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知的に遅れのないKくんは、普通学級という集団の中で、指示的な言葉に反応し、

注意の持続が難しい。周囲の言葉や態度に怒りを表出させ、行為は暴言と人を叩くと

いう問題行動を引き起こしていた。トータル支援では、個別支援の中でKくんの関係

形成が行われ、集団支援ではKくんの特'性に添った集団活動が行われてきた。支援学

生の記録や母親へのインタビュー等を分析した結果、6学年に入り、Kくんの集団支

援に見られる姿は、書字体験へ挑戦する姿、負けたくない自己を認め、認めてもらい

たいと表現する姿であった。課題は、書字読字支援の継続、家族支援、中学進学に向

け理解ある周辺環境作りである。

キーワード：他者とのかかわり．居場所．向かう力

Iはじめに

1内的世界と居場所への理解

2002年以後、児童の診断書に記載された特性や発

達に添った支援が求められ、プレイセラピー、あそ

びを通して特‘性や発達を生かすことのよさが広まっ

てきた。しかし、沖縄県の特別支援教育は､「子ども

の内的世界に理解を示す重要な他者としての在り方

として専門機関との連携の必要性が示唆された（浦

崎,2007)｣。換言すれば、教師の経験によっては効

果的なかかわりがあるが、特性や発達に添った支援

計画に専門性と内的世界への理解が加えられれば、

子ども側も支援者側も戸惑いが減少すると捉えられ

るということである。子どもの内的世界が否定され

ることなく、理解ある周囲の人々の言葉が紡ぎ出さ

れれば、穏やかな生活へと向かう力を育めると考え

る。

*NgataEle・School.GinowanCitv,OkinawaPref

また、浜田(2007)は「言葉以上にもっとコミュ

ニケーションの段階から既に周囲の人との間の対人

的な関係があって，それがベースになって定型発達

的に言葉というものが成立する」とし、「言葉以前に

行って帰ってくる居場所，対人的なホームの形成が

存在する」と説き、穏やかな居場所への視点を持つ

ことも重要であるとしている。子どもの周囲にある

言葉は、学校環境、家庭環境、野球部環境等、それ

ぞれで違う。違う環境の言葉を浴び、どう返すか戸

惑いながらも居場所へ戻ってくる子どもが、向かう

力を改めて蓄えるのは｢居場所｣であろう。「居場所」

となる｢人｣の存在が大きな力であろうと考える。そ

の「人」のかかわりや言葉が向かう力となっていく

と考える。「居場所となる人｣が､支援者であるかも

しれない。支援者の在り方・言葉を検討することも

重要であると考える。
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その結果、平成X年十3年小学校中学年となった時

点ではトータル支援教室でのKくんは、人を叩く行

為が減少した。怒りの前に立ち止まり言葉を探す様

子、動きが穏やかになる様子、笑顔になる様子、譲

り合う様子が見られ、情動コントロールが見られる

ようになった。その後さらに、アセスメンI､を行い、

Kくんの表出書字・言葉・ふるまい・環境への支援

の在り方を検討してきた。1，－ダル支援企画はKく

んの特性が認められ、集団支援で書字表出の困難さ

に対しても支援がほどこされ、絵本を使った笑顔探

しや、文字フラッシュあそびや言葉の書字場面が取

り入れられた。書字への配慮、支援者の言葉かけの

配慮が成され、Kくんの居場所が創られていった。

Kくんが支援者の言葉にどう反応するかという視点

を持ち、向かう力となっている事例を確認しながら

居場所創りは継続された。

平成X年十4年、Kくんの集団支援が4月、12月

～1月の参加となり、5月～11月は参加回数が減っ

た状況になった。学校終了後の野球部活動が優先と

なっていたからである。しかし、母親と支援者との

コンタクトは継続された。

平成X年十5年、Kくんはトータル支援教室に通

い、後輩達を迎えながら活動を継続した。野球部は

九州交流大会への出場することになり、Kくんも遠

征試合に参加した。母親はトータル支援教室に通う

子ども達の保護者と情報交換を行い、中学進学への

準備を進めた。母親と支援者とのコンタクトは継続

され、中学進学への不安が話題となった。

ⅡK君の生育環境と生育歴

1沖縄文化・家庭環境のK<ん

Kくんは、沖縄での戦争体験をした祖父母を持つ。

Kくんの母親は戦争体験者のいる家族の世話に追わ

れ、さらに母子家庭に見られる就労という社会現象

を背負っている。他府県と異質な歴史文化環境にあ

り、他府県と共通な社会現象の渦中にいることにな

る。しかし、沖縄県からすれば、ごく普通の家庭と

も捉えられる。Kくんの家庭環境だけでないが、戦

争後の混乱に生きた祖父母世代の世話をする家庭環

境は、トラウマ、不安感からくる言葉が多い家庭環

境を作っていると考えられる。

＜図1>K<んの家族構成
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Kくんは母子家庭である。図lのように母親の家

族環境には親戚としてかかわる人々があり、Kくん

の母親は、幼い時に戦争体験をした世代の家族親戚

の世話に追われていた。Kくんの母親は父親家族の

語気の強さに不安を感じていた。Kくんの母親はK

くんが生まれる前から父親の言葉を暴言に感じ、不

安を抱いていた。Kくんの母親はKくんの父親の言

葉が苦痛になり、Kくんが生まれる前に離婚している。

3学校環境・野球部環境のK<ん

Kくんは、学校では普通学級に在籍する。母親の

インタビューから見ると、中学年の頃、男の先生の

時は落ち着いていたという。トラブルがあると暴言

が出てしまうので、解決するのに時間がかかってい

た。先生は、毎年変わるので、1年ごとに違うKく

んの姿があった。野球部に入ってから上級生につい

ていく様子があった。数十名の部員と一緒に練習し、

帰ってくると疲れたのか宿題を書くのを嫌がってい

た。高学年になり、野球部が九州交流大会に参加す

ることになって部活動をがんばっていた。

2K<んの大まかなトータル支援経過

知的に遅れのないKくんは、普通学級という集団

の中で、指示的な言葉に反応し、注意の持続が難し

い。周囲の言葉や態度に怒りを表出させ、行為は暴

言と人を叩くという問題行動・二次障害を引き起こ

していた。Kくんは、琉球大学教育学部附属発達支

援教育実践センターで支援を受け続けている。Kく

んの言葉・ふるまい・環境に視点を向け、トータル

支援では、個別支援の中でKくんの愛着形成が行わ

れ、集団支援の中で非指示的遊戯療法が行われた。

4トータル支援環境のK〈ん

琉球大学発達支援センターによるトータル支援に

参加したKくんは、1か月に2度、個別支援と集団

支援を受けた。個別支援では、Kくんのやってみた

いことが尊重され、支援者と2人で展開された。支
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援者はKくんの側に寄り添い、活動を行った。低学

