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パニックへの対応

里子の発達障害への理解と対応
11月9日 ゆずりは研修会

みなさんにお伝えしたいことを抜粋しました！

発達障害はサポートをしやすいように、『暫定的に』作られた基準によって
診断されます。『日常に支障をきたしている』ことが診断基準の１つとなり
ます。文化の違いで、支障になることも、ならないこともあります。
例えば米国では、授業の途中で意見や内容に関する会話をすることが
認められる文化があります。発達障害という線引きが、個性を認めない社会や
差別に繋がってしまう可能性があると、危惧する専門家たちもいます。

・自閉症スペクトラム障害
・自閉スペクトラム症（ASD）
・注意欠陥・多動性障害
・注意欠陥・多動性症（AD/HD）

発達障害って？ こんな友達いませんでしたか？

発達障害の分類「DSM-5」

特性を含めて受け入れる

今日からチャレンジしてみよう

質疑応答
『現在5歳の(少し知的な遅れあり)を受託して3ヶ月』

【質問者】幼稚園に入園して何回かお弁当を作りましたが、
子どもから「ママ上手にできないね」って言われます。今朝も
子どもの要求のおかずを入れたら大喜びなんですが、自分で
袋に入れたい気持ちを尊重して渡すと、振り回しぐちゃぐちゃ
です。
開いてみて「ママどうして上手にできないの？」って…悪気も
ないようです。お弁当が崩れてしまったので、他のお弁当箱を
持ってきて、残っていたおかずを入れ直し振り回さない練習を
しました。でも袋に入れたとたん、また振り回しました。で、また
崩れたお弁当を持っていきました。根気よく待つってことです

かね？

【講師】そうですね「お弁当を振るとぐちゃぐちゃになるね、
残念だったね、振らずに持っていってね」と声をかけ、いつか
思い出になると考えてやっていくといいと思います。お弁当を
作ってから来たのですね、お疲れ様です。
【質問者】帰ってきたら「ママお上手にできませんでしたね」って

言われるのですけど

【講師】経験するとわかるようになりますよ。

【質問者】幼稚園では、一日中しゃべり続けていて、子ども達から
「静かにして下さい・しゃべらないでください」と言われ、辛い
思いで帰ってきます。外を歩いていても車に興味がいくと走って
行っていくので、手を離さないなど気を付けています。
幼稚園ではみて頂けているのですけど、小学校は支援級なのか？
普通のクラスは無理なのか？幼稚園の先生には知的に障害が
あることを伝えてます。

講師紹介
武蔵野大学心理臨床センター
主任相談員　上原　由紀
2008年から現在に至るまで

埼玉県中央児童相談所

および武蔵野大学心理臨床

センター子ども相談部門にて

勤務

2 0 1 7年同大学院にて

「不適切な養育環境を経験

した子どもとその保護者に対する親子相互交流療法

（PCIT）の有効性に関する記述研究」で博士号取得。

現在、同大学非常勤講師

臨床心理士、公認心理士

「広汎性発達障害（PDD）はDSM-5で自閉症スペクトラム障害ASD）に再編
されています。

【講師】話せるっていうのは一つの能力です。封印してしまうと
良さを消してしまうので、どこで話すべきか分かるようになる
までは、別室に行くとか。小学校もおそらく周りの子から同じ
様に言われちゃうので、お家でよしよしをして、幼稚園では
ちょっと頑張る(そのバランスと判断はとても難しいです)
トレーニングを。学校に行きたくなくなっちゃうようであれば
頑張らせないこと(行かなくなると色んな機会が奪われてしまう
ので)。もし静かにできたらめちゃくちゃほめる。一日へとへとに
なって帰って来るので「幼稚園に行って偉かったね」と毎日
ねぎらって励みにしていくといいと思います。｠｠
発達障害とか少し遅れを持つ子どもたちの母親が、一番最初に
ぶつかる壁は小学校です。小学校でなんとかさせるために
家でもしつけしなければいけない等よく聞きます。
「大変だったね、よく一日頑張ったね」と言って貰える場所が
あって、本人がそこで頑張れるのであれば頑張らせる。
これ以上頑張らせると折れちゃうなと思うのであれば、先生と
本気で今後の対応を相談しても良いかもです。＊スペクトラムとは「連続している」という意味です。重なり合うように発達 

　特性が出るため、症状は人により様々です。

その子の言動を観察し、その場で対処しながら理解を深め、謎解きできるのは養育者だけです。発達障害をなんとかしようと
思わず、特性によって生じた困難さをどう解決するかを考えましょう。「可愛い、可愛い」と言ってくれる人たちに触れる機会を
つくることも大切です。いつも…というわけにはいかないかもしれませんが、発達特性をおもしろがれるようになれば子育てを
楽しむプロになれるかも？(＾ー＾)

