「気になる子どもと家族を支えるために」
～発達障がいのある子どもの親からのﾒｯｾｰｼﾞ～

一般社団法人 発達障がいファミリーサポート Marble

代表理事

国沢

真弓

はじめに
皆さん、おはようございます。
今日は、保育園の先生がたくさんお
見えになっていると伺っております。
私自身、二人の子どもは、いずれも 1
歳から保育園にお世話になり、おむつ
はずしから、様々な楽しい体験まで、
保育園には大変お世話になりましたの
で、今日は御恩返しのつもりでお話を
させて頂きます。
まず、簡単に自己紹介をさせて頂き
ますね。私は現在、発達障がいの子ど
もと、その家族、それから支援者を支える為に、一般社団法人を設立し、皆さんからの相
談をお受けしたり、或いは発達障がいのことを伝えたり…といった仕事をしています。も
ともとは大学卒業後、コンピュータの会社に 3 年ほど勤務したのですが、その後、ひょん
なことから、ラジオニュース番組のキャスターの試験に受かりまして、フリーアナウンサー
となり、20 年以上たちました。ＮＨＫの「きょうの料理」や「婦人百科」「おしゃれ工房」
といった趣味教養番組の進行役を 10 年ほど勤めたり、その他ラジオのパーソナリティや、
番組の企画編集、ナレーションや、各種司会業など、話す仕事の「何でも屋さん」のよう
なことを色々とやってまいりましたが、息子が自閉症だと判ってからは、仕事の仕方や内
容をシフトチェンジし、発達障がい関連の仕事が中心となっています。
“自閉症スペクトラム支援士”という、発達障がいの専門の資格も持っておりますが、今
日は、専門家としての話というよりかは、私自身が、自閉症児、発達障がい児の親なので、
その立場から様々なことをお伝えしていきたいと思っています。支援する側の先生方と、
それから発達障がい児の保護者との間の「かけはし」となれるような…そんなお話が出来
たら、嬉しいです。
早速、進行してまいりましょう。お伝えするプログラムに関しては、皆様のお手元にあ
る講演資料の中に書かれていますので、そちらをご参照頂き、
「あぁ、今このあたりを話し
ているんだなぁ」と、予測をしながら聴いて頂ければと思います。2 時間、長いですからね、
予測がついた方が安心ですよね。
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さて、そのプログラム 1 番、「オープニングメッセージ」です。
私は、私個人だけでなく、法人の仲間と一緒に「キャラバン隊マーブル」という講演団
体を作り、そちらでも発達障がいのことを伝える講演をしているのですが、どちらの講演
でも、必ず、最初にこのオープニングメッセージをお伝えしています。私が作った詩のよ
うなものなんですが、これから、ナレーションと音楽と映像と、一緒にお送りしてまいり
ます。お聴き下さい。

1 オープニングメッセージ
「オープニングメッセージ

※音楽と映像（子ども達や家族との写真）が流れる。

みんなちがってみんないい」

私たちの子どもは、ゆっくりでも、確実に成長していきます。
この子を授かった時、大きくなるお腹をさすりながら、
私たちは、その誕生を、心待ちにしていました。
誕生の日。

その小さな身体を抱っこしながら、

どんな子どもになるのだろうと

私たちは、その成長を楽しみにしていました。

月日はめぐり、1 歳、2 歳、3 歳・・・・

子どもは成長していきました。

親である私たちは、その成長を見守りながら、
「何だか、他の子どもとちょっと違う」ということに気づきます。
ある子どもは、集団になかなかなじめず、ずっと一人で遊んでいる・・・
ある子どもは、じっとしていられなくて、スグにどこかに行ってしまう・・・
また、ある子どもは、「何食べたい？」と聞くと、
「何食べたい」とオウム返しに答えてしまう・・・
会話がなかなか成り立たない・・・

回る物ばかり見ている・・・

コミュニケーションが取りづらい
不安が広がる中、私たちは、相談機関の門をたたきます。
そこで、「発達障がい」や「自閉症」という言葉を聞くことになります。

「発達障がい」「自閉症」・・・・
テレビや新聞、映画などでは、見たり聞いたりしたことがあったかもしれません。
今まで、そういう人たちを街で見かけたことも、あったかもしれません。
少しは知っているつもりでした…。
けれど、わが子とは、まったく結びつかなかったのです。
あらためて、「発達障がいって、いったい何？」「それは、治るの？」
「障がいのある子の子育てって、どうなるの？」と不安でいっぱいになりました。
「障がい」…今まで遠くに感じていた言葉が、急に現実のものとして、
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子どもに降りかかった時、こんなにも苦しくて、辛いものなんだ…と
涙があとから、あとから、こぼれました。
けれど、泣いてばかりは、いられませんでした。
なぜなら、子どもは、日々成長しているから…
そして、親の不安をよそに、今までと変わらず、目の前で笑顔を見せてくれるから…

まずは、どんな障がいなのか、知ることから始めよう。
私たち親は、「発達障がいのこと」「自閉症のこと」「障がい児のいる暮らしのこと」
いろいろ調べ、情報を集め、専門家に相談に行きました。

発達障がいのことを知っていくうちに、やがて、私たちの子どもの不思議な行動の意味や、
「こういう時には、こういう風に対処すればいいんだ・・・」ということが、
少しずつ理解できるようになってきました。

私たちは、子どもの障がいを「知ること」「向き合うこと」で、
不安が少なくなることに気づきました。
障がいのある子の子育ては、工夫や配慮が非常に多く必要かもしれませんが、
基本的には、どんな子育ても一緒だということにも気づきます。
そして、私たちの子どもも、本当にゆっくりですが、成長も発達もしていて、
他の子どもと同じように、個性と輝きを持っていることにも気づいた時、
私たち親は、少しづつ元気になり、笑顔が増えていきました。

どうぞ、皆さんも、私たちの子どもの世界をのぞいてみて頂けませんか。
「みんなちがって、みんないい」今日は、そんなメッセージも一緒にお伝えしてまいります。
※オープニングメッセージ作；国沢真弓

