでや

言葉を聞けたことが嬉しかった。

￨集団支援での様子l

りたくない気持ちを表現。さらにくでももう一回

ハロウインワールド〜かぼちゃで遊ぼう〜(10月）

相撲見たいな＞と言うと「じゃあ僕 はつけよ−

クリスマスワールド〜雪で遊ぼう〜（12月）

い，をやる｡」と行司をやることで相撲に参加する

10月，待合室でA君の「3匹の子豚劇場」が始

意思表示をした。10月集団支援のA君は， 場を

まった。A君は，練習通りはりきって演じ始めた。

しきりたい

気持ちが強く出て，司会の筆者が

見学の幼児がパネルに興味を持ちオオカミの人形

ゲームに誘っても「やらない｡」と言うなど，これ

を手にし【ガオー】と演じ始めた。A君は最初は

までの没頭するように活動する姿とは違っていた。

笑顔を見せるが，幼児の介入が増えると手で「ダ
メだよ」と制止し，自分だけで演じ続けた。他児

支援者で話合い，次回の集団支援では筆者のサ

は予想以上にパネルシアターに興味をもち最後ま

サンタのIll冒子をかぶり，はりきって登場。小麦粉
粘土に熱中している時も「次は雪を降らせよう

ポートのもと司会役を任せることになった。12月，

で見てくれた。一方A君は，観客に背を向けパネ
ルを操作することに没頭していたが，時折「さあ，
みなさんご一緒に｡｣と自分に注目が向くように言

か｡｣と次の活動のことを意識し他児に声をかける
姿があった。事後ミーティングでは

前回より表

葉をかける姿も見せた。後日，通級でくみんなの

情が輝いていた。皆の前で仕切れて楽しそうだっ

前で3匹の子豚をやってどうだった？＞と聞くと

た｡，とA君の様子を確認した。

「楽しくなかった｡」と答えた。集団支援の活動を
表 5 第第
VV期期の
のA
A君
君の情動調整の変容過程
＃

･担任の対応，担任の心情

○通級個別指導での筆者との関わり
●筆者の参与観察による学校での様子

◆他児との関わり

保護者の

集団支援での

対応・心情

様子

● 給 食 を 食 べ る の が 遅 い D 児 に イ ラ イ ラ し な ◆＜｢ばか｣って言ったらい
9月
44

けないよ＞というと「そ
うだった｡｣と言うが態度

がらもおかずをこぼしたことを笑う。
○「ぼく描けない｡」と絵に自信ない様子。
○「ぼくトータル大好きだから｡」と言う。

はひねくれたまま

(9．6.）

45

●目で通じ合う。かけっこ負けても平常心。
トラブルを注意され「言い間違っちゃった」
とひきずる。
○お兄ちゃんだからアンパンマンは見ないと
言う。ペープサートを級友に見せようと誘

・1年生との喧嘩もやりと
りがかみあっている証．
時間と場所の急な変更に
対応できるようになった
(
9
．
1
3
）

うが断る。

46

○Aが考えたストーリーに対しくケーキも作
ろうか。＞に賛同。苦手な絵を「描いて」と
せがむ。運動会のことで「勝っても負けても
どっちでもいいんだよ｡」と自分から話す。

下敷きが嫌な理由を聞くと「音が苦手」と話
す。チャイムがなりく遅れちゃったね。＞
と言うと「T先生は大丈夫って言ってくれる
よ･」と話す。

47

●筆者を意識しガッツポーズ。手いたずらを
担任と一緒に見ていたらやめる。周りをみ
ながらダンス。ずれても自分で位置を確認
する。

･友達とのやりとりがうま
くいかずSSTの必要性
を感じると担任から話が
ある。その場で自他の気
持ちを確認。今の担任の
対応を続けることで理解
は深まると担任に伝える
(9.20)

．かけっこで4位。「ぼく
あのとき悔しかった」と
担任に話す。（9.26）
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･親子の会話や
宿題の読み取
りで言葉の意
味を尋ねてく
ることが増え
た。国語辞典
を引かせたい ハロウィンワール
(
9
.
2
0
）
ド(10月)通級で
取り組んだパネ
ルシアターを待
合室で披露。活
動中は，場を仕
切りたい欲求が
強く、ゲームに
参加しない面も

