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地域啓発セミナー 第２弾

発達障害支援セミナー

日時：平成２１年１１月２１日（土）９：２０～１１：５９

場所：西条市総合福祉センター ３階 研修室

主催：社会福祉法人あおい会 星の里、西条市障がい（児）者相談支援センター「星の里」

後援：西条市、西条市教育委員会

講師：愛媛大学教育学部付属特別支援学校長、愛媛大学教育学部 特別支援教育講座教授 上岡一世

概要:

・「特別教育」から「特別支援教育」へと、意識がどう変わるかがポイント。

・人間はみな支援を受けて生きている。障害を持っている人は、より支援を必要としているだけのこ

と。誰だって、いつケガをして支援を受けなければならなくなるかも知れない。

・自閉症の彼らの長所、強さを理解し、発達させること。弱さの中に強さがないか、それを見つける。

・自立とは、自分が持っている力を１００％発揮し、他から受ける支援を最少にした状態。

・「出来ること」と「分かること」の違い、主体性の有無の違い。

・地域で育てる：将来、地域で生きていかなければならないのだから、たくさんトラブルもあったが、

地域で育てた。この子を地域に馴らせるために出したのではない。地域の人達が、この子になれる

ように出したのだ。

・就労とは、その子に出来る事で、職場で存在感を示して、貢献出来ること。

・キャリア教育とは、それぞれの子供にふさわしい生活に適用出来、生活の質を高めること。勤労観

と職業観を育てる教育、高める教育。

・障害にはプラス面とマイナス面がある。自閉症者の「こだわり」は短所でもあり、長所でもある。

その「こだわり」をどう活かすかが大事。

・認知症の素晴らしいところは何か。教えたら、教えたとおりにする。教えた以上をしない、教えた

以下をしない。キチンとすべきことを教えたら、確実にこなしてくれる。

9:20～9:23 主催者挨拶 星の里 施設長 管野仁美

・今日、明日は、発達傷害支援セミナーラッシュ。その中で、当セミナーに参加いただきありがとう

ございます。

・１１月６日、埼玉に出張した際に聞いた話では、東京都の病休先生が４００名を超え、そのうちの

６８．２％が特別支援学級の先生。特別支援教育の基礎的な情報が共有されているといえるのか。

本日は、小中学校合わせて６０名ほどの先生に参加いただき、ホッとしている。

・今日のセミナーは、愛媛県からの支援事業なので、無料。

・上田先生の指導をいただきながら支援し、家の仕事につき、就業できるようになった人もいる。何

年にもわたる支援となる。
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9:24～11:43 講演「こうすれば発達障害の子供の就労は実現できる」 上岡一世 先生

○講師：愛媛大学教育学部付属特別支援学校長、愛媛大学教育学部 特別支援教育講座教授 上岡一世

・本日は、新しい教育について話したい。その内容は、「あたりまえのこと

だな」と感じられると思う。

○特別支援教育の指導者に求められていること

①「特別教育」から「特別支援教育」へと、意識がどう変わるかがポイント

になる

・「特別教育」 ← 障害者と健常者に二元化された教育

「特別支援教育」 ← 一元化された教育

我々はたまたま障害を持っていないだけ。

人間はみな支援を受けて生きている。障害を持っている人は、より支援を必要としている

だけのこと。誰だって、いつケガをして支援を受けなければならなくなるかも知れない。

・支援の「質」、「量」をどう考えるか。あたりまえのこと。

②障害の理解（成長・発達とは）

・「無知は罪」 自閉症という障害は、正しく支援すれば改善する障害。

支援者が理解不十分だと、自閉症者はさらに悪化する。

・障害とは何なのかの理解を間違っている。

× どこに障害を受けているか

○ 彼等のどこは障害を受けていないか

彼等の長所、強さを理解し、発達させること。弱さの中に強さがないか、それを見つける。

自閉症の人は「こだわり」を持ち、就職できない。いや、「こだわり」は力であり、長所

である。この「こだわり」をある職場で褒められ、こだわりが無くなった事例がある。

③子供が主体、中心

・指導者の都合で支援しない、考えてはいけない。

発達障害者は、食事や着替えに時間はかかるけど、自分で食事や着替えをしたいのに、さ

せてもらえない。

・親の願い、子供の願いを叶えるだけが良い指導者ではない。

指導者が子供に対して、どのような願いを持つか、持っているかが大事。

指導者が子供への願いを持たずに、親や子供の願いに答えられない。

④効果的支援法（支援計画）

・効果的な支援の方法が見つかれば、広く共有して、蓄積していかねばならない。

・どうしてもうまくいかない時は、自分流にやるのではなく、専門家に相談して欲しい。
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・「教育支援計画」は、良い方法を知らしめ、専門家の指導をあおぐ道具となる。