年の頃、Kくんの好きな虫とりが何度も行われ、

キャッチボール等をする中で、Kぐんとのやりとり

が続けられた。集団支援の中では児童の興味を引く

企画が準備され、多数の大学生がかかわっていった。

大学生の言葉かけが、刺激となって表出する行動は、

支援者の大学生にとって困り感となっていたことも

あった。しかし、事後ミーティングによる話し合い

から、Kぐんとの言葉のやりとりやふるまいが検討

され、次回の対応が改善されたので、Kくんの暴言

やトラブルが減っていった。Kくんは、小学校高学

年という異年齢の集団に入り活動してきた。幼稚園

から中学生までの子ども達で構成される|､－ダル支

援のあそびは、素材に触れる感覚統合をねらうもの

であったり、集団の競争やルールを体験するもので

あったりした。そのあそびを通してのかかわりは、

子どもの内的世界の変化が捉えられた。

(1)Kくんの平成X年+4年の記録

「企画・沖縄のあそび・馬のりフラッシュ」

のビデオ記録から

平成X+3年に実施したK-ABCアセスメント

結果と母親・学童のインタビューを踏まえ、体を動

かすあそびとして｢沖縄のあそび．馬乗り･けんけん・

絵本笑顔探し」を取り入れ、瞬時に判断を要するフ

ラッシュカードと、マークや言葉を書く場面を取り

入れた。あそびという動きの中でKくんが認められ

る場面を設定し、視覚的な刺激として透明感のある

材料を使った。あそびの途中、透明なシートに青や

茶色で書かれた記号や｢す｣の文字をゆっくりフラッ

シュで見せた。子ども達は、透明なシートに描かれ

た色記号や色文字に注目し覚えた。Kくんにとって

は、苦手な「す」の文字も入っている。馬のりをし

ながら、Kくんは、覚えている記号や文字「す」を

書き出した。表出した記号や文字は、周囲の支援者

に認められ、じゃんけんの勝ち負けよりも、描いた

ことに拍手がおこった。「す｣の文字も鏡文字ではな

かった。Kくんは絵本の笑顔さがしで、素早い指差

しで笑顔を見つけ、指さしていった。活動の終わり

にKくんの書いた記号や文字を参加者全員で認めて

あげた。K-ABCアセスメントで、「位置探し」は、

短時間で「はい、いいよ」と返事をし、テンポよく

指さしをしていたKくんである。全体の位置を一瞬

で確認し、答える特性が集団支援の中でもあった。

フラッシュで得た色と記号の記憶は、表出に至って

いた。絵本を使った「笑顔さがし」も瞬時に笑顔を

見わけ、指さしている。Kくんの特性が生かされ、

自分に自信を持つ体験が行われていたと捉えられる。

視覚的刺激がフラッシュで行われることで、文字

全体的な記憶が促されたKくんは、筆順を覚えるよ

うな順序だてた記憶ではない。一瞬のうちに覚えた

ものを描くというあそびのルールに怒りの反応はな

く記号や文字を書いていた。一瞬のうちに判断して

答えたり書いたりする事は少しの間違いが許される。

Kくんにとって、正雌にゆっくり書くという学校の

学習に困難さがあった。フラッシュというあそびが

表出の困難さをカバーし、できる範囲の書字体験に

繋がっていた。あそびの中にKくんが苦手とするひ

らがな書きが登場するが、「す｣は鏡文字にはなって

いなかった。母親のインタビューに、「指示に従え

ず文字等を書くことはなかなかすぐに取り組めな

かった」とあったが、あそびのルールに従いながら

文字を書いている所は、情動コントロールが促され

ているのか、すんなり書いていることがわかる。書

きにくさを感じながら書いてきたKくんは、情動コ

ントロールがうまくなり、文字や記号をすぐに書け

ていた。文字にだけ、書字表出が困難な状況が起こ

るのであろうかという視点は検討･の余地がある。K

くんは、迷路を書くのが好きである。写真lのよう

に、細かな迷路を時間をかけて仕上げる。この事か

らもKくんの書字困難は、情動コントロールとの関

係性が大きいと考える。書字の困難さは情動のバロ

メーターとして解釈できるのではなかろうか。線を

引き、止める瞬間の情動コントロールが可能になれ

ば書字困難は克服できるのではないかと考える。

一 一 一

「

L ー

L

ー ‐
幸一

写真1迷路を書く

体を動かすことが落ち着きに繋がるという母親の

インタビューから、馬のりあそびを取り入れた。馬

のりは、照れながらも最後まで体験していた。普段

の生活でも体を動かすことに目を向ける必要性のあ
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るKくんだが、大学生とのアタッチメントを受け入

れ、活動に参加していた。

5その他の環境のK<ん

Kくんの生活環境は、家庭・学校・乗馬牧場・学

童・少年野球等、多くの環境があった。母親は、落

ち着かない低学年の頃、Kくんのために動いていた。

トータル支援でのKくんは、他の多様な活動に影響

されながら前に向く姿を見せていた。また、トータ

ル支援の活動で得た向かう力によって、他の環境で

前に向く姿を見せていた。

6対象児童の発達背景

発達支援教育実践センター紀要3号より

(1)母親へのインタビューから（平成X年+2)

