Ⅱ 子どもの望ましい行動を育む支援
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梶

正義

１ 具体的な支援を考える前に
健康診査の場面や保育場面、教育場面等で「ちょっと気になる子ども」ということばが
使われています。そして、その子どもたちの示す気になる行動は、落ち着きがない、お話
はするが一方的であったり会話がずれたりする、指示が通りにくい、かんしゃくが激しい、
こだわりが強い、肢体不自由ではないが動きがぎこちない、バランスが悪い、不器用であ
る等の行動です。
ここでは、これらのちょっと気になる子どもが見せる行動の理解と具体的な支援につい
て一緒に考えることを目的とします。

まず考えなければならないことは、誰のためにこれからの支援を考えるかということで
す。指示を出す大人が困っているから、また周りの子どもが困っているから何とかしなけ
ればならないという考えもありますが、気になる行動を示す子ども自身が最も困っており、
最優先で支援を受け、その子どもらしく自己実現の可能性を保証される人物であるという
ことです。これは当たり前のことですが、例えば、社会的に気になる行動への実際の支援
を見ると、気になる行動を抑え込んで周りに迷惑がかからないようにしよう、指示を何と
か力ずくでも聞かせるようにしようとしている例が少なからず見られます。まずは、気に
なる子ども自身の健やかな成長のために具体的な支援を考えるということを確認したいも
のです。
次に、気になる行動の具体的な支援を考えるとき、気になる行動それだけに目を向ける
だけでは解決にはつながりません。子どもが生活する環境全体や気になる行動がみられる
まさにその時その場の環境との相互作用の観点から、気になる行動が起こりやすい状況や
起こりにくい状況を分析し、気になる行動に関係の深い要因を明らかにすることが大切で
す。簡単に言うと気になる行動は個人の要因だけで起こるのではなく、ある場面や状況と
の関係の中で起こるということです。この考え方は、WHO が示した新しい国際障害者分類
改訂版（国際生活機能分類／ ICF）
（図１）に繋がるものです。
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国際障害者分類改訂版（国際生活機能分類＼ＩＣＦ）
ＩＣＦモデル

健康状態
(変調または病気)
Health Condition

心身機能・身体構造
Body Functions
&Structure

活動

参加

Activity

Participation

環境因子

個人因子

Environmental
Factors

Personal Factors

（図１）
(図 1)

3 番目は、支援目標のレベルや支援の見通しについてです。今課題としている気になる
行動は、数週間、数か月で大きく改善できるものであるのか、それとも、心と体の成長発
達とともに数年間のサイクルの中で考えなければならないのかという見通しです。特別支
援教育の個別の指導計画における短期目標と長期目標に似ています。短期間で改善が見込
める課題についてはいいのですが、長期間で考えなければならない課題については、
「数年
先はこうあるように・・・」と同時に「それじゃ

今はこれを目標に・・・」と「こうい

う環境的な配慮をして成功の可能性を高めましょう」の取り組みが必要になります。人を
含めてあらゆる環境のお手伝いを入れながらスモールステップを組んでいくということが
大切になります。

２ 子どもの行動の捉え方
ここでは応用行動分析学の考えに基づいて子どもの行動を理解する方法をまとめます。
応用行動分析学は、これまでさまざまな教育場面や臨床場面で大きな効果をあげてきた学
問です。この学問の詳しい説明は省きますが、近年は発達障害のある子どもへの教育的支
援で大きな効果を上げ、注目を集めています。
まず、
「子どもの行動は突然にそれだけが起こるのではない」ということを理解しなけれ
ばなりません。必ず子どもの行動は、
「環境との相互作用」から起こっています。すなわち、
子どもを取り巻く人や物など環境の影響を受けて起こっているということです。なんだ、
そんなの当たり前のことだ・・・と思われるかもしれませんが、実際の保育や教育場面で
見られる行動問題への対応では、課題となっている問題行動に大きく気をとられ、何とか
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問題行動を押さえ込もうとしているのをよく見かけます。例えば、ＡＤＨＤだからじっと
すわれない・・・、おしゃべりな性格だから私語をする・・・ではなく、どんな環境のと
きにじっとすわれないのか？反対にどんな環境のときにすわっているのか？どんな環境の
ときに私語をするのか？どんな環境のときだと私語をしないで集中しているのか？を明ら
かにして、望ましい環境との相互作用を新しく組み立てることが大切になります。それか
ら、子どもを取り巻く環境は、子どもの外にあるものだけではありません。子どもの特性
や体調等も環境（個人内環境）と考えます。
次に、子どもを取り巻く環境との相互作用を考えるとき、特に子どもの行動の前にある
きっかけや手がかり等と行動の後に起こる対応や変化等を大事にします（図 2）。この行動
の前（先行事象、先行条件、先行刺激）と行動の後（結果事象、後続条件、後続刺激）をしっ
かり見つめることで、子どもの保育や教育をする上で役に立つことが色々とつかめるだけ
でなく、保育や教育の効果を高め、子どもの豊かな生活へとつなげることができるのです。

