国立特殊教育総合研究所研究紀要 第30巻 2003

(事例報告)

通常の学級に在籍する注意欠陥／多動性障害児への支援の在り方
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要旨：本研究所の教育相談に来談した注意欠陥／多動性障害（ADHD）児の事例から，通常の学級に在籍するADHDへの
支援の在り方や教育相談の役割などについて検討を加えた。教育相談は，月に約１回，対象児と直接的な関わりをもつと同
時に，保護者，在籍する学級および学校，通級指導教師と連携しながら進めた。対象児は，教育相談開始時点で，暴力的な
言動や飛び出し行動があったが，比較的短期間で行動面の改善がみられた。これは，関連する各諸機関において連携しあい
ながら，実際的な対応が広く展開できたことによると考えられる。
見出し語：注意欠陥／多動性障害・通常の学級・教育相談

はじめに

事例について

注 意 欠 陥 ／ 多 動 性 障 害（Attention-Deficit/Hyperactivity

１．教育相談来談以前の経過

Disorder : ADHD）については，平成13年１月に文部科学

本報告の対象児であるＡ児は平成５年３月に５人兄弟の

省から公表された「21世紀の特殊教育の在り方について〜

第４子として出生し，妊娠中，周産期および出産時に特に

一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について〜

問題はなかった。３歳児健診の時に言葉の遅れと発達の全

（最終報告）」の中で学習障害および高機能自閉症と並んで

般的な遅れを指摘された。幼稚園の時に多動傾向がみられ，

特別支援教育の対象として今後教育的支援を行っていく方

園の先生の勧めで保健所に２〜３回通って遊びやカウンセ

向性が述べられている 。本研究所の教育相談においても，

リングなどの対応を受けた。

４)

近年の社会全般における関心の高まりと共に，注意欠陥/多

Ａ児は小学校に入学してすぐに教室から飛び出す，座っ

動性障害（以下ADHDと略す）児もしくはその可能性があ

ていられないという行動がみられた。教室から飛び出した

るとして来談する子どもが増えている。その多くは通常の

後の行動としては，校内を歩き回っていることが多かった

学級に在籍しており，そこでは，対象児にとってどのよう

が，校外に出てしまうこともあって安全上の課題となって

な対応が必要であるかを考えていくことが欠かせない。

いた。さらに同級生とちょっとしたことでよくトラブルを

著者らは平成13年５月に本研究所の教育相談に来談し，

起こし，興奮して暴力的な行動をとることも少なくなく，

月に約１回の教育相談で直接的な関わりを持つと同時に，

学校では対応に苦慮していた。このため，母親は学校から

保護者，在籍する学級および学校，通級指導教師らと連携

隣りの教室で待機しているよう求められた。

しながら教育相談を行ったADHD児のケースを経験し多く

遠足や運動会などの行事の時には母親が側についてい

の示唆を得ることができた。本報告では，この相談の経過

き，学芸会の際には練習の時から母親が側についてみてい

を報告し，通常の学級に在籍するADHDへの支援の在り方

る必要があった。また，Ａ児は授業中自分の席に着席して

や教育相談の役割などについて検討を加えた。

いることは少なく，教室の後ろに行って独り遊びをしてい

なお，本報告にあたっては保護者に主旨と内容の概要を

ることが多かった。

説明し，了解を得た。

このような状態に対応するため，小学１年の時から学校
長はことばの教室（通級指導教室）での教育相談を受ける
ように保護者に助言し，小学２年の４月からは，週２回通
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うことになった。また，興奮状態に

表１ 教育相談の流れ

なると担任教師をはじめ誰の関わり

主

な

目

的

活動の形態

子どもの状態

も受け付けなくなり，むしろ独りで
いる方が早く落ち着くので，興奮が
静まるまで校長室に独りにしておく
ようにした。飛び出しの際にも無理
はしないようにしつつ，安全のため

４月
５月 (24)

場への慣れ・行動観察

自由遊び

活動への興味が次々かわる
課題の拒否

６月 (26)

行動観察と実態把握

自由遊び

好きな遊びを長く続ける
学習課題への抵抗
失敗や負けへの不安

７月 (24)

行動観察と実態把握

自由遊び

先月と同じ
退屈さを示す

９月 (17)

成功体験を積む

小集団指導

約束を守ってゲームに参加できる
ゲームに勝って喜ぶ

10月 (30)

成功体験を積む

小集団指導

協力してやるゲームを楽しむ

12月 (18)

成功体験を積む
勝負事の負けへの反応を調べる
学習課題への取り組みを調べる

小集団指導

負けても我慢して参加できる
学習課題を最後までやる

１月 (7)

成功体験を積む
自分で予定を決める
指導に対する反応を調べる

小集団指導

予定通りに活動できる
指導や提案を素直に受け入れる

２月 (18)

成功体験を積む
自分で予定を決める
指導に対する反応を調べる

小集団指導

予定通りに活動できる
指導や提案を素直に受け入れる

にＡ児の後を誰かが追い様子をみな
がら教室に連れ戻すようにしてい
た。その後を追う役割も当初は様々
な教師が行っていたが，Ａ児と担任
教師との関係を強化するための配慮
から，担任教師が担うこととし，担
任教師のいなくなった学級に学校長
をはじめ他の教師が入るようにし
た。さらに学校全体での対応に一貫