｢皆で写真撮ろ
う｡」と言い､最
後はみんなと握
手をする。

高機能自I"I症のある低学年男児に対する内面世界に寄り添う適応支援

48

1
0
月
49

f
i
d

51

●運動会終了後「負けちゃった」と泣き声になるがくどちらかが勝ったらど
ちらかが負ける。最後まで頑張ったから負けてもいいんだよ。＞と言う
と怒るのを我慢する表情。（9．28）
●組踊り鑑賞では「鬼が出てくるよね｡」と担 ･ ラ ン ド セ ル が な い ハ プ ニ
任に確認。6年男児とペアになり市民会館
ング「次から気をつけま
す｡」と対応（10．4）
で1時間半ゆったりと鑑賞できた。(10.4)
●面倒で掃除を休みたいと言う。＜1年生の
手伝いしてくれる？＞の提案を受けて，怪詔
な顔でも「わかったよ〜」といつも通りに掃
除
。

･陸上大会で楽しく最後ま
で走る姿に感動（10.11）

●お菓子を食べたいとだだをこれる1年生に
「しょうがないしかないよ｡」と笑顔で言う。

･一つ一つの言葉に注目す
るようになる。家で嫌
がったキャッチボールを
皆の中だと自然にでき集
団での学びはすごいと感
じる。（10.28）

○「3匹の子豚」をはりきって演じる。ペープ
サートの練習ではく自己紹介を入れたら？
＞やくケーキ2個でもいいんじゃない？＞
の提案を受け入れる。

52

○集団支援の振り返りで、パネルシアターを演
じている時、幼児が入ってきて嫌な気持ち
だったことを話す。

･運動会感動的
(10．1）

･陸上大会は負
けても頑張る
事が大事と話
す。(10.8)

･集団支援が楽
しみな様子。
(
1
0
.
1
7
)

･図書館司書から，最近反 ･文章題を理解
抗的な態度も増えて気に
する力がつい
なるとの話がある。

てきた。

(
1
0
.
2
3
）

1
1
月
53

○似顔絵を描く難しいな＞と困った声を出す
と「N先生の上手だよ｡」と励ます。次のトー
タルで相撲をやることを伝えると拒否する。
理由を聞くと「僕もう優勝したから」と答え
た。＜相撲もう1回見たいな。＞と言うと

｢じゃあ，はっけよういをやる」と答える。

54

･ハロウィンにちなんだ劇
で 着ぐるみワールドや

りたい，願望叶う。児童
と先生も変装。Aはおば
け役で満足。(10.30)3
日連続日記に書く。

･持久走で皆と
頑張って走る
姿に感動。

(
1
0
.
2
5
）

○「先生、今日忙しいの？」「持久走見に来て 他校の先生とトラブル。保 ･ハロウィン楽
謹者も心配しているため三
もいいよ｡」
しみで衣装を
もっていくと
○I､ラブルの振り返りで、「もう怒る話はやめ 者で面談を行う。
よう｡」
はりきる。
(
1
0
.
3
1
)

55

○ふれあいタイムではあやつり人形作りをす ｢嫌い｣はくDさんの心が傷
る。カップの数が足りなくなり気持ちが乱 つくよ＞と伝えるとD児に
れるが「紙で作ろうか｡」と気分を切り替え 肯定的な言葉をかける姿が

1
2
月
57

58

59

ンタの帽子をか
ぶ
りはりきって
･ハロウィン大
登
場。ペープ
満足でした。
サートを演じる
(
1
0
.
3
1
）

が、見ている他
児の方にはあま
○次の集団支援では「○○レンジャーがやりたい｡」とご当地キャラクター ･集団支援でA り視線を向けず
の出番を作っ
に典1床を示す。
自分の世界に没
てもらったこ
頭する様子だっ
○エプロンシアターの材料が足りないと知ると「パネルシアターでもいい
とに感謝。
た。次回はTさ
よ･」と言う。集団支援で「皆で雪だるまを作ろう｡」と言う。ペープサー
んが発表すると
ﾄはM児ならいいよと言う。
言う話の流れに
○ ペ ー プ サ ー ト の 練 習 で く 先 生 も や り た い ＞ ◆給食中,D児とふざけ大 ･ 習 字 教 室 に 通
なると、「ぼく
と言うと断るが，＜え〜ダメなの？＞と聞く
笑い｡＜仲よくなってる＞
い始めた。新
は?」と聞いてき
と肯定的に受け止める。
と「しょうがない。いいよ｡」と笑顔。集団
たな人間関係
たので、＜2人
の場が生まれ
支援では司会役が楽しみで「皆で迎えに行く
掃除の時、担任がほうき
でやったら？＞
ではき始めると、自分も
ることに期待
役やってもいい？」と聞く。「最近忙しいん
と提案すると納
だよ・補習とか。一輪車あるから見に来て。
掃除をするなど場の状況
と不安が入り
得。活動では、
混じる。
N先生忙しい？」と聞いてくる。
を読めるようになった。
終始司会をはり
○M児（通級入級児童）との合同学習。M児に ･日記に「友達」登場。自
きって行う。前
傷行為なくなり嫌な気持
回よりも表情が
ペープサー￨､を見せ。2人で演じる。「楽し
いね！」と笑顔でジャンプ。
ちを言葉で表現。
いきいき。
て作品作りを最後まで楽しむ。

