1.

直哉

 発な
利
「困ったチャン」
入級時年齢：４歳９月
知的障害＊ : 療育手帳なし
家族：両親

なお や

直哉は４歳でした。診断はまだついていませんでしたが、高田先生がほっとの療育を

勧めたのは、アスペルガータイプ ASD の疑いがあったからでしょう。私たちは、いわ
ゆるアスペルガータイプの子どもを支援する経験をもたなかったので、豊富な語彙を駆

させることにつながっていました。感情のコントロールと社会スキルの習得
が彼の最大の課題だと感じました。
このため、私たちは彼に合わせた教材を作成して課題として取り組むこと
にしました。彼の問題をお母さんに取材して、その事例の多さに驚かされま
した。電車に乗っていて、反対側のホームにいた電車をお母さんが見ていな
かったのを知って激怒したり、シールを貼るのをお母さんが彼に黙ってやっ
たと言っては泣き崩れ、上靴のまま園庭に走り出したのをお母さんに呼び止
められて怒りを爆発させるなど、激情を抑えられない例とともに、怖い夢や
避難訓練などへの恐怖感、さらにゲームなどの集団活動への拒絶反応など、
枚挙にいとまがありませんでした。

使してしゃべり、年齢相応レベルをはるかに超えるアカデミックスキルを身につけてい
る直哉に、何を教えたらいいのか、とまどいました。

間違いを指摘されることに抵抗が強い
彼はまた、ドリルなどをして、お母さんに間違いを指摘されると激怒し、

認知課題はすぐに卒業、手指の巧緻性は未熟

「まちごうてる言われて、うれしいか、かなしいか、どっちや！
げっこう

お母さん、

パズルや色・形のマッチングなどの認知課題はどれもあっという間に卒業

あやまりなさい！」と激昂し泣き崩れました。彼のやり方を否定するわけで

したので、ほっとにある教材はすぐに底をつきました。しかし、手先の巧緻

はなく、「こうしたほうがいいね」と助言される場合も同じでした。ストレ

性は未熟だったので、身辺自立につながるボタン・スナップのかけはずし、

ートに「違うよ」と言われなくても、否定されたと受け取り、大泣きするの

ファスナーの留金、ひも結びなどは時間をかけて取り組みました。初めは不

です。

器用で、四苦八苦していましたが、どの課題も途中で投げ出すことはなく、

このように間違いを指摘されたり、正しい答えを教えられたりすることに、

粘り強くやり遂げようとしました。こうして、かなり手指の操作性も高める

強く抵抗する子どもはとても多く、ASD の特性の一つと考えられます。「間

ことができました。

違っているよ」と言われると、全人格を否定されたような気がするのかもし

それから１年以上もたって、家で七夕の笹飾りを作ったときのことでした。

れません。否定されると、もう身も世もないような気分になるのでしょうか。

「ほっとで習ったからできるよ」と言いながら、願い事を書いた短冊をこよ

彼らの混乱ぶりをみると、そんな気さえしてきます。間違っているのは答え

りで笹にくくりつけることができたのです。かなり前に卒業したほっとを覚

であって、彼らの存在そのものでも、人格でもないのに、そこがわからない

えてくれていた彼の言葉が心にしみました。

のです。逆鱗に触れるのを恐れてそのままにしておけば、間違ったことをそ

げきりん

のまま覚えて、正しいことを学ぶことができません。

感情のコントロールと社会スキル習得が最大の課題
直哉はほっとに来たときはとても礼儀正しく、模範生でした。しかし自分
を抑えて優等生を演じているところがあり、そのためどこかで気持ちを爆発
＊ 知的障害の程度はすべて入級時の状態で表示している。幼少時の療育手帳の判定は言語発達の程度に
大きく左右され、必ずしも知的能力を正しく反映しないことに注意が必要。
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「わかるストーリー」を教材化
そこで、まずはこの問題に対処するところから着手しました。キャロル・
グレイの考案したソーシャル・ストーリー TM にヒントを得て、絵と文章を
使って、課題に仕上げてみました（→役立ちアイテム「わかるストーリー１」）。
１．直哉

利発な「困ったチャン」
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つまり、ところどころ四角で囲っ
た空欄を設け、単語カードを別に用