８月

11月

性を持たせるための話し合いを持つ
など，Ａ児の対応に苦慮しながらも，
他の子ども達と同じように学校生活
を送れるよう配慮・支援していく姿
勢を保っていた。
通級指導教室では，個別の指導が
中心で集団での活動も少人数で対応

るようにしていた。

しており，Ａ児の好むことを中心にして，Ａ児の心理的安
定を図るような指導を行っていた。ここではＡ児が興奮し

家庭においても，Ａ児は兄弟間などでちょっとしたきっ

たり飛び出したりする行動はみられなかった。Ａ児も通級

かけでトラブルになることが多く，思うようにいかない時

指導教室に通うことは楽しみにしていた。通級指導教室の

や母親から注意された時などには興奮状態となり，母親に

担任教師は，保護者と在籍学級の担任教師を含めた３者で

「ぶっ殺してやる」「死ね」などと言い，物を投げたり母親

共通の連絡ノートを作るなど，保護者および在籍学級の担

を叩くなどの暴力的な行動をとることがしばしばみられ

任教師と密接な連携を保ち，在籍学級への助言も行うなど

た。興奮状態になった時には，家にいる場合には外に出て

専門性を生かした積極的な対応を行っていた。通級指導教

いってしまうこともあり，家族での外出の際には他の家族

室では，実態把握の一環としてWISC-IIIやK-ABCなどの検

とはぐれてしまい，大騒ぎになることもあった。
忘れ物は多く，学校からの連絡など母親のところになか

査を行ったが，そのWISC-IIIの結果は，言語性IQ ; 88，動

なか届かなかった。母親には甘える行動がみられた。漠然

作性IQ ; 87，全検査IQ ; 88であった。
医療については，学校の勧めもあって小学１年の12月に

とした不安感があり，暗いところがいやで夜寝る時にも電

児童専門の精神科を受診し，WISC-IIIやK-ABC，CPTなど

灯をつけっぱなしにし，寝る前にぬいぐるみを並べて「今

の検査を受けた。WISC-IIIの結果は，言語性IQ ; 84，動作

日は怖い夢を見ませんように」とお祈りをしていた。
母親は，Ａ児が学校などで他の子どもとトラブルがある

性IQ ; 75，全検査IQ ; 77であった。２年生になった４月に
ADHDとの診断を告げられ，その直後からリタリンの服用

と，まめに相手の子どもの家を訪れて謝罪していた。この

を開始した。その後，友人との大きなトラブルがあった後，

ことは，母親にとって負担になっていたが，他の子ども達

小学校２年の１月にそのことを主治医に話したところハロ

やその保護者との関係を比較的良好に保つことに役立って

ステンが追加された。これらの薬物療法について母親は効

いた。

果を認めており，服薬していない時に比べると穏やかにな
２．教育相談の経過

る，と述べていた。Ａ児は「元気になる薬」「夜よく眠る

本報告に関連する教育相談の流れについては表１に示し

薬」と理解していやがらずに服用していた。

た。

学校では，昼食後に担任教師が注意を喚起して服用させ
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ａ) 来談の経過と主訴

