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　 息子は，地域の小学校の特別支援級の4年生
です。療育を始めて2年になりますが，この2年
間のお話をお届けしたいと思います。

［スライド2］
【療育を始めたときの様子】
・姿勢保持が難しく，椅子に座り続けることが

困難。（前庭覚，固有受容覚が低反応）
・座るとき，背もたれに寄りかかり，左手は下

に落ちていた。
・見本を注視するのが難しい。
・不全感があり（これが，じーくんのポイントに

なります），コントロールの放棄が難しい。
・J☆sKep2.4 学習態勢・セルフマネージメン

ト・表出性のコミュニケーションに注目させ
てスタート。

［スライド3］

　J☆sKepが2.4点なので，本来ならば静態的シ
ステムの中でゴールをきちんと決めてあげて，

わかりやすく手取り・足取りという環境
が望ましいところではあるのですが，こ
の頃，じーくんは発達がとてもでこぼこ
で，学校では，でこぼこの中でも「でき
るところ」を見られることがとても多
かったです。ですので，流動的システム
の中で，目標や環境が常に変わってしま
う，難しい環境の中で過ごしていて，で
きることと求められることのちぐはぐさ
から，本人はこの時とても苦しんでいた
のではないかと振り返ります。

［スライド4］

取り組む目標としては，J☆sKep2.4点ですの
で，「三種の神器」，「アカデミック」，「手
を育てる」に注目してきました。
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［スライド5］
　Perception first cycleで考
えていくと，①まず，座るこ
とが難しかったです。姿勢が
崩れてしまうために，「見
る」「見つづける」ことが苦
手でした。ですので，ここで
姿勢保持のトレーニングを始
めました。
　 次に②やっぱり見本など
を，見つづけることができ
ず，「できないな，なんでか
な」と少しイライラが募って
きます。
　 ③次に，根がまじめな子
で，やろうとはしますが，字
が大きくなってしまったり，

枠もあってないような字を書いていたりしまし
た。だんだんいやになって，「これならもうこ
の課題は，おれは，おれの意思で，やらないん
だ」という発想になってしまい，ひどい時には
鉛筆を投げてしまったり，私に攻撃してきたり
することも多かったです。
　 サイクルが回っていないことはないのです
が，不自然なかたちで，正しいサイクルが回っ
てはいないなというかんじでした。

［スライド6］
【Perceptionを助けるために】
姿勢保持のための身体づくりに取り組みまし
た。
１．ボールでジャンプ　　
２．ボールに座ってバランスをとる　
３．ボールに座って身体を固める　　
４．ボールを使ってひこうき　
５．ボールになろう　　　　　

　 サイクルの悪循環を止めるために，家庭でも
療育でも，これらの身体づくりに取り組みまし
た。
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［スライド7］
　家で パソコンに向かっている様子ですが，バ
ランスボールを椅子代わりにしています。
（パソコンに向かいながら，「ボールでジャン
プ」をしている動画）
　この時，パソコンで見ているのはYou Tubeな
のですが，本人は注視しているなんていうつも
りは全くなく，バランスボールに乗っていま
す。
　

［スライド8］
【左の写真：療育を始めたころ】
　 完全にお尻が落ち，手が伸びきってしま
い，このままダーッと崩れてしまいそうで
す。
【右の写真：センター南に週に１回は通ってい
る現在の様子】
　 身体がきちんと固まっていますし，体幹が鍛
えられてきて，自分でバランスを取ろうとして
います。「脇閉めてていいね」など声かけをし
てモチベーションもアップさせつつ行っていま
す。

　［スライド9］
　療育のほうでは，図形書きをするにあたり，
1.椅子を厳選しました。
2.道具を厳選しました。（三角シャープペン→

ステッドラー→シャープペン＋ぷにゅグ
リップ）

3.左手を添える・シャープペンを持つ・書くこ
とから始めました。（1つの見本を見て，書
く）

4.実行機能に配慮して，すべきことを約束しま
した。（1，足を着く 2，左手を置く 3, 
シャープペンの持ち方）

５．サイズを調整する為に，目印として上に線
を引きます。
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［スライド10］
　【道具について】
　 三角シャープペンは，じーくんの場合
は，どうしても持つと親指がずり上がっ
てきちんと持てませんでした。これだと
少し細かったようです。
　 次にステッドラーシャープペンは，
見た目からかっこよくて，すぐに好き
になりました。持ってみると，グリッ
プの部分が太くて持ちやすく，三角の
部分にきちんと指を合わせて置くこと
ができました。「おれでもこれだった
ら持てる，書けるぞ！」という様子を
見て，私も，道具選びの大切さを学びま