幼児のパニックは、抱っこ等で落ち着く事も多いです。幼児以降の一番の方法は「刺激を減らす
（注意するのも刺激になります）」ことです。
必要であれば幼稚園・保育園・学校などにも一貫した対応をお願いしても良いかもしれません。
一貫した対応ができなくても、繰り返しやる事によって定着することもあります。

指示と結果
やって欲しいことをわかりやすく伝えます。「走らないで」→「歩いて・止まって・隣に来て」
「○○しないで」は、精神的に否定されたように感じます。「静かなところで遊ぶ？外に行く？」と選択肢を与えるのも有効です。
発達障害の子は、批判され傷つきがちなので、当たり前のことを褒めることが有効です。
人に認められている子は、人を認めようとする気持ちが出てきます。変化させたい行動は、積極的に大げさに、ジェスチャー
（グッドポーズ・拍手など）をつけ、褒めることが大切です。
大人になってから先はその子自身が、どう対処するかを選択しなければならないのです。「自分の特徴を知って対応する力」が
必要なので、「プリントはここに入れよう→忘れやすいから」「相手からイヤって言われたらやめよう→気持ちに気づくのが苦手
だから」と理解できるように支援するのも大事です。

講習会会場の様子

・おしゃべりが止まらず、次から次へと話が変わる子
・考えるより先に体が動き、ケガをしやすく、うっかり物を壊してしまう子
・皮肉が通じず、理屈っぽく、ロボットのような委員長タイプ

発達障害っていうラベルを張らなくてもその子の特徴とかどんな
傷つきをしているか？というのを自分が理解していれば自分の
養育もまた一歩いいものになるというヒントを得ました。（Hさん）

「生活に支障はあるか」で判断をし成長を見守ることが大事
だと理解いたしました。子どもと一緒に謎ときをするという
考え方は参考になりました。（Ａさん）

実子、里子、発達障害の有無等、背景は違っても子育てや成長の
節目で悩んだりつまずいたり、共感できることがたくさんあると
思いました。（Ｋさん）

先生は、専門家を活用することと、セルフケアの重要性を
話されました。
余裕がないと考え方が狭まり、感情的な対応になってしまう
ことを心配されています。
私たち養育者も、子ども達の抱えている問題に寄り添い、
個性を認め合えるような社会になって欲しいなと思い
ました。

養育している里親さんにとって、多くの人に知って理解しても
らうことが、本当に大事なことだと思いました。（Ｆさん）

皆さんの感想
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取材班の感想
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中央ゆずりは会

越谷さくらんぼの会

南はなみずき会

熊谷やまなみ会

所沢里親会

川越はつかり会

今年も、昨年好評だった東武動物園での、日帰りレクを行いました。
大人64人、子ども35人、児相職員7人、総勢106人という記録的な人数でした。天候にも
恵まれて広い園内で楽しむ事が出来ました。今回は未委託の里親さんが、子どもと交流する
機会を作ろう、という新企画で、里親さんとお子さんをマッチングして、遊ぶ時間を設けました。
お昼ご飯の後は、恒例の「宝釣り」と親父の会企画の「クイズ大会」でした。ビバラロック
運営様からの寄付の品物を景品にして、子ども達は盛り上がりました。午後からは、里親さんと
未委託の里親さんが、暖かいテラスで、質問をしたり、話し合ったりと交流を
深められたのも有意義な時間でした。久しぶりに集まる事が出来て良かった、
という感想も頂きました。子ども達は、好きな動物と触れ合ったり、友達と乗り
物に乗ったりと、楽しむ事が出来て、笑顔がたくさん見られた一日になりました。

11月7日（日）、西武園ゆうえんちにて未委託家庭を含む全26組に南児相職員を加え総勢75名の
参加で日帰りレクを開催しました。手作りのスタンプラリーカードと目印のバンダナを受け取り入場。

12月9日（木）  母の会＆　 の会合同開催…テーブルごとにコロナ禍の近況や、交流中の子どもの様子などを共有しました。
12月19日（日）  クリスマス会…子ども達へ児相長サンタさんにお手伝いいただき、本をプレゼントしました。
1月16日（日）   研修会…オミクロン株急拡大により集合開催を中止し、小児科医の講義を録画して後日YouTubeで限定配信しました。
2月10日（木）･3月10日（木）　　Zoomお喋り会…コロナ対策を中心に医療従事者の会員も交えて情報交換を継続しています。