の障害特性を理解しようと努めており，Ａ児に対しても愛

通級指導教室の担任教師からの紹介で，Ａ児が小学３年

情豊かに接し，無理な対応を避けるように努めている様子

の４月に母親から国立特殊教育総合研究所の教育相談に相

がうかがえた。一方で母親はきわめて常識家であり，その

談の申し込みがあり，同年５月24日に初回面接を行った。

面からＡ児の行動に困惑しており，その比較的受容的な対

主訴は，学習の遅れ，顕著な不器用さ，些細なことで興

応について他の兄弟や同級生の保護者へ気兼ねし，本児の

奮し，友達の間でトラブルが多いこと，またできないこと

将来にとっても本当に望ましいかどうか自信が持てず，切

や不器用さをからかわれると余計に興奮してしまうこと，

迫した心境にあることがうかがえた。このためか，Ａ児に

興奮がおさまるまで以前より時間がかかってきていること

こうなってほしい，そのためにはどう対処するのがいいか，

など，学校生活や友人関係での対応および今後のことにつ

に関心が集中し，相談担当者の「Ａ児が興奮状態にある時

いてアドバイスがほしい，とのことであった。

も含め，いろいろな時に何を考えており，何を求めている

初回面接には，Ａ児，母親および通級指導教室の担任教

のだろうか？」の質問には十分に答えられず，今後の母親

師の３名で来談すると連絡があった。これに対し，相談申

の宿題となった。

し込み時に記載された情報などから研究所の対応を検討

２) Ａ児の相談

し，Ａ児本人の相談と，母親および通級指導教室担任教師

Ａ児の相談は初回でもあり，Ａ児が相談の場であるプレ

の相談を別々に行うこととし，それぞれ一人ずつの職員が

イルームに慣れることと行動観察を主な目的とし，本児の

担当することとした。さらに，研修を兼ねて３名の長期研

ペースに相談担当者がつきあって遊ぶようにした。

修員に加わってもらい，随時相談に協力してもらうと共に

相談の間，Ａ児はプレイルームにあるおもちゃなどで遊

記録などを担当してもらうこととした。

んでいたが，一つの遊びは数分程度で次々に遊びを変えた。

ｂ) 初回の相談（平成13年５月24日）

が，本人のイメージ通りに描けず，すぐにやめてしまい，

来談した際に長期研修員の同席について説明し，母親の

その後は誘っても全くやろうとしなかった。その他に次の

相談担当者がコンピュータを使って絵を描く遊びを試みた

了解を得てから相談を開始した。

ようなことが観察された。

２つの部屋に分かれて相談を行い，終了前にＡ児が母親

Ａ児は他者に関心があり，接触も好きで対人的な親和性

のいる部屋に来て少しの間一緒に過ごす時間を持った。

は高く，自分のペースでものごとが進んでいる時には表情

１) 母親および通級指導教室担任教師の相談

や動作に愛嬌があった。しかし，遊んでいる相手の気持ち

母親と通級指導教室担任教師から，学校や家庭などにお

や状況に対する関心は薄く，一方的な接し方に終始しやす

けるＡ児の実態とこれまでの経過について聴取した。この

く，ちょっとしたことでも思い通りにならないとその活動

詳細については前述したので省略する。

を拒否し，表情も硬くなった。直接的な暴力的言動はみら

相談時，母親は初回で緊張がありながらも，Ａ児の実態

れなかったが，不意に相談担当者に「指折っていい」と攻

やこれまでの経過について家庭内の状況も含め，積極的に

撃的な発言をすることがあった。

かつ率直に話し，現在困っていることや将来への不安を

３) 相談後の検討

切々と訴えた。その内容の主なものは「Ａ児が興奮状態に

長期研修員を含め初回面接に参加した５名で，相談終了

陥った時の対処法は？」，「暴力的な言動がこのところ強く

後に情報交換と今後の相談の方針や方法について検討し

なっ てい るよ うだ が，今 後一 層そ の程 度が 強く なる の

た。実態把握については，母親および通級指導教室担任教

か？」，「学校の勉強についていけなくなっているが，どう

師からの情報とＡ児の行動観察に，ADHD児一般に関する

すればよいか？」，「薬は効果があると思うが，だんだん増

知識も加味した推測を加え，以下のようにまとめられた。

えてきている。これからも増えるのだろうか？また一生飲

ア) 実態・実状把握

み続けなければならないのだろうか？」などであった。こ

・Ａ児は気が散りやすく，注意の集中できる時間が短

れに対しては，初回でもあり，Ａ児の実態が把握できてい

いこと

ないので，ADHDについての一般論であるが，
「興奮状態に

・気に入らない活動は全く受け付けないこと

なった時は静観」，「ADHD児における暴力的行動は，今後

・一部の活動を除き，参加する前からうまくできない

の対応如何でかなり変わること」，「勉強については，本児

という不安が強いこと

の関心・能力・特性に合わせた目標が望ましいこと」，「今

・他者への関心は強く，兄弟や同級生と同じようなこ

後の対応によるが，薬が一方的に増える可能性や一生飲み

とをしたい気持ちが強いこと

続ける可能性は少ないこと」を説明した。

・兄弟や同級生と同じように遇されたいこと（しょっ

母親は，ADHDに関して既にある程度の知識を持ってそ

ちゅう注意されたりしかられたりしないでいたい，
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好きなことをしたい）