56

クリスマスワー

ルド（12月）サ

目立つ。
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小考察：第V期

第V期は，他者との関わりを広げる中で欲求不満

Ⅳ総合考察

や嫌悪感など様々な感情に出会うと共に，好きな活

総合考察では，経過と表1〜5の変容過程に基づ

動を通して自己調整力を高めていった時期だと考え

き,A君の側からの集団適応についてと，通級にお

る。D君や他校の職員に向けられた嫌悪感は，Ⅳ期

ける内面世界に寄り添う支援の重要性と役割につい

までの他者とつながる感覚があるからこそ，他者と

て検討する。集団適応については,A君が他者とど

つながれない自分の気持ちに気づくことができた結

のように共有の世界を広げていったのかという視点

果生まれたものだと思われた。欲求不満でも「あの

で考察する。

先生は怒るから嫌い｡」「僕は○○くんに〜してほし

l他者との共有世界をどのように構築していった

かったのに｡」と言葉で感情を表現できることは,言

のか

葉の広がりと共に他者を意識した感情の広がりを表

①A君と筆者の関わりから

していると思われた。筆者との関,係性の中ではアイ

コンタクトでやりとりすることが多々あり，互いの

第1期,A君が筆者を受け入れたのは，すで
に集団支援で会っており 集団支援という楽し

視線や感情を共有している実感（＃45）は,A君と

い場を提供してくれる人

筆者の関係性を深めていった。第Ⅲ期から始まった

たからだと思われる。第Ⅱ期では，担任が通級

パネルシアターの延長線に

ふれあいタイム,が始

の必要性を感じてくれ,A君自身が通級で学ん

まり，他者の提案を受け入れたり，自分の思い通り
にいかないときに自分で対処法を見つけたり，後

だことを生かそうとしてくれたことや筆者と言
葉の学習をすることに意欲を示してくれたこと

日

が筆者の気持ちを安心させ，第Ⅲ期から主体的

本当は嫌だった，と伝えることができるなど自

として受け止めてい

己調整力の高まりを多くの場面で感じた（＃

に内容を展開していく基盤となった。そして，

46，51，52，55，57，58)。 ふれあいタイム，が自

第Ⅲ期でA君の世界に近づこうとパネルシア

発的で主体的な活動だったからこそ,A君が素直な
感情と出会い，それに応じた対処法を自ら構築して

ターを導入したことが共有世界を深めるきっか
けとなった。A君は自発的に学校の出来事を語

いくことができたと思われた。学校生活の中でも，
1年前の運動会や陸上大会など勝敗場面での気持ち

り始め「またやりたい｡」と言った。別府(2009)
が『好きな世界を分かり，それを通して相手と

の調整に課題を感じていた頃を思うと.V期は，勝

通じ合えることは，対象児者だけでなく関わる

敗よりも活動自体を楽しむ内面の変化を感じた。依

側にとっても大きな喜びとなる｡jと述べている

然として

が，笑顔でパネルを動かすA君と出会った＃23,
一緒に楽しい世界を共有している，充実感を味

負けるのが嫌，という気持ちは残しつつ

も，時間を置き「ぼくあのとき悔しかった」と担任
に伝えたり（＃47)，負けたくないから行司役で相撲

わうことができた。この

パネルシアターを通

遊びに参加すると言ってきたり（＃53)，最も苦手

したやりとり，がA君と筆者の 情動の共有体験

だった勝敗場面における情動調整を主体的に行い始

の始まりとなり，第Ⅳの ふれあいタイム，に

めたことが感じられた。また，第V期の特徴的なA

発展していく。さらに，第Ⅳ期の「筆者の人形

君の言動として，何気なく自分自身のことを自発的

も作ってきてほしい」という言葉は筆者を喜ば

に語り始めたことが挙げられる（＃45,58)。好きな

せ，やりとりを広げていった。パネルシアター

活動をしながら語られた内容は，小さい頃のことや，

と同様に ふれあいタイム は,A君がやりた
い活動を共に楽しむことを目的として展開した。

少し

きついな，と感じていることだった。内面世

界に寄り添うことの一つとして大切にしてきたA君

その中でA君が様々な感情を言葉で伝えるよう

の世界にこちら側から歩み寄ることは,A君が楽し

になり，言葉と共に気持ちをやりとりしている

いと感じる世界を知り，それを認めることを通して，
筆者自身がA君と 通じ合えた 実感をもつことに

高揚感を感じることができた。このような 情

つながっていった。そして，自ら自分の体験や思い
を振り返る 自己の気づき，にも少なからず影響を

なったのは，楽しい世界を共にすることを通し
て快の情動を共有することでつながる感覚や相

与えたのではないかと思われた。

互作用が生まれたからだと思われた。

動的なコミュニケーション

ができるように

②A君と担任の関わりから
自分の要求が通らない時に大声で泣きわめく
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ことがきっかけとなった。担任がD君とA君の