無断転載禁止

はい、
「オープニングメッセージ」をお聴き頂きました。今のメッセージにもありますよ
うに、発達障がいは、その子どもの言動の不思議さから、
「他の子どもと何かが違う」と気
付き、やがて診断がつく…という道筋をたどりますので、私たち親は「障がい」と告知さ
れた時、大変衝撃を受けます。そして、その違いが判るのが集団生活に入り始めの 3 歳前
後であることが多いのです。つまり、まさに、皆さんがお世話をされている保育園世代の
お子さんの年代になる訳ですね。
おそらく、保育の現場でも、集団行動が取れない、こだわりが強い、切り替えが出来な
い…等、発達障がいのお子さんの行動で、大変な想いをされている先生方もいらっしゃる
ことと思います。今日は、のちほど、そのあたりの対処法もお伝えしますが、どちらかと
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いう言うと、保護者の支援の仕方、どんな風に寄り添えばよいのか…そちらの方をたくさ
んお伝えしたいと思います。

2 発達障がいとは・・・
皆さんは、
既に保育現場等で、
発達障がい（もしくはその傾向のある）お子さんと接しているので、
あえて「発達障がいとは」と、お話しなくてもいいのかもしれませんが、最初に、概略をお伝え
しておきます。
そう…余談ですが、
私は「障害」の害の字を使わないで、
「障がい」と平仮名を使っていますが、
これには理由があります。私が住んでいる東京都三鷹市は、
市の条例で
「障害」
という風に書かず、
「障がい」とするように決まっています。その為、市に何かお願いするのでも何でも、いつも「障
がい」
としていたので、
どうも、
そちらの方がシックリするようになってしまいました。もちろん、
自分の子どもの障がい名に「害」とつくよりは、
ない方がいい…という想いもありますが、
それは、
特に「絶対いやだ！」というような、親としてのこだわりがある訳ではありません。今日お配
りしているプロブラムも、すべて「障がい」となっていて、
「あれ？」と思われた方もいるかも
しれませんが、そのような理由からです。…はい、少し脱線してしまいましたね。
さて、
「発達障がい」とは…、生まれつきの脳の機能の障がいで、原因は今のところ不明で、何
か薬を飲めば治る…といったことはない、基本的には、その傾向があるまま一生過ごすことになる、
そんな障がいです。とはいえ、本人がさまざまな経験を積むこと、また、周囲の人が彼らの特性を
配慮して接すること、環境を整えてあげることで、彼らの生きるチカラは伸びて、困難を少なくし
てあげることは出来ます。特性としては、
「人と上手にかかわれない」
「コミュニケーションがうまく
とれない」
「想像力がとぼしい、こだわりがある」
「感覚過敏がある」等がありますが、その特性の現
れ方も、人によって、まちまちで、百人百様であることが、この障がいの難しいところでもあります。
よく、この特性の話を、近所のお母さんにすると、
「あら、うちの子もそうよ～。コミュニケー
ションがうまく取れないし、こうでなきゃダメってこだわりもあるし～」と言われたりすること
も多いのですが、
「発達障がい」という風に「障がい」とつくからには、生活に支障が出るくらい、
その色合いが濃いという風に考えて頂ければと思います。
では、ひとつずつ、特性を見て行き
ましょう。

(1) 人と上手にかかわれない
喜怒哀楽の表現がうまくできませ
ん。たとえば、うちの息子の場合は、
辛い時に笑ってしまったりするんで
すよね。その為、周囲から、辛いん
だ嫌なんだ…という事は気付いても
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らえません。今は「嫌な時には嫌」「困った時には困っている」と言えるように練習中で
す。他の特性として、人と目が合わない・合わさない…というケースもあります。この
ことで「ん？もしや、うちの子、何かある？」と、障がいに気付くきっかけになること
もあるようです。大人になっても視線を合わせるのが苦手という発達障がいの方は、結
構たくさんいますね。

(2) コミュニケーションがうまく取れない
場の空気が読めなかったり、コトバの裏の意味が取れなかったり…。

たとえば、ある

学校で先生が「今日は、寄り道せず、
学校からまっすぐ帰りなさい」と言っ
たら、通常の学級に在籍していた発達
障がいのある子どもは、「まっすぐ帰
れないよ。壁にぶつかるし、必ず、何
回か曲がらなきゃいけない。」と、本
気で言い返したりするのですね。本人
にとっては、大問題ですから。コトバ
のやりとりは、全般の傾向として、発
達障がい者は苦手ですね。自分に話し
かけられていても気づかず、
「無視されている」と、相手を不快な思いにさせてしまうこと
もよくあります。オウム返しも、よく見られます。私の息子も、2 歳前後から年長さんまで、
オウム返しは非常に多く「何食べたい？」と聞いても「何食べたい」と答える。そうする
とこちらが「え？じゃあ、イチゴ？バナナ？」と具体的な物を提示すると、
「イチゴ」とい
う風に答えられる。相手が大人の場合は、オウム返しをされると、その先一歩進んで、選
択肢のある質問を投げかけられますが、子ども同士の場合は、
「何言ってるんだよ～」で終
わってしまい、ぽつんと 1 人…ということもよくあったようです。
コミュニケーションがうまく取れないと、集団生活を送るのは、難しいですね。

(3) 想像力がとぼしい、こだわりがある
同じ道しか通れない、同じ物しか食べない…という風に、強いこだわりが出ることがあり
ます。我が子の場合、一時、もずくと納豆しか食べないことが 3 ヶ月くらい続いたでしょうか。
まぁ身体にいい物だからいいか…と考えるようにしていたんですが、これが永遠にだったら
どうしよう…と心配になったことも確かです。他にも、奇妙な遊びをするというのも、よく
見られますね。保育の現場でも、思い当たりませんか。もちろん、健常のお子さんも、不思
議な遊び方をすることはあると思います。けれど、発達障がい児の場合、その頻度と、その
不可思議さは、ちょっと違うと思います。息子も、積木をひたすら等間隔に廊下に並べていっ
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たり、ブロックはひたすら縦に積んで
いったり「え～、不思議～！」という
こと、よくあります。
あと「危険がわからない」というの
は、怖いことですね。多動性があった
りすると、ぴゅ～っと大通りに出て
行ってしまったり、高い木に登ってし
まったり、熱いヤカンに触ってしまっ
たり…と、周囲がハラハラすることが、
たくさん起こると思います。特に、就
学前、保育園時代は、周囲が細心の注意を払っていなければいけない時期でもあります。
けれど、本人も、そうしたくてしている訳ではないので、そのあたりを理解した上での支
援が大切になってくると思います。どちらにしても、大変ですね。
最後に「こだわり」。これは、発達障がいのある人ほとんど全てにあるのではないかとい
う気がします。息子の場合は、今、食品サンプル。（あのレストランのショーケースの中
にある本物そっくりな食べ物です）他には照明器具だったり、剥製（はくせい）だったり、
不思議な物にはまり込むことはとても多いです。