について「ほめてもらいたいのだと思う」
「認めてもらいた

・自尊感情がきわめて低いこと

いのだと思う」とやや漠然とした答えであったが，最も重

・このため全ての活動に自信がもてないでいること

要な点を把握し，興奮状態も含め様々な場面でＡ児の気持

・攻撃的な言動は低い自尊感情や不安の裏返しである

ちに大きな関心が向いたことが推察された。そのことも

可能性が高いこと

あってか，３回目の相談の際には，Ａ児の望ましい行動に

・現在，在籍学級の授業内容についていくのはかなり

ついての話しが増えた。その一つは，当時４歳の弟を連れ

困難であること

て映画を見に行ったが，その時「Ａが面倒見るから」と言っ

・在籍する学校や通級指導教室はＡ児への配慮・支援

て出かけ，何のトラブルもなく帰った来たことがあった。

に積極的な姿勢を持っていること

２) Ａ児の相談

イ) 今後の教育相談の方針

Ａ児は気に入った活動以外には短時間しか参加しないか

・母親は今後も立ち入ったことを含めて相談したい希

拒否することが明らかになっていたので，教室でＡ児が独

望があり，教育相談を継続する必要があること

り遊びとして好んでおこなっている「段ボール遊び」を取

・その母親の予測される相談内容からも，Ａ児と母親

り入れることとし，段ボールなどを用意をして相談を行っ

は原則として別々に相談を行うこと

た。

・Ａ児は基本的に他者との接触を求めており，Ａ児の

Ａ児が好む段ボール遊びとは，段ボールで飛行機や船，

相談には長期研修員を含め複数が関わること

陣地などを作り，相互に攻撃しあう一種の戦争ごっこであ

・複数の相談参加者が関わり，２箇所で相談を行うの

る。普段からやり慣れていることでもあり，段ボールを用

で，相談の前に特にＡ児への関わり方の方針の概略

いた工作には自信を持っているようで，相談担当者や参加

を打ち合わせること

した長期研修員が作り方などを聞くとうれしそうにして教

・相談の終了後にも，２箇所で行われる相談について

える様子がみられた。また，この遊びには比較的長時間取

情報を共有し，共通理解を得，次の相談に備えるた

り組むことができた。しかし，その遊びにおけるルールは，

めの打ち合わせをすること

遊びが展開する中でもＡ児が恣意的に決めていくこと，内

・在籍する学級・学校および通級指導教室と連携を密

容が発展していかないことが観察された。相談担当者等が

にし，相互に情報交換をすること

他の遊びに移行しようと試みると面白くなさそうな表情を

・相談担当者が在籍する学級・学校および通級指導教

みせ，段ボール遊びからも離れてしまった。

室を訪問し，その場におけるＡ児の様子や置かれて

その後，ボール投げ（あてる）ゲームを行ったが，興が

いる状況を把握すると共に，より詳細な情報を得る

のってくると感情が昂じてきて，硬いもの（こまなど）を

こと

投げるようになり攻撃性が表面化し，危険への配慮がなく
なった。

ｃ) ２, ３回目の相談（６月26日，７月24日）

本児の希望でサッカーもどきのゲームをおこなったが，

この２回の相談はＡ児と母親の２人で来談した。

それは本児が勝手にきめたルールで行うものであった。

１) 母親の相談

２回目の相談時には，視覚的注意の特性を調べるためフ

相談担当者は，母親の様々な不安や疑問に対して初回の

ロスティッグ視知覚発達検査の一部を取り入れたが，短時

相談では一般論でのみ答えたが，２回目の相談では，Ａ児

間であればかなり正確にできた。

の行動観察結果を踏まえ，答えた内容はあまり異ならない

遊びの中では材料や道具を共有したり順番に使うことが

ものの，可能なかぎり明確に，実際的に答えるように努め

でき，他者への気遣いもできる面が観察され，協調性や思

た。そして，母親がＡ児にとってきた基本的に受容的な対

いやりのあることが確認された。一方で，ルールを最後ま

応は間違っておらず本児にとって必要なことを明確に確認

で守れない，集中力が持続せず飽きやすい，自信がなくて

した。行動の改善や勉強の進め方については，今後より詳

活動から逃げてしまう態度などが観察された。

細な観察とそれに基づいた対応が必要であること，相談担

３) 相談後の検討

当者が在籍する学校と通級指導教室を訪問し，それらを

相談後の検討においては，初回の相談後に検討されたこ

行っていく予定であることを伝えた。また，Ａ児のほめ方

とが概ねより明確に確認された。

については，Ａ児がやりとげ，それをほめることができる

すなわち，自尊感情の低さと自信のなさは大きな問題で

ような家庭内における役割を与えることなどを具体的に検

あり，学校等における諸活動への消極的な姿勢や参加の拒

討したが，母親はすでにそのような工夫を一部試みていた。

否は「わがまま」からくるものではなく，低い自尊感情と

宿題となっていた，Ａ児が何を考え何を求めているか，

自信のなさの中でＡ児が自我を防衛するためのぎりぎりの
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行動である可能性が強く推測された。

