
１．多様な学びの場と管内の状況

２．特性の理解と適切な関わり方

３．保護者心情理解と対応

本日の内容



小学校・中学校

特別支援学級通常の学級

発達障がい

ＬＤ（学習障がい）
ＡＤＨＤ
（注意欠陥多動性障がい）

広汎性発達障害

～特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導の対象となる障がいの種類～
【福岡県教育委員会 「障がいのある子どもの教育支援と就学事務の手引」（Ｈ26.3月）より

ＡＤＨＤやＬＤは
特別支援学級の
対象ではない

通級による指導

弱視
難聴
肢体不自由
病弱及び身体虚弱
言語障がい
自閉症
情緒障がい
ＬＤ（学習障がい）
ＡＤＨＤ
（注意欠陥多動性障がい）

知的障がいは
通級による指導の対
象ではない

特別支援学校

視覚障がい

聴覚障がい

知的障がい

肢体不自由

病 弱

学校教育法施行
令（第22条の3）
に該当する必要

弱視
難聴
知的障がい
肢体不自由
病弱及び身体虚弱
言語障がい
自閉症
情緒障がい



発達障がい

ＡＤＨＤ
（注意欠陥多動性障がい）

不注意（集中できない） 多動性（じっとしていられない）
衝動性（考えるよりも先に動く）

ＬＤ
（学習障がい）

読み書き、計算などの
｢特定の分野｣が極端に苦手

自閉症
スペクトラム

対人関係および
コミュニケーションの障がい
こだわりや興味の偏り

自閉症 アスペルガー症候群



例として このような特性があります

①他人との社会的関係の形成の困難さ

・集団遊びに入ることができない

・呼名されても返事をしない

・他の人に共感することが難しい

・相手の態度や表情から気持ちを

推測することが難しい

「進めよう！自閉症の子どもへの支援」福岡県教育センター（H20）

自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）



例として このような特性があります

②興味関心が狭く、特定のものにこだわる

・苦手なものや詳しいものが極端

・特定の物や感触等の極端なこだわり

「進めよう！自閉症の子どもへの支援」福岡県教育センター（H20）

自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）



例として このような特性があります

③言葉の発達の遅れ

・同じ言葉を繰り返す

・手を取って要求等を伝える

・例えや含みのある言葉に気付かず、

言葉を字義どおりに受け止めてしまう

「進めよう！自閉症の子どもへの支援」福岡県教育センター（H20）

自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）



強み ①視覚的情報の認知と記憶力

自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）

伝えたい情報や指示だけに絞り、大事なこ
とを分かりやすく（余分な刺激をなくす）

具体的に示し、活動への見通しをもたせる
（活動の順序や内容が分かるように）

情報を視覚的に提示し、見て分かるように
（文字、絵、図などの活用）

シンプル

クリア

ビジュアル

「進めよう！自閉症の子どもへの支援」福岡県教育センター（H20）



強み ②特定のものに対する熱心さ

自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）

「進めよう！自閉症の子どもへの支援」福岡県教育センター（H20）

山下 清さんの「花火」



自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）

「進めよう！自閉症の子どもへの支援」福岡県教育センター（H20）

得意なこと
特徴的な
捉え方
やり方

二次的な問題



例として このような特性があります

〇全般的な知的発達に遅

れはないが、[聞く][話

す][読む][書く][計算す

る][推論する]能力のうち、

特定のものの習得と使用

に著しい困難を示す

「はじめよう 学習障害(ＬＤ)児への支援」福岡県教育センター（H14）

ＬＤ（学習障がい）



例として このような特性があります

認知処理過程の特性があります

「はじめよう 学習障害(ＬＤ)児への支援」福岡県教育センター（H14）

継次処理様式
情報を一つずつ受け取り、
時間的な順序に沿って処
理する様式。
例：目的地までの行き方を
電話で聞いて一つ一つ順
番に理解する。

同時処理様式
複数の情報を受け取り、そ
れらの関連性に着目して、
全体的に処理する様式。

例：目的地までの行き方を
地図を見て理解する。

ＬＤ（学習障がい）



例として このような特性があります

認知処理の特性に応じた指導

「はじめよう 学習障害(ＬＤ)児への支援」福岡県教育センター（H14）

ＬＤ（学習障がい）



「特別支援教育推進ガイド」福岡県教育委員会(H31.3)