(4) 感覚知覚過敏がある
「3 つの特性がある」と言われていますが、4 つ目の特性として「感覚」の問題があります。
特定の音や匂いが苦手だったり…ということです。たとえば、小学校の授業で使うリコー
ダーの音がまるっきり苦手という子どももいますし、レタスの食感がダメで食べられない
なんてこともあります。実は、この感覚の問題が、一番根が深いのではないか…と私は感
じています。…というのは、他の 3 つの特性は、周囲の人々の理解や配慮で、ある程度乗
り切れる部分もあると思うのですが、この「本人の感覚」の問題はどうしようもない部分
ですからね。
彼らには、そういう面があるというのを理解してあげることが必要なんだと思います。
急ぎ足で、発達障がい（特に自閉症スペクトラム障がい）の基本をお伝えしましたが、今
度は、いよいよ皆さんに“発達障がいの疑似体験”をして頂きます。

3 疑似体験「もしも、あなたに発達障がいがあったら・・・」
皆さんのお手元に、軍手と折り紙をお配りしています。ご用意頂けますか？
軍手は、左右分あります。しかも、どちらも二重になっていますから、相当、ゴワゴワ
分厚くなっていますね。まず、折り紙を一枚取り出して下さい。色は関係ないので何色で
も構いません。取り出しましたか？それでは、次に、二重の軍手を両手に付けて頂きます。
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指を入れにくいと思いますが、頑張って入れて下さい。そして、指先を２㎝くらい、余ら
せて頂けますか？こんな感じです。ペロペロ…と指先が折れ曲がる感じです。
では、早速進めていきましょう。
今から、皆さんに、その状態で、鶴を折って頂きます。制限時間は 2 分です。2 分あれ
ば普通の状態だったら、鶴は折りあがるはずです
が、さぁ、どうなりますか。
では、いいですか。「よーい、スタート！」
※国沢ストップウォッチをスタートさせる。

※皆さん一生懸命、鶴を折ろうとするけれど、
二重の軍手を付け、しかも指先まで、きっ
ちり入れていない状態だと、なかなか上手
く折れません。
※そんな中、国沢は、
「急いで！早く、早く！」
「ちゃんと角は揃えて！」「折り目をきちんとつけて！」
「隣の人の方が早いですよ！」「あぁ、もう 1 分たっちゃいましたよ！」等々、
声かけをして回ります。やがて「10、9、8、7・・・・・4、3、2、1、ゼロ」
「はい！ 2 分たちました！もう終わりです。やめて下さい」
※皆さん、落胆の溜息。「あぁ出来なかった～」と。
「皆さん、やられてみて、いかがでしたか？」
※数名にインタビュー
Ａさん「きれいに折りたいのに、折れなくて、も
どかしくて、イライラしました。」
Ｂさん「想像以上に難しかったです。」
Ｃさん「一生懸命やってるのに、出来なくて、し
かも早く早く！とせかされて…」等々
皆さん、ありがとうございました。実は、この
疑似体験には、二つの意味があります。ひとつは、発達障がいの人たちの中には、脳
と指先が呼応していない場合があるのですが、その為「こうやりたいのに、こう出来
ない」という、その“もどかしさ”を判って頂くという点、もうひとつは、皆さんが
折っている最中、私が色々な声かけをしましたよね。その時、いかがでしたでしょう？
…嫌な気分になったことと思います。一生懸命やってるのに、「早く！」とか「もっと
きれいに！」とか、挙句の果てには、「お隣の人の方が、上手」とまで言われたら、本
当にウンザリしてしまいますよね。実はこれ、発達障がい児が、よく周囲から言われ
てしまう言葉の数々なんです。特に、知的に遅れがなく、通常の学級に在籍している
生徒は、日々、このような言葉をかけられがちです。周囲が、発達障がいと気付いて
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いない場合は、その子に対し「ふざけているのかも」とか「もっと出来るはずなのに」
という想いがあるからでしょうが、それでも、発達障がいのある子どもは、精一杯やっ
ても、ここまでしかできない…という時に、周囲から、このような声かけをされ続け
ると、混乱してしまったり、悲しくなったり、腹がたったりすることがあるはずです。
そんな時は、なるべく、十分に時間を設定してあげて、途中で取り上げず、
「出来た！」
というプラスの体験が出来るよう、見守って頂ければと思います。
以上で、疑似体験は終わります。皆様には、大変失礼な言葉かけをしてしまって、すみ
ませんでした。けっして、私が意地悪な訳でなく疑似体験の効果を上げる為なので、ご了
承下さいね。また、折り紙ですが、まだ完成にこぎつけていない鶴を、この講演の最中、
続きを折らないで頂けますか。どうも、完成していない物を見ると、完成まで作ってしま
いたい…と思う人が多いみたいで、よく、講演をしていると、私が話している間も、ずっ
と鶴の続きを折り続けている方を、今まで何人もお見かけしました。ここをグッと我慢し
て頂くことも、
“発達障がいの疑似体験”の一種だと思い、守って頂ければと思います。よ
ろしくお願いします。