入学当初のA君と，学校生活の流れを伝え集団
に早く適応してほしいと願う担任という対I時す

喧l雌を 噛み合っている証拠，と肯定的に受け

る関係だった2人が関係 性を深め，熱があって

止め温かく見守ったことも，2人の関係づくり

も「学校を休みたくない。（1年生の3月)」と
いう気持ちを引き出すほどになったのは,A君

に効果的に働いたと思われる。第V期では,M
君とパネルシアターを通して 楽しい，世界を

が担任との相互作用の中で

共有でき,M君との関係づくりの出発点も,A

できた喜び，

頑

張った自分への誇らしさ，を感じることができ

君の好きな世界からだった。D君との生活科の

たからだと思われる。当初から担任が掲げた指

子ども祭りやM君とのパネルシアターなど，

導目標は高かったが，そこに導くまでの支援が
丁寧で細かく，必ず達成させて終わることがで

各々の児童の楽しみが認められる中でやりとり

きていた。また＃9のようなその場ですぐにほ

める対応は，通級でフィードバックしたことが

を育んでいくことが重要だと思われた。

④集団支援の支援者や他児との関わりから
他児との情動の共有体験の一つとして挙げら

常に肯定的な関わりを貫いたことが担任の関わ

れるのは，第Ⅱ期（1年生10月）の『どすこい
ワールド』での相撲遊びと，同12月の『クリス

りの特徴であり良さでもあった。＃9.14.20頃

マスワールド』での綱引き勝負である。相撲遊

に見られる肯定的な関わりが増えるにつれ，
『関係性の中で症状や障碍も発達する』（田中

びでは高校生との尻相撲の勝負に負けて「難し

2009）ように，担任が気にしていた 奇声 は，

の応援しながら気持ちを落ち着けゲームに戻っ

日々の相互作用の中で，担任の願いがA君に

た。集団支援にはA君の奇声を受け止める多く

合ったものになり，行動や思いの予測がある程

の支援者がいて，負の感情と共に 次がある，
気持ちを芽生えさせることができたと考える。

強化され般化につながりやすかったと言える。

度可能になったことにより（岡本1982)，＜和ら
いだ＞状態になったと思われた。担任に認めら

い｡」と言って泣き崩れ,支援者の励ましで他児

綱引きでは,T君との真剣勝負が行われ，自然

れる喜びを感じるA君の気持ちと，成功体験を
積んでいくA君を見る担任の喜びが重なり，学

発生的な情動体験を通して気持ちの切り替えを

校生活の一つ一つの体験が,A君と担任の共有

保障できるかに企画の魅力や役割があり『負の

世界になっていったのではないかと考える。

感情を快でコーティング』できる支援者との関

③A君と他児の関わりから

学ぶことができた。実感を伴う経験をどれだけ

係

A君だけが1年生という迎えられる形での入

学や，小規模校で年上の児童にかわいがられた
ことが集団適応に重要な要素だったと思われる。

性が土台となると思われた。第Ⅲ期の頃から

やりたい活動を伝えるようになったことは，自
分の中の空想を現実の世界で楽しもうとする主
体性の芽生えと感じた。A君が「着ぐるみワー

縦のつながりの良さは，苦手な部分を自然な形

ルドをやりたい｡」というので,家で父親が着ぐ

で年上の児童がフォローできることである。そ

るみを着せて一緒に遊ぼうとしたが,A君は
｢ちがう｡」と言ったエピソードや，第V期で，
自分が作ったパネルシアターを「I､一ダルのみ

のことにより,A君は他児との関わりの中で失
敗体験をせず過ごすことができた。1年生の時

（第1期〜第Ⅲ期）は,担任との関わりを中心と
して安心して登校することが支援目標であった

んなに見せたい｡」と言ったことから,A君の中

が，2年生では（第Ⅳ期・第V期）他児との関わ
りを深めることが支援目標となった。進級し一

のできる場になっていると共に,A君の やり
たい，世界には「トータルのみんなで」という

番年下のかわいがられる存在から

気持ちが芽生えていたのではないかと思われる。

お兄さん，

として扱われる立場になり，児童同士の関係性

で集団支援は安心して自分の世界を見せること

願ったことが叶う場 としての集団支援は,空

も，大人がA君に求める子ども像も変化した。

想と現実の融合であり,A君の世界と社会の重

特に1年生D君との関係づくりに担任は苦心す

なりでもあると感じる。身体を熱くして遊べる

るが，2人の関係が良い方向へ向かったのは,生