○特別支援教育の動向

・「特別教育」では、自立、社会参加、就労が最終目標だった。出来る子しか社会に出て行けない。

・「特別支援教育」では、自立、社会参加、就労は当面の目標。どうすれば全ての子供が、自立、社

会参加、就労できるか。

・キャリア教育：自立を実現する、就労を実現するための教育。今取り組んでいる教育が、将来、ど

のようにこの子の生活につながっていくかを考える教育。行き当たりばったり、思いつきの教育で

はない。

・ＩＣＦの視点：子供が生き生きと、自立、社会参加を実現できるかを考える支援。

・個別の支援計画：最終的には、彼らの人生の質を高める。そのためには、自立、社会参加、就労が

必要。

・どんな支援をするかの質、連携の質、教育の質、福祉の質 → 「質」を高めていく

○自立とは

・「特別教育」 障害の軽い人、能力の高い人は自立できる。自活を求めてきた。

「特別支援教育」 全ての子供の自立を実現する。

・自立 ≠ 自活 自活を求めてきた → 出来る子と、出来ない子が出来る 二分される

人によって支援の仕方を変えていくことが大切。そうすれば、みんなが自立できる。

・自立とは、自分が持っている力を１００％発揮し、他から受ける支援を最少にした状態。

↓

このために必要な支援、不要な支援を考えていく

１００％発揮している子とは、思考の働きがあり、主体的に行動している状態

支援を最少にした状態 子供から支援を求めてくるような子に育てる → 自立的支援

・「今日、子供は○○出来るようになったか、○○が伸びたか？」・・子供の評価をする ×

「今日、子ども達に対してどんな支援が出来たか？」・・・・・自分の支援を評価する ○

・指導、訓練は必要か？不要か？ → 開発された能力が「生きる力」につながる指導、訓練は必要。

○「開発された能力」は、もう一度、自立的支援により、主体的行動として使える経験をしないと、生

きる力につながらない。

○自立を実現するためには

・出来ないことが出来る様になることが「発達」ではない。出来なくても、子供は発達する。

・行動に支援をしても主体的心は生まれてこない。心に支援することで、主体的行動が生まれてくる。

出来ることの多さが自立ではない。

主体的な行動の積み重ね、多さが、自立である。 → 全ての子供それぞれの自立があり、全
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ての子供が自立できる

・主体性を伴う出来ることでないと、生きる力とならず、生活の質、人生の質の向上とならない。

・計算が出来るようになっても、実社会で使えないことがある。

「出来ること」と「分かること」の違い、主体性の有無の違い。

（例－１）家で、着替えの仕方（行動）を教え、自分で着替えが出来るようになった。学校で、水

着に着替えることになり、着替えた。パンツの上に、水着を着た。家での着替えでは、パンツ

は脱がずに着替える。着替えることの意味が分かっていなかった。

（例－２）通学の途中、自転車がパンクした。自分で自転車屋に自転車を持っていき、自転車屋の

主人の「パンクかい？」との問いに、「ワーワーワーワー」と手をたたいた。自転車の修理が終

わると、鞄から身分証明書を見せて、「アーアーアーアー」と。あとで、親が修理代を支払いに

行った。

ちゃんと自転車屋の主人とコミュニケーションがとれている。

人と人との関係の中で、どう出来るかが大事。

・「出来ること」と「分かること」の違い、主体性の有無の違い。

・見通し、目的的行動 今からやらなければならないことが出来るように、やる教育が必要。

給食の片付けをしなければいけない時に、パニックになっているからと、片付けをさせずに

教室から連れ出していては、支援にならない。

パニックになれば、片付けをしなくていいことを覚える。

・応用・一般化 ①思考の働く訓練

②判断力 良いこと、悪いことの判断がつく

③見通し

○自立のための方法

①人と人の関係の中で、生きていける力をつける

②独自性を発揮できればいい

その子の出来るやり方を考える。 計算出来なくても、話せなくても、買い物が出来る。

③出来ることは、全て自分でやらせる

○成功事例

・自分のことは自分でする：「これは、人間が生きていく上で必要なこと」と、育ててきた。

意識が変わり、出来ることが増えてくる。

・家事労働を徹底した：出来ることはあまり増えなかったが、この子の存在価値が高まった。

それぞれの存在価値が高まる支援、教育を。

・なくてはならない存在にする：この子が生まれて良かった、この家族で良かった、との存在でない

と、質は高まらない。
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・地域で育てる：将来、地域で生きていかなければならないのだから、たくさんトラブルもあったが、