川越はつかり会では3月6日（日）の午後Zoomによる親子レクを行いました。レク係さんより事前に各家庭にケーキが届けられて
いてケーキをみんなでいただきながらの催しとなりました。
はじめに会長挨拶があり、ビンゴゲームなどで盛り上がりました。ビンゴゲームにはなんと嬉しい景品もあり子供たちも大喜びでした。
しばらく顔を見られなかった子が見られたり、久しぶりの交流を持つことが出来て、近況もお互いに
確認することができました。
レク終了後には、短い時間ではありましたが、親たちの懇談会もテーマを決めて行うことが出来、
参考になる有意義な場になりました。
全体的にとても楽しく運営することが出来ました。
新しい生活様式の中、試行錯誤でまだまだ課題点は多くありますが新しい取り組みのひとつと
して今後も続けていければと思います。

日帰り秋レクin東武動物公園2nd

レク開催は感染対策に十分配慮しながらの開催になりました。

制約がある中、企画していただいたレク係さんに感謝！

昔懐かしい昭和の商店街を巡り、ゴジラ等のアトラクシ
ョンを満喫しました。
特にスタンプラリーは、「友達と黄色いバンダナの人を
探し『シールください』って集めまくるのが楽しかった！」
「小さい子達が寄ってきてくれて喋るきっかけになった。」等の声が多数聞かれ、大好評
でした。

地区会でレク！
【飯能里親会】
11月20日(土) 飯能にちにちのはら園庭にて参加人数23名
じゃんけん列車、宝さがし、鬼ごっこ、じゃんけんスタンプラリー、
木登り、自然いっぱいの中で楽しく過ごしました。
3月26日(土)
全体としては、３年ぶりにお祝い会を開催しました。
コバトンとさいたまっちも来てくれました！

【初!!3市合同レク】
1月9日(日) 朝霞市青葉台公園にて参加人数31名 (朝霞・
志木・新座)合同で公園遊びをしました。
コロナ渦でイベント等がことごとく中止になり里親、里子の交流を
はかることができませんでした。
そんな中、里親は久しぶりの顔ぶれもあれば、初めましての
顔も。子どもたちも最初は恥ずかしがって一緒に遊びませんで
したが、だんだん時間がたつに連れて年齢も、性別も関係なく
歓声をあげて仲良く遊ぶ姿が見られました。
ママの方は里親ならではの子育ての悩みに花が咲き時間を
忘れるほどでした(笑)。日曜日と言うこともありパパたちも数名
参加してくれたご家庭もありました。
また何より子どもたちの成長が見られ、可愛い笑顔に包まれた
楽しい1日となりました。これからも成長を見まもりながらまた
楽しい企画を考えて集まりたいと思いました。

【収穫体験サロン】
広大な畑に趣味とおっしゃり、様々な作物を育てていらっしゃる会員のご家族様のご厚意に甘えっぱなしです。
お子さんの体験学習として、大人には気分転換にもなっていただいているようです。５月、６月、10月と3回、10日間の楽しい開催
となりました。
施設の里親専門支援員さんの心強いご支援ご協力もいただくことができました。
【入進学・卒業を祝う会】
新型コロナウイルスの蔓延防止等重点措置の終了となり、
3月28日(月)に会食をしながらのお祝いの会の開催ができました。
お子さんたちのたくさんの笑顔が最高の一日になりました。

【イースターエッグパーティ♪】
越谷さくらんぼの会では、2月20日(日)に、オンラインにてイースターエッグ
パーティー「みんなで工作をしよう」を行いました。
工作内容は、紙コップなどを使いウサギの可愛い容器2作品を沢山作ったり、飾り付けを
盛ったりと各自それぞれが個性豊かな作品を楽しく作る事が出来たと思います。工作を
しながら近況報告など情報交換も出来て、とても有意義な時間を過ごす事ができました。
まだコロナが続くのかなと不安もありますが何か皆んなで楽しめるイベントが他にも沢山
あるといいなと思いました。
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日々

20年後

委託より2年

新しい家族

たくさんの「嬉しい」

成長と幸せ

中央ゆずりは会　T

南はなみずき会　ダイズの母

川越はつかり会　Y.Y

所沢里親会　Y.M

熊谷やまなみ会　N.M

越谷さくらんぼの会　A

さん

さん

さん

さん

さん

さん

Ｍちゃんが我が家の家族になって早7年が経ちます。乳児の時に
迎え入れてから、これまでとてもあたたかな時間をともに過ごして
まいりました。
それまでは夫婦二人自由三昧の生活をしておりましたが、Ｍちゃんと
過ごすようになってから生活は一変です。主人はMちゃんに
出会ったその日からメロメロハート目になりました。ここだけの話で
すが主人は8歳になった今でもＭちゃんにひっつき虫です。会社
帰りの「ただいま～」の言葉は「Ｍちゃ～ん」に変わってしまいました。
初めての赤ちゃんとの共同生活で初めてづくしの感動の物語が
始まっていきました。上の歯が生えたこと、初めて発した言葉が