わかるストーリー１

意してそこにあてはめる形式です。

●間違えても、大丈夫！

まったくの空欄にすると、けっこう

だれでも

難しいので、枠の中に薄墨色の文字
を印刷しておき、マッチングの方法
で簡単に完成できるようにしました。
文章構成力が育っていない段階の幼
児には、
「わかるストーリー」に興
味をもたせるきっかけとして取り組
める活動でした。穴埋めが完成した
ら、
「上手にできたね」とほめたあ
と、いっしょに読みました。
このような文章を書くのは、単に

もんだいに

まちがえることが
でも

こたえるとき

あるものです。

だいじょうぶ 。まちがいに

き が つ い た ら、 た だ し い

こたえに

なおせばいいのです。
ひとは

まちがえることで

なるのです。せんせいや
まちがいに
て

きづかせてくれます。そし

ただしい

のを

かしこく

おかあさんは

こたえを

かんがえる

てつだって くれるでしょう。

まちがいに
こたえを

きづいて

ただしい

みつけるのは

すごく

かっこいい ことなのです。
（イラスト省略）

口で言うよりも、文字にして視覚的
に示したほうが伝わりやすいという、ASD の「視覚優位」と関係していま
す。まったく同じ内容を口頭で伝えても理解できないことが、視覚的に示す
だけですとんと胸に落ちるのを私は数多く見てきました。
「間違えても大丈夫！」の課題に直哉は積極的に取り組み、何度か繰り返
すうちに、暗記するまでになりました。そして、自分が失敗したとき、「人
は間違えることでかしこくなるんや。ほっとで習ったやろ」とパニックにな
らずに、失敗を認めるようになっていきました。
ただ、だからといってすんなりと大人の助言を受け入れるということには
ならず、
「自分でよーく考え直すのが偉いんや」と譲りませんでした。それ
でも、間違いを指摘されただけで怒りを爆発させていたことを思うと大きな
進歩でした。

じゃんけんは避けて通れないこともある
直哉は勝負事で負けるのをいやがりました。幼稚園でかるたをするときは
読み手に立候補し、ドッジボールをするときは球拾いや得点係を申し出て、
決してゲームに参加しようとしませんでした。
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「わかるストーリー」の書き方
「わかるストーリー」を書くときには、いくつかのポイントがあります。
①理路整然としてわかりやすいこと。ASD の子どもたちには理論的に筋の通った
説明に納得しやすい性質があります。「なぜそうなのか」を示すと理解できるのです。
②肯定的な言葉で書くこと。肯定的な表現にすることで印象が大きく変わります。
その例として、
「大丈夫」と安心させたり、
「〜するといいのです」と、してはいけ
ないことを禁止する代わりに、していいことを示すと、すんなりと受け入れやすく
なります。ほかにも、
「すてき」「かっこいい」「かしこい」「きれい」「きもちいい」
などの語を文中にちりばめることで、文全体に魅力的な雰囲気を与えるものです。
③命令口調にならず、禁止や否定形を使わないこと。そうすることで、ソフトタ
ッチの心地いい文章に仕上がるのです。仮に次の文章だったら、どうでしょうか。
「あなたは『違うよ』と言われると、かっとなって怒り出します。でも、それはい
けないことです。大人はあなたのために教えてくれるのです。素直に言うことを聞
かなくてはなりません。そうしないと、いつまでたってもあなたは賢くなれません」。
親や教師の気持ちとしてはこのとおりかもしれませんが、子どもの受け止め方は、
「ペケと言われた。ぼくはだめなんだ！

もう聞きたくない！」となってしまうでし

ょう。侮辱であり、許せないと感じるかもしれません。「正しい答えに到達したい」
などと思うどころではなくなります。そして暴力や反抗で仕返しをしようとさえ思
うかもしれません。
「間違えても大丈夫、かしこくなるのだから」
「間違いに気づい
て、正しい答えを見つけるのはすごくかっこいい」と伝えることで、安心し、
「正し
い答えを考えてみよう、ヒントを教えてほしい」と思うようになるでしょう。
④「あなたは」という２人称を使わないこと。「ぼくは〜しようと思います」など、
１人称で書くことで、決意表明をしているような気持ちになります。好ましい行動
を１人称で書くのは効果的だと感じています。
あるいは、３人称で書くことで、冷静に読む雰囲気に誘います。「人は〜するもの
です」
「誰でも〜することがあるものです」と書きます。
「あなたは」で始まる文は
自分に直接的に向いていて、何を言われるのか心配で心がざわつきます。そしてた
いていは否定や命令口調で完結します。このため子どもは反発してしまうのです。
ハンス・アスペルガーは述べています。
「ASD のより重い子どもにも効果的と思
える、ある方法を見いだしました。彼が指示に応じ易かったのは、それが特に自分
に向けられたのではないと思えるとき、つまり、それが、その子どもと教師を超え
た客観的法則であるかのように、非常に一般的、非個人的な言い方でなされたとき
けいがん