Kくん0歳から4歳

以下の内容は、Kくんの母子手1帳の記録と母親

へのインタビュー記録である。

Kくんは、誕生から約2か月近くで首がすわり、

6か月検診のI際には寝返りができていなかった。

3か月頃のKくんは、足のはね方が強いと感じ、

手の力は弱いと感じていた。はいはいは7か月頃

から見られた。足でけるようなはいはいで動きが

早かった。1歳の時、夜泣きがあった。2～3時

頃、急に大きな泣き声を出していた。1歳半、パ

トカー並べをよくしていた。1歳8か月むし歯で

よく治療した。2歳頃、大人のような会話をして

いた。3歳頃、すぐ叩いたりするようになった。

4歳、保育所で|､ラブルばかりだった。2歳の頃、

保育園のお迎えに行った時､「何で来た」とにらみ、

怒った様子を見せていた。

3歳の時、ウルトラマン好き。やること全部覚

えていた。走ったりころがったりするところまで

再現していた。2．3歳の頃、テレビの影響が

あったと思う◎1年の時、初めて自分から私の膝

の上に座った。とてもびっくりした。いつまでも

座ってほしかった。2．3歳の時は、私がひっ

ぱって座らせることがあった。寝る前はほぼ毎日

本を読んであげた。添い寝しながら寝かせた。歯

磨きさせるのは大変だった。保育園のお迎えはう

まくいかなかった。『なんできた』『なんで今きた』

と言ってなかなか帰らなかった。

(2)母親と学童クラブへのインタビュー(平成X年十2）

Kくん5歳～

Kくんは、母親の仕事の都合で、5歳の時から

－72－

児童館に通っている。ちょうどその頃から、琉球

大学のトータル支援に通っている。Kくんは、

月～金の午後3:30から、土曜日は、朝から夕方

5時まで、学童クラブに通っている。幼稚園の頃

は、午後12:30から学童クラブですごしている。

以下は、学童クラブの方へインタビューした記録

である。母親が同席しているので、途中、母親の

話も登場する。学童クラブでかかわる方は、男性

の支援員が主であった。

(母親の話）

5歳の時、学童に行かせた。1年生6歳の時、

ひらがなの「す」を鏡文字で書いていた。最初に

学習する文字に対して苦手意識が高かった。掛け

算九九は言えた。一回覚えたら修正しにくかった。

宿題は2時間、いじでもやらせていた。(Kくん

は）文字は力が入るように書いていた。

幼稚園の頃から、牧場で乗馬体験をさせていた。

月2回の土曜日、ホースセラピーを30分やった。

2年生もやっている。東村までの移動がきつかっ

た。学研は1年生の間取り組んだが、身になって

いないと思う。取り組む内容がKくんには難し

かった。3年生になって、野球と牧場とトータル

支援になった。トータル支援は、参加するお兄

ちゃんとお姉ちゃん達が受け止めてくれるのがい

い。大学生は、力の加減が難しいのに受け止めて

くれるのでいい。病院からの指示はない。食は細

い。半そでで過ごすことが多い。Kくんは)めっ

たにカゼはひかない。

(学童クラブ男性支援者Aの話）

頭がよくて何でも知っている印象がある。ボ

キャボラリーが豊かであったと思う。切り返して

くる言葉が、小学生の発想のような言葉だった。

当時6年生の大好きな兄ちゃんについていくとい

う感じだった。運動神経もいい。高いところも簡

単によじ登るし、ボール系サッカーをよくやって

いた。一人縄跳びはやらないが、大縄跳びはよく

跳んでいた。小さい子には優しい。小さい子の面

倒はよく見ていて、手取り足取りやってくれた。

同級生とは難しい。触覚が敏感という感じだった。

ちょっと触れただけでも『おれはやってない。や

られた｡』と言っていた。Kくんは殴られた感が強

い。Kくんは、ちょっと触れただけでも叩き返し

ていた。叩かれた子は泣いておびえきっていた。

4月入園した直後の2～3か月は大丈夫だが、



知的に遅れのない広汎性発達障害児童のトータル支援④

7．8月頃からトラブルが起きる。暑さも関係あ

ると思う。Kくんは、外で活動することが多かっ

た。ベーゴマが上手だった。ひもを上手にまいて、

やっていた。右利きだった。ブロック遊びもすご

かった。指さきを使うブロック組み立てで、要塞

とか宇宙戦艦やまととかを作っていた。女の子と

は、言い合いで叩いてしまうことがあった。教え

ているつもりの子、注意しているつもりの女の子

に『うるさい』『だまれ』と文句を言っていた。

(母親の話）

同級生のことを支配したいというような感じ。

｢なんでもいうこときけ』という感じで、きかない

とへそまげる。危ない状況になったら止める大人

でも暴れる。パニック。かまれたり、爆発してス

トレスがたまって自分をたたいたり、頭を壁に

ゴーンとぶつけたりした。浮き沈みがあった。1

日のうちにも浮き沈みがあった。大好きになった

り大嫌いになったり。3年の最近、落ち着いてき

た。1]月頃から。バランスのとり方、自分で落ち

着きを取り戻せるようになった。前は叩いて手が

痛いからそれに切れてよけいに怒っていた。今は、

説明できるようになっている。自分を外から見て

いる。小学校の3年担任は男の先生で、必ず、ど

うしてこんな風になったかを言わせている。客観

的に捉えさせている。

(学童クラブ男I性支援者Aの話）

女性の支援者と男性の支援者との対応が違う。

女の先生は下に見て、男の先生は対等に見ている

感じ。今は、3年の1学期は暴言に回りのみんなが

ひいていた。『これぐらいもできんば～』という言

葉でみんなひいていく。夏休み明けてからゴメン

と言えるようになってきた｡寒さも関係あると思う。

(母親の話）

1年のサイクルがあるように思う。年をおうご

とに落ち着いてきている。幼稚園の頃、Kくんに

叩かれた子の気持ちを伝えようとしたら怒ってい

た。暴言で返して終わりだった。

(学童クラブ男性支援者Aの話）

Kくんが2年生の時、5年生の子とけんかした

ことがあった。5年生は『こんなの（暴言)、心の

中で言ってしまえ』と言ったらKくんは『おれは

言っちゃうんだし』と話していた。一人の時は、

会話もいい。集中して勉強もする。みんながくる

とできなくなる。

(母親の話）

野球の帰りに友達を送ってあげると、喜ぶ。野

球の中で、お兄ちゃん達に『やるな』と言われる

とがまんするようになっている。プールは苦手。

スイミングに通わせたことがない。水に顔付ける

のも怖がる。お風呂でも息とめるのは嫌がる。水

かけ遊びはできるけど、プールのような水の中に

入るのは苦手。あまり、海に行ってない。木登り

は好き。虫とりも。

(3)Kくんの診断5歳

Kくんの最初の診断は、平成X年6月小学校入

学以前であり、「自閉症障害」と診断されている。

診断書に記載された内容は「友人との関係が作れ

ない。自傷を主訴に受診。澗癌や攻撃性もあり、

愛着形成も不一'一分｡｣である。同年8月の診断書の

病名は「広汎性発達障害」となっており、総合判

定は「全体的な発達は標準範囲であるが、多動や

攻撃性が強く、又、広汎性発達障害によるやりに

くさも合併し、一応の注意を要する。DQ97、新

版K式（平成X年4月実施)」と記載されている。

興奮・暴行・多動・自傷が問題行動となっていた。

平成X+2年11月の診断書は、「広汎性発達障害」

とあり、合併症として「注意欠陥多動性障害」が

記載、興奮・自傷・器物破損・尿失禁・こだわり

が問題行動とされていた。アセスメントはIQ

111，wiseIII(平成X+2年11月実施）であった。

(4)Kくんの特性とアセスメント

Kくんは、平成X-I-1年と平成X+2年のアセ

スメンI､で、標準知能となっている。平成X+1

年10月、7歳ではwiseⅢを受け、全検査FQ108、

言語性VIQ103(52)、動作性PIQ106(56)で

ある。言語性の評価点は、知識8．類似12．算数