4 わが子の子育ての記録
さて、疑似体験もして頂き、発達障がいのある子どもの感覚も、少しお分かり頂けたか
もしれません。ここからは、私の子育て記をお伝えします。
“障がい判明”から、そのことを受け止めるプロセス、また保育園の先生との連携や、学
校にあがってからのもろもろ、そして、今の課題と、将来に向けての想いなどをお話しし
ます。このことにより、今、皆さんが担当されている発達障がい、もしくはそうかもしれ
ない子ども達が、保育園時代が終わってもずっと成長を続け、自立に向かっているんだ…
ということを意識して頂くきっかけになれば、嬉しいです。

(1) 子どもの誕生～障がい判明・受容まで
今、息子は 12 歳。特別支援学校、中等部の 1 年生です。私には子どもが二人いまして、
もう一人は、健常児のお姉ちゃんで、
息 子 よ り 5 歳 上、 現 在 高 校 3 年 生 の
女の子です。息子は、もう二人目は
無理かな…と諦めている時に授かっ
たので、私たち家族は、皆本当に嬉
しくて、その誕生を心待ちにしてい
ました。38 歳、もう高齢出産の部類
に入る年代での出産でしたが、自然
分娩で問題なく産むことが出来まし
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た。息子は、手のかからない、とても育てやすい子でしたが、夜はなかなかまとめて寝
てくれず 1 時 3 時 5 時 7 時…と規則正しく 2 時間おきに目を覚まし、泣く…ということを
2 歳まで繰り返し、それは、今考えると、睡眠障がいもあったのかと感じています。まと
めて夜寝られないというのは、本人もしんどかったと思いますが、40 歳近かった私の身体
にも相当こたえていました。1 歳から近所の保育園に入れることになり、私もまた本格的
に仕事に復帰しました。保育園にお世話になる日々のスタートです。
１歳のうちは、まだ、そんなに息子の言動は気になりませんでした。けれど、だんだん、
他の子どもと会話の進み具合が違うこと、興味の持ち方が違うこと…様々な点で「何か、
他の子とちょっと違う」と感じるようになっていきました。保育園の先生にも何回かご相
談したのですが「国沢さん、男の子だし、二人目だし、気にしないでいいわよ。」と言われ、
そうなんだ…と少し安心したことを覚えています。
ところが、ある日、決定的に息子に「障がい」があることを知る出来事がありました。
その数日前に、私は友人から、息子さんが自閉症という障がいを持っている…というこ
とを打ち明けられていました。そして、その週末「そういえば、彼女の息子さん、自閉症
と言っていたけれど、自閉症って一体なんだろう？」と私は家にある「家庭医学大辞典」
という大きな本を取り出し、「自閉症」という項目を調べてみたのです。
その時の衝撃は、今でも残っています。息子を育てながら不安に感じていた言動の数々
が、そこに書かれていたからです。「回るものばかり見ている、不思議な言葉を繰り返す、
オウム返しが多い」等々。「あぁ、これだったのか！」というのが、その時の正直な私の感
想です。ずっとずっと不安に思っていたものの正体が判った時の安心感も少しだけありま
したが、
「治らない障がい」という言葉に深く傷ついたのも事実です。夫にも、そのページ
を開いたまま渡したら彼も愕然としていました。「これだったんだ。」と…。
それから、私たち夫婦は、息子を連れて地域の発達支援センターに相談に行き、そこで
初めて「自閉症である」と告げられます。私たち夫婦のように、大方「これ（自閉症）」と
判った上で診察を受けたにもかかわらず、本当にそうだとドクターに言われた時には、私
の目から、知らず知らず、涙がこぼれていました。それは、２００４年の４月、息子が３
歳の時のことでした。
私は、アナウンサーをしていましたので、息子の障がいが判っても、仕事は同じよう
にこなさなければいけません。しかも、ニコニコというか、明るい表情をしていなけれ
ばならない仕事ばかりだったので、プロなのにちゃんと出来ていたのか、今思うと心配
です。息子の障がいが判ってから 2 ヶ月くらい、私は家事をしていても、涙がポロポロ
こぼれてばかり。「これから、息子はどうなっていくんだろう。」と途方に暮れて…。
けれど、2 ヶ月たったある日、当時、まだ 8 歳だった長女が、私にこう言ったのです。「お
母さんが泣いてばかりいたら、Ｙ（弟の事）が、かわいそうだよ。お母さん、笑ってよ！」
と…。
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そうでした、私は、二人目の赤ちゃんが欲しくて、欲しくて、授かったのです。泣いて
ばかりいたら、そのことすら後悔しているみたいですし…、それに、長女もきっと、ずっ
と不安で心配してくれていたんだ…ということに、娘の言葉で気付きました。
実は私は、長女を出産する前に、２回自然流産をしています。妊娠した！と喜んだのも
束の間、流産してしまう悲しみは、はかりしれず…、そんな体験の後、結婚７年目にして
長女を授かり、その５年後長男を授かった訳です。妊娠して、出産して、そこに命がある
…ということは、なんて奇跡に近い、ありがたいことなんだろう、感謝しなくてはいけな
い…と感じたんですね。だって、息子は生きていて、目の前で笑っているのに、それ以上
何を望むのだろう…と。
そこから、私は変わりました。自閉症の本を山ほど読み、専門家に相談に行き、講演会
にもたくさん参加しました。「知る」ことで、心がだんだん軽くなっていきました。
また、あとでもお話しますが、同じ自閉症児のお母さん仲間と出会ったことで、更に心
が軽くなっていきました。そうやって、親である私も、少しずつ覚悟が出来て、前向きになっ
ていったような気がします。