Ａ どんな状況・
場面（きっかけ）

Ｂ 行 動

Ｃ どんな結果
が得られる

Ａ＝「先行条件」 antecedent condition
Ｂ＝「行動」
behavior
Ｃ＝「後続条件」 consequence condition

（図２）
(図 2)

３ 望ましい行動を増やす
望ましい行動を増やすには、望ましい行動がおこりやすい先行条件（刺激）を用意する
こと、そして望ましい行動が増加し安定するような後続条件（刺激）を用意することが必
要となります。

( １）先行条件（刺激）の整備
先行条件（刺激）とは、子どもの行動の前にある刺激であり、その刺激が現れることで
子どもの行動に何らかの影響を与える刺激のことです。
例えば図 3 の場合は、先生の「すわりましょう」という刺激が現れることにより子ども
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の「イスにすわる」という行動が引き起こされたことになります。

先行刺激

行 動

「すわりましょう」

イスにすわる

後続刺激

（図３）
(図 3)
また、次の図 4 の場合は、先生の「イスを指差す」というジェスチャーが子どもの「イ

スにすわる」という行動を引き起こしたといえます。

先行刺激

行 動

「イスを指差す」

イスにすわる

後続刺激

（図４）
(図 4)

このように、子どもの望ましい行動を増やすには、まず、ヒントとなる刺激を意図的計
画的に整備することが大切になります。保育・教育現場で先生が出すことばの指示や手が
かり、ジェスチャーや身振り手振り、写真や絵、教材 等、様々な刺激が子どもの望ましい
行動を引き起こす先行刺激となります。また、適切な先行刺激を工夫することで、先生の
指示で行動するという状態から手がかりとなる刺激に自ら注目して自発的に行動するとい
う状態にまで高めることもできます。

( ２）行動を起こりやすくするお手伝い（促進＝プロンプティング）
ところで、とてもわかりやすい手がかりを出したとしても、なかなか上手くいかない場
合があります。先ほどの例で言えば、
「すわりましょう」と指示を出しても「立ち歩く」と
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いうことです。このような場合は、行動をより起こりやすくする先行刺激を付け加えます。
例えば図 5 のように「すわりましょう」という指示でイスにすわることができない場合は、
もう一度ことばで「イスにすわって」と付け加えてみると「イスにすわる」という行動に
つながるかもしれません。それでもすわれない場合は、
「イスを指差す」や「すわるモデル
をみせる」など視覚的な手がかりを付け加えると良いかもしれません。それでもすわれな
い場合は、
「手をとってイスのところでつれてくる」や「手をとってイスのところへつれて
きて『すわりましょう』と言ってイスを指差す」という手がかりを付け加えると「イスに
すわる」行動につながるかもしれません。

先行刺激

「すわりましょう」

行 動

後続刺激

イスにすわる

・「イスにすわって」
・いすを指差す
・すわるモデルをみせる
・手をとってイスのところへ
つれてくる
(図 5)

（図５）

行動を起こりやすくするお手伝い（促進＝プロンプティング）をまとめると以下のよう
になります。
ア 聴覚的促進（verbal prompting）
例）言語指示、「ありがとう」などのモデル等
聴覚刺激、特に言葉は何時でも何処でもすぐに使えてとても便利な刺激です。し
かし、言葉を十分獲得していない小さな子どもや知的障害のある子どもにはその理
解が難しい場合があります。また、すぐに消えてしまうという特徴から、注意集中
が困難な子どもや聴覚短期記憶に弱さがある子どもには手がかりとして入りにくい
場合があり、先行刺激としてうまく働かないこともあります。

イ 視覚的促進（visual prompting）
例）動作モデル、ジェスチャー、絵や写真、文字等
視覚刺激は聴覚刺激に比べて具体的でわかりやすい刺激です。運動会や学習発表
会の練習場面で先生が子どもの前で行う動作モデルなどが良い例です。また、手が
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かりとして使う写真や絵、文字は子どもに見せ続けることができるため、小さい子
どもや知的障害のある子ども、注意集中が困難な子ども、聴覚短期記憶に弱さがあ
る子どもなどへの先行刺激として機能しやすいと考えられます。