でした」
（1944 年）。70 年以上前に、支援の真髄に到達していた先達の炯眼です。

１．直哉

利発な「困ったチャン」
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私たちは、勝負事をしない

じゃんけんさいころと星取表

で生きていくことはできるか

イテム「感情の段階表１」）
。

自分を客観視することもできるようになって

ら、負けるのが怖いとか、負
けると悔しくてしょうがない

小学校に入ってからは、友達づきあいのうえで、ゲームへの参加をかたく

とか、負けるかもしれないと

なに拒否するのはよくないと思うようになったようで、少しずつ参加するよ

思うとどきどきして気持ちが

「じゃんけんホイ」で同時に振っ
て、出た目で勝ち負けを決める。

波立つのなら、無理に参加し
なくてもいいのではないかと

ぼく
○

１
２
３

思っています。
ただ、じゃんけんで当番や

先生
●

手作りのじゃんけんさいこ

（→役立ちアイテム「じゃんけんさ

と一瞬表情が曇りましたが崩

５
ばくはつする

４

３

れることはなく、それも次第
に平気になっていきました。
「気持ちの５段階表」を見せ

２

しい」を指さすほどにもなっ
て驚かされました。顔の表情
も穏やかなので、課題が好き
な彼は本当にそう感じている
のだと思いました（ →役立ちア
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きかどうか、迷っていました。一方、直哉は自分だけがほっとに通ったこと

せなかを

なでてもらう

ひとりに

なる

めを つぶって
はらが たって
たまらない

しんこきゅうする

があったり、算数が人よりよくできるのも、ASD のゆえかもしれないとう
すうす感づいているようでした。また、彼がある程度自分を客観視すること
ができるようになっていて、ASD を肯定的に受け止めている様子も見られ
るので、今では告知はしないままでいいのかもしれないと思うようになりま
した。

「いらいらする」と
ちょっと
いらいらする

いって

たすけてもらう

おちついている

て「 今 の 気 持 ち は ど れ？」 と
聞くと、負けたときも「たの

両親は、はっきりと ASD の診断が下されたわけではないので、告知すべ

●気持ちの５段階表

いころと星取表」）
。

直哉は勝つと喜び、負ける

力しました。

かもしれません。

感情の段階表１

ろを振って、担当者と３回勝
負をし、星取表をつけました

怒ることない、遊びなんだから」と自分に言い聞かせて、乗り越えようと努

しているようでした。彼自身が楽な生き方として学び取った身の処し方なの

通れないことも多いので、課
した。

のことで、家に帰ってから荒れることもときにはありましたが、「いちいち

その様子を見ると、みんなと同じように行動することで安心感を得ようと

順番を決めることは、避けて
題として取り組むことにしま

うになりました。そして、負けても笑って受け流せるようになりました。そ

ふつう

気持ちの５段階表
「腹が立つ」ときに対処できるよう作成したものですが、感情のコントロールが難
しい ASD の子どもたちが、自分の今の気持ちを客観的に認識し、どう対処すべきか
を考えるきっかけになるのを期待するものです。平時にこれを見て、怒りの感情に

１

も段階があることを知り、それぞれの段階ごとの対処法を学ぶことができます。も
にこにこする
たのしい

※カーリ・ダン・ブロンらの「５段階表」をもとに
作成。数字欄は色を変えて（１緑、２黄緑、３黄、
４オレンジ、５赤）わかりやすくしている。

ちろん、対処法はほかにもいろいろあり得るでしょう。それは一人ひとりの子ども
に応じて編み出されるべきものです。たとえば、いらいらするとき、気分を切り替
えるために好きな活動をするというのも有効な対処法です。音楽を聞く、絵を描く、
ゲームをするなど、子どもごとに違う内容になるでしょう。