(2) 保育園時代
先程お伝えしたように、息子の初めての集団生活は、保育園で始まりました。「他の子
と違う」と感じ、やがて「自閉症」であると判り、それでも、何とか前に進み始めた時
期です。保育園では、息子の為に障
がい児対応の加配の先生を付けて頂
き、様々なことに配慮をして頂きま
した。息子が一人でホッとできる“空
間”と“時間”を用意して下さったり、
集団で何かをする時には、息子が参
加しやすいような工夫をして下さっ
た り …。 そ れ は、 た と え ば、 息 子 に
判りやすいように、イラストを使っ
た物でやることを説明したり、或いは行事などの際は、世話好きの女の子を息子の近く
に置いて下さったり…それは、保護者である、私たち夫婦に相談した上のこともありま
したが、保育園側が自発的に「こんなことをしてみたんですよ。」と工夫して下さったこ
とも、たくさんありました。問題行動…と言われるものは、まぁ周囲にとっては問題な
のですが、おそらく息子はそんな行動を起こしている時、もっとも混乱しているのだと
思います。それに対しても、どうしたらよいか、話し合いを重ねました。当時から、息
子は 2 か所の療育機関に通っていましたので、そちらの専門の先生にもアドバイスを頂
きながら、保育園で取り組むべきことを考えて行きました。
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その際、“やがて小学校に行って 45 分の授業を受ける”ということを考え、その為に今
必要なチカラをつけておこう、そんな観点での取り組みが多かったと思います。たとえば、
やることの手順が判るものをイラスト入りでご用意頂き「今何をしているのか」
「これはい
つまで続くのか」「おしまいは、何処なのか」といったことを、本人に提示して頂きながら、
体験の幅を拡げて頂きました。そんな時、担任の先生から、こんな風に言われたことがあ
ります。「Y 君の為と思って、用意した手順表やスケジュールボード、実は、他の子どもに
も判りやすく、みんなが集中しやすくなったから、Y 君に感謝だわ～」と…。この言葉は
嬉しかったですね。１人加配の先生が付いて下さっているとはいえ、息子に手がかかり、
先生方にご迷惑をかけることも多いはず…と気がかりだった部分もあったので、そんな風
に考えて頂けるなんて…と、深く頭を下げたことを覚えています。
発達障がい児の親として、キャリアを積んでくると、息子の見方も変わってきました。
障がいが判った当初は、クルクル回るものばかり見ている息子の様子や、やることに集
中できず奇声を発している姿を見ると、その“自閉症らしい言動”に、
「あぁやっぱり」と、
見てはいけないものを見てしまったような…、そんな気持ちになっていたのですが、だん
だんと、息子が集中して作る粘土の作品の素晴らしさや、ふとした時に見せるかわいい笑
顔を見ると、ホッとくつろげるように変わっていきました。それは、家族だけのチカラで
はなく、保育園の先生方も、積極的に息子のいい面を見つけてくれては、報告して下さっ
たからだと思います。他の子にとっては、何事もなくスルっと出来ることでも、息子は何
回も何回も繰り返して出来るようになるということが多いのですが、そんな時も、一緒に
涙を流して、喜んで下さいました。それは日常のほんの小さなこと、たとえば、朝、登園
後ひとりで朝の準備が出来るようになった時とか、大きなことでは、絶対参加できないと
思っていた運動会の太鼓の遊戯を最後までやりきった時とか、そんな時、多くの方に支え
られながら、息子も、親も、たくさんの元気を頂いていました。保育園には、本当に感謝
の言葉しかありません。皆さんのお仕事は、本当に尊いお仕事だと思います。どんな子ど
もにも光をあてて下さるのですから…。
さて、そんな時期、私は、自閉症児の親と出会い、三鷹市に初めての「発達障がい児の
親の会」を設立しました。最初は、10 名くらいしかいなかったメンバーも、10 年たった今
では、50 名以上の大きな会に成長しました。この会の仲間に、私はどんなに救われたこ
とでしょう。専門家やドクターや、保育園の先生や、温かい方々にたくさん囲まれてい
ても、どうしても埋まらない心の溝がありました。これから先どうなるのだろうという
不安や、子どもの不可思議な行動ゆえに周囲に謝ることも多い日常、そんなことを、こ
の会に来れば、みんな当たり前のように共有できるので安心して何でも話せました。ま
た、様々な情報を交換することにより、その子どもに、より合ったもの（それは医療機
関であったり、療育機関であったり、日常使うグッズであったり）を選ぶことが出来ま
した。
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こちらの地域には「発達障がい児の親の会」というのは、ありますか？あったらいいなぁ
と、心から思います。親の心の安定の為にも…。私の会も、設立時は、発達支援センター
の先生が、人集めや場所の提供など協力して下さいましたが、そんな風に、公的な機関の
方が設立時にちょっとした後押しをしてあげると、親の会は発足しやすいと思います。今
では、この会…そう、この会は「モンブランの会」というのですが、会長の特権で、私の
好きなケーキの名前を付けてしまいました。今では、この会の仲間数名が、設立したばか
りの法人「マーブル」のスタッフとして、お手伝いをしてくれています。一生のお付き合
いになると思っています。

(3) 学齢期
さて、そんな息子も成長をして、やがて保育園を卒園する日が来ました。就学先に関し
ては、年長の時に、夫婦で、様々な学校・
学級を見学しに行ったり、話しを伺い
に行ったりしました。
そんな中で、私たち夫婦が大切にし
たのは、「息子の笑顔が消えないとこ
ろ」という点です。
息子にとって「プラスの時間」、「温
かい時間」を、多く持てるであろう学
級もしくは