①板書の工夫 文字の量や色の工夫、文字の大きさを考える。

②指導内容の提示の
工夫

学習の流れ図、説明図などを提示する。

③指導内容の
スモールステップ化

指導内容をできるだけ細かい段階に分け、見通しをも
たせる。

④学習プリントの工夫 罫線やマス目を入れたり、学習のまとめを途中まで文
章化したりする。

⑤指示の出し方の
工夫

注目させてから、短い言葉でポイントを絞って指示す
る。

⑥導入の工夫 身近な事柄や興味を引く内容を用いる。

⑦長所を活用した支援 苦手なことより得意なことを伸ばし、自信を持たせる。

⑧指導形態の工夫 ティームティーチングを活用したり、コース別学習やグ
ループ学習を取り入れたりする。

ＬＤへの支援のポイント

ＬＤ（学習障がい）



環境調整と

代替手段の獲得

「読む・書く」＜「学習内容の理解」

書字に
課題がある

学校での対応の例
・大体書けていたら認める
・努力を認める
・書く「量」の調整

本人への対応の例
・タブレットの活用
・ビジョントレーニング
・得意な活動を「認める」

ＬＤへの支援のポイント

ＬＤ（学習障がい）



①不注意
机上が散らかる
ものをよくなくす
忘れ物が多い
すぐに気がそれてしまう
言ったことを覚えていない

②多動性
手足をそわそわ動かす

授業中の離席

③衝動性
他の人を邪魔する

順番を守れない 会話を遮る

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）

例として このような特性があります

「はじめよう ＡＤＨＤの子どもへの支援」福岡県教育センター（H15）



注意を払えない ➡ 要注意の箇所を事前に伝える

（注意書き、マーク、色を変える）
話を聞いていない ➡ 全体への指示後、個別に指示

メモの活用を促す
指示に従えない ➡ 複数の指示を同時にしない

指示の具体的な内容を見せる
（示範、参考作品の提示）
手順や内容を視覚的に提示する

課題を避ける ➡ 課題の量や内容を考慮する
（スモールステップ、チェックリスト）

気が散る ➡ 別室やコーナーを設ける
物の紛失 忘れ物 ➡ 持ち物チェックリスト

道具指定席図

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）

①「不注意」への適切な関わりの例

「はじめよう ＡＤＨＤの子どもへの支援」福岡県教育センター（H15）



そわそわ動く ➡ プリント配布などの仕事を任せる

離席する ➡ 条件をつけて離席を認める

動きを伴う学習活動を計画する

座り方のモデルを示す

行動を言葉で言わせる

・離席の目的 ・行先

興奮する ➡ 危険行為に対しては譲らすに指導

落ち着くまで見守る

すぐに対応できる教員と連携

過度にしゃべる ➡ 座席を考慮する

話し方の約束

・声の大きさ ・会話の順序 ・発表の約束

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）

②「多動性」への適切な関わりの例

「はじめよう ＡＤＨＤの子どもへの支援」福岡県教育センター（H15）



順番を待てない ➡ 並ぶ（待つ）時間と場所を決める

長く待たないでよい状況を作る
ルールを目につく場所に提示する

唐突に答える ➡ 話し方の約束や合図を決める
不適切な発言には応答しない

人の邪魔をする ➡ 周りに危害が及ぶ行動に関しては
その行動の何が悪いのかを伝え、
しっかり叱る
行動の理由を尋ね、相手の気持ち
について考えさせ、どうすればよ
かったかを教える
攻撃的な感情が生じたときにその
場から離れることを教える

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）

③「衝動性」への適切な関わりの例

「はじめよう ＡＤＨＤの子どもへの支援」福岡県教育センター（H15）



教師が冷静に対応すること

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）

興奮状態になったときの対応の基本

「はじめよう ＡＤＨＤの子どもへの支援」福岡県教育センター（H15）

①側について、興奮が治まるような言葉掛け。
※ 落ち着くまで見守るが、安全確保は他の教職員とすぐに

連携をとる。

②興奮が治まらない場合は、静かで落ち着ける場所へ移動す
る。プライドを傷つけないよう大騒ぎしない。

③落ち着くまで、興奮状態の発端には触れない。

④過去の同じような言動を引き出すような指導をしない。

⑤保護者と連絡をとる。
（興奮状態の状況説明、今後の対応等について）



○教師がモデルを示す
・一人一人を大切にする姿勢を示す
・共感的な態度で接する

○何でも話せる雰囲気づくり
・相手の気持ちを受け入れ、自分の気持ちや考えをきちんと伝
えることができるようにする

○だれもが活躍できる場づくり
・「できた・わかった」の成功経験の積み重ねで、自分自身に肯
定的なイメージをもたせる

○教師が子ども同士のパイプ役になる
・具体的な支援の仕方を示したり気持ちを代弁したりする

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）

学級づくりのポイント（支持的風土）

「はじめよう ＡＤＨＤの子どもへの支援」福岡県教育センター（H15）



○具体的な診断名は伝えない
○つまずいていることを具体的に知らせる
○行動を改善するために努力していることを伝える
○接し方（支援や協力）を知らせたり考えさせたりする
○困っている人は、誰でも援助を受けることができること
も伝える

ＡＤＨＤについての理解を図るポイント

「はじめよう ＡＤＨＤの子どもへの支援」福岡県教育センター（H15）

わざと問題を起こしているんじゃないの。
悪いことだとか、迷惑掛けているというこ
とは分かっているの。
だけど、どうしたらいいか、分からない。
努力しようとしてないと思われるのは、
とても辛いの。

○○することが苦手で
す。でも、それをなくす
ために、△△をしてが
んばっています。また、
□□という良いところ
があります。

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）



関わり方の基本（指示）

指示を伝えるときの配慮点

シンプル
簡潔に

クリア
明瞭に

ビジュアル
視覚的に

「だめよ」「違う」「やめなさい」と注意せず
して欲しいことを肯定的に伝える。
⇒「廊下は歩こうね」「～したら、～しようね」

「～する方がいいね」

複数の指示や作業中の指示はしない
⇒ 注目させてから伝える

説明は短く、具体的に行う
指示は複数にならないようにする



関わり方の基本（声）

声の大きさ・口調に配慮を
大きな声・強い口調

⇒ 不安になってパニック（フリーズ）になったり、体
調が悪くなったりする人もいます

聴覚過敏があり、
とても不快に感
じる

他の人が叱られ
ているのに、自分
が叱られていると
感じる

大きい声だと叱られ
ているように感じる

ずっと叱られてきた
ので、大きい声に過
敏になっている

二次的な問題



関わり方の基本（声）

分かりやすい言葉で穏やかに

Close
近づいて

Calm
穏やかに

Quiet
小声で

ＣＣＱの原則