力の向上も望めないことを説明した。また，学校長は学校

また，離席や教室からの飛び出し，暴力的行動などにつ

職員の啓発のために相談担当の研究所職員による講義を計

いても同様の心理機制が推測された。さらにＡ児は表面的

画しており，これには研究所として是非もなく協力するこ

にはなかなか非を認めないが，内面ではそれらの行動が一

とを申し出て，９月12日に講義を行った。

層自尊感情を傷つけていることに気づいている可能性が考
えられた。

ｅ) ４回目の相談（９月17日）

Ａ児の行動観察から，本児が協調性や思いやりを十分に

１) 母親の相談

持っていながら，不注意や感情の統制困難のために，それ

母親は，他の兄弟のことでも大きな悩みを抱えていたの

らの意図が他者に認められる活動として適切に表れない状

で安易に即断はできないものの，いくらかうち解けて明る

況が推測された。また，Ａ児が弟の面倒をみたがり，その

くなったようにみえた。少なくともＡ児の話題の時に以前

努力をしたことから，家庭内や学校で明確な役割を欲して

に比べて自信をもって話すように見受けられた。家庭での

いること，それと関連することとして自己の明確な存在感

Ａ児に大きな変化はなかったものの，Ａ児が兄とケンカを

を得たい気持ちの強いことが推測された。

した後で「僕がわるいのかなあ」と反省を口にすることが

また，Ａ児が家でトラブルを起こした後で母親に「病院

みられたこと，兄と母親がトラブルになった時に「お母さ

に行くしかないよね」と泣いて訴えたことがあり，また「元

んはバカじゃない」
「お母さんがいなくなったら困る」など

気のでる薬」と言いながら服薬を励行していることなどか

母親をかばったり，母親への陽性感情を素直に口にするこ

ら，Ａ児自身も自分の問題行動を何とかしたいという気持

とがみられていた。また，その他の場面でもＡ児が自分な

ちがあることが推察された。しかし，実際には自分ではど

りに我慢したり我慢しようとしている様子がわかると母親

うにも対処できず，それがまたＡ児の自己評価を下げ，自

が述べた。

尊感情を傷つける悪循環に陥っていることが推測された。

その一方で，Ａ児の仲のよい友達が転校して一緒に遊ぶ

以上のような実態把握から，家庭，在籍する学校，通級

友達がいなくなってしまうのではないかという心配や，仲

指導教室などにおいてＡ児の自尊感情と存在感を高め，そ

良しグループの友達の誕生会にＡ児が呼ばれず，その理由

の中で感情統制力を少しずつ高めていくことの重要性が確

が「Ａ児がいると勝手に冷蔵庫を開けたりし，また目がは

認された。そして相談に参加していた長期研修員の中の１

なせないから」ということであったのを他の母親から聞い

名を中心に，相談に関わった者が学校へ定期的に行き，可

てＡ児と共に母親としてもショックを受けていた。年齢が

能な範囲で学級などでの活動にも参加し，担任教師に協力

上がるに従い，他の子どもに遊びなどでもついていけなく

していく方針が明確にされた。

なっていくことが大きな心配の元になっていた。それ以前
にも話題には上っていたが，上記のことがあってから特殊

ｄ) 在籍する学校の訪問（７月30日）

学級への入級について現実的に考え検討していくことと

Ａ児についてのより詳細な情報を得るためと，今後の方

なった。

針などの検討を行うため，教育相談の一環としてＡ児の在

２) Ａ児の相談

籍する学校を訪問した。話し合いには相談担当の研究所職

Ａ児の実態把握が前回の相談までで概ねできたので，事

員２名と長期研修員１名と，学校から学校長，担任教師，

前の検討では，今回の相談からその実態把握に基づいてい

前担任の教師，養護教諭が参加した。

くつかの試みを行うこととした。Ａ児の好きな段ボールを

そこで得られた情報については経過などの中で既述した

用意することは前回同様であったが，Ａ児の主体性を尊重

ので省略する。

しながらも，Ａ児に関わる相談担当者と長期研修員がある

話し合いの中で，学校長や担任教師をはじめ学校側はＡ

程度この日の活動をリードして行うこととした。すなわち，

児への配慮や支援にきわめて積極的であった。これまでに

３ ３の升目と４ ４の升目のビンゴゲームと紙に書いて

も様々なＡ児への支援を試みてきたが，必ずしも十分な成

いくしりとりゲームを行う計画をした。

果の上がっていないことを苦慮していた。また，担任教師

これらのゲームは１) 待ち時間のないこと，２) ルール

は離席して教室の後ろで独り遊びをすることを認めるな

が複雑すぎず分かりやすいこと，３) 結果がすぐに分かる

ど，全般的に受容的な対応をしており，そのことが本児の

ことなどを考慮して選ばれた。

心理的安定に寄与している可能性を認めながらも，授業に

相談のはじめに活動の予定と約束事を黒板に書いて視覚

参加していないことや，それがＡ児の学力が遅れる原因に

的に明示すると共に，それをＡ児と一緒に参加者全員で読

なっていないかということを苦慮していた。これについて

みあげて確認した。約束事は４つで，１) 最後までやる，

は，現状では心理的安定が優先すること，それなしには学

２) ルールと順番を守る，３) 先生の話を聞く，４) 席につ
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いている，であった。ゲームの順番は，１) ビンゴゲーム