ウ 身体的促進（physical prompting）
例）手をとって一緒にする、手を添えて誘導する等
身体的な刺激（触・筋運動感覚刺激）は、とても直接的で伝わりやすい刺激です。
しかし、言葉や文字のように複雑な内容を伝えることは難しいと言えます。例えば、
この身体的な刺激を活用すると、ハサミが上手に使えるのを助けたり、不器用な動
きを改善したりすることができます。また、逸脱した行動を望ましい行動に大きく
方向転換するきっかけとしても使うことができます。ただ、身体感覚に過敏さを持っ
ている子どもには、適度の力加減が必要となります。

エ ア～ウのミックス
例）イスを指差しながら「すわって」と言う等
この例のように、ア～ウの刺激をミックスして効果的に使うことも可能です。た
だし、子どもが自ら行動し始めたときは、意図的にお手伝いの種類と強さを減らし
ていくことを忘れてはいけません。

行動を起こりやすくするお手伝いで大切なことがもう 2 つあります。1 つ目は、前述④
でも少し書きましたが、子どもが望ましい行動を自ら行い始めたらお手伝いを段階的に減
らしていくということです。せっかく子どもが自ら頑張ろうとしているときにお手伝いが
強すぎると子どもの頑張りを弱めてしまうことになります。常に子どもの行動に目を向け
て、適度なお手伝いを加えることが大切です。
2 つ目は、子どもの特性に合わせた刺激を使うということです。簡単に言えば、子ども
にわかりやすい刺激、伝わりやすい刺激を使うということです。例えば、上記の述べた聴
覚刺激が良いのか、視覚刺激が良いのか子どもに合わせて工夫するということが大切です。
また逆に、どの刺激が子どもに入りにくいのか、入りにくいだけでなく不快な刺激として
とらえられ、望ましくない行動につながる恐れがあるのかどうかも知っておく必要があり
ます。
図 6 のように、私たちは、様々な感覚を通して情報を取り入れ、考えたり判断したり覚
えたりといった処理を行い、そしてその時その時にあった適切な行動を行っています。
しかし、子どもによっては、聴覚的なことばの刺激が入りにくく絵や写真のような視覚
的な刺激が入りやすい子どもがいたり、聴覚的なことばの説明はよく入るが目の前の視覚
的な状況を捉えるのが苦手な子どもがいたりします。
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子どもの望ましい行動を安定させたり増やしたりするには、子どもにとってわかりやす
い子どもの特性に合わせた刺激を活用するのが大切であるといえます。

（図６）

( ３）後続条件（刺激）の整備
これまでお話した先行刺激や行動を起こしやすくするお手伝いは、望ましい行動を起こ
す刺激として有効に働きますが、望ましい行動をさらに増やしたり安定させたりする力は
ありません。行動を強化し安定させるには、行動が起こったあとの後続条件（刺激）を整
備することが大変重要となります。
私たちは、行動することで周りの環境から何らかの働きかけや応答を受けており、その
働きかけにより次の行動が大きく影響を受けると考えられます。例えば、
「すわりましょう」
の先生の指示で「イスにすわる」、そして、この行動のすぐ後に「おりこうさんね」と褒め
てもらったり、ニコっと先生に微笑んでもらったら、この子どもは先生の指示に従ってす
わるという行動を続け、安定させていくと考えられます（図 7）。

- 125 -

ブック 1.indb

125

2014/02/26

18:09:38

先行刺激

行 動

後続刺激

「すわりましょう」

イスにすわる

「おりこうさんね」

（図７）
(図 7)

ところが、
「すわりましょう」の先生の指示で「イスにすわる」行動をおこなっても、先
生が褒めてくれずに放っておかれると（図 8）、だんだん「イスにすわる」という行動は減っ
てくると考えられます。

先行刺激

行 動

後続刺激

「すわりましょう」

イスにすわる

「何もおこらない」

（図８）
(図 8)

また更に、「イスにすわる」という行動のすぐ後に苦手な課題が出されたら（図 9）、「イ
スにすわる」という行動はどんどん起こりにくくなり、やがては 0 になると予想されます。

先行刺激

行 動

後続刺激

「すわりましょう」

イスにすわる

「苦手な課題」

（図９）
(図 9)
このように、子どもの行動のすぐ後の後続条件（刺激）をどのように整備するかが、そ
の前の行動の増減や安定に大きく影響していると考えられます。
次に、後続条件（刺激）の 2 つの種類について簡単にまとめます。
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ア） 行動のすぐ後に現れると行動が増えたり安定したりする刺激であり、この刺激がな
くなると行動が減ったり弱められたりする刺激（好子）。
子どもにとって好きなものや好きな活動がこの刺激になることが多いです。また、
好子は成長発達とともに変化していきます。小さい時は、大好きな食べ物や音楽な
ど感覚的な刺激が中心となりますが、成長とともに、活動の楽しさや友達と触れ合
う楽しさ、活動の成果、他の人に役立ったよかったという実感や自分はよく頑張っ
たという自尊心などへと広がっていきます。そして、このような望ましい価値観の
広がりを育てることが保育や教育現場の大きな使命であると言えます。