10-単語11-理解11、動作性の評価点は、完成15-

符号13．配列12.積木8．組合8であり、他数唱・

記号・迷路は未検査である。平成X+2年11月、

9歳のアセスメントも、wiseⅢであり、全検査

FQはIll、言語性VIQ105(54)、動作性PIQ

110（57）である。言語性の評価点は、知識8．類

似12．算数12．単語9．理解13、動作性の評価点

は、完成12．符号15．配列9．積木12．組合9で

あり、他数唱・記号・迷路は未検査である。具体

－73－
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的な行動観察のデータはない。

評価点の中で、絵画完成と絵画配列の点数が低

く変化しているところから、社会的理解と絵画完

成における全体的な視覚処理への解釈が重要と思

われる。しかし、Kくんは、社会的理解の未発達

と捉えるよりも、いざとなると自分をおさえられ

ない状況が検査にも起こっていたのではなかろう

かと考える。言語性の単語に関しても、点数が低

くなっているが、「分らない｣等と否定的な言葉や

不安感から点数が低く出ているのではないかと考

える。数唱・記号・迷路の際、答えることや書く

ことを断ったとも考えられる。指示に反応した言

葉がなかったか気になる所である。数唱・記号・

迷路のデータがないので、聴覚的刺激・視覚的刺

激からの視点を含めた特‘性を探るため、平成X年

十3年12月、KくんにK-ABCを使ったアセス

メントを行った。

(5)KくんのK－ABCアセスメント

①K<んの平成X年+3年以降K-ABC

K－ABCアセスメントで、「位置探し」は、

短時間で「はい、いいよ」と返事をし、テンポ

よく指さしをしていたKくんである。全体の位

置を一瞬で確認し、答える特性が集団支援の中

でもあった。フラッシュで得た色と記号の記憶

は、表出に至っている。絵本を使った「笑顔さ

がし」も瞬時に笑顔を見わけ、指指している。

Kくんの特性が生かされ、自分に自信を持つ体

験が行われていると捉えられる。

認知処理過程尺度72(表3）をみると、「模様

の構成」評価点12点、「位置探し」13点と高く、

「絵の統合」評価点は7点、「視覚類推」9点と

低い°ビデオと行動観察記録を見ると、「模様

の構成」では、注意を持続させ時間ぎりぎりま

で取り組む姿があり、色違いの2枚組の組み立

てや外側からの組み立てが特徴的で、三角形を

ぐるぐる回しながら合わせていく様子と時折見

本に三角形を掲げる様子があった。全体に一致

させる作業への集中が得点を上げていると考え

る。「位置探し」は、短時間で「はい、いいよ」

と返事をし、テンポよく指さしをした。全体の

位置を一|擁で確認し、答えている様子であった。

評価点の低い「絵の統合」では、提示された模

様についてのイメージはあっても身振り手振り

の表現になり、言葉として表現できずにいる様

子だった。この事から、生活体験が言葉という

知識には結びついていないと考える。「視覚類

推」は、アセスメントの後半である。Kくんに

とっても注意の持続が難しい段階ではあった。

会話の中でも説明の途中で「あっ、わかった」

と先に答える様子があり、図の関係性を読み取

り思考する時間をとらない様子があった。途中、

前の問題の間違いに気づく「さっき間違えた」

や「意味がわかった」とつぶやいたことから、

自分の考えが、問いに合わないこということの

発見ができることがわかる。「語の配列｣の妨害

刺激には、暗唱する姿があり、方略をもつこと

ができることがわかる。習得度尺度（表2）・認

知処理過程尺度(表3)、行動観察記録から、K

くんは、視覚刺激が音声言語にしていくことが

弱いことが考えられる。また、一瞬の視覚刺激

で判断することから解釈のズレが生じ、l､ラブ

ルが起きるとも考えられる。このことから、積

み重ねてきた学習がうまく生かされていないこ

とも考えられる。Kくんのアセスメントからの

特性を生かし、トータル支援の内容に瞬間の判

断を伴いながら、コミュニケーションを学んで

いく支援も取り入れていく。

表1「平成X年十3年12月（9歳）実施・K-ABC」 総合尺度

総合尺度
平均=100 標準偏差＝15

継次処理尺度

同時処理尺度

認知処理過程尺度

習得度尺度

非言語性尺度

得点

合計

31

41

72

325

44

－74－

標準得点±測定誤差

90%信頼水準

102 ± 9

102±7

102±6

79 ± 5

106 ± 7
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表2「平成X年十3年12月（9歳）実施・K－ABC」 習得度尺度

習得度尺度

平均=100標準編差=15
粗点

標準得点±測定誤差

90％信頼水準

10．表現ごい ±

11．算数 23 79±8

12.なぞなぞ 20 95±10

13．ことばの読み 17 67±7

14.文の理解 13 84±9

表3「平成X年十3年12月（9歳）実施・K－ABC」 認知処理過程尺度

認知処理過程尺度
粗点

評価点 パーセンタイル SorW その他の情報
平均＝10標準偏差＝3 継次処理 同時処理 非言語性 順位 (強or弱） (相当年齢）

1．魔法の

2．顔さがし

3．手の動作 14 10

4．絵の統合 13 7

5．数唱 11 9

6．模様の構成 12 12

7．語の配列 14 12

8．視覚類推 12 9

9．位置さがし 15 13

評価点合計 31 41

②K<んの平成X年十5年以降K-ABC

トータル支援の場では、穏やかさが見えるK

くんになった。筆者（支援者）は、再度、特性

を探るため平成X年十5年3月、KくんにK－

ABCアセスメントを行った。その結果、下記

表4．5．6のように、前回同様、認知処理尺

度と習得度尺度、同時処理尺度と習得度尺度、

継次処理尺度と習得度尺度に優位な開きがあり、

算数と言葉の読みの粗点が低いことがわかった。

前回平成X年十3年実施では、粗点が低かった

「絵の統合」は、粗点19点と高く、イメージした

ものを言葉に置き換える様子が見られた。前回

は、身ぶり手ぶりで表現していた。間違いでは

ないイメージだが言葉に表現できなかった。今

回は、すぐに言葉にすることができ戸惑う様子

もなかった。トータル支援での体験が結果とし

て表れたと捉えられる。

－75－

1(1 50 8－9

16 6－9

37 8－0

12 75 10-6

75 12－3

9 37 8－6

13 84 S5% 12-0

44 継次十同時＝認知処理 72

平均＝ 10

粗点の低い「算数」「ことばの読み」は、目の

動きを伴う。「算数｣は文字を読むために目を横

へ移動させていくが、目のまばたきがあり、足

を動かし始め、注意持続が難しい様子であった。

文字を読むために目を上下に動かす「ことばの

読み」は、目をこすり寝むそうな様子を見せた。

あくびをする様子もあった。「文の理解」では、

確かめるようにゆっくり目を動かし、ジェス

チュアをした。ジェスチュアがあるので、あく

びもなく取り組むことができた。確認のため、

前回平成X年十3年のアセスメントビデオ映像

を見ると、「ことばの読み｣の後半であくびをし

ている。Kくんは、目を上下に動かす文字から

の視覚刺激を入力処理する|際に、注意持続が難

しいことがわかる。視覚的刺激へのアプローチ

は、今後も継続が必要である。

Kくんは、「迷路」を作成することが好きであ
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る。どうやって書き進めているか聞くとKぐん