学校です。年長の６月に、

“就学支援委員会”に相談に行き、専
門家にも見て頂きながら、秋には「特別支援学級への進学が適当」という判断をされ、保
育園のすぐ隣にある公立小学校の特別支援学級への進学が決まりました。そこは、長女も
通っていた学校なので、私も知っている先生や保護者がたくさんいました。
それでも、実際に入学すると、
「あぁ、保育園時代は天国だったのね」という想いをするこ
とが、次々起こりました。あまり細かいことはお伝え出来ませんが、支援学級には、様々な
障がいを持っている子どもが、少人数とはいえ混在しており、そういった子ども一人一人に
合った教育プログラムを用意するには、先生方は、あまりにもお忙し過ぎでした。また、45
分の授業を 1 日 6 コマ行っていくのは、生徒も大変、先生も大変…というのが、私の見た正
直な感想でした。けれど、担任の先生によっては、
（という言い方は失礼なんですが）
、ぐっ
と息子のチカラが伸びた年もあり、先生によって、こんなに、声かけの仕方、集中のさせ方、
周囲への働きかけの仕方が、違うんだ…ということを実感した 6 年間でもありました。
学校に何を求めるか、私たち親もどんな貢献が出来るのか、そんなことを模索した時期
でもありましたが、地域の方々にも、息子の存在が認知され、みんなに温かく見守られ、
充実した小学校生活だったと思います。
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息子をはじめ、発達障がいの子どもの中は、こだわりがあったり、切り替えが苦手だっ
たり、いつもと違うことが始まると混乱してしまったり…という子も多く、つい自分の安
心できる空間のままで過ごそうとしてしまいますが、私たち親は、彼らになるべく、生き
生きとした実体験をして欲しいと感じています。新しいところに連れて行くのも、新しい
ことをやらせるのも、それはそれはエネルギーのいることです。けれども、そこを怖がっ
ていては、彼らの生きるチカラを伸ばす機会を失ってしまいます。実体験で色々なことを
こなせなければ、親亡きあと、彼らが自立して生きていく時に困るのは、彼ら自身になっ
てしまいます。ですから、放課後や週末も、なるべく色々な体験をさせるようにしています。
私たち家族は、旅行が好きなので、旅行も、年に何回も行っています。そんな生きた体験
をいっぱいして、様々な場面を実際に見て、彼らのチカラがどんどん伸びることを願わず
にはいられません。
保育園の先生方は、今担当されている子ども達、特に発達障がいのある子ども達が、や
がて大人になり、自立して、働くようになるかもしれない…その土台を築いて下さってい
るのです。その為に、幼少期、どんな取り組みをすればいいのだろうか…という観点で、
保護者とタグを組んで、その子どもの成長を見守って頂きたいと思います。
我が子の子育て記をお伝えしました。中学生の息子は、毎日、元気に学校に通っています。

5 発達障がい児への対処法～日々の工夫～
日々の対処法をお伝えします。専門家としてアドバイスと言う点もありますが、どちら
かというと、日々、発達障がいのある我が子と暮らす中で編み出したものなど、実際に
使っているものをご覧頂きながら、お伝えしてまいります。もしかすると、保育の現場で
は「あぁ、そんなのとっくにやってる。こんな方法もあるのに。」ということもあるかもし
れません。そんな時は、講演後こっそり、私に教えに来て下さいね。
さて、まずは基本の対処法です。
発達障がいの子ども達は、コミュニケーションを取るのが苦手という特性があります。
ですから、スムーズに理解してもらえるよう、次のような配慮をして下さい。
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話しかける時は、「穏やかに」「短く」「肯定的な表現で」
大きな声で「～したらダメ！」とどなったりすると、その人が「怒っている」という、
そのことだけしか感じられなくなり、話の内容を聞けなくなることがあります。
「～したらダメ」と否定的に言うのではなく、「～します」と、良い行動の方を伝えるこ
とがポイントです。たとえば、
× 「ダメダメ、廊下を走っちゃ！」

○ 「廊下は歩きます」

× 「そんなにモタモタ着替えていると ､
学校に遅刻しちゃうでしょ！」

○ 「７時２０分までに着替えます」

いかがでしょうか？
理由など細かく説明すると、内容が伝わりづらくなるので、ピンポイントで、短く伝え
ることがポイントです。
たとえば、
× 「雨の日が続いて、運動会の練習がで
きなかったでしょう。
かけっこの練習をしましょうね。
着替えた人から、庭に出て、待って
て下さいね。」

○ 「着替えたら、庭に出ます」

いかがでしょう？やらなければならないことのみを伝えると、シンプルで伝わりやすい
です。また、混乱している時は、やたらと声をかけないことも、大切です。何かを伝えな
ければならない時は、クールダウンしてから、短く伝えてあげましょう。
続いての対処法は…

前もって予定を知らせる
自閉症などの発達障がい児の中には、次何が起こるか、これをいつまで続けるのか判ら
ないと、非常に不安になってしまう子どもがいます。
これは、私たちが日常生活で使っている予定を知らせる物です。（実物を見せて、説明）
その日の予定や流れを伝える「スケジュールボード」や「カードホルダー」自分の意思や、
やりたいことを伝えるための「絵カード」な
どがあります。
これは、私のお手製の「スケジュールボー
ド」です。一番左の列に息子の今日の予定、
次の列に家族の予定、それから、朝起きてか
ら家を出るまでにやることの流れをイラスト
入りで、一番右の列が一週間の予定・・・となっ
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ています。マグネットで取り外せます。
実は、これを作る前は、一日に何回
も「今日はどうする？」
「今日のパパは
どこ？」
「明日は何をする？」
「今度の
日曜日はどこに行く？」と、一日中、
予定を聞かれていました。その都度、
答えていたのですが、適当に答えてし
まうと、そのつもりになってしまい、
あとで訂正するのが大変…という面も
あるので適当にも答えられない。かと
言って一日に１００回以上聞かれると、それはそれで面倒くさい…。だったら、自分で確認
してもらうようにしよう！ということで、夜鍋をして作りました。 これを作ってから、質
問の回数は激減。聞いてきても「自分で確認してごらん」と言えばよくなったので、母親で
ある私も負担激減。双方ハッピーにな
りました。
それから、これ。これも我が家では
重宝しています。
「タイムタイマー」で
す。赤い部分が、時間の経過によって
減っていく「タイムタイマー」は、残
時間が一目で分かります。我が家では、
息子が好きなことを始めてしまい、切
り替えが出来なそうな時に、
「この赤い
部分がなくなったら、夜ご飯にするから、降りていらっしゃい」などとして、部屋に置いて
おくと、残時間がゼロになったら、ちゃんと切り替えて行動できるようになりました。
やっぱり、本人にとって、わかりやすいということが一番大切ですね。
このように、
見通しをつけてあげることは本人の安心につながります。また、
耳で聞くより、
目で見る方が理解しやすい子どもが多
い為、こういった物を見せることは効
果的です。続いてのポイントは・・・、