１．直哉

利発な「困ったチャン」
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相手を自分より一段低いものとして

一人で楽しみたい思いを大事に

扱うのは間違っていることを早い時

私は「自閉症学習会」で、「ASD の文化として受容すべきこともいろいろ
ある」という話をしながら、直哉のことを思い出していました。

期から教える必要があると思いまし
た。そこで、この問題についても

直哉は園で習った歌を歌っているときに、おばあさんがいっしょに声を合

「わかるストーリー」を課題として

わせて歌うのをいやがりました。そのことをお母さんは強情だと感じていま

作って、伝えることにしました（→

したが、あれは、
「一人で歌って楽しみたい」という彼の楽しみ方ではなか

役立ちアイテム「わかるストーリー２」）
。

ったでしょうか。
「みんなで歌います」と音楽の先生が指導するときは納得

この課題に取り組むとき、直哉は

していっしょに歌うことができますが、ソロで歌って楽しみたいと思ってい

「かんがえごと」と「ききそこな

るときに、ほかの人が声を合わせてきたら、それは違う！

う」の意味を知らなかったので、ど

という気持ちに

なるのではないでしょうか。「わがままじゃないの？」というのはこちらの

ういう意味か担当のボランティアさ

文化の押しつけかもしれません。歌が終わったとき、「上手に歌えるね」と

んに質問しました。説明を聞くと納

ほめて、
「お母さんも歌いたいな、いっしょに歌ってくれる？」と頼んだり、

得した様子で課題を完成させ、その

退屈そうに見えるときなど、「この歌いっしょに歌おうか」と誘ってみたり

あとで「わかるストーリー」をすら

するのはいいかもしれませんが、一人で楽しんでいるときに割り込んではい

すらと読んで理解したようでした。

けないのです。

相手を自分より低く扱う態度を改めさせたい
お母さんからのメールでは、困り事の相談がひっきりなしでした。

さまざまな場面で、配慮し
つつ「わかるストーリー」
を活用
サッカーの練習に参加するとき、

が魚を見て回っているとき、直哉が言いました。「おなかがすいたから、お

チームメートを差配することがある

弁当食べたい」
。おばあさんは「まだ早いからもうちょっとお魚を見てから

のも心配でした。

よ」と伝えました。すると直哉は、何やら長口上を述べたあと、「おばあち

練習や試合を見学するとき、しば

ゃん、ぼくが言うたこと、そのとおりに言うてみ」と要求しました。「えっ！

しば、「それは逆や、そっちや、そ

ぼんやりしてたからわからないわ」と答えたとたん、激怒しておばあさんの

っちー！」などと指示を飛ばすので

腕をかんでしまいました。

す。そのことで、直哉はチームメー

供給するかのように思えます。ASD の子どもにしばしば見られる、「人を差

する恐れがありましたが、本人はそ

配する」という特性の一側面なのかもしれません。これ以外にもおばあさん

のことに気づいていませんでした。

に対する態度は、ときに支配的なものの言い方や態度となり、また、ときに

そこで、「わかるストーリー」を作

攻撃的、暴力的な行動となることがありました。対人関係の第一歩として、

りました（ →役立ちアイテム「わかる
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に

ぼくを

おくりむかえを

おいしい

ごはんを

いっしょに

ようちえん

してくれます。
つくったり、

あそんでくれることも

あります。おばあちゃんは
やさしい

おばあちゃんに
ようと

とても

ひとです。 だから
やさしく

ぼくも

してあげ

おもいます。やさしい

ひとは

かっこいいのです。
ときどき

おばあちゃんは

はなしかけても

あります。おしごとや

かんがえごとを

していると、だれでも
ことは

だれかが

きいていないことが
ききそこなう

あるものです。

そんなとき、おばあちゃんに

はらを

たてたり、たたいてしまう

ひとも

いるかもしれません。でも

それは

ちがいです。 ぼくは

きいていなかったときは
いってあげようと
そうすれば

ま

おばあちゃんが
もういちど

おもいます。

こんどは

ちゃんと

きいてくれるでしょう。

１．直哉

い い よ。 も う 一 回
言うから聞いて。

トから嫌われたり、いじめられたり

おばあちゃんは

ごめん。ちゃんと
聞いてなかったの。

自分に対して優しく接してくれる身内の人への甘えが怒りのエネルギーを

●聞いてなかったときは、どうす
るの？

あ の ね ……
わかった？

おばあさんが付き添って水族園に遠足に行ったときのこと。まだみんな

わかるストーリー２

利発な「困ったチャン」