地域で育てた。この子を地域に馴らせるために出したのではない。地域の人達が、この子になれる

ように出したのだ。

○地域で育った事例

３５年前に、高知で教育をしていた。

今年の夏、仕事で高知に行き、会場を出ようとした時に、頭の薄いおじさんが追っかけてきた。

「先生、私を覚えていますか？」と。３５年前に教えた自閉症の子だった。３５年前は言葉が出

ずに喋れなかった。そこで、喋らなくてもいい職場に就職した。

喋れなくて先生に迷惑をかけていた僕が、こんなに喋れるようになったことを見せたかった。

私は３５年間、彼のことを考えることはなかった。しかし、彼は３５年間、考えていた。自閉

症って素晴らしいなぁ。

クリスマスケーキのトップセールスマンになっていた。彼は、学校と教育関係を押さえている。

就職当時、クリスマスケーキを売れということで、もと居た学校の先生に相談し、その先生が学

校と教育委員会に連れて行ってくれ、その年、トップセールスで表彰を受けた。

彼は、全員の名前と全話番号を覚えている。自分の休みの日（平日）は、学校まわりをしている。

注文がないと、全員に電話をする。

・地域社会で生かされること、地域社会で生かされてこそ子供は育つ。

・可能性は地域社会の中にある。

○社会参加とは

・家庭生活、学校生活、地域生活、職業生活、社会生活で適応すること。

小学校１年には小学１年生の社会参加がある。

中学、高校、社会人、全てに年齢段階の社会参加がある。

子供には、家庭生活、学校生活、地域生活が主な社会参加

年齢があれば、職業生活、社会生活が社会参加

・人を好きになる生活を：自閉症の子も人は好き。人との関係性を持てないので、避けているだけ。

・認められるように：主体的な行動

・役に立つ： 与えられた役割を果たせる

・年齢にふさわしい、その子にとって、最もふさわしいやり方で、役割を果たす → 能力、長所を

生かす

○就労とは

・今までは、職場の求めに応じてきた。すると、出来る子と出来ない子とを分けてしまっていた。

・その子に出来る事で、職場で存在感を示して、貢献出来る。 Ｄｏｉｎｇ ＋ Ｂｅｉｎｇ

↓

それに見合った報酬を得ていく 生きる力として報酬が必要

・貢献とは：一人で、正確に、主体的に、出来る事。貢献の「量」は問題ではない。

・愛媛大学への就労事例（場が与えられる事の大切さ）
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二人の発達障害者、二人の自閉症者

人事課に相談

・普通の人の３０％の仕事の量でもＯＫか？ ＯＫだ

・３０％の力で、愛大に「貢献」出来たらＯＫか？ ＯＫだ

・「貢献」について議論した。その子のために人を貼り付けておかなければならないのはダメ。

ひとりで出来る事を条件とした。

（チームリーダー） 自閉症が重い

時給７５０円 時給７００円 時給７００円 時給６５０円

・「愛Ｃｌｅａｎ ＥＨＩＭＥ ＵＮＩＶＥＲＣＩＴＹ」 教育学部の清掃をしている

・ビルメンテナンスの会社に、お金を払って、清掃の仕方を研修した。

・これまでの学校での１２年間の清掃は使いものにならない。廊下の清掃は、ゴミを廊下の

真ん中に集め、前へ通しだしていく。床のモップのかけ方も、鏡の拭き方も、学校でやっ

ていたやり方は間違っていた。

・階段での清掃 以前の自閉症の子なら、授業が終わり、学生が出てきてもお構いなしに階

段の真ん中で掃除をしていた。今は、サッと脇に避ける。階段を通行する学生から「ご苦

労様」の声をかけられ、さらに自信を持つ事につながった。

・学生にアンケートを採ると、外部委託よりも良くなっているとのアンケート結果。

・トイレ掃除は完璧にこなす。自閉症の「こだわり」が生きている。

○職場が学校教育に望むこと

①強さ、特性を生かす：先生は、「この子は、○○な時にパニックを起こすので、△△に注意して欲

しい」を説明するが、「この子供の強さ、長所はどこか」と質問しても、先生は答えられない。先

生が子供の強さ、長所を認知出来ていない。「この子は、○○な強さ、長所を持っているので、お

宅の会社のこんな仕事で貢献出来る」との説明をしてほしい。

②因果関係の理解：行動の意味を教えて欲しい。

③知識・技能よりも人間教育：知識・技能は、職場で高めることが出来る。

人間教育は、職場では高められない。

④社会性の学習：自閉症だから社会性が無くてもいい、と許されるものではない。

⑤先入観の除去：先生方は、「自閉症だから」難しい、出来ないという目で見ている。

人事課

用務補佐員用務補佐員

環境整備室長

用務補佐員用務補佐員
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⑥信頼関係の確立：自閉症であっても「人が好きな自閉症」にして欲しい。