した。
　 ただ，これの唯一の難点が，太いので小さい
字が書けないんです。
　それで，また三角シャープペンに戻しましたが，
じーくんにはやっぱりうまく持てませんでした。
　そこで，キャンパスペンシルに，ぷにゅグリッ
プをつけると，指も合わせやすく，感触もよい
ということで，我が家ではヒットしました。
　 このように何段階も経て，道具を厳選してい
きました。

［スライド11］
　 さきほど「見本を注視」ということを言いま
したが，右側に取り出してあるのは，単語帳で
す。図形の書き順を書いて，一番注視しやすい
ところに見本として置きました。

　［スライド12］
　 また，私が彼と触れ合うときのエチケットと
して，「お約束」ということがあります。この
図形を書くときの場合は， 1.足を着く 2.左手
を置く 3.シャープペンの持ち方（いい持ち方）
を確認します。そうやって，すべきことを明確
にすると，どうやら身体への指示が出しやすい
ようです。

　 右上の写真（以前の写真）を見ていただく
と，左手が落ち，お尻がずれ，背もたれに寄っ
かかり，きちんと座れていませんでした。
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［スライド13］
　指導してきた結果は次
のとおりです。
（スライド13）

［スライド14］

【2011年の書字】
　 一番左の写真が，2011年の
ときの字です。枠はあってない
ようなものです。字を書くのが
嫌いなので，「TBS」とか「日
本テレビ」とか，本人のモチ
ベーションが上がる言葉を書
いていました。
　 図形は，このとおり怒りが
伝わってくるような書き方で
す。

【2012年の書字】
　 ステッドラーを使い始めて，だんだん書くことに苦手感が無くなってきたころです。この時に書
いているのはまだ，「テツ＆トモ」など，本人の好きな単語や将来の夢などを選んでいます。
　 図形は，上に線を引いてあって，「この中に書くんだ」と，枠がなんとなく捉えられるように
なってきました。
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【2013年の書字】
　 もう好きな字を書いているわけで
はなく，獲得していくべき実用的な
言葉，こちらが提示した言葉も書け
るようになってきました。
　 図形はだんだんそろってきて，
「何個書くか」というお約束もでき
るようになりました。

［スライド15］
【自己意識と社会性】に立ち戻って
みると，Perceptionでは，姿勢が
整ってきたので，注目ができるよう
になってきて，枠や見本がわかるよ
うになります。「わかったぞ，モデル
と同じに書くぞ」と本人が思って書

くと，母からも「あ，できたね！じーくんかっこいいね！見本と同じじゃん！」と言われて，とて
も嬉しくなってきます。「じーくん今日は絶好調だね！」という言葉が一番好きみたいです。
　最後に，「見て，見本と同じじゃない？書き順もすごくよかったよ！」と言いながら振り返ります。

　 こうして，最初はでこぼこしていたサイクルが，最近ではきちんと望ましいかたちで回るように
なってきて，結果，不全感がなくなってきたのかなと思います。

　 今は，ステップアップして，ワーキング・メモリを育てる課題に取り組んでいます。図形を見
て，頭に留め置いて，書こうとする。見本は近くにはなく，ワーキング・メモリで留めてやってい
ます。まだなかなか大変で，苦しむ場面も多いのですが，そこでまた，このサイクルの図に立ち戻
り，「どこがうまくいっていないのかな」「それをどうしていけばいいのかな」と考えながら課題
に取り組んでいっています。

　 午前中の笹田先生のお話にもありましたが，「気持ちが下がる（不全が募る）と，やる気が起き
ない」という現象にもう捕われることなく，その根本原因はどこなんだと探すと，必ずというほど
身体のことが出てきて，やはり身体の問題は切り離せないことなのかなと感じます。「親指が育っ
ていない」「体幹が整っていない」などというところに行き着くんだということが，改めてよくわ
かりました。

　 大変ですが，コツコツやっていくしかないんですよね。やはりコツコツ積み重ねて，今の取り組
みも，いい形で皆さんと共有できたらいいと思います。

※「Perception first cycle」はTM（商標）です
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　Case:じーくん

Q.　お母さんのじーくんへの褒め言葉がすご
く特徴的だなと感じたのですが，ほめると
きのポイントを教えてください。

A. 褒め方としては，抽象的な言葉ではなく，
具体的に，どこがどのように，ということ
を言います。例えば，「お尻がきちんと後
ろに下がってえらいね」とか，左手が少し
ずれていたとしても，「じーくん，前は左

手ぜんぜん置けなかったのに，すごいね！
でももう少しここに置いてみようか」な
ど，具体的に「どうするのが僕はえらいの
か」「どうするとママから褒められるの
か」―望ましい姿をしたからママは褒めて
くれるんだな，ということがわかるよう
に，賞賛・絶賛しているつもりです。