イ） 行動のすぐ後に現れると行動が減ったり弱められたりする刺激であり、この刺激が
なくなると行動が増えたり安定したりする刺激（嫌子）。
子どもにとって嫌いなものや苦手な活動がこの刺激になることが多いです。

このア）イ）の 2 つの種類の後続条件（刺激）を教育的に活用して望ましい行動を強化
することができます。「強化」とは、子どもの行動のすぐ後に現れる後続条件（刺激）によっ
て、その前の子どもの行動が強められるプロセスのことです。強められるとは、行動が繰
り返し起こり回数が増えていくことや強さが大きくなることを言います。この反対は「弱
化」と言います。それでは、望ましい行動を増やす教育的活用を 2 つ紹介します。

ア 好子を活用した強化
望ましい子どもの行動のすぐ後に、子どもの大好きなものや活動が現れるたり
増えたりする経験を積むと、この望ましい行動は将来起こりやすくなっていきま
す（図 10）。

先行刺激

行 動

後続刺激

「お片付けしま
しょう」

片付ける

大好きな紙芝居

（図 10）
(図 10)

イ 嫌子を活用した強化
望ましい子どもの行動のすぐ後に、子どもの嫌いなものや苦手な活動が減ったり無
くなったりする経験を積むと、この望ましい行動は将来起こりやすくなっていきます
（図 11）
。
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先行刺激

行 動

後続刺激

「お片付けしま
しょう」

片付ける

苦手な着替えが
半分になる

（図 11）
(図 11)

しかし、これらの取り組みを問題のある減らしたい行動にしたとすると、残念ながら知
らず知らずの内に問題のある行動を強化していることになります。この問題のある行動へ
の対応については、次のところでお話します。

これまで述べたように、子どもの望ましい行動を伸ばしていくには、まず、その行動が
起こりやすくなる手がかりやヒント、必要な時には適切なお手伝い（以上、先行条件）を
整備することが大切であり、更に、出現した望ましい行動を増やして安定させるために、
子どもの大好きな環境（後続条件）が必要となります。従って、子どもに身につけて欲し
い望ましい行動だけを考えるのではなく、適切な先行条件－望ましい行動－適切な後続条
件（A － B － C）の３つをセットで考えることが大変重要です。

４ 望ましくない行動を減らす
望ましくない行動は、保育・教育現場では、特に問題行動と呼ばれて現場の先生が頭を
悩ませている大きな問題の一つです。この望ましくない行動をどのように理解し対応すれ
ばよいかをここで一緒に考えます。

( １） 望ましくない行動の理解
ア） まず、この行動の理解で最も大切なことは、指導する先生が困るから、親御さんが
困るから、周りの子どもが困るから望ましくないという発想を変えることです。何
よりも本人がこの行動によって困っている、不利益を被っている、教育の機会を損
なっている、だから「望ましくない行動」で何とかしなければならない問題だとい
う発想に変えることがとても大切です。
イ） 次に、望ましくない行動を抑え込んで減らす、消滅させるという発想から、望まし
くない行動に代わる望ましい行動を育てるという発想に変えることが大切です。
行動を抑え込もうとする考えは、子どもの主体性や自主性を無視した強圧的な取り
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組みに繋がりやすく、行動が更に逆方向に悪い方向に歪められる可能性があります。
望ましくない行動と望ましい行動は、決して同時に起こることがないため、望まし
い行動を増やしていけば自然に望ましくない行動は減っていくことになります。

( ２） 望ましくない行動の分析
この行動への対応を考えるには、決して望ましくない行動をそれだけで見ず、前述した
先行条件（A）－ 行動（B）－ 後続条件（C）の観点から分析を行うことが大切です（図
12・13）
。すなわち、望ましくない行動を引き起こす手がかりとなっている要因やこの行動
を維持強化している要因を明らかにし、具体的な対応に結び付けるということです。これ
を ABC 分析と呼びます。そして、この分析結果に基づいて、具体的な対応を行い、P － D
－ C － A のサイクルのもと指導支援を展開します。

Ａ 先行条件
影響の
あること

直前の
きっかけ

Ｂ 行動

Ｃ 後続条件

気になる
行動

対応
直前の
きっかけ
環境変化

ア プ ロ ー チ
生 活 史
（図(図12）
12)

- 129 -

ブック 1.indb

129

2014/02/26

18:09:40

Ａ 先行条件
（
）

Ｃ 後続条件
（
）

Ｂ行動
（お友だちを噛む）

①いつ起こりやすいか

①行動問題を起こした結果
何が起きたか

②どこで起こりやすいか
③誰に対して起こりやすいか

②まわりはどう対応したか

④どの様な状況で起こりやすいか
（図 13）
(図 13)