きたことを，母親にも見てもらい，その上で母親から直接

（３ ３）を ２ 回，２) 段ボ ー ル遊 び，３) ビ ン ゴゲ ー ム

に評価してもらうことを重要な目標の一つとし，相談の途

（４ ４）を２回，４) しりとりゲーム２回とした。この順

中から母親がＡ児のいる部屋に移り，一緒に活動に参加す

番は，内容の簡単なものから難しいものへ，短時間で終わ

ることが計画された。この計画を来談時に母親に説明した

るものから比較的時間のかかるものへとステップアップす

ところ，快諾が得られた。また，活動の内容については，

るように設定された。この他にも以下のような配慮をした

前回と同様のゲームを継続して行うと共に，他者を意識し

上で相談を行った。すなわち，１) ゲームのルールや手順

協力して行うことが欠かせないゲームを２つ加えた。新た

などについて視覚的に明示しながらＡ児が理解できている

に加えた第一のゲームは，二人が向き合って10cm幅で細長

かに配慮しつつ一つずつ説明した。２) ゲームの結果や約

く割いた新聞紙を二人の手の間にはさみ，二人がうまくあ

束事を守れたかについて，ポイントをつけて視覚的に明示

わせて手を動かしながら新聞紙を上に送ってやる遊びであ

し，それらの結果が直ちにＡ児にフィードバックされるよ

る。このゲームは，組みになった二人が，お互いに相手の

うにした。３) このポイントが獲得できる場面を多く設定

手の動きを意識しながら自分の手を動かさないと新聞紙を

し，この相談ではＡ児が最も多くのポイントが得られるよ

うまく上に送ることができないものである。新たに加えた

うにルールやゲームの進行を設定した。４) この相談の最

ゲームの第二のものも二人がチームを組んで行うもので，

後にポイントの最も高かった人にはチャンピオンベルトの

まず，チームを作った二人が広げた新聞紙の上に一緒に立

ご褒美が出るようにした。５) １回毎のゲームの後と活動

つ。それぞれのチームは他のチームとジャンケンをし，負

全体の終了後に参加者全員の結果を振り返り，他のゲーム

けたチームの新聞紙を半分に折っていくというものであ

参加者を意識すること，ゲームへ参加したことの満足感や

る。これを繰り返すと二人が乗るべき新聞紙の大きさはだ

達成感を深めること，それらを他の参加者と共有できるこ

んだんと小さくなり，やがてはどこかのチームの誰かが新

とをめざした。

聞紙上からはみ出したり，体勢を崩すことになるが，先に

このような配慮のもとでゲームを中心とした活動を進行

はみ出したり体勢をくずしたチームが負けとなる遊びであ

した結果，Ａ児は約束事をほぼ守りながら約40分間にわた

る。

る活動に参加することができ，本人も満足した様子であっ

１) 母親の相談

た。

母親から，９月20日に社会見学でバスに乗って出かける

ただし，２回目のビンゴゲームでＡ児が負けた際には表

活動の際，バスの中で急に機嫌が悪くなり大暴れして先生

情が硬くなることがみられたので，本児が勝ちやすいルー

を蹴るなどの行動があったこと，家族で外出した際に弟と

ルを付け加えた。一方，しりとりゲームでは，一人の相談

ケンカになり母親が注意したところ怒ってどこかへ行って

参加者が「る」から始まる言葉を苦手にしていることを見

しまい，戻ると思って待っていても戻らず行方不明になり

いだし，意図的に「る」で終わる言葉を考えるなど相手を

３時間後に交番で保護されていたことなど，Ａ児への対応

意識してそれに応じる臨機応変で適切な行動がみられた。

に苦慮していることが話された。一方で，弟と映画に行っ

３) 相談後の検討

たり公園に行って遊ぶ時には「僕がちゃんと面倒をみる」

この相談で，Ａ児が40分間にわたり継続して活動に取り

というなど兄としての自覚を持った行動がみられること，

組めたことから，今後の対応について以下に述べるような

人にプレゼントをしたりして喜んでもらうことを好み，通

多くの示唆を得ることができた。そして母親から得られた

級指導教室でビーズのアクセサリーを作って校長先生や在

家庭や学校におけるＡ児の実態に関する情報と併せて検討

籍学級担任教師にプレゼントし，それをほめてもらうとと

し，１) 活動がＡ児にとって達成可能だという見通しが持

ても喜ぶ様子が話された。また，家での手伝いもほめても

てた場合にはＡ児はその活動を避けることなく積極的に参

らえるので好んでいることも話された。

加する可能性のあること，２) 活動全体や約束事が構造化

２) Ａ児の相談

され視覚的に明示されることの有用性，３) 待ち時間が少

前回と同様に，活動に先立って活動の予定と約束事を黒

ないことは重要なこと，４) 最初のビンゴゲームで勝てた

板に書き，全員で読んで確認した。

ことが，その後の活動への参加意欲を高めたように成功体

Ａ児は前回と同じゲームをほぼ約束毎を守りながらやり

験の積み重ねが大切なこと，５) ほぼリアルタイムで明確

遂げ，新たなゲームにも積極的に取り組んだ。新たに加え

な結果や成果を提示することの重要性，などが確認された。

た第一のゲームである二人で新聞紙を上に送るゲームは，
２チームで何度かスピードを競い合ったが，Ａ児が気分が

ｆ) ５回目の相談（10月30日）

高揚してきて手の動きがややぎこちなくなることがみられ

この相談では，前回にＡ児が40分にわたる活動に参加で

たものの，チームを組んだ相手の相談参加者の上手な配慮
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で最後までゲームを楽しむことができた。第二の折り畳ま

