
班 どんなことに気を付けて観察しますか？ 自分ならどんな支援を試みますか？
・待ち時間 ・理解に合わせた見通しのつけさせ方をする

・友だちとの距離
・不器用であれば、個別に練習（自信をつけてから
取り組　　　む）

・行動が起こる場面
・言葉でコミュニケーションできれば、事前にアナウ
ンスしておく

・見通しが立っているか ・子どもができることを、周囲でも楽しんでできる活
・何がしたかったのか ・最後か最初に見せ場をつくる（できる活動）
・力の加減 ・できた部分を認める。輝けるところを設定
・したいことや、したい遊びがあるのか ・感覚過敏があるなら、逃げ場をつくる
・快、不快（気分）

・活動内容
・一つの活動でも、子どもの能力に応じたポイント
をつくる。（他のこどもと差が広がりすぎないよう配

・周囲への配慮（友だちへの危害） ・活動の時間、短く。活動の中で体を動かす機会
・言葉の理解
・人とのコミュニケーションの取り方
・支援の必要な子どもの講堂前の原因を考え
てみる

・活動の中でその子の好きなことを見つけ、好きな
タイミングで参加できるようにする

・相手の発言や反応をみる ・のせてあげて、時には厳しく

・好きな褒められ方、高い高い、
・見通しを持たせる（事前に何回か練習するとか知
らせる）

・その子の行動パターンを見極める ・視覚支援　　写真やカード等

・好きなおもちゃ、あそびはどんなことか？
・支援の必要な子どもにすぐ対応できるように、大
人が近くにいる
・自信をもって取り組める役割を考える
・出来上がりを見てから参加するようにしていた
・まず、相手と距離をとるようにあうる。落ち着くま
でそばで待つ

・何故それをするのか
・事前に知らせておき集団でするときに不安になら
ないようにする。

・気持ちの高ぶり、感覚的なのか ・絵にかいてすることを伝える(見通しを持てるよう
・相手が同じor違う？ ・一部だけ参加させてあげる
・どんな環境状況の時にそのような行動に出る ・参加出来たら褒める、できたら遊びをさせてあげ

・誰に対してなのか、大人なのか
・ご褒美やスタンプなど頑張れるように楽しいことを
用意しておく

・家では起らないのか

・音楽会etc.本人の興味ありそうなものへ導くﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑの練習時に良い点があれば思い切り褒めてあ
げて「成功できたらいいね」「参加出来たらいいね」
という方向に持っていく。「昨日は暴言はいたけれ
ど今日は何もしなかったね」と
・イベントに参加する前に約束する。物を投げたら
外に行かない。投げなかったり、暴言を吐かなかっ
たら褒める。約束通り外に行く。
・スケジュールを示す(見通しを持たせる）

・なんでこのような行動をしてしまうのかを観察
する

・担任の先生と協力しながら補助の先生と個別場
面の中で子供のできそうなことを見極める

・何をしたいかを探る
・事前に今日のスケジュールを伝える(練習の時間
や予定の変更などを伝える）

・その子の表情、良かれと思ってやっている？ ・相性の合う子の横に(手伝ってくれる子）

・関わり方が分からない、遊びたいかも？
・参加少しでもできたらおOK,100％できなくても良
いという逃げ場もつくる

・ともだちに対して何を求めるのか ・何故参加できないかを考える
・危害が出るまで見守る ・個別で先に経験しておく
・対象となる子がいるのか、いないのか ・最初はそのこのできるところまで(強制しない）
・切れる前にフォローする ・ご褒美シールを作る
・友達にどうしてほしかったのか聞く ・役割を与える
・その子が起こした行動の前の状況を見る ・出来ているところを細かく認めて自信につなげる
・その子の気持ちを受け入れながらことばをか
ける

・その子のできる事、好きな事、得意なことを把握
し、できるところに参加する

発達障害のある子どもの支援ミーティングvol.3 第2部ワークショップでの意見出し
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・人との距離感が近く、友だちに抱きつく、顔に触れる、なめる等衝動的に動いてしまう。
また自分の思うとおりにできないときや、友だちが言うことをきいてくれないと、
瞬間にキレて、暴言をはいたり、物を投げたりする子ども（5歳児）への支援