喋れなくても、声かけに何らかの反応が出来る、人が好きな子にして欲しい。

⑦学校、家庭での安定：学校、家庭で安定していない子が職場で安定することはまれ。

学校、家庭での安定が基本。

○就労者に学ぶ就労の条件

①人間が生きていくために必要な基本行動の確立

②職業スキルよりも生活意欲が大事：給料をもらっても、どうお金を使うかが分からない子は、職業

スキルを身につけても、生活の質は上がらない。

③ソーシャルスキルの獲得：

④保護者の強力、理解がないと①～③は、身につかない。学校だけで身につくものではない。

○ゴールはＱＯＬを高めること

・基本行動の確立が「土台」 → これを土台に、生活意欲が生まれる

・生活意欲が見られる状態が「適用」である。

・生活意欲のある状態で貢献しないと、子供は貢献したと認識出来ない。

・じっくりお土台作りから初めて。慌てずに。

○キャリア教育 ＝ 勤労観 ＋ 職業観

・これまで話してきたことがキャリア教育。それぞれの子供にふさわしい生活に適用出来、生活の質

を高めること。勤労観と職業観を育てる教育、高める教育。

・「主体的に行動することがあたりまえなんだ」と、子供の意識を変える。

・自分にとってふさわしい生活の中で、意欲、主体性、自分の役割、貢献することが勤労観。

・勤労観と職業観は異なる。

○職業観を育てるために

①生活意欲の無い子には、働く意欲は生まれない。

②作業能力は、オールラウンドの技能を身につけることが大事。

○ＩＣＦ（国際生活機能分類）とは

・どのようにすれば子供が生き生きとした生活や自立、社会参加が実現できるかを、考えている。

・個別の支援計画が重要。

○今までの障害の考え方：

・ＷＨＯ（１９８０年）：患者 → 機能・形態障害 → 能力障害 → 社会的不利
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・「特殊教育」の考え方で、直線的。