( ３）望ましくない行動への対応
例えば、大きな金きり声をあげるという望ましくない行動への対応について考えてみま
す。（2）の A-B-C 分析の結果が図 14 のようになったとします。

Ａ 先行条件
（

）

Ｃ 後続条件

Ｂ 行 動

（

（大きな金きり声）

・見通しがもてない
・苦手な課題
・新しい課題

）

・嫌な状況から逃れ
られる
(図（図
14)

14）

すると、まず A 先行条件へのアプローチとしては、見通しが持てるように手順書を用意
するなどの対応が考えられます。手順書の内容については、子どもの特性に合わせて文字
が良いのか、それとも写真や絵を使った方がよいのかの検討も必要となります。また、苦
手な課題・新しい課題への対応としては、課題を子どもの持っているスキルのレベルに合
わせてスモールステップ化したり、適当な強化が得られ、モティベーションが維持できる
ように、既に身につけている得意な課題をその中に織り交ぜるような対応が考えられます。
B 行動へのアプローチとしては、「大きな金きり声」が嫌な状況からの逃避する働きをして
いる（逃避の機能を持っている）と考えられることから、
「苦手なのでしません」というこ
とばに置き換えることができます。このことばと置き換える取り組みを行っても良いので
すが、子どもの成長発達を支援する教育的な観点から、
「できないので手伝って下さい」＝
「手伝って」という行動に置き換える対応が望ましいでしょう。
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最後に、C 後続条件へのアプローチとしては、「大きな金きり声」に対して「教室の外へ
出る」という対応はしないという取り組みをしつつ、A 先行条件や B 行動へのアプローチ
で導きだされた望ましい行動に対してすぐに適切な後続条件、すなわち、
「頑張ったね」や
「先生の援助」、
「好きな活動」等子どもにとって魅力のある環境を用意する対応が考えられ
ます。これをまとめると図 15 になります。

Ａ 先行条件

Ｂ 行

新しい課題
困難な課題

課題をスモール
ステップ化
手順書

動

Ｃ 後続条件

大きな
金きり声

教室の外へ
でる

「手伝って」

先生の援助
課題の達成

課題をする

「頑張ったね」
ハイタッチ
好きな活動

(図 15)
（図
15）

望ましい行動を増加させるところでお話しましたが、2 つの種類の後続条件（刺激）を
教育的に活用して望ましくない行動を弱化することができます。「弱化」とは、子どもの行
動のすぐ後に現れる後続条件（刺激）によって、その前の子どもの行動が弱められるプロ
セスのことです。弱められるとは、行動が起こる回数が減っていくことや強さが小さくな
ることを言います。前述の「強化」の反対のプロセスです。それでは、望ましくない行動
を減らす教育的活用を 2 つ紹介します。

ア 好子を活用した弱化
望ましくない子どもの行動のすぐ後に、子どもの大好きなものや活動が消失したり
減ったりする経験を積むと、この望ましくない行動は将来起こりにくくなっていきま
す（図 16）
。
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Ａ 先行条件

Ｂ 行動

Ｃ 後続条件

おもちゃで
自由遊び

おもちゃを
投げる

おもちゃで
遊べない

(図 16)
（図
16）

イ 嫌子を活用した弱化
望ましくない子どもの行動のすぐ後に、子どもの嫌いなものや苦手な活動が現れた
り増加したりする経験を積むと、この望ましくない行動は将来起こりにくくなってい
きます（図 17）
。

Ａ 先行条件

Ｂ 行動
ふざけて食器

給食を食べる

をひっくり返す

Ｃ 後続条件
お片付け＋教
室中の床掃除

（図 17）
(図 17)

このように、望ましくない行動を減少させる取り組みは大切ですが、これと並行して前
述の望ましい行動を同時に増やしていく取り組みがもっと重要です。基本的な考え方は
やっぱり、子どもの望ましい行動に太陽と水と栄養を与えて育てるという考え方です。

( ４）望ましくない行動（問題行動）の機能
これまでの問題行動の対応に関するさまざまな研究から、問題行動には大きく 4 つの機
能があることがわかっています。また、その多くは何かのコミュニケーションとしての機
能を持っていることもわかってきました。ここで、この問題行動の持つ 4 つの機能につい
て簡単にまとめます。

ア 注目の機能
注目や関わりが少ない場面で、保護者や先生、友たちの注目を得るために行動を起
こす。
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イ 要求の機能
欲しい物が手に入らない、したいことができない場面で、それらを手に入れるため
に行動を起こす。
ウ 回避の機能
苦手な活動や嫌な場面で、回避・逃避するために行動を起こす。
エ 感覚の機能
多くは刺激が少ない場面で、様々な感覚刺激を楽しむために行動を起こす。