なりの方略を説明することができる。目を動か

す方向が広がるように迷路を描いていくKくん

は、集中して取り組むことができる。

12月に行われたトータル支援では、紙を使っ

た「雪あそび」が企画された。その時、横文字

で｢雪あそび」（写真2）と書いた。書いている

途中、学生が近づいたので、刺激を受け少しな

なめ加減になった字になってしまったが、その

後、縦文字を書いてもらうと「雪あそび」（写真

3）という文字をゆっくり書くことができた。

Kくんのお母さんのインタビューから「ビ

表4「平成X年十5年3月（11歳）実施・K-ABC」

認知処理過程尺度 評価点

ジョントレーニング後、机上の片付･けができる

ようになった」ことがわかった。K-ABCで

もKくんの視覚的刺激の行動が観察されている

が、今後も視覚的な刺激に工夫した企画を取り

入れていきたいと考える。透明』性のある青色を

沖縄の海から刺激づくりができるのではないか

と考える。

平成X年十5年に実施したK－ABCの結果

とこれまでのトータル支援の様子から、今後、

視覚的刺激を伴う企画継続と家族支援継続が重

要であると考える。

総合尺度

パーセンタイル SorW その他の情報

平均=10標準偏差=3
粗点

継次処理 同時処理 非言語‘性 順位 (強or弱） (相当年齢）

1．魔法の

2．顔さがし

3．手の動作 15 9 9 37 10-0

4．絵の統合 19 12 75 13－0以上

5． 数 唱 12 9 37 9－3

6．模様の構成 13 11 11 63 11－9

7．語の配列 14 11 63 12－3

8．視覚類推 16 11 11 63 12－9

9．位置さがし 13 8 8 25 9－ 9

評価点合計 29 42 39 継次十同時＝認知処理 71

平均＝10

表5「平成X年十5年3月（11歳）実施・K－ABC」 習得度尺度

認知処理過程尺度

平均＝10標準偏差＝3
粗点

標準得点±測定誤差

90%信頼水準

パーセンタィル

順位

SorW

(強or弱）

その他の情報

(相当年齢）

10.表現ごい ±

11．算数 24 68 ± 8 2 8－3

12．なぞなぞ 22 87±10 19 S5% 9－9

13．ことばの読み 23 63±5 1 W1% 8－ 9

14.文の理解 16 78±11 7 9－3

標準得点合計 296 平均＝74

－76－
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表6「平成X年十5年3月（11歳）実施・K－ABC」 総合尺度間の比較

③

継次処理＝同時処理 同時処理＞習得度
総合尺度間の比較

＞・＝．＜で表記
有意差：なし 有意差： 1％

継次処理

有意差：

＞習得度 認知処理＞習得度
下段は有意水準

1％

K-ABCの考察

筆者（支援者）は、聴覚的刺激・視覚的刺激

からの視点を含めた特′性を探るため、平成x年

十3年12月、KくんにK－ABCを使ったアセ

スメントを行った。その結果、（表4．表5．表

6）習得度尺度と継次処理尺度、習得度尺度と

同時処理尺度に優位な開きがあり、算数と言葉

の読みの粗点が低いことがわかった。聴覚的刺

激のなぞなぞへ反応があり、視覚的刺激の読み

取りや文字の記憶に課題があると考えられた。

学習する際の表記も困難ではないかと予測した。

また、Kくんに、所属している野球チームの

名称と活動している曜日を書いてもらった。書

字をみると、「か」「や」区別が難しい。「木」も

｢本」となっている。「す」のまわして書く部分

も、ゆっくり確かめるように書いていた。まわ

すようにゆっくり書いても逆の円を描いたこと

に気付き、書き直す姿があった。この様子から、

Kくんにとって文字の表記は、困難を感じてい

ることが考えられた。

認知処理過程尺度72をみると、「模様の構成」

評価点12点、「位置探し」13点と高く、「絵の統

合｣評価点は7点、「視覚類推」9点と低い。ビ

デオ記録と行動観察記録を見ると、「模様の構

成」では、注意を持続させ時間ぎりぎりまで取

り組む姿があり、色違いの2枚組の組み立てや

外側からの組み立てが特徴的で、三角形をぐる

ぐる回しながら合わせていく様子と時折見本に

三角形を掲げる様子があった。全体に一致させ

る作業への集中が得点を上げていると考えられ

た。「位置探し」は、短時間で「はい、いいよ」

と返事をし、テンポよく指さしをした。全体の

位置を一瞬で確認し、答えている様子であった。

評価点の低い「絵の統合」では、提示された模

様についてのイメージはあっても身振り手振り

の表現になり、言葉として表現できずにいる様

子だった。この事から、生活体験が言葉という

知識には結びついていないと考えられた。「視

有意差： 1％

覚類推」は、アセスメンI､の後半である。Kく

んにとっても注意の持続が難しい段階ではあっ

た。会話の中でも説明の途中で「あっ、わかっ

た」と先に答える様子があり、図の関係性を読

み取り、思考する時間をとらない様子があった。

途中、前の問題の間違いに気づき「さっき間違

えた」や「意味がわかった」とつぶやいたこと

から、自分の考えが、問いに合わないというこ

との発見ができることがわかった。「語の配列」

の妨害刺激には、暗唱する姿があり、方略をも

つことができることがわかった。習得度尺度・

認知処理過程尺度、行動観察記録から、Kくん

は、視覚刺激が音声言語にしていくことが弱い

ことが考えられた。また、一瞬の視覚刺激で判

断することから解釈のズレが生じ、トラブルが

起きるとも考えられた。このことから、積み重

ねてきた学習がうまく生かされていないとも考

えられた。Kくんのアセスメントからの特性を

生かし、トータル支援の内容に瞬間の判断を伴

いながら、コミュニケーションを学んでいく支

援も取り入れていった。

7時系列にみたトータル支援でのK<ん

経過を表7に示す。

(I)平成X年く一期＞

5歳幼稚園児のKくんは、上級生のYぐんと一

緒に活動することが多かった。集団での活動は、

動きがあり、大学生の支援者の言葉に対して反抗

的な言葉で返すことが多かった。男子大学生には、

叩く等の行動が見られ、企画の作品作りへ参加す

る時と壊す時を表出させていた。集団でのケーム

あそびになると、勝ちたい意識が強く現れ、力

いっぱい勝負する姿があった。

(2)平成X+1年く二期＞

個別支援者とのあそびや集団支援の際、指示的

な言葉に反応している様子があった。集団支援で、

「つるちゃん」の読み聞かせを行った際、うす暗が
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りの中に浮かびあがる絵に見入り、静かに聞いて