場，勝ったり負けたり立ち直ったりという実体

活科でのお祭りや道徳の手紙の交換などで,D
君に「すごい｡」と認めてもらえたり，自分の気

験ができる場が集団支援であり,A君が心を熱

持ちを手紙でD君に伝えることができたりした

いることが重要で『誰かと何かをして楽しい』
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く燃やす体験をするすぐそばに他児や支援者が
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という快の』情動共有経験を積み重ねていくこと

いう関わり方が通級という学びの場の魅力であり

ができたと考える。

役割であると思われた。

⑤A君の側から集団適応について考える

A君の変容において顕著だったことは，自分

3まとめ〜成果と課題〜

の気持ちを言葉で他者に伝えることができるよ

通級でも集団支援でも共通していた姿勢は，
『"今，ここ を共に楽しむ』という視点で関わっ

うになったことである。第V期の＜今は，怒りが自
分ではなく外に向かっているところがいい｡＞

たことである。 今，ここ を共に楽しむために通

という担任の言葉にあるように，入学当初は，

級ではA君の興味に合わせてパネルシアターを導

怒りや悔しさが自傷行為に発展することがあっ

入したり， ふれあいタイム でのやりとりを大切

たが，2年生5月の遠足の 約束やだ，以来自傷

にしたりした。集団支援では，毎回，子どもたち

行為は表出していない。自分の頭を叩く行動が，

にとって魅力的で心が踊るような時間を過ごして

机や物をポンと軽く叩く行動になり，言葉で気
持ちを表現できるようになっていった。岡本

もらうために，さまざまな工夫を凝らして遊びの
世界を提供してきた。このようなA君との関わり

(1982)が『発達の中のことば』と表現し，コミュ

の中で見えてきたのは，内面世界に寄り添う努力

ニケーション（人々との関わり合い）を発達の

を積み重ねることで，自己と他者の間に共有世界
が生まれ，そのことを通して関係性が深まってい

場として捉えたいと述べているが，本事例にお

いても,A君が他者と感情を交わし合い，互い

くということだった。関係性が深まることで，対

に経験を分かち合った過程そのものに意味があ

象児の中に他者や活動へと向かう力が生まれ，そ

り，そのやりとりを通して 楽しい， 悔しい，

の向かう力によって，苦手なことに挑戦したり，

〜がやりたい，という 他者と共にある内面世

誰かのために自分の気持ちを調整したり，自分の

界，が充実していったのではないかと考える。

気持ちを言葉で伝える力が高まったりするのだと

形式的な言葉ではなく

考える。それを内面世界の成長と捉えることがで

あの人にこの気持ちを

伝えたい，という他者へと向かっていく気持ち

きるのではないか。

の膨らみによって，言葉を使い自らの情動を調

内面世界に寄り添う支援とは，自己と他者の共

整する力を育んでいったことが,A君が主体的

有経験を広げる支援であり，そのことを通して主

に他者に開かれていった証のように思えた。

体性のある集団適応を促すことができたことを通
級指導の成果としたい。

2

通級が果たした役割の検討

本事例において集団支援という遊びの場と連携

できたことで，感情を実感できる体験を保障でき

本事例における通級が果たした役割として,A
の
君の

今，ここ

の姿をありのままに受け止め続

た点や個別指導の場以外でもA君と関わることが

けたことが挙げられる。通級のねらいが在籍学級

できたことで，日常のA君の理解を深めることが

での適応を目指すものであることから，在籍学級
においてA君が楽しく充実した学校生活を過ごす

できた点もA君の変容に影響していたと思われる。

ことが筆者にとっては重要だった。筆者との関わ

そのような支援機関や担任，学校との連携の在り
方についても詳細な検討を重ねることが課題とし

りの分岐点となった

て見えた。

パネルシアター，や

ふれ

あいタイム，の内容や進め方はA君に委ねられて

いた。A君と気持ちや場を共有するために,A君
が楽しいと思えるもので関わる時間と，そこでの
やりとりそのものが通級における指導内容になっ
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