子どもの望ましくない行動の機能が①～④のどれに当たるのかを知ることは、その機能
と同じ働きをする望ましい行動を考え出すという対応策を考えることができ、そして、社
会的にプラスの評価が得られる望ましい行動に置き換えるという取り組みに繋がります。

５ 新しい行動を身につける
子どもの行動は決して固定的なものではなく、当たり前のことですが、子どもの成長発
達とともにより複雑な社会生活に適応するために行動も成長発達していきます。すなわち、
社会生活に必要なより望ましく複雑な行動へと進歩していきます。社会生活に適応するた
めの新しい行動を身につけると言っても良いでしょう。ここでは、子どもが新しい行動を
身につけるのに必要な保育・教育的な支援について説明します。

( １） 現在ある行動から新しい行動へと近づける方法（形成化＝シェイピング）
例えば、キャッチボールがまだ全くできない子どもにキャッチボールを教える場合、
次のようになります。

① 十分手が届く距離で向かい合って手渡しでボールをやりとりする。
② 30 ㎝離れて腕を伸ばしてボールをやりとりする。
③ 1 ｍ離れてボールを転がしてやりとりする。
④ 1 ｍ離れて下からボールを投げてキャッチボールをする。
⑤ 2 ｍ離れて下からボールを投げてキャッチボールをする。
⑥ 2 ｍ離れて上からボールを投げてキャッチボールをする。
⑦ 3 ｍ離れて上からボールを投げてキャッチボールをする。
↓
⑪ 7 ｍ離れてキャッチボールをする。
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この時に大切なのは、以前述べた子どもにとってわかりやすいＡ先行条件（上手く投球
捕球する手がかりやお手伝い）と上手く投球捕球できた時のＣ後続条件（「ナイスピッチ」
「ナイスキャッチ」等）が整備されることです。

( ２）お手伝いをつけて新しい行動を形成し、その後お手伝いを徐々に減らす方法（促
進＝プロンプティング）
これはすでに「行動を起こりやすくするお手伝い」のところでお話しています。
例えば、「すわりましょう」の指示で全くイスにすわれない子どもを教える場合。
① 「すわりましょう」と言って子どもの手をとりイスのところまで連れてきて、子ど
もの腰をもってイスにすわらせる。
② 「すわりましょう」と言って子どもの手をとりイスのところまで連れてきて、イス
を指さしてすわらせる。
③ 「すわりましょう」と言って子どもの手をとりイスの手前まで連れてきてすわらせ
る。
④ 「すわりましょう」と言ってイスを指さし子どもをイスの方へ少し後押ししてすわ
らせる。
⑤ 「すわりましょう」と言ってイスの方を見てすわらせる。
⑥ 「すわりましょう」と言ってすわらせる。
今回は先生の視点で書きましたが、それぞれのステップで望ましい行動を子どもがし
た時には、しっかりとＣ後続条件を整備することが大切です。

( ３）単純な行動を繋ぎ合わせてより複雑な行動へと近づける方法
（連鎖化＝チェイニング）
これは、子どもがすでに獲得している行動を繋ぎ合わせてより複雑な行動へと発展させ
ることです。この場合、目標とする行動をより単純な行動の要素に分け、子どもが十分に
身につけていない行動を学ばせながらより複雑な行動を育てます。よって、行動を子ども
のレベルに合わせて単純な行動要素に分けるという課程は大変重要となります。このこと
を課題分析と呼びます。
例えば、「おしっこをする」を課題分析すると次のようになります。
① トイレに行く
② トイレのドアをあける
③ トイレのドアをしめる
④ 便器のふたをあける
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⑤ ズボンとパンツをおろす
⑥ 便器の中におしっこをする
⑦ トイレットペーパーでふく
⑧ ズボンとパンツを上げる
⑨ おしっこを流す
⑩ トイレのドアをあけて出る
⑪ トイレのドアをしめる
⑫ 水道の蛇口をひねって水を出す
⑬ 手を洗う
⑭ 水道の蛇口をひねって水をとめる
⑮ タオルで手をふく
⑯ 教室にもどる