いる姿があった。しかし、後半にスリッパを集団

支援者へ投げるという出来事が起こる。集団支援

者は、やってはいけないことに困り感を持つ。ど

うして、スリッパ投げになったのか検討する体験

までにはいたらなかったが、前半の企画へ注意が

持続している姿がある。

(3)平成X+2年く二期＞

個別の支援者とのかかわりが愛着を育み、側に

座っての支援やKくんの好きな虫とり活動をする

という見守りが行われた。集団支援の中でも、好

きな絵を表現する場面には集中する姿が表出する。

ところが、「すごろく」企画の際､線をひくという

作業に参加できなかった状況になる。Kくんに

とっての困難さは、「線｣である所が垣間みられる。

(4)平成X+3～6年く三期＞

地域の野球部に入り、4月から8月までの前半

の参加が少なくなったKぐんとなる。個別支援者

とのかかわりは穏やかになる。新しい仲間が入っ

てきた集団支援は、Kくんにとって下級生が入っ

てきた状況になる。新しい仲間への対応も穏やか

になる。活動の中で作品への集中が見られ、Kく

んの否定的な言葉は減少した。

※平成X+7年く四期＞中学生へ向かう

表7時系列にみたK<んのトータル支援での行動発達

期

時 系 列

＜一期＞

否定期

平成X年

(1年目）

＜二期＞ ＜三期＞

コントロール体験期 コントロール期

平成X+l年～2年 平成X+3～6年

(2～3年目） (4～7年目）

Kくんのトータル 否定的な言葉で返す。

支援での行動 叩く。

あそびや集団支援での充実

感継続。体験を通して自分

新しい仲間を受け入れ、

自分をコントロールす

をコントロールする。 る。

Ⅲ方法

平成X年十4年～6年、Kくんはトータル集団支

援が継続された。その間のKくんを検討し、支援者

とのかかわりや書字について考察していく。また、

居場所として継続されてきたトータル支援でのKく

んや母親の様子を検討･していく。

1平成X年十4年～6年のトータル支援者

Kくんには継続支援を.していた支援者学生がいる。

学生は、Kくんの言葉を振り返り、検討を行いなが

らかかわってきた。スポーツが得意な事、低学年に

ゆずれる事、話す言葉が同じ言葉になりがちな事、

書字に困り感がある事等が確認されていた。学生は、

Kくんの言葉と書字に注目した支援を準備した。ま

た、初めてKくんにかかわる学生もいた。Kくんの

対応方法が伝えられ、一緒に楽しむことが大切であ

る事を伝えられた。Kくんにとっては、放課後の野

球部活動のため、しばらくぶりのトータルになる日

もあった。Kくんは、平成X年十4年以降の4月、

12月～1月に集団支援への参加があった。以前と違

うメンバーの中で集団支援を受けることになる。環

境が変わった集団支援は、Kくんが試される場面に

なる。しばらく足が遠のいた分、平成X年のような

『うるさい』『だまれ』（前回13号紀要：学童インタ

ビュー）等の暴言が繰り返されるかもしれない。そ

の事も含めた確認後、Kぐんと学生の遊びを通した

トータル支援が行われた。

2平成X年十4年～6年のトータル支援企画

企画は、12月に「スノーワールド」「わくわくドキ

ドキクリスマスプレゼント｣、1月に「新年かるた」

が行われた。企画の中から、12月実践「スノーワー

ルド」のエピソードを分析する。Kくんのエピソー

ドは、学生の記録から抜粋し分析する。Kぐんとの

かかわりを考察する。前回の発達支援教育実践セン

ター紀要3号の学童クラブ支援者インタビュー記

録・母親インタビュー記録と比較しながら考察して

いく。

K－ABCアセスメントを再度実施した結果をみ

て、Kくんの居場所となる1,-ダル支援や支援者、

Kくんの害字について考察していく。

母親インタビューから分析し、母親の居場所とな

るトータル支援と支援者を考察していく。
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少しすると端で困った顔をし、「雪が入った。嫌

だ⑧」と言ってTシャツを脱ぎ、「全部脱ぎたい」

と言ってきて、女の人がいる前、みんなのいる前

でもあまり関係ないようだった。帰る前に、野球

の話をしてくれて、どう練習しているのか、どの

ような能力が必要なのか、いっぱい話してくれて

⑨とても嬉しかった。Kぐんと会うのは初めて

だったが仲良くなれた気がしてとても楽しかった。

Ⅳ結果

1企画「スノーワールド」

12月企画として雪にみたてた紙を準備し雪合戦を

する。紙はシュレッダーがけをした細かな紙を使っ

た。沖縄の子ども達は、空から降ってきる雪を見た

こともなく、雪合戦という遊びも体験したことがな

い。紙を使って雪合戦のイメージを全員で共有して

いく企画を行った。雪の写真が提示され、そりやス

コップも登場した。

Kくん継続支援の男子学生の記録と、Kくん支援

は初めての女子学生の記録から、Kくんについて考

察する。また、企画の後半にKぐんと筆者が書字の

やりとりをしたエピソードについても考察する。

(1)継続支援の男子学生とのエピソード(記録より）

遅刻して入ってきた時は、部屋が紙だらけに

なっていたので、(Kくんは)戸惑っていた。久し

ぶりにKくんが来たので「覚えている？」と聞く

と全く覚えていなかったが、笑いながらだったの

で、わざとかなと思った。そう信じたい。最初は、

紙を投げようとはしなかったが、「一緒にチーム

組んで誰かをやっつけよう①」と言うと、笑顔で

浦崎先生の所を見てアイコンタクトを送ってきた

②ので、一緒にビデオをとっている先生に投げた。

(Kぐんと)アイコンタクトをしたのは初めてだっ

たのでとても嬉しかった。言葉以外でのコミュニ

ケーションもちゃんと使うのだという驚きもあっ

た③。いつもより人見知りもせずに、いろんな人

にかけたり、やり返されたりしながら遊んでいた

ので、とても楽しかったのかなと思った。

(3)‘）書字「雪あそび」

企画後半、片付けの終わりにKくんは筆者と、

書字のやりとりをする。ホワイトボードに「今日

は何したの？」と聞くと、ホワイトボードにある

掲示物を見ながら「雪あそび」という文字を2度

書いた。

1回目は、書いている途中に女子学生が声をか

けてきた。その瞬間、Kくんの手の動きは早くな

り、文字はゆがんだ文字になった(写真2)oKく

んは、すぐに場を離れようとしたが、筆者が左手

で止め、その後、「すごい。書けているね～・次は、

(横ではなくて）縦に書いてごらん｡」と、再度書

くことを促した。2回目は、誰も声をかける人が

いなかったので､ゆっくり書字していた(写真3)。

書いた後、筆者は、大学生が近づいたことが妨害

になっていることを気付かせたかったので「大学

生が来たから途中から、ふにゃ～となったのか

な？⑩」と聞くと、Kくんは「別に、普通に書い

た⑪」と答えた。筆者は「縦はきれいに書けてい

たよ｡｣と声をかけた。大学生も褒めてくれた。顔

を動かさずに目をl､レーニングし、書くのが上手

になったこと、野球もランナーを見る時は、顔を

固定し黒目を動かすということが話題になる。筆

者が「ランナーをけん制する動きを（大学生に）

見せてごらん｡」と促すと、ポーズをとって、黒目

を横に動かし投げるまねをした。

(2)初支援女子学生とのエピソード（記録より）

今日は初めてKくんに会いました。少し遅れて

来たKくんは、初めて会う人が多く、みんなで雪

で遊んでいる空間に少し戸惑い、緊張した様子

だった。前回からの支援員（継続学生）と話し始

めると、私に対しても「一緒に遊ぶ人？④」と笑

顔で話しかけてくれた。雪をかけると感触が嫌な

のかすぐにはたいた⑤。嫌なのかなと思っている

と自分でも雪を拾い、すぐ投げ返していた。私が

Kくんに雪をかけられるのをいやがり、丸くなっ

ていると、「わかったタイムタイム！⑥」と近寄っ

てきて私が振り返ると思いっきり顔にかけて意地

悪そうに、にやっと笑って走って逃げた⑦。最後

の片付けではまだまだ遊び足りない様子で、集め

た雪を人にかけたり、走りまわったりしていた。
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(4)小考察