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ストーリー３」）
。

直哉はこの「わかるストーリー」

わかるストーリー３

を何度か読んで理解すると、サッカ

●コーチが指示をします

ーをするときも見るときも、自分は

サッカーは

指示をしなくなりました。
社会的なマナーやルールを教える
ため、また、直哉の不適応行動に対
処するため、ほっとではさまざまの
「わかるストーリー」教材を用意し
ました。しかし、できるだけ読んで
心地いい文体で書くことを心がけた
とはいえ、毎回このような教材に取
り組むのは、直哉にとっては気乗り
のしないことではないかと心配しま

とても

ぼくたちに

サッカーの

しかたを

ほっとに通うようになって、直哉の日常生活に変化が見られるようになり
かんしゃく

ました。以前ほどひどい癇癪を起こさなくなり、崩れるときも、それが長時

おしえてくれます。

間続くことがなくなって、表情も穏やかになってきたのです。幼稚園でも緊

しあいを

張場面が減ったことに先生も気づいていました。ほっとで「わかるストーリ

する

ときは、

コーチが せんしゅに しじを します。
せんしゅは

コーチの

いうとおりに

サッカーが

うまくなりま

うごきます。
こうして

す。せんしゅに

しじを

だすのは

コーチだけです。こどもは
してはいけない

しじを

きまりに
はんたいや

そこで、一度にあれもこれもと欲
張らず、１つか２つに絞って、順次
か

い

よう配慮しました。その甲斐あって
か、直哉は課題に集中して取り組み、
着実に学びました。また、ほっとで
の活動はおやつやボランティアとの
遊びが楽しかったこともあって、い
つも機嫌よく過ごすことができまし

ぼくは

けんがくするとき

しじするのを

おもいます。

しあいを

みるとき

は

でおり、その日は教室は休みにして
いました。
「来週はほっとはお休み
です」と告げると、
「え、なんで？」
と聞くので、そのことを説明しまし
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かがやけ！ ASD キッズ

おうえんするの

いいことです。おうえんというのは

「がんばれ−！」とか「やったね！」な
どと

いって

せんしゅを

ことです。ぼくは

だまって
しようと

はげます
みたり、
おもいま

す。

気持ちが安定してきたことや、ボランティアさんと過ごす心地いい時間が彼
の気持ちを、解きほぐしてくれたのではないかと思います。
私たちは、ただ甘えさせるのではなく、自立心を養い、自分でできること
への自信と誇りを育てたいと願っていました。

自分の意思で行動したい思いがある
お母さんは、直哉が朝なかなか起きられないので困っていました。起こし
に行くと、「まだ眠いから起きたくない」とぐずり、幼稚園に遅刻しそうに
なることが毎朝のように続いていたのです。起きられずにいると、お母さん
はしかたなく布団から引きずり出していました。しかし、それが直哉の癇に
さわり、その結果、朝の仕度によけい時間がかかるのでした。
お母さんが作成した朝の仕度のスケジュールと違う順番になるとさらに大
騒ぎでした。スケジュールでは起床する→トイレに行く→顔を洗う→服を着
替えるとなっているのに、お母さんが起きてすぐ洋服に着替えさせてトイ
レに連れて行こうとすると、「もぉ〜！

洋服着たらトイレに行かれへんね

ん！」と決められた順序と違うことを理由に拒否しました。お母さんに起こ
され、着替えを「させられた」ということが気に入らなかったので、順番が

そっちや！

ための学習会を同じ曜日に組み込ん

コーチが

まねしないように

しようと

がんばれ！

ほっとでは、月に１回、保護者の
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コーチ

おうえんだけを

た。

ー」に取り組むうちに、まわりのことがよりよく理解できるようになって、

なっています。

した。

新しい「わかるストーリー」を示す

ほどでした。

まわりのことを理解しやすくなり表情も穏やかに

たのしい

スポーツです。コーチの
せんせいは

た。すると、「ぼく勉強会、嫌いや」と言って、休みになるのを悔しがった

こども

×

違っていたのは抗議することへの格好の口実でした。気持ちの切り替えがで
きず、次の行動に移れないというのは、ASD の子どもによく見られること
ですが、寝覚めの悪さが、不機嫌に拍車をかけていました。
「直哉くんは、自分で起きたいと思っているのですよ。少し早目に、そろ
そろ起きる時間であることを伝えて、あと何分で起きるのかを本人に決めさ
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せてあげたらどうでしょう。そしてその時間が来たら、改めて起こしてあげ