このように子どもがまだ自立していない「おしっこをする」を課題分析し、子どもがど
の行動ができてどの行動がまだできないかを明らかにします。そして、これまで述べた様々
な環境を用意して一つ一つの単純な行動を成立させ、これらを繋ぎ合わせて「おしっこを
する」という行動を育てていきます。もちろん、行動要素となっている行動一つ一つに対
して、しっかりと適切なＡ先行条件とＣ後続条件が整備されることが大切です。
また、単純な行動をより複雑な行動へと繋ぎ合わせていく時に工夫する点があります。
例えば、「靴下をはく」という行動を課題分析すると以下のようになります。
① 靴下を両手で持つ
② 靴下をつま先まではく
③ 靴下を土踏まずのあたりまではく
④ 靴下を踵まではく
⑤ 靴下を足首下まではく
⑥ 靴下を足首上まで引っ張りあげる
ここで「靴下をはく」ことが全くできない子どもを指導する場合、通常は①から順番に
教えていくことを考えますが、実際は⑥から逆行する方が子どもが身につけやすいという
ことがわかっています。後者の方が、具体的な行動目標「靴下をはく」がわかりやすく、
必ず「上手に靴下がはけたね」で終わり、「できた」という評価が断然得やすいからです。
これを、バックワードチェイニングと呼びます。
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６ まとめ：気になる行動への具体的対応
これまで、子どもの行動の理解と支援の方法について一緒に学びました。ここでは、こ
れまで学んだことを活かしながら具体的な対応についてまとめます。

( １）子どもの特徴を把握する
子どもたちは一人一人様々な特徴を持っています。同じ様に見える気になる行動もよく
見るとその様子や関係する要因は千差万別です。子どもの様々な特徴を集めて整理するこ
とは、支援を行う上で大変重要なことです。収集すべき事柄を以下に紹介します。
ア 視覚や聴覚等の病気、アレルギー等医学的な問題
イ 対人関係やコミュニケーションの特性
ウ 視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚等の感覚、情報処理における入力・統合・出力、
同時処理・継次処理、注意集中、短期記憶・長期記憶、図と地の認知、粗大運動・微
細運動・協調運動等の特性など（図 18）
エ 興味・関心や得意な活動、好きな活動等の情報

（図 18）
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( ２）子どもの気になる行動（つまずきや困難）が見られる状況を把握する
ア）子どもが生活の中で示す気になる行動、抱えている様々なつまずきや困難を考えら
れるだけあげてみましょう。
あげられた全ての気になる行動やつまずき、困難に対して支援を行うべきですが、
全てを一度に支援するには少し無理があります。そこで、これらの気になる行動や
つまずき、困難に優先順位をつけ、子どもにとって重要度の高いものから支援をは
じめるのが良いでしょう。優先順位をつける観点は、緊急を要するもの（自己や他
者を傷つける等）、日常生活に大きく関わるもの（他者とのコミュニケーションの
取り方や社会的なルール等）、支援の行いやすいもの（支援する内容と機会）など
が上位にくるでしょう。

イ） 気になる行動、つまずきや困難の状況を詳しく調べてみましょう。
調べ方は大きく 3 つ考えられます。1 つ目は、子どもと関係の深い人から状況を
よく聞いてみることです。お母さんをはじめ家族から、保育園の先生から、子ども
がかかっているお医者さんから・・・・・等。二つ目は、子どもの気になる行動や
つまずいたり困難を感じている状況を直接観察し記録することです。そして、三つ
目は、気になる行動やつまずき、困難の要因の仮説を立て、実際に支援を行いその
様子を分析することです。いずれにしても図 19 にあるように、（Ａ）どんな先行条
件の下（Ｂ）どんな具体的な行動がおこり（Ｃ）どんな反応や環境の変化（後続条件）
があるのか という観点で分析を行うと色々なことが分かり、具体的な支援の方策
が立てやすくなります。そして、この分析を一日（学校を例にあげると、登下校・
授業・休み時間・給食・清掃・放課後など）や一週間の流れで見てみるとまた新し
い情報が得られる場合もあります。

先行事象
影響の
直前の
あること きっかけ

行

動

気になる
行動

結果事象
対応
環境変化

アプローチ
生活史

(図 19)

（図 19）
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「いきなり大声をだす」への分析

先行事象
睡眠不足

先生の関
わり少ない

行 動

結果事象

大声を
出す

先生が
関わる

（図 20）
(図 20)

( ３）得られた情報をもとに、それぞれのつまずきや困難を改善するための方法を考
えてみましょう。
例えば、「いきなり大声をだす」という気になる行動を（Ａ）どんな条件の下 （Ｂ）ど
んな具体的な行動がおこり （Ｃ）どんな反応や環境の変化があるのか という観点で分析
すると図 20 のようになります。そうすると、具体的な支援としては、①睡眠不足にならな
いように家庭と連携する ②ある間隔で先生の関わりを保証する
呼ぶ方法を教える ④大声を出してもすぐに関わらない