久しぶりの集団支援に入れたKくんは、体を動

かしながら、学生とのかかわりを楽しんだのがわ

かる。継続支援の男子学生とアイコンタクトをし、

言葉を使わずに「楽しむ」という意図を共有して

いる。継続支援の男子学生の「一緒にチームを組

んで～①｣という言葉かけに否定的な｢いやだ。お

もしろくない｣という言葉は返していない。「笑顔

で浦崎先生の所を見てアイコンタクトを送ってき

た②」とあるように、自分と他者との共有は、目

で行われている。

学童クラブ男性支援者Aのエピソード（前回紀

要3号）で、「Kくんが（低学年の時)、高学年の

子とけんかしたことがあり、『こんなの（暴言)、

心の中で言ってしまえ』と言われたら、Kくんは

『おれは言っちゃうんだし」と話していた｡」とあ

り、場に応じた言葉を使い分けることの困難さが

見られた。継続支援の男子学生もアイコンタクト

ができた事に鷲きながらも③、目を使うことで否

定的な言葉を言うことをコントロールしているK

くんの発見をしている。言葉以外に伝える場合、

うなずきや視線が、有効になることがあるのでは

なかろうか。

初支援女子学生のエピソード記録をみると「一

緒に遊ぶ人？④」「わかった、タイム！⑥」とKく

んから言葉かけがある。Kくんの言葉が学生に認

められる場面である。初支援女子学生の立場に

なってみると、「にやっと笑った⑦｣のように意地

悪な言葉とも捉えられる。しかし、初支援女子学

生は、Kくんを受け入れ、Kくんの言葉に対応し

ている。

「わかったタイム！」は、Kくんの体験にある遊

びの中で使われてきた言葉のひとつと捉えると、

これまでの多様な遊びを振り返っても、同じよう

に相手に「タイム」という言葉を使い、相手に勝

－80－

ちを与えることはしてこなかったと考えられる。

このように、外化されてくるKくんの言葉は、勝

ちたい気持ちを垣間見せる。前回紀要3号で母親

インタビューの中に「同級生のことを支配したい

というような感じ。『なんでもいうこときけ』とい

う感じで、きかないとへそまげる｡」とある。同級

生や母親、初支援女子学生への「言葉」は、「要求

が感じられる言葉」になっていると考えられる。

また、前年度に実施したK-ABCのアセスメ

ントから、視覚的刺激から音声言語にするまでに

困難があると考えられていた。その事からも、初

支援女子学生へ話すいつもの自分の言葉が、Kく

んの言葉として表出したと捉えられる。視覚的刺

激からいつもの言葉へと繋がるKくんにとって、

トータル支援の場は、ストレスのない状態となっ

ている。その場面を経て、帰る頃には穏やかなK

くんへと繋がっている。

帰る前、「野球の話をしてくれて、どう練習して

いるのか、どのような能力が必要なのか、いっぱ

い話してくれて～⑨」と語る初支援女子学生は、

Kくんの野球に対する想い受け入れている。浦崎

(2011紀要3号）は、「自分を出し切ったことが、

『楽しむ』へ繋がり、自己に向き合うことになる」

としていることから、雪合戦で思う存分自分を表

現した後、Kくんは他者を認め、穏やかな自分を

表現していると考えられる。Kくんが帰る前にと

る行動や「言葉」は、Kくん自身の主体が動き出

し他者を認める瞬間であると考える。

初支援女子学生は、Kくんの考えを受け入れ、

一緒に動くことで、K<んの気持ちを理解してい

る。支援する側が、指示要求する場面よりもKく

んの気持ちに近づくことが効果的であると考える。

初支援女子学生は「雪が入った。いやだ③」と

話すKくんの感覚過敏な様子も理解している。前

回紀要3号の母親インビューに「プールは苦手。

スイミングに通わせたことがない。水に顔付ける

のも怖がる｡」とあり、今回、紙が体に付く感触が、

雪とは違う違和感に繋がっている。しかし、最後

まで苦手な感覚に向き合い、ゆるせない気持ちを

置きながら、過ごしているのがわかる。

終盤に、筆者に声をかけられ、「雪あそび」とい

う文字を書いたKくんは、途中、学生の声が妨害

となって、書くことに集中できない様子が見られ

た。過敏である分、苦手な書字へ意識を集中させ

ることが困難である。以前は、注意が持続しない

まま怒りの感'情で妨害先である対象に暴言を返す
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ことがあったが、今回、書いた文字が早書きにな