らせました。「あんなに好きな電車でも、自動改札の扉への恐怖心のほうが

るといいと思います」とアドバイスしました。すると、直哉は１回目に起こ

強い様子に驚かされました」と。結局、自動改札を通るときはお母さんが抱

されたあと、しばらくたって自分から起き出すようになりました。さらに、

っこしてしのぐ約束をして駅へ向かいました。幸いそのときは自動改札の

泣かずに起きることができたら、ごほうびシールを与えることにしたところ、

扉が開きっぱなしの状態だったので、お母さんが乗車券を入れている間に

大いに効果がありました。

こわごわ一人で走り抜けました。「あの駅はドアが開いていたからいいけど、

ASD の子どもは急に切り替えを求められてもすぐにはできないのですが、

ほかのときは抱っこしてね」とあとで念を押すのを忘れませんでした。タイ

「あと○分で起きよう」とか、「〇時になったら次の活動に移るよ」と予告

ミングが合わず、渡りきらないうちに扉が閉まったらどうしよう、という不

されると、気持ちの切り替えがスムーズになることがよくあるものです。ま

安があるのでしょう。直哉の背丈だと、扉が目のあたりで開閉するので、恐

た、他律的に促されて行動するのではなく、自分の意思で行動することに価

怖感もひとしおなのでしょう。とりあえず、「扉は閉まらないけど、怖いの

値を感じるという特性にも気づかされることがよくあります。

なら、お母さんが抱っこしてあげるね」と言って、安心させました。
また、夜オバケが出ると言って怖がることもありました。夜中に目をあけ

避難訓練が怖い…

ると英語で書かれた大きな看板を抱えたオバケが、こっちに向かって走って

直哉は園で一度経験したことのある避難訓練をとても怖がっていました。

くると言うのです。「そのオバケは顔がなくて手や足だけやねん。こわいで

突然大きなサイレンの音がして、スライドシュートを使って逃げる練習をす

ぇー」と思い出しながら話すことがあり、何度も同じ様相をリアルに再現す

るのが怖いのです。予定が知らされたときからずっと気にしていました。こ

るので、本当にそういうものを見たと信じているのでしょう。その後、新し

れも、
「わかるストーリー」を作って事前に何度も読みました。

い家に引っ越したので、そのオバケは出なくなったようですが、夜中、暗闇

また、園の先生も避難訓練の手順を７番までの項目にして示してくれまし
た。開始直前に全身をこわばらせながら、「もし、逃げるとき、滑り台に火

の中で目覚めて怖い思いをしないようにと、お母さんは部屋に豆球をつけて
おき、また壁紙なども模様のないシンプルなものにしました。

がきてたらどうするの？」と先生に聞きました。先生が答えると「でも、も
し……」と次々、質問を繰り返し、最後は納得できたようでしたが、いざ訓

悔しい気持ち、葛藤を理解したお母さんに導かれて

練が始まると、ますます固まってしまいました。そこへ元担任の山田先生が

「わかるストーリー」や、スケジュールなどの視覚支援があると、よく理

現れて「大丈夫やで。７番までしかないやん。100 番までないで！」と声を

解し気持ちが穏やかになるので、おばあさんやお母さんをたたいたりけった

かけてくれ、なんとか乗り切ることができました。こうして視覚支援とスケ

りすることが少なくなりました。それでも、何か気に入らないことがあると、

ジュールによって不安な気持ちを最小限に抑えて無事に訓練ができたのです。

それまでにしみ込んだ行動パターンが反射的に現れることもありました。

直哉は予想もしないことで次々に恐怖感がわいてきて、本人はもちろんま
わりも振り回されることがありました。

あるとき、おばあさんといっしょに帰宅する途中で暴力をふるったのを知
って、その晩お母さんが諭したところ、直哉は目にいっぱい涙をためてお母
さんに体当たりをしました。お母さんがとっさに直哉を抱きしめたところ、