・物を投げる場合はその子を否定せず「物を投
げる行為がいけない」ということを伝える

・その子のできるプログラムを取り入れ、できれば
最後は達成感が持てるようなプログラムにする

・同じ子供にするのか、どんな時するのかなど
本児の様子を気を付けて観察する

・友達嫌な気持ちをの伝え良いかかわり方を具体
的に知らせる

・言葉かけをしながら目を離さずにケガのない
ようにする

・出来ることを企画の中に取り入れて損場面は参
加できるようにする

・いつ誰に対してどんな時にどんな状況でどの
くらいの頻度で何がきっかけではじまるのか記

・興味のある物を取り入れ達成感を味わえるように
最後の方に取り入れる
・マンツーマンについて見守り座らせる間合いは他
児との距離を取る
・その子が楽しみながらできる内容、部分に参加
し、練習するときは褒めながら達成感を感じるよう
・連絡の段階では少し見守ったり、無理に入らず、
全体が落ち着いた時に誘う

・きっかけを探す ・補助をつけて褒めて参加していく
・マンツーマンでつく ・本人が好きな内容を取り入れる
・動くきっかけは何か ・安心できるようにする
・誰に対してもするのか？対子ども？大人？ ・何を求めて行事の際に支援していくのか
・落ち着いているときはどんな時か ・投げるものを近くに置かないようにする

・遊びたい子や好きな子がいるのか
・保護者に状況を伝え理解してもらっていく(個別の
関わりへの理解）

・刺激になるものを置かない ・視覚的資料を個人に合わせて使用する

・先に助言していく（スケジュール）
・大人や他児と（立ち位置を取る）楽しめるような役
割をして集団として取り組む

・内面表現の度合い ・行事内容を見直す
・配席に気を付ける ・その子の発達に合わせた内容にする

・良いときと悪いときの違い
・他児がしている様子を見せて出来そうなところだ
けしていく

・問題行動がどういう状況で起きるのかを見る ・視覚的に見えるように報酬が分かりやすく
・何があって切れたり暴言を吐いたりしている
のか

・子ども同士が助け合えるように対象以外の子ども
に言葉がけをしていく

・問題行動が起きた後の様子を見る ・活動の見通しが持てるよう順番を提示していく
・キレたり暴言を吐く相手が特定の職員なの
か､児童なのか

・その子どもが好む先生の言葉がけを持続させて
いく

・その子がどの発達段階にいるのかを見る
・前段階で誰もが楽しめる達成感を味わえる活動
を入れていく

・どこまでその子供が達成できるのか ・その子が出来ることから取り組み、次の課題へ

・顔のどの部分に触れているのか
・その子の発達に合わせる。無理のない課題を考
えて、取り組めるようにする。達成した後は報酬

・どんな時にどんな状況の時に抱きつくのか、
触れる、またなめるのか

・その行動が起きる前に気をそらして、のぞましい
行動へもっていく

・抱きつく友だちはきまっているのか
・その子の近くにいて、できていることを本人に伝
えていく（声かけ）

・周囲をどれだけ意識して動いているのか ・適切な表現（ハイタッチなどで）
・場所、特定の人、しない時 ・適切な距離を教える

・問題行動の直前に何が起きているか
・落ち着いたときに振り返りと、のぞましい言動の
指導（こんなときは、こうするいいよ）
・その子がちょっと頑張ればできそうな目標話し
合って決める。
・少し離れたところでクールダウン
・役割を与える(ボタンを押す）