集中できるようにする
彼らは、他の物に気を取られやすい、
気が散りやすいので、やらなければい
けないことに集中できるよう、「環境
の工夫」が必要です。たとえば、気が
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散りやすい子どもの席順を、一番前の真ん中、先生のまん前にすると、視界に入る物が少
なく、集中しやすくなるかもしれません。先生もすぐその子に「ほら、ここをやっている
よ！」と声をかけてあげることができます。また、音が気になってしまうタイプの子ども
には、ヘッドフォンを使用したり、外の様子が気になって授業などに集中できない子ども
には、ｶｰﾃﾝを引いて外を見えない状態にするなど、そんな少しの工夫で、本人が楽になり、
周囲も困ることがなくなれば、双方、ハッピーなのではないでしょうか。

最後に・・・
感覚過敏に配慮する
発達障がい児の中には、感覚が非常に
鋭かったり、逆に鈍かったりすることが
あります。ちょっと触っただけでも、
「痛
い」と大騒ぎしてしまう子どももいます。
本人は、大げさに言っているのではな
く、本当に痛く感じているのです。対処
法としては一度、その子どもの感覚や気
持ちに寄りそってあげて、
（
「いやだった
ね、痛かったね」という感じです）その
後、気持ちを切り替えるよう何か提案したり、更に二者択一でどちらかを選ばせることで、本
人に自己選択をしてもらうなどの方法はよいと思います。
（
「何か飲もうか？」
「オレンジジュー
ス？お茶？」という感じに…。
） ちょっと触っただけでも痛がるタイプの子もいますが、逆に、
血が出るようなケガをしていても何ともない子どももいます。本当に不思議ですね。また、自
閉症の子どもの中には、その場でぐるぐる回る子どもも多いのですが、あまり目が回らないよ
うですし・・・手をひらひらさせて、視覚的にチラチラする感覚を楽しむ子もいます。不思議
に見えると思いますが、本人は、その感覚が心地よい刺激になっているようです。 長時間没
頭しそうな時は、他のことで気を引くなどして頂けるといいと思います。
また、ある特定の音が苦手という話は先程もしましたが、たとえば、赤ちゃんの泣き声や、
救急車の音など、その苦手な対象はまちまちですが、本人にとって、不快な音に関しては、
その音がしない場所に連れていくことが、一番早い解決法です。「そのうち、この音にも慣
れるよ」と、その場にいさせることは、彼らにとって苦痛で、それが「嫌だ」と表現でき
ない子どもの場合、辛い体験として、いつまでも残ってしまいます。私達も、すりガラス
にき～と爪を立てる音は苦手だと思いますが、
「慣れなさい！」とばかりに、何回も何回も
耳元で聞かされたらどうでしょうか？本当に本人がダメなものは、ダメなことが多いので、
無理強いせず、環境などの工夫で乗り切るようにして頂ければと思います。
以上、駆け足に対処法をお伝え致しました。
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広汎性発達障がい・自閉症の子どもは、その不思議な行動ゆえに、わがままに見られたり、その
行動をおさめようと対応している親も
「甘やかしている」
と見られることがあります。けれど、
彼らが、
困った行動をしている時、周囲からは「困った子」と迷惑に感じられることも多いと思いますが、
（実
際迷惑になってしまうことも多いのですが）実は、そんな時、本人が一番困っていたりするのです。
「困った子」ではなく「困っている子」…と、温かく見守って頂ければ嬉しく思います。
反面、彼らは、個性豊かで、優れた面
もあったりします。また、出来ること、
出来ないことのデコボコの差が激しいの
も特性のひとつです。そして、これは私
も、我が子を育てながら感じていること
なんですが、彼らは、人付き合いは不器
用だけど、純粋な面、かわいい面もあっ
たりする、憎めない人たち…とでもいい
ましょうか…と、皆さんも感じてくれる
と嬉しいな…と、思っています。

6 支援者・先生方に臨むこと
私たち保護者が、支援者や先生方に望むこと…、
私が代表をつとめる三鷹市発達障がい児親の会「モンブランの会」のメンバーに、
「こん
な支援者・先生がいたら」という希望を、アンケート形式で聞いたところ、6 つのキーワー
ドが浮かびました。
１）連携 これは、先生と保護者、専門家と先生、保護者と地域の方々、保護者同士、等色々
な連携をさします。そして、この連携は不可欠です。

２）事実 子ども自身が自分に起こったことを上手く説明できないことが多いので、保育
園の先生、保護者ともに、事実を伝え合う関係性が大切です。

３）理解

障がいの特性の理解もですが、その家庭の置かれている状況も含めての理解です。

４）挑戦 発達障がいの子どもに接する際、今までの既成概念をとっぱらって対応しなければ
ならない時があります。新たなステージに飛び込むチャレンジ精神も必要です。

５）共感 もしかすると、保護者との間では、これが一番重要かもしれません。子どもの障
がいと向き合えない、子どもの現状を直視できない保護者もいて、もどかしく感
じられている先生方も多いことでしょう。けれど、保育園時代は、まだ、障がい
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児の保護者としては“初心者”です。判ったばかりの人もいます。なかなか、認
められない保護者が居ることを、まず受け止めて頂き、しんどい想いに共感して
下されば、そこに信頼関係が生まれ、次の一歩につながると思うのです。

６）プロ意識

皆さんは、きっと「子ども」が好きで、この職業を選ばれたのでしょう。
本当に、大変尊いお仕事だと私は思っています。この職業のプロとして、
自立していく子ども達の基礎を築く時期を担う者として、そしてこの仕事
で収入を得ている者として、色々学ぼう！身につけよう！試してみよう！
という、プロ意識を常に持ち続けて頂きたいと思います。人はいくつから
でも変われます。私なんて、50 歳になってから法人を立ち上げましたから。