3年前に小学1年生の男児と毎週の交流が始まり、とても楽しく待ち

遠しくなり、次第に家族になっていきました。現在4年生になり、先日20

年後の自分へ手紙を書きました。「30歳の僕は元気ですか？ユー

チューバーをやっていますか？楽しく生きていますか？10歳の僕は

スイッチのフォートナイトを楽しんでいます。犬のダイズとよく遊んで

います」と写真を貼り、犬の絵を描きました。夢中で彼との今を生きて

Aを我が家に迎えて2年、5歳半の年中さんに
なりました。5歳になりしっかりしてきて、家族に
対する気遣いも少し出来るように。体重が
増えすぎてしまった…。痩せられると良いけど、
体を動かすのが好きなAだから、まずは運動
量を増やそうか。
あなたは過酷な運命にも負けず、懸命に生き
ている。家族の誇りです。あなたが居れば父も

短期委託を２人経験した私達に初めて特養
前提の４歳の女の子が来ました。自分の家族の
元に帰る短期と違い、私達が家族となる為の
信頼関係を作る為、今迄と違った視点での
対応が必要でした。
乳児院で育った為、父母の概念がなく家庭を
知らない子供でした。
よく笑う子でしたが初めは怒ったり泣いたり
する事はありませんでした。

Ｓ君の初めてのズリバイは〇か月目の寝かしつけの時。
あまりの嬉しさに夜にも関わらず「ちょっと来て―!!」と大きな声で
主人を呼んでしまいました。
私達は寝かしつけも忘れてＳ君を称賛しました。
ズリバイがなかなか出来ず、もうそのままタッチになるのかなと
思っていた矢先、Ｓ君の急な成長に驚きました。　
その日からぐんぐん成長し、狭い椅子の下など我が家の獣道を
ずいずい進みます。今日も朝からティッシュでチアリーダーに

実子に恵まれなかった私たち夫婦に希望を与えてくれた里親
制度。その私たち夫婦とご縁が結ばれたのは、生後3ヶ月のTくん
でした。紹介を頂いた時の大きな喜びと初めて会った時の緊張は、
言葉に表すことができないほどでした。そして現在、生後10ヶ月
となったTくんは元気にすくすくと成長しています。出会った頃は
きちんと首が座っていなかったTくんが、今ではつかまり立ちを
しています。Tくんの成長の早さに毎日驚かされ、日々成長の

「いろんなせかいのフルーツ」南はなみずき会 A.Mちゃん 「トミカの道」所沢里親会 う～やんさんのTくん 「おしえてくれニャン」熊谷やまなみ会 N.Nちゃん 「アスレチック迷路」熊谷やまなみ会 S.Yちゃん 「猫の貯金箱」熊谷やまなみ会 S.Yちゃん 「さめ」越谷さくらんぼの会 Sちゃん

母も頑張れる。かけがえのない感情を
私達にくれてありがとう。あなたが何処へ
行き、どのように生きても、血の繋がりは
無くとも心はずっと家族だよ。
我が家で生きる力を付けて羽ばたいて
行っておくれ。それを見届けられれば父も
母も満足です。

「パパ」だったこと、ママが留守にした時にこの世の終わり
みたいに大泣き大泣きでおばあちゃんやパパを困らせたこと、
初めの１歩は２歩だったこと、などなど、何もかもが輝かしい
時間です。現在はとてもダンスが好きな女の子に成長しました。
これからも一緒に～よろしくね～。

唯一のお試しが「お母さんの事好きじゃない。
お母さんも私の事好きじゃないでしょ。」でした。
娘が大切で大好きな事は伝えてきたつもり
でしたが、まだ伝えきれていない事を娘に謝り
ました。
もうすぐ６歳になる今ではお互いに大好きと
毎日何度も伝えあいすっかり甘えん坊でよく
怒りよく泣く娘になりました。

いますが、私も20年後を想像してみました。

どうかこのまま心優しく成長してほしい。よい

仲間に恵まれ彼らしく笑顔で生きてほしい。

そして、ずっと見守る家族でありたい。未来

に向かって今があることを忘れずに、彼との

暮らしを楽しみたいと思います。

なっているＳ君。元気いっぱいで家中が遊び場になり、目が離
せないのもまた嬉しい悩みです。
今はまだまだ小さいＳ君。できることが1つ
増えただけで大ニュース！できることが
増えたことも嬉しいし、何より１つできたことで
Ｓ君の笑顔が増えていくことが嬉しいです。
その１つ１つを楽しみに、それらが積み重なって
成長していく姿もまた楽しみにしています。

喜びを感じています。だからこそ少しずつ成長していくTくんの
「今この瞬間」が愛おしくあり、その瞬間に立ち会えている
幸運に感謝し、幸せを感じています。
これからも少しずつ元気に成長して
いく彼の幸せを願い、私たち夫婦も
里親として成長できるよう子育てを
楽しみながら頑張ろうと思います。
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