・分析する　どんな時か？（場面）誰に？(特定
の子か）場所？、時間

・好きな事や興味の持てることを内容に取り入れる

・どんな行動が出ているか
・好きな気の合う友達と活動に参加できるようグ
ループやチーム、配置など配慮する

・背景　家庭､生育歴、体験、好きな事、興味、
得意な事

・本児がちょっと頑張ればできる(理解)ルール、約
束を必ず一つ作る

・友だちが傷つかないように、止められるように
その子のそばにいる

・”できた””やったー！”という達成感が、将来の良
い経験につながるように今を大切にする

・達成感、ルール、を守る
・友だちが(心も体も)傷つかないように行動を寸前
に止めるため大人がそばにいる

ルールを守ったり友だちの言葉に耳を傾けたり
したことで楽しい、面白い,嬉しい、体験が出来
るように保育を進める
・楽しみや好きなことは？ ・抱きつき・顔に触れていいのは、父母(特定）と決
・何故なのか、理由を探る ・風通しが持てるように、流れや動き(本人）を伝え
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・保護者(母)との関係・接し方、距離感
・小さな役割(達成可能）を持たせて成功を積み重
ねていく

・距離感は場面によって違うか？ ・自分でやって楽しい楽器や役を探り、設定してい

・抱きつきや触れる力のかけ具合
・抱きつきや触れる前に止めて認められる動作や
行動を伝えてあげる

・兄弟との関係
・キレる前に「こんな風に言えばいいよ」「すればい
いよ」と伝える

・軸になる存在(どんなタイプ）？
・人の肌の感触に近いクッションなど、用意し必要
な時持つ

・興味・関心あるものは？参加（主体的に）でき
ることは？

・行動を絵で示し、自分の行動への理解を進める

・どんな時にそうなるのか、じっくり観察をする ・イライラしたらクールダウンできる場所を設けてお
・自由活動の場面、設定(課題)活動の場面、切
り替え(移行)の場面

・キレそうになったら担任に伝えに行くルールを作
る

・友だちの反応を楽しんでいるレベルか？
・相手の気持ちを感じているか？
・抱きつく…感触を求めている？
・声の大きさ(トーン）
キレる原因は？どんな場面でキレているの
・生育歴との関係があるのか？
・前後の背景 ・何かあった時に本人が落ち着ける空間を作って
・問題行動の背景 ・やり始めたことを認める
・その子供がどのようなことに敏感に反応する
か？原因は何か？

・視覚支援(タイムスケジュール、トークン等）

・周りの子供たちの話しもしっかりと聞く ・目印になる場所に印
・表情 ・事前に伝えておく
・様子を見ながら声かけ ・普段から保育同士が連携を取る体制を作る
・子ども同士の関係性 ・適正な表現方法を伝える
・周りの言動 ・最後だけ参加（その子がしんどくならない参加の
・行動を関わるタイミング
・瞬間にキレる少し前の様子はどうか？ ・応援リーダーになって攻撃するエネルギーを変え
・相手の反応の傾向を把握する ・本人の得意なことが生かせる役割を決めて参加
・どういう時に抱きついたり、なめたり等してい
るか

・本人の好きな活動で興味が持てる一定の時間か
ら始めてみる

・何（誰）に向かって暴言を吐いたり、物を投げ
たりしているか

・その子に合った楽しみをプログラムに取り入れる

・瞬間にキレる少し前の様子はどうか？ ・少しでもできたことを褒める
・どんな時に距離感が近くなってしまうのか ・事前（前日）どこで何をするか具体的に知らせて
・何故その行動を取っているのか、気持ちを受
け止めて指導できているか

・距離が近くても許してくれることグループにして距
離をつかむまで慣らさせる

・何故その行動をとったか理由を考える
・全体の流れをイラストなどを使用し、分かりやすく
説明してやる

・言葉にするのが難しいようなら代弁していく
・一つ一つにくぎりを持たせてやり、ここまでと分か
りやすい目標を持たせ、区切りごとに理解している
か確かめてやる。またわからない所はない？と声

・どんなときにどういう行動をとるのか（相手、 ・プログラム全体に参加することを最初は求めない
・何に興味があり、相手と同じ動作がしたいの
かを見分ける

・本人の好きな所から参加させ徐々にプログラム
への参加時間を増やしていく

・加配の先生と一緒に行動する（加配の先生と
の人間関係を導いた上で）

・音が大丈夫かチェック

・親との事前のﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・集団に入れるか
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