Q.　すごく自然にバランスボールに乗ってパ
ソコンを見ていましたが，あれは一日どれ
くらい乗っているんですか？

A. 　パソコンを見ている時は，ほぼずっとで
す。時間の質問とはずれますが，パソコン
をするのはだいたいご褒美の時間なので，
喜んで座っています。

質 疑 応 答

Q.　道具の選び方のところで，椅子の写真が
ありましたが，どうやって選んだのです
か？　

A. 　これはたまたまあったものではあるので
すが，椅子選びのポイントとしては，座面

の奥行きの深さと，足台の位置だと思いま
す。座面は，ひざからお尻まで，きちんと
座面に乗るもの，座面にきちんと乗った上
で，足がしっかり地面に着く。それがクリ
アできるものを選びました。

Q.　サイクルがうまく回っていないときは，最
初は超自我が私（大久保）で，濱野先生と
お母さんがESで，「やりたくないんだ
よ！」など代弁してもらってなんとか成り
立っていました。そこから，「あ，俺でき
るかも，わかるかも」というふうになっ
て，だんだんあまり多くサポートしなくて
も「褒めてもらいたいからがこうする」と
いう様子になってきましたけれど，そうな

るまでにどれくらい時間がかかりました
か？

A. 　厳密に言うと，２年まるまるかかったと
言っても過言ではないですよね。今もとき
どき以前のようになります。

　 　時間はとてもかかりましたし，これから
も脆弱な精神をフォローしつつやっていき
ます。代弁をしなくてもよくなったのは最
近です。それは，「言うべきことをきちん
と教えてあげている」からだと思います。
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発 表 を 振 り 返 っ て

　今回，初めて教材MAXに発表者として参加させてもらいました。初めての経験のなかで感じたこと，改
めて思ったことをまとめてみようと思います。

ある昼下がりのひととき，あまり最近めっきりならなくなった家の固定電話がなったことから，それは始
まりました。教材MAXの発表者になると決まったときの私の感想は「とうとう私がこの私が発表するこ
とになってしまった…あれって，すごいママが家での療育をすごいプレゼン能力でやるものなんじゃ?!　
私そんなの無理よ?!」とその日にむけて不安しかありませんでした。

　 不安しかない中でのスタートでしたが，先生に協力してもらいながら２年前と現在の様子の比較や
Perception first cycleの理論で考えていくと「こんなに変化があったのか」「こんなに上達していたの
か」と驚きました。毎日課題に取り組むのが当たり前だったので，進み具合に気がついていなかったのだ
と思います。新たなる発見のおかげで不安はなくなってきました。コツコツ積み重ねてきた２年間は息子
を成長させてくれていたことを確認することができて自信もつきました。
　
　 代表の宇開先生が発表後の総括として私に「意外とちゃんとやっていたんだな」という感想を持ったと
話していらっしゃいました。なんじゃそれ！でしたが，当の私も「本当にそうだな」と思いました。私
は，すごいママじゃないけど，息子の現状を見つめ何が困っているか，そのためには何に注目するべきな
のかを，たすくに通うことになって自然に整理して考える習慣を身につけることができたのですね。

　 少し話はそれますが，息子に障がいがあるとわかった時期，人混みを見ると私はいつも「みんな幸せそ
う。私の子どもはこの人達とは違うんだ。私たちは幸せとはほど遠い。どうして私の子どもはその中に入
れなかったのか」と思っていました。そのとき私は知らなかったのです。私が見ていた幸せそうな人々の
中に「きちんと療育をうけて社会と良いつながりを持てている人たち」が含まれていたかもしれないとい
うことを。

　 私達は，これからもきっとたくさんの課題に取り組んでいくと思います。発表の最後にも述べました
が，大変ですがコツコツやっていくしかありません。Simply go on…この言葉が合い言葉です。そして，
たすくの先生方がいつも掛けてくださる「ずっと一緒だよ」を背中に感じながら，これからも少しずつ進
んでいきたいと思います。発表の後で宇開先生が言ってくださった「就労をねらっていきましょう！！
じーくんは企業が望む人です」を信じて社会とのつながりを持って豊かに暮らしていきたいです。

　 すごいママがすごいプレゼン能力でするものだと思いこんでいた「たすくの教材ＭＡＸ」ですが，私自
身経験してみて，そういうことではなかったなと思うに至りました。地味な日常の一こま，コツコツと
やってきた足跡こそがかけがえのないものだったのです。そのことに気がつかせてくださった今回のこと
は，ずっと忘れないでしょう。

　ご尽力くださいました，よこはまセンター南教室の先生方，ありがとうございました。
　たすくの先生方，仲間の皆さん，これからもどうぞよろしくおねがいいたします。

プレゼンター　髙橋さんより
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