自動改札の扉が、オバケが、怖い

胸に顔を埋めておとなしくなりました。以前の直哉ならそこから大暴れして

あるとき、地下鉄の自動改札を通り抜ける際に、扉が勢いよく開閉するの

１時間ぐらい手がつけられなくなるところでしたが、抱きしめられて気持ち

をじっと見ていた直哉は「もう、ぼく電車には乗らない、改札のドアが怖い

が安定し、自分を見つめるゆとりができたのでしょう。「『お母さんはそんな

から」と言い始め、外出先で「歩いて帰る！」と言い張って、お母さんを困

ふうに言うし、ぼく自身も悪いことだとわかってはいるけど、でも、ぼくの
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この悔しい気持ちをどうやって晴らせばいいの？』という訴えが聞こえてき

級（以下「支援学級」）の先生の理解と配慮を受けながら、小学校生活もの

そうな泣き方と態度を見て、いじらしく思えました」とお母さんは話してく

びのびと過ごすことができました。友達関係では一時的なトラブルもありま

れました。自分の気持ちと闘っているときに優しく受け止めてくれる人の存

したが、先生が調整してくれたおかげでクラスメートと円滑な人間関係を築

在は、大きな安心と反省をもたらすのを改めて感じさせられました。

くことができました。相手の反応におかまいなく冗舌にしゃべっていた幼児

こうして、お母さんは本人の気持ちに寄り添いながら、行動の修正を一つ

期とは対照的に、話題を選び、発言に慎重になって、口数が少なくなってい

ずつ教えていきました。しかし、なおも課題が次々に出てきて、ほっとに通

きました。「口は災いの元」との教訓を彼なりに習得したのかもしれません。

う半年間では多くを積み残したと、心残りに思ったのは杞憂でした。そのあ

しかし、家ではリラックスして家族に学校であったことなどを詳細に報告し、

とは彼に対する社会スキルの学習をお母さんが地道にかつ、適切に続けたお

明るく過ごしています。

き ゆう

かげで、心の理論（「こういうとき、相手はこう思うはずだ」と他者の心を

学力面では得意な算数をはじめ、どの教科も優れた成績で、自信を深めま

推測する心のはたらき。定型発達の子どもでは自然に備わっていくとされる

した。また、生活スキルも身につけていき、３年生になってからは、かなり

が、ASD の子どもは形成されにくいとされる）や社会常識を一つひとつ身

距離のある学校へも一人で登下校できるようになり、自立心が育ちました。

につけていったのです。

ほっとに来ていた頃は、不安感やこだわりが強く、困りごとのオンパレー
ドだった直哉を思うと、まるで別人の感があります。幼少期からの家族の理

ASD ならではの強みを生かし、地域で生きていく

解と愛情いっぱいの支援を受けて成長し、家族とともに穏やかな生活を送る

やがて直哉は小学校に入学しました。幼少期にはマイルールを次々に作っ

少年になりました。あの頃の小さな暴君の姿はどこに消えたのでしょう。今

ては、まわりを巻き込んで事態をややこしくする直哉でしたが、特別支援学

はその影もありません。ASD ならではの強みを生かしつつ、また、風変わ
りな特徴も、彼の愛すべき個性として受け入れられながら、地域に溶け込ん

ハグの効果

で、幸せに生きていくのでしょう。

ASD の子どもは身体接触をいやがることがあります。皮膚感覚が過敏で人に触ら
れると痛いと感じる、また強い不安感から、身体接触を極端に怖がることがありま
す。もちろん定型発達の子どもでも、抱擁されるのを必ずしも喜ぶとは限らず、拒
否することもあります。それは相手が誰か、またどんな状況かにもよります。
ふさわしい場面で親しい人に、愛情を込めて抱擁やボディータッチをされると、
心地よく感じて安心感や幸福感に満たされます。これは脳内で「愛情ホルモン」と
もよばれるオキシトシンが分泌されるためとか。出産後の母親で特に分泌が盛んで、
子どもへの愛着心を高める効果もあるそうです。
ASD の子どもたちも親しい人にハグされると、優しい気持ちになって、怒りが収
まるという効果がしばしば見られます。日本人は親子でもハグする習慣が少ないよ
うに思いますが、折に触れて、ぎゅっとお子さんを抱きしめてあげると、ふっと心
の緊張が緩んで、親子関係が驚くほど好転することがあります。
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