るにとどまり、2回書字にチャレンジしているの

がわかる。2回目は、妨害もないので、「雪あそ

び」の文字に注意を持続させることができている。

筆者は、大学生が近づいたことが妨害となってい

るのではないか⑩と、Kくんに質問しているが、

Kくんが妨害に対して反応してしまうことを客観

的に捉えることを促している。Kくんは「普通に

書いた⑪」と答えるが、自分の動きを見つめる

きっかけになっているのではないかと考える。筆

者自身のこれまでの小学校生活を振り返ってみる

と、小学校5年生の頃の児童は、自分の言葉に

よって相手にどんな感情を引き起こさせているか

感じることができていた。友達の言葉が優先され、

相手に気遣う子もいた。Kくんは、「普通に書い

た」と言うことで、筆者に書ける自分をアピール

している。書くことを苦手とし漢字をなかなか書

かなかったKくんは、「普通」と捉えており、自己

を認めて欲しいことがわかる。認めてほしいとい

う'情動を理解し、言葉を返してあげることが重要

であると考える。書くことはあたり前だと解釈す

るに留まり、Kくんの情動コントロールを認めず

に終われば、Kぐんとのかかわりは崩れ、居場所

は消えていくのではないかと考える。やはり、書

字の困難さは情動コントロールの視点で認めいく

ことが重要であると考える。

遊びの終盤での出来事である。遊びの中で、書

字の場を設定する企画が行われることもあるが、

筆者とのやりとりに答えることができるKくんの

成長が伺える。

2母親とK<んへのインタビュー

(1)母親へのインタビュー内容（平成X年+5年）

12月1回目の集団支援後、インタビューを行っ

た。5月から11月の間、家での様子を母親に聞い

た。以下、筆者と母親とKぐんとの会話を振り

返ってみる。

（母親）

家でのKくんは、机の上を片付けられるように

なりました。机の上で字を書くようになった。今

でも漢字は苦手意識があるです。マンガが読める

ようになりました。今までは、マンガにも興味を

示さなかったのに。読んでいます。（母親は喜ん

で話す）

Kくんは、8月から野球の練習日から1日だけ、

ビジョンのトレーニングに通っていました。ト

レーニングを12月まで続けました。少年野球は、

今、外野。補欠。＜ビジョントレーニング：感覚

統合運動、目の追従運動を行い、蝋燭の炎を見る

等、情動コントロールも実施＞

(支援者・筆者）

野球の新人戦はこれからだから大丈夫。

(K<ん）

「楽しくない」と言い、個別支援の部屋でサッ

カーボールを投げ上げたり、蹴ったりしていた⑫。

(支援者・筆者）

Kくんに「ビジョンのトレーニングをやって見

せて」と頼み、腕を胸のあたりに組んで後ろに

まっすぐバックして見せた。Kくんは、筆者の動

きを見てにっこりと笑顔になり、同じように手を

胸のあたりで組み、線を引くようにまっすぐ後退

して見せた。そして、筆者が人さし指を目に近づ

け、寄り目をして見せ、Kくんの方に、人さし指

を向けると、頭を固定しながら上手に、目を左右

上下に動かしていた⑬。母親は、笑顔で見守って

いた。

(母親）

12月2回目の支援後、母親は、Kくんの得意な

｢迷路作り」の話をした。母親は「(Kくんは､）迷

路を書いて作るのが好きで、上手に書く。持って

くるつもりだったけどね。なかなか書く暇がない

のかな。⑭」と、申し訳なさそうに話した。

(2)母親へのインタビユー内容（平成X年十6年）

（母親）

11月後半。

もうすぐ中学生なんだけど、中学校での学級を

どうするか困っています。在籍の事…⑮。

（支援者・筆者）

Kくんにも説明する必要がありますね。Kくん

が納得して決めていくのが大切ではないかと。

（トータル支援教室・保護者）

私の子どもも同じ』悩みを持ちました。将来を考

えて私達がどうすればいいかです⑯。

(3)小考察

母親とのやりとりは、集団支援後に行われ、ビ

ジョンのトレーニングが話題になった。Kくんは、

視覚刺激の変換が苦手で書字表出に困難があった。

⑬のように、母親は視覚刺激に対する対応策とし

て、ビジョンのトレーニングに注目したのがわか

る。
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ビジョンのトレーニングは、1980年代から作業

療法士の中で広まったとされている。エアーズの

感覚統合指導が知られている。エアーズの感覚統

合指導は「ア、触覚系と前庭系の健常化イ、原

始反射の統合ウ、平衡反応の発達エ、眼球運

動の正常化オ、感覚運動機能の協調'性を高める

力、視覚的形態と空間知覚の発達」である。

エァーズの運動発達支援・感覚統合を踏まえる

と効果的に発展するとされている。感覚統合運動

による脳への刺激は、言葉や思考を司る前頭葉に

も伝わり、体がコントロールされ、記憶・推理等

の力を高めることになる。

例えば、トータル支援の中でも使われた絵本の

笑顔探しや「文にはない絵から気づくことは？」

と、頭を固定して部分から全体を知る作業等を行

うのである。Kくんの母親は、「マンガの文字」に

興味を持ち始めたKくんに苦手な「文字」を受け

入れたことに喜んでいる。ビジョンのトレーニン

グによる追従運動への刺激は、Kくんの生活に

｢文字｣の受け入れをゆるす姿に繋がったことがわ

かる。

Kくんの母親は、トータル支援の効果を認め、

Kくんに穏やかさを感じてきている。しかし、学

校という日々生活する場から、どうしてもスムー

ズな読み書きが、要求されてくるので、書字にか

ける時間を取る工夫が必要になってくる。⑭のよ

うに、得意な迷路作りになるとじっくり取り組め

るようなので、迷路制作の時間を確保してあげた

いものである。Kくんが』情動コントロールできる

迷路作成をトータル支援教室での企画へ繋げたい。

今後、母親側の接し方をもっと聞きとり、支援

という体制（山上1997）を組んでいくことが必要

であると考える。⑮⑯のように、今後の進路につ

いての相談は重要になってくる。トータル支援教

室保謹者の方々には、進路についての体験者・先

輩の方もいる。情報を得ながら共感できる空間が

あることに母親は安堵している。進学先の学校支

援が'情動コントロールをどこで行うか検討してい

く必要があると考える。筆者は三十年以上、小学

校をフィールドとして観察し続けてきた。学校が

居場所という言葉をどう解釈するか気になる所で

ある。「人」の存在しない居場所（単なる部屋･場

所）では不安感と孤独感に包まれてしまうはずで

ある。「人｣のかかわりは大きい。繋がることがで

きる「人」が1人だと言葉の解釈の広がりが小さ

くなる。3人以上いると相手を思いやり考え合う

姿が見られるはずである。学校はどんな居場所が

存在するのであろうか。学校はどんな「人」が居

るのであろうか。学校は相手を思いやる言葉が在

る「人」が創っていると考える。「人」が居場所で

あることが学校ではなかろうか。これまでのトー

タル支援教室を振り返ると、そこには「人」が居

場所であったと考える。かかわりの中にある言葉

がKくんの向かう力を育んでいることはトータル

支援教室での姿⑫⑬で分かる。学校にも向かう力

は育めるはずである。今後、思春期となるKくん

の進学先学校環境創りが重要になってくると考え

る。

V総合考察

トータル支援の企画は、多様な活動が考えられて

きた。児童の特性と児童のやってみたい活動に注目

し、素材が選ばれ環境が整えられてきた。子どもに

添う「かかわり」と「企画」が検討されてきた。そ

のトータル支援には、他者とのかかわりで、自己に

向き合い、他者を認める子どもの姿があった。

トータル支援におけるKくんは、支援者により状

況に応じた丁寧なかかわりによって特'性がつかまれ、

関係が形成されていった。その結果、集団支援の中

で、言葉の暴言や叩くという行動は、減っていった。

事後検討会等を経て、Kくんの支援は、さらに特性

に添った支援が行われ、穏やかさが出てきた。5月

～11月と、しばらくの空白があったが、12月のI､－

ダル支援では、笑顔を見せ、かかわりによって、自

分から野球の話をしている。自己と向き合い、自分

を客観的に捉え、書字へ意識を向けるようになって

いる。つまり、かかわりによって主体が動き、かか

わりによって自己と向き合うことができるように

なってきたと捉えられる。向かう力が育まれたと考

える。

「雪あそび」の企画のように、「可塑性のある遊び

は、イメージが広がる（山上2013)｡」ことから、そ

り等の道具を加えることによって、さらに集団で遊

ぶイメージを誘発していることがわかる。トータル

支援は、可塑性のある素材、遊びが自由に広がる素

材が使われてきた。形が変化し、イメージが膨らみ、

一緒に素材の感触を楽しむ企画が行われてきた。子

どもの特性に添い、主体に添う一貫した視点を持ち

ながら、自由に広がる素材に触れ、主体の動く瞬間

を見守り続けてきたといえる。

Kくんは、学生とのかかわり方が以前よりも穏や
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かになった。学生支援者側も、彼の特性を理解する

場面が多くなった。その事からトータル支援教室が

｢人」の居場所として機能していると捉えられる。

支援者は、母親とコンタクトをとり、継続支援を

行ってきた。母親は多↓忙な日々をやりくりし、Kく

んのために多様なアイディアを取り入れてきた。

トータル支援の参加回数は減ったが、Kくんに添っ

た支援は6年継続されてきた。今後、進学先学校環

境創り・家族支援という在り方をどう進めていくか

が課題である。トータル支援教室保誰者の向かう力

を生かしていきたいものである。
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