…さて、そんな 6 つのキーワードを基に、保護者から上がった声をご覧頂きます。
アンケートなので、保護者の方も、言
いたいことを自由に言ってますが、どち
らにしても、子どもを中心に置いて、先
生と保護者が、協力しあい、見守ってい
くこと、それが出来た時、子どもの可能
性は、ぐ～んと拡がるのだと思います。
私自身が、保育園時代、先生と何でも
話し合い、乗り越えてきた…という想いが
あるので、そこがギクシャクしてしまって
いるのであれば、何とか応援したい気持ちでいっぱいなのです。何故なら、先生も、保護者も、 そ
れぞれ、その子どものことがかわいくて、一生懸命考えているのには、違いがないのですから…。
ギクシャクを埋めるには、信頼関係が必要です。信頼関係を築くには、
“お互い共感する
気持ち”と、それを“はぐくむ時間”が必要です。
大変なお仕事ですが、報われた時の喜びもまた大きい、そんな尊いお仕事だと思います。

7 保護者の方へのメッセージ
今日は、保護者の方もいらっしゃる
のでしょうか？

私も保護者です。衝

撃を受けましたよね。子どもに障がい
があると判った時…。もしかすると、
今でも認められない…そんな想いの方
もいるかもしれませんね。
それは、当然のことです。私のよう
に、発達障がいの専門の資格を取り、
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発達障がい関連の法人も立ち上げ、保護者や支援者の方の相談にのったりしている者でさ
え、ある日曜日、近くの学校でサッカー教室に参加している子ども達や、それを見守るお
父さん、お母さんの姿を見たとき、キュンと胸が痛くなることがあります。「あぁ、うちの
息子は、こういうチームに入って、サッカーをすることもないだろうし、こんな風にふざ
け合える友達もなかなか出来ないんだろうな。こうやって、子どもの練習を見つめること
も…」な～んて想いに襲われることがあります。これは、もう理屈ではありません。無理
をすることはありません。きっと、人それぞれ、何かに到達する為に必要とされる時間が
違うのです。そして、子どもの障がいを認めるということが、到達点でもないのですから…。
とにかく、元気でいましょう。そして、笑顔の時間を増やしていきましょう。
子どもの為にも…自分の為にも…。

8 私を動かしているもの
いよいよ、講演の最後になりました。
私自身を動かしているものをお伝えし
ます。
5 つの「ション」とでも言いましょ
うか。
人にものを伝える仕事をしている私
に、人にものを伝えるのが苦手という
特性の息子を授かったこと、それは、
この不思議な障がいのことを多くの人に伝えていく役割、使命（ミッション） が、私にあ
るのではないか…と感じています。
彼らは不思議な行動がいっぱい見られますが、素敵なところもいっぱいあります。そん
な彼らのことを知ってほしい、息子たちが安心して暮らせる社会になってほしい…その為
に出来ることを出来るうちにやっておきたい、そんな情熱（パッション）もあり、法人を
設立しました。そういう意味では、今までのどんな仕事より、私にとって、強い動機（モ
チベーション）があると言えます。そのような仕事に巡り合ったのは、もしかすると、大
変幸せなことかもしれません。けれど、想いだけでは、周囲を変えることは出来ません。
行動（アクション）を起こさなくては…と、50 歳になったのを機に、発達障がいの人たち
を応援する法人を設立しました。命の続く限りのライフワークにしていこうと、思ってい
ます。そうは言っても、私ひとりでは、何も出来ません。応援してくれる仲間、こうやっ
て出会った多くの方々とのご縁、そして、家族や友人、たくさんの人とのつながり（コミュ
ニケーション）で、息子も、私も、支えられているのを感じます。これからも、私は、発
達障がいの人たちの一番のファンとして、彼らの様々な面を多くの方に伝えていきます。
先生・支援者の方と、発達障がい児の保護者との連携がスムーズに行く為の「かけはし」
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となるようなことも、行っていきたいです。
本日は、長時間お聴き頂きまして、ありがとうございました。皆様のお仕事や日常に、
何かヒントになるお話が出来ていれば嬉しく思います。

講演終了後
息子の写真を
見せながら・・・
保育園にポニーがやってきた時、
じっと覗き込む息子・・・
動物とは、不思議な会話をしている
ように感じることがしばしば。
保育園の先生が撮って下さった
思い出の写真。
保育園の先生は、いつも微妙なタイ
ミングで、素敵な写真を撮って下さ
るので、我が家には、保育園の写真
だけを集めた「保育園アルバム」を
何冊か作って大切にしています。

小学校にあがり、勉強をしなければ
ならなくなると、ストレスがたまり、
家では自由に絵を描いていました
絵を描くのは大好きで、カラフルで、
不思議な絵をいっぱい描いて見せて
くれました。
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アンケート
●岩手県（平成 25 年 11 月 3 日）
参加数：41 名 回答者数：31 名
≪設問１：本日の岩手県子育て支援研修会の内容全般について、ご満足いただけましたか。≫
とても満足

満

22

足
9

やや不満足

不満足

計

0

0

31

●宮城県（平成 25 年 11 月 24 日）
参加数：48 名 回答者数：42 名
≪設問１：本日の宮城県子育て支援研修会の内容全般について、ご満足いただけましたか。≫
とても満足

満

34

足
8

やや不満足

不満足

計

0

0

42

●福島県（平成 25 年 11 月 23 日）
参加数：30 名 回答者数：25 名
≪設問１：本日の福島県子育て支援研修会の内容全般について、ご満足いただけましたか。≫
とても満足
15

満

足
10

やや不満足

不満足

計

0

0

25

参加者のことば
＊ 保護者の気持ちで話していただいたことで、これからの保護者の対応に役立つと思った。
＊ これからの保育に役立つ情報をたくさん得ることが出来た。これから意識していきたい。
また、支援者に望むことに答えられるよう努めていきたい。
＊ 二重の軍手をはめて折り紙を折る疑似体験をすることで、発達障害児の困り感を実際に
感じることが出来た。自分が思っていたより折ることが出来なかったので驚いた。支援
者だけでなく保護者の視点から見たお話を聞くことができ、勉強になりました。
＊ 具体的に実践された内容が、明日からの活動に役に立つと思う。保護者の揺れ動く気持
ちにより配慮する必要があることを気付かされた。
＊ 親がぶつかる不安や揺れ動く気持ちが具体的にわかり、明日からの保護者への関わり方
で気を付けよう！（気にとめよう）と思えました。ありがとうございました。
＊ 体験（親の心）を聞くことが出来て大変良かった。
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