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文部科学省は２ ００２年に全 国実態調査 を実 施し 、
知的発達に遅れ はないが学習 面、行動面 で著 しい困
難を持っている 児童生徒の割 合は 6.3% であ ると発
表した。こうし た子どもたち が、通常の クラ スに ２
名程度いるとい うことになり 、主として は学 習障碍、
ＡＤＨＤ、高機 能自閉症であ る。中には 、複 数を合
わせ持つ場合も ある。
学習障碍は「 聞く」「話す」「計算する 」ま たは「推論する 」能力のうち の特定のも のの
習得と使用に著 しい困難を示 すものであ り、 ＡＤＨＤは年齢 や発達に不釣 り合いな注 意力
及び衝動性、多 動性を特徴と する行動の 特性 があり、社会的 な活動や学業 の機能に支 障を
きたすものであ る。また、高 機能自閉症 とは 自閉症のうち知 的発達の遅れ を伴わない もの
で、興味や関心 が狭く特定の ものにこだ わる など、他人との 社会的関係を 形成するこ とが
困難な特性があ る。これらを 総称して発 達障 害と呼ぶが、原 因としては中 枢神経 系の 機能
に何らかの問題 があると 推定 されており 、い ずれも教育の力 により改善 で きる。
発 達 障 害 の 子 ども た ち に は、「 落 ち 着き がな く 、 授 業 中 に 席を 立 っ た り離 れ た り す る。」
「周囲の迷惑を 考えない言動 が見られる 。」「 仲間はずれにな りがちである 。」「忘れ物 が多
い。」とい った様子が見 られる 。このよう なこ との繰り返しか ら、
「自 分はできが 悪い。」
「叱
られてばかりい る。」
「みんな自分 のことを分 かってくれない。」と 思い込 むよ うになる。こ
うした特有の思 いは、見た目 に違いがな いた め周囲からは理 解されにくい 。 発達障害 の子
どもは自己評価 が低いこ とが 多いが、大 切な ことは 教育の力 で改善がなさ れ、子ども たち
の思いに応えて いくことがで きるという こと である。 間人分 校の授業は、 学年が進む につ
れ授業を受ける 態度が良くな っていく様 子が 一目瞭然であっ た。正に、教 育により改 善さ
れるということ を実践的に証 明していた 。
改 善 を 進 め る た め に は、 周 り の 大 人た ち が 、子 ど も に 対 す る 見 方を 変 え る 必 要 があ る 。
「自己主張がで きる。」
「エネル ギッシュで あ る。」
「思いやりがあ る。」など、肯定 的な視線
をあて、ほめる ことにより子 どもの自己 有用 感を高めてやる 。その際、一 人一人に違 いが
あるので、その特 性に応じた 支援、言わば オー ダーメイドの教 育を施すこと が大切であ る 。
支援の６ケ条と は、①頭ごな しに叱らな い ②ルールや手順 を分かりやす く提示する ③ 達
成可能な目標を 決めて取り組 ませる ④ ほめ 方を工夫する ⑤ 得意なこと を生かし、 自信 を

持たせる ⑥注意 の持続時間 などを考慮 した 課題を与える こ とである。 叱られてい る理 由
をわかるように 説明してあげ るとか、 適 切な 行動の仕方を具 体的に教えて あげるよう にす
る。確実にでき ることから取 り組ませ、 ほめ 方を工夫するこ とにより でき ることを少 しず
つ増やすような 方法で、セル フエスティ ーム （自己評価や自 尊感情）を高 めてやるこ とが
できれば、行動 の好循環が 始 まる。その 効果 を高めるために は、子どもの 得意なこと 、好
きなことを発見 し、それを学 習に生かす こと が重要である。 どんな場合に も、係り手 はそ
の子どもができ る方法を考え てやらなけ れば ならない。また 、 係り手が決 めたことを 押し
つけてはならな い。自分のす ることを子 ども 自身が選択でき る状況を用意 することが 重要
である。そして 、係り手は子 どもが選ん だこ とに応え なけれ ばならない。 選択の機会 を得
ることが考える 力を育むこと につながり 、「 できる。」という 自信が、自 分の生活を 自分 で
作り上げていく という思いを 育てること につ ながる。支援と は、ちょっと した教育の 工夫
により、子ども に望ましくな い行動を自 覚さ せ、自分の言動 をコントロー ルするテク ニッ
クを身につけさ せることであ る。 障害を 受容 し、自分の得意 な部分を生か して仕事を して
いる方もある。
障害があっても なくても、人 間には違い があ る。 私たちは互 いの違いを受 け止め、 認 め
合い、相互に育 ち合っている 。発達障害 の子 どもに少しばか り手がかかる ことは確か であ
ろうが、地域社 会の中で安心 して成長で きる ようにしてあげ ることは大人 の役割であ る。
子どもたちが社 会に出るまで のプロセス の中 で、学校教育が 果たす力は と ても大きい 。丹
後をそういう温 かい地域にし ていってほ しい 。