③大声を出さずに先生を

等の具体的な支援策が導き出され

ることになります。子どもが生活してきた歴史（生活史、生育歴）には働きかけることは
できませんが、大変重要な情報が沢山詰まっており、放っておくことはできません。
具体的で記録が可能な目標と様々な場面を想定した具体的な支援方法を考えます。曖昧
な目標や方法だと支援も曖昧になるばかりでなく、子どもの変化も見過ごすことになりま
す。立ち歩きの例で考えると、
「立ち歩きをしない」という目標よりも「国語と算数の時間
に自分の席を離れる行動を 5 回以下にする。もし席を離れた場合、先生や友だちの注意で
10 秒以内に席に戻る」や「自分の席に座って決められた課題に 15 分間取り組む」の方が
より望ましいでしょう。
支援方法は、前述の特徴や状況把握の分析結果をヒントに考えます。ことばよりも目
で理解するのが得意な子どもには、文字や絵の手がかりを使ってあげると良いでしょう。
注意が長続きし難い子どもや多くの課題を一度に処理できない子どもには、活動時間を
短く区切ったり、課題を小分けにする工夫が必要でしょう。暗黙のルールが分かりにく
い子どもや表情が読みにくい子どもには今どのような状況かを明確に伝えることが大切
です。注意を得るためにしている行動を減らしたい時は、その行動以外の望ましい行動
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に注意を向けるようにします。重要なことは、子ども一人一人が持つ特徴と子どもが示
す行動の意味等を十分考慮して支援方法を考えることです。子どもが頑張っている行動
や望ましい行動をしっかり誉めてあげましょう。また、得意な分野にも注目して伸ばし
てあげましょう。特に、発達障害のある子どもは、その障害に起因するつまずきや困難
からマイナスの評価や叱責を受けやすく、自己評価や自己イメージが低下しやすいと言
われています。そして、ひどい場合には重篤な 2 次障害にまで進展してしまうこともあ
ります。望ましくない行動に対しては、支援の中で確実に自己修正させ、しっかりプラ
スの評価を与えていくことが重要です。
これまでの研究や実践の中で生み出された様々な支援方法を活用するのも良いでしょ
う。例えば、目標に対する評価が解りやすいようにコインやシール等を使うトークンエコ
ノミーや見通しをもたせながら自発的に望ましい行動を生起させるセルフマネージメン
ト、他者との関わり方や社会的ルールを身につけさせるソーシャルスキルトレーニングな
ど様々な方法があります。
例えば、
「授業中頻繁に立ち歩く」という行動でつまずいている場合を考えて見ます。あ
る子どもは、
（Ａ）関わってもらえない時に（Ｂ）席を離れて歩き回る行動をとり（Ｃ）先
生はその度に注意をするが立ち歩きは減らない。別の子どもは、
（Ａ）授業内容があまり分
からない時や興味がない時に（Ｂ）席を離れて歩き回る行動をとり（Ｃ）先生はその度に
注意をするが立ち歩きは減らない。前者の場合、立ち歩く行動は先生の注目を引くという
意味を持っていると考えられます。だから、その度に注意をする対応は逆効果となり、立
ち歩く行動は減らないと考えられます。このような場合は、立ち歩かずに先生の話に注目
している時や課題に取り組んでいる時に、声をかけたり軽く肩をたたいて誉めてあげたり
することで立ち歩く行動は減少すると予想されます。後者の場合、立ち歩く行動は授業か
ら逃避する意味を持っていると考えられます。この場合も、何度も注意をする対応は結局
授業を中断してしまうことになり逆効果になると考えられます。子どもが興味・関心を持
ちやすい教材・活動を工夫することやこまめに机間巡視をして分かるように個別指導を行
うことなどが必要でしょう。

( ３） 支援のまとめ
ちょっと気になる子どもへの支援方法は、全ての子どものつまずきの支援方法としても
有効です。ちょっと気になる子どもだけでなく、様々なつまずきで困っている他の子ども
への支援を広く考えることも大切です。せっかく行っている支援が「・・くんだけえこひ
いきや」という誤解を受けないようにしたいものです。子ども一人一人が分け隔てなく大
切にされる学級経営の中で、子ども同士お互い支えあう雰囲気が育まれます。ちょっと気
になる子どもを含めてすべての子どもが安心して生活できる学級づくりを目指したいもの
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です。
実際の学校生活では、学習と生活は密接に関係しています。国語や算数のつまずきは教
科学習の興味・関心をなくさせ、立ち歩き等の不適切な行動へ進展してしまうことになり
ます。また、集中できない、話が聞けない、立ち歩くなどの生活上のつまずきは、本人だ
けでなく他の子どもの学習も阻害してしまいます。生活場面と学習場面両方を含めた学校
生活全体の計画的・総合的な支援（図 21）を考えることが重要であると思われます。

活動を支える環境

適切な
教示・指示
環境

自発を促す
支援

適切な
結果・評価
環境

目指す行動

主体性を促す
支援

自信達成感に
つながる
支援

（図
21）
(図 20)
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