うにＡ児の在籍学級に定期的に参加して担任教師と協力し

れている新聞紙上に二人が乗っているゲームでは，チーム

て様々な対応をとったことによる大きな成果として話され

を組んだ相談参加者とよく協力して工夫し，体が小さいこ

た。

とを利用して相手にしがみついたり背中に背負わせたりし

２) Ａの相談

て何度も勝つことができた。このゲームの途中で母親も合

この相談でも，前回同様に活動に先立ってまず活動の予

流して一緒にゲームに加わった。それ以降Ａ児は母親と

定を黒板に書き，全員で読んで確認した。さらに新しく取

チームを組み母親をむしろリードしながらゲームで勝ちを

り入れた学習的な活動やゲームについては最初にも簡単な

おさめていた。そしてこの日の活動をきちんと成し遂げた

説明をするなど不安を和らげるように配慮した。しかし，

こと，ゲームで勝ったことなどを母親からその場で明瞭に

約束事についてはＡ児がよく覚えていて，自らきちんと述

評価されると，心からの笑顔を浮かべてはしゃいだ。

べることができた。

３) 相談後の検討

この回の活動においては，目的として「負ける」ことへ

この相談時の活動を通して，Ａ児は前回にも増して積極

の許容力をみていくため，Ａ児が負けるような状況を意図

的に参加し，ルールをよく守り，よく指示を聞こうとする

的に設定し，Ａ児が負けた場合にもあまり慰めたり励まし

姿勢が明確に観察されたことから，前回の相談後に確認さ

たりせずに自然体で接するようにした。一方で相談に関わ

れた本児の実態や今後の対応の基本方針が再度確認され

る者は，Ａ児のモデルになるよう負けた場合にそれを明示

た。また，この相談のしばらく後で分かったことであるが，

的に楽しむ様子を示すと共に，負けたことを次のゲームへ

新たに加えた第二のゲームは，ゲーム自体が気に入ったの

の意欲として生かしていく様子を明確に示すようにした。

か，母親と一緒に行ったことがうれしかったのか，ルール

約１時間にわたる活動の中で，Ａ児は負けることが多く，

をよく覚えていて家に帰ってからも兄弟や友達と何度もた

その際には表情を硬くする様子もみられたが，最後まで

のしんだとのことであった。

ルールを守って活動に参加することができた。プリントの
読みとりも達成したが，文章の意味理解は十分ではなかっ

ｇ) ６回目の相談（12月18日）

た。文章の一部分は単語で分かち書きにしていたが，読み

前回までの相談で，Ａ児は見通しが持てる構造化された

とりに際し，この分かち書きの部分はスムースに読めてい

状況下で，達成感の得られる配慮をされたならば，約１時

た。

間にわたりよくルールを守り落ち着いた心理状態で活動に

ただ，休憩時間になるとトランポリンで乱暴に飛ぶ行動

参加できることが分かった。そこで，６回目の相談時にお

がみられ，それは，かなり努力して負けたことに対する感

いては前回と同じゲームの一部に加え，１) ゲームでの勝

情を抑制していること，そのための心理的な負荷は少なく

ち負け，特に負けることを許容できるようになれるかをみ

ないことを思わせた。

ること，２) 学習的な課題，３) 学習的な要素を持った新

休憩後に母親を交えて行ったトランプゲームではルール

たなゲーム，を取り入れることとした。活動の流れは，１)

をすぐに理解し，楽しんで参加できていた。さらに自分が

ビンゴゲームを２回行う，２) Ａ児の好きなサッカーに関

負けたにもかかわらず，勝った者に拍手を送る行動がみら

する平易な文章のプリントの読みとり，３) ２人対２人で

れた。

のサッカー，と進んだところで一旦休憩をとり，その後は

このような行動は学校の授業にしばしば参加していた長

母親を交えて４) トランプゲーム（フォーカード），５) 文

期研修員を含めて，はじめて観察されたものであった。

字カルタ取り（ジャンプとシャンプーなど表記の似ている

３) 相談後の検討

ひらがな，及びカタカナの単語カードを用いた），を行うこ

この相談時においてＡ児は，彼にとって従来は耐えられ

ととした。

ないことであり，その可能性だけで活動への参加を避けて

１) 母親の相談

いた「負けること」に直面した。それにもかかわらず，Ａ

この相談時における母親の主な悩みは他の兄弟に関する

児は敗北による感情の高まりを抑制することができ，しか

ことが中心となった。Ａ児については，通級指導教室で思

も比較的短時間でその感情から立ち直り，その後では勝者

うようにいかない時に飛び出すことが１回あったものの，

に拍手を送ることまでできた。Ａ児がこのように負けるこ

在籍する学校では飛び出しも減ったこと，母親に対する暴

とへの耐性を高め，感情の統制に成功できたのは，４回目

言はあるものの暴力的行動は減ったこと，全体として機嫌

と５回目の相談において十分に勝つことができたことばか

がよいこと，家の鍵を持たせるようにしたところ非常にう

りでなく，そこでは約束事であるルールを守ることなどを

れしそうだったこと，などが話された。特に在籍する学校

きちんと行った上での勝利であり，しかも約１時間にわた

でＡ児の行動が顕著に落ち着いてきたことは，後述するよ

る活動を継続するなど，実際の経験に基づく達成感が大き
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く寄与していることが考えられた。また，研究所の教育相