○ＷＨＯ（２００１年）：「特別支援教育」の考え方

・直線的から並列的

・表現が肯定的になっている。支援により障害が障害でなくなる。

・障害とは個人と環境の相互作用によって決まる。

健康状態（病気／変調）

心身機能・構造 活動 参加

環境因子 個人因子

○ＩＣＦによる新しい考え方

・指導・訓練から支援

・全ての人が対象

・障害を抜け出す可能性があるとの認識

・資質と環境

・人生の質を高める

・「社会的不利益を受けないよう、障害者に頑張れ」ではなく、「障害がある中でも、社会的不利益

を受けないようにしよう」へ。

○障害を最大限生かす

・障害にはプラス面とマイナス面がある。

・プラスの行動の累積がキャリア発達。

・行動は資質と環境から生まれ、行動は資質に影響する。

・自閉症だから不適切な行動をするのではない。環境が悪ければ、普通の子だって、マイナスの行動

をする。

・自閉症の子は様々な資質を持っている。教育とは、マイナス行動をプラス行動に変えるのではなく、

マイナスの行動（パターン・依存・不適切）

プラスの行動（機能・主体・適切）

資 質 環 境



9

プラス行動を引き出す事。

・マイナス行動が起こると資質が低下し、悪循環となる。

・適切な環境が与えられると、プラスの行動が生まれ、資質が向上する。

○情緒の安定している子ども

・生活のリズム（睡眠、起床） 時刻がだいたい一定しているほど情緒が安定している。

・基本行動の確立 基本的生活習慣は大事。

・家事労働をしている子は、思考が働いている子ども。判断力が身についている。家で働いているか

ら、安定しているのではない。

・余暇の利用 自分ひとりで楽しめる、趣味を持っている子どもは安定している。

・働く喜びを知っている子どもは、積極的に作業をしようとする子ども。

・認められる まわりの人に認められている、必要とされている子供は安定している。

・情緒を安定させるための直接的な指導や教育はない。

○認知能力の向上

①認知症の素晴らしいところは何か。

教えたら、教えたとおりにする。教えた以上をしない、教えた以下をしない。

キチンとすべきことを教えたら、確実にこなしてくれる。トイレ掃除、汚れていなくても、手

を抜かず完璧に掃除する。

認知症のプラスの障害

認知症のマイナスの障害 間違いを教えられると、それが間違いだと気がつかない。

本物を見せる、本物を体験させる、本気で対応する。

餃子づくりはプロ同様の味、かたちの餃子。お母さんが本物を教えたから。

②社会的に好ましい体験：

実社会に通用する好ましい体験だけを、いかに積み重ねさせるか。

何が大事で、何が大事でないかを、本人は判断できない。

好ましい体験を積み重ねれば、好ましくないことをしない。

③行動を教えても、行動は認知されない。場面が変わると、出来ない。

教えた行動を、もう一度、主体的に使わせて、認知に繋がせる。

④生きがい、楽しみのある子は、認知能力が向上する。

学校に喜んで来る子、家へ喜んで帰る子に育てて。

自閉症の子が、生き生きしているのは作業をしていること。

↓

分かりやすいことをし、褒められ、認められること

⑤適切な時期：

小学校に入ってくるとパニックが起こる。
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今までに家庭で認知していることと、学校の事は一致しないので、パニックを起こす。家での

着替えと学校での着替えが違う。

自分の理解している事と、行動がマッチしてくると、不適切行動が無くなる

小学校５，６年生頃は、行動理解力と知的理解力がマッチしてくる。小学校５，６年生の時期

が大事。落ち着いているこの時期に行動理解力、生きる力を身につけさせる学習をする。

⑥行動の意味の理解：

行動させる事ではなく、行動を引き出す支援が教育。

⑦分かる体験、伝わる体験：

子供への働きかけは、１回で理解できる方法を考えてほしい。

人が好きになる子にするには、伝わった事を体験させる事。自閉症の子の反応に、支援者はち

ゃんと反応する事。「アーアーアー」に、「○○なんだね」と、子供にニコッとする。

子供自身が、相手に伝わる体験をしないと、人を好きになれない。

11:43～11:58 質疑

Ｑ１：高機能自閉症の人への対応は？

・良くしゃべれるし、言葉も覚えている。が、言葉の意味を覚えていない。

・喋れるので、言葉で指導しようとしてしまう。

・行動的理解を高めることをしておくと、会話を通じて意味を理解していく。

・基本は、子ども自身が理解、納得出来る働きかけをすることが大事。

・思いつきで指導、説得するのではない。子ども自身が理解する働きかけを。

・子ども自身が理解出来るような教材、働きかけで、子ども自身に「こういう風にすれば、いいんだ」

とわかるように。

・「こうしたら、いいよ」を伝えるだけでは、本人が納得していない。

・「○○くん、こんなコトしたらどんな気持ちかな？ 嫌な気持ちになるよ」と伝えるだけ。

「あなたなら、どうなの？」

「嫌だ」 ← 本人の気持ちが引き出せる。

Ｑ２：世の中は高卒、大卒でも就職難。就職先は見つかるのか？

・法定雇用率もあるが、我々指導者側が提案「○○出来るよ。御社に貢献出来る」との働きかけをす

る。「お願いします」の、お願いではない。

Ｑ３：主体的と言っても、パニックになっても、やらせることが大切なのか？

・やらせるか、やらせないかは、パニックの原因による。

・「○○しなさい」の言葉の意味が理解できなくてパニックになっているなら、言葉の意味を理解さ

せる指導を。
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「片づけなさい」

他にしたいことがあるので、「嫌だ」とパニック

「じゃあ、先生がやるよ」では、パニックを起こせば、やらなくていいことを認知してしま

う。

Ｑ４：地域社会で育てると言うが、就学時の選択をどうすればいいか？

・普通学級でも、特別支援学級でもいい。地域に出ていけば、様々な迷惑をかけ、白い目で見られる

ことがあっても、まわりの人が理解し、まわりの人がこの子を指導している。

・ぜひ、限定した環境に子どもを置かないでください。外に出すとパニックを起こすというので家に

閉じこもらせる。家の中でも落ち着かせようと子ども部屋に閉じこもらせる。それでもパニックを

起こしたらどうするのか。

・子どもをダメにするのは、環境に制限をかけていくこと。

・環境に制限をかけなくて良くするのが教育であり、そうしないと、将来の豊かな人生につながらな

い。

11:58～11:59 閉会

・第３回は、平成２２年２月６日、東予地方局で行う。

― 以上 ―