いくことは不可能であったため，計算や書き取りのプリン

談という限定された時間だけでなく，そこで得られた所見

ト学習の時に，Ａ児専用のプリントを用いることを提案し

を参考にして定期的に在籍学級に参加し，担任教師と協力

た。それは，算数ではＡ児は２桁以上のかけ算はできない

してＡ児の自尊感情を高めるように対応を工夫し実践した

が，２桁以上でも加算ができたので，Ａ児のプリントでは

長期研修員の関わりも大きく寄与したと考えられた。

を＋に書き換えて課題とするものであり，書き取りでは，
担任教師が答えのところに破線でうすく答えを書いておく

ｈ) ７, ８回目の相談（平成14年１月７日，２月18日）

というものであった。これによりＡ児は積極的にプリント

この時期になると，Ａ児は在籍学級においてかなり落ち

学習に取り組むようになり，それ以外の時間は授業に参加

着いた行動が定着してきており，２月に２回の飛び出しは

はできないものの離席をせず，絵を描くなどの一人遊びを

あったものの，授業中ほとんど自席についていられるよう

自席で行うようになった。

になってきた。自席に座っていても絵を描いていることが

考

多かったものの，一部では授業に参加することができるよ

察

うにもなってきた。
１．Ａ児の実態の理解について

このような状況を踏まえ，７, ８回目の相談では，学校

ADHDは米国精神医学会の診断基準であるDSM-IVに１)，

における活動においても自尊感情を高められるような活動
が計画された。すなわち，学校の体育でサッカーの授業が

不注意と多動・衝動性の２つを主症状とする診断カテゴ

始まったことをうけ，これまでのゲームに加えてサッカー

リーをして記載されているもので，米国では学齢期児童の

のルールや技術的な指導を行った。これまでＡ児は他者か

３〜５％にみられるとされている２)。本報告のＡ児は小学

ら教えられ指導されることを嫌っていたが，友達に少しで

２年の時に児童専門の精神科においてADHDと診断され，

もよいところを見せたいという気持ちがあって，積極的に

薬物治療を受けている子どもであった。
Ａ児について家庭と学校の両者で最も苦慮していたこと

取り組むことができた。

は，第一に暴力的な言動が頻繁にみられたことであり，第
ｉ) 在籍学級での協力

二には家や学級からの飛び出し行動であった。しかも本研

平成13年９月20日から，教育相談に継続的に参加してい

究所における教育相談開始時点で，母親や学校関係者の話

た長期研修員を中心に，時に相談担当者なども加わって在

から，これらの行動は増悪傾向にあったと思われる。これ

籍学級の授業等に参加し，担任教師と協力してＡ児の支援

らの行動のうち，飛び出し行動はADHD児にしばしば認め

を行った。その際にＡ児だけに関わることは避け，他の子

られ，
「しばしば教室や，その他，じっと座っていることを

ども達の相手もしながら常にＡ児を視野に入れておくよう

要求される状況で席を離れる」という診断基準の項目に概

に努めた。そしてＡ児の在籍学級における状況やＡ児の行

ね該当するが，暴力的な言動については，ADHDの診断基

動を詳細に観察して記録し検討を加えた。その中でより明

準に該当する項目はない。Ａ児には暴力的な言動や反抗的

確になったことは，教室からの飛び出し行動や授業中の離

な言動が著明にみとめられ，相談開始時点での状態はDSM-

席はＡ児にとっても望ましいことではなく，後で自尊感情

IVの反抗挑戦性障害の診断基準を概ね満たしていたと考

が傷ついていることである。そこで，定期的に参加してい

えられる１)。
医学的診断の側面からみると上記のように考えることも

た長期研修員が，自尊感情をあまり傷つけずに飛び出し行
動時にみられる興奮状態を自分で鎮めることができるよ

できたが，Ａ児は知的に境界域であったことや，飛び出し

う，空き教室を利用することを提案し，実施に移された。

行動や暴力的言動のみられた際の状況，様々な面から推測

これは，担任教師および当該長期研修員とＡ児が「教室か

されたＡ児の心理状態を考慮すると，別の面も考え得る。

ら飛び出したくなった時には決まった部屋にいくこと，そ

すなわち，Ａ児はこれまでの経過などからADHDであるこ

こで気持ちを静めて自分からもどってくること」を約束し，

とは確かであると考えられること，および境界域の知能で

これができた場合には担任教師などがＡ児をほめることで

あることから，自尊感情が低下して自己の存在感が希薄に

ある。これが約束されてからは，飛び出し行動自体が少な

なり，かなり切迫した心理状態に陥っていたために暴力的

くなったが，飛び出しても決められた部屋で自分を落ち着

言動などの問題行動が顕在化していた可能性が考えられた

かせて自ら教室に戻ってこられるようになった。そして

３)

戻ってきた時には担任教師がその一連の行動を賞賛した。

中でみられた，周囲の人を強く意識し，それらの人に評価

また長期研修員はＡ児が授業に少しでも参加できるよう

されたいという強い願望や，薬に対して両価的な思いを持

な工夫も提案した。Ａ児はこの時点での授業内容について

ちながらも服薬を続けていたこと，興奮状態の後で母親に

。この可能性は，A児の行動観察や経過についての情報の
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「病院に行くしかないよね」といっていること，ほめられる

在籍する学級の担任教師が積極的に支援する姿勢を持って

ことを非常に喜ぶ反面ちょっとした注意やＡ児に関する発

いたこと，８) 積極的な支援の姿勢は担任教師ばかりでな

言に過敏に反応して興奮状態になることなどから推測され

く，学校長のリーダシップの下に学校全体としてみられた

た。

こと，９) 通級指導教室の担任教師は，Ａ児の心理的側面

上記のことから，ADHDの症状である不注意や多動・衝

をかなり理解して指導を行っていたこと，10) 母親を含め

動性は短期間での変化を期待するのは困難である可能性が

関係者が相互に連携する姿勢を持っていたこと，である。

高いが，暴力的な言動については適切な対応で改善する可

これらの前提条件の下で，本研究所の教育相談における詳

能性が考えられた。

細な実態把握と検討が行われ，それに基づいた対応は，教

また，暴力的な言動について適切な対応による改善の可

育相談の場でなされただけでなく，定期的に在籍学級に参

能性が考えられたほか，Ａ児の飛び出し行動についても，

加した長期研修員が独自の実践的な工夫を加えて学級担任

小学校入学直後にみられたものは別として，相談開始時点

と共に実践していった。このように，実際的な対応が広く

での多くは興奮状態に伴ったものであったことや，在籍学

展開できたことでＡ児の行動が比較的短期間で大きな改善

級で学習についていけず居場所がなくなっていたことなど

をみせたと考えられた。

による二次的なものも多いことが推測された。
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An Overview of the Provision of Educational Support for Children
with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
in Ordinary Classes

TAMAKI Munehisa, SUGITA Hironori, TANAKA Hiromi, IIDA Hiromi,
KOREEDA Kiyoji and ATUMI Yoshikata
Abstract

instruction of the child on a monthly basis. Although the child

The provision of educational support for children with ADHD

had violent speech and behaviour, including avoidance behaviour

in ordinary classes, and the role of educational counselling were

initially, improvement was noted in a comparatively brief period.

illustrated by the example of one child with ADHD.
educational intervention involved the parents,

The

This result suggests that the improvement was due to the

an ordinary

integrated nature of the support services provided for the child.

registered class and school, and a resource room, and direct
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