
【注意事項】冊子をご覧の皆様へ 

 

本冊子をご覧いただき、ありがとうございます。 

 

冊子内に記載されている障がい福祉センターあしすと 発達支援係は、 

平成 29年 4月 1日よりこども支援センターげんき 支援管理課に 

移転しました。 

 

電話番号には変更ありませんが、電話受付時間、場所の変更が 

ありますので以下に記載させていただきます。 

 

ご確認いただければと思います。 

 

 

こども支援センターげんき 支援管理課 発達支援係 

足立区梅島三丁目２８番８号 

 

受付、相談、面接、評価は随時行います。（予約制） 

月～土 8時 30分～17時 

電話 03-5681-0134 



〜  一人ひとりの子どもの発達を支援していくために  〜

足立区

『遊びと発達』

気になる子のＱ＆Ａ「遊びと発達」

発行年月：	平成２５年３月
発　　行：	足立区障がい福祉センター　あしすと
	 発達支援係
	 足立区梅島三丁目３１番１９号
	 電話　03-5681-0134（直通）
登録番号：	２４－１７１３
印　　刷：	株式会社	巧文社

再生紙を使用しています

気になる子のＱ＆Ａ



はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

遊びって？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

身体や心の発達をもたらす感覚刺激・・・・・・・・・・・・・２

さまざまなＱ＆Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

遊びと工夫の一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

遊びの紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

家庭でできる工夫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７

手作りおもちゃの紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

発達障がいについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９

あしすと　発達支援係

　　および幼児発達支援室のサポート・・・・・・・・・３１

おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

目　　次



1

は　じ　め　に
　障がい福祉センターあしすと発達支援係には、新規だけで年間４００組以上の親子が発達
相談に訪れます。相談内容で多いのは、「ことばが遅い」「落ち着きがない」「手先が不器用」

「運動が苦手」などです。
　
　障がい福祉センターあしすとでは、平成２１年に、気になる子のＱ＆Ａ「子育てと保育」
という冊子を作りました。この冊子では、子どもの日常生活で気になる様々な行動について、
対人面やコミュニケーション面に発達上の課題やつまずきが隠れている場合があることを紹
介しました。
　子どもの状況を知り、つまずきに気づくことで、周囲（家族や保育園・幼稚園など）の大
人ができることを探るために、活用していただけたことと思います。

　今回は、身体を使い楽しく遊ぶことで、発達の課題やつまずきへの対応に役立つ遊びを紹
介したいと思います。
　子どもの発達は遊びと密接に関わっています。子どもは遊びを通して身体や心の発達をの
ばしていきます。
　この手引きを読んだ方が、子どもの身体や運動の能力がどのように育ち、伸びていくのか
を知り、一人ひとりの子どもに合わせて接することで、できなかったことができるようにな
ったり、その過程を楽しむ中で自信と笑顔につながり、子どもたちがのびのびと過ごしてい
けるようになることを期待しています。

　遊びって？
〜子ども達の豊かな遊びと育ちのために〜
　子どもにとっての遊びとは？
　楽しいこと、好んでやりたいと思っていること、答えが決まっていないこ
と、場所ややり方が決まっていないことであって、最初からルールが決まっ
ているのではなく、「楽しい」「新しい」「心地いい」を追求する自由な活動です。

　遊びは基本的には自発的な活動です。
　自分の持っている力を精一杯発揮しながら環境に働きかけ、試行錯誤を繰り返す活動です。
遊びは、環境との相互作用で起こります。
　例えば、坂があったらのぼりたくなる、穴があったら覗きたくなる、などです。遊びには
子どもを夢中にさせ何度も繰り返し行わせる魅力があります。

　もしも上手にできないことがあったら、「練習させよう」「たくさんやらせよう」とする前に、
「どうしてできないのかな？」と考えてみてください。そして、上手にできるようになるため、
発達を促すために、遊びにちょっとした工夫を加えて子どもの好奇心をくすぐってみましょ
う。きっと自分から繰り返し挑戦するようになることでしょう。その結果、上手にできるよ
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うになるかもしれません。

　今回は、子どもの生活の中で、保護者の方がちょっと困るな…と思っていることを、「ど
うしてできないのかな？」という視点で考え、また遊びを通した活動の中から、上手になる
ヒントを探していきたいと思います。

楽しく遊ぶポイント
★�子ども一人ひとりが主体的に力を発揮して主役になれ
ることを大切にする。

★「だめ」と言わないですむ安全な環境を設定する。
★�簡単すぎず難しすぎない、ほどほどに挑戦できる遊び
を用意する。

★子どもも大人も楽しむことを大切にする。

　身体や心の発達をもたらす感覚刺激
　子どもの中には、いろいろな情報（感覚刺激）をうまく自分の中に整理して取り入れるこ
とが苦手で、混乱してしまっている場合も少なくありません。
　周りの音や光に過剰に反応して落ち着きをなくしてしまったり、ある感覚刺激を過剰に好
み固執してしまうなど、周りの環境とうまく付き合えないお子さんもいます。このような場
合、日常生活の中で、工夫や配慮をしてあげることが大切になります。
　遊びは、子どもの日常生活の大部分を占めます。遊びに含まれる感覚運動経験を通して、
さまざまなことを学んでいくことができるのです。子どもの発達の段階に合った遊びを取り
入れることで、感覚を整理する機能がうまく働き、それによって子どもの身体や心の発達が
促されることにもつながります。
　
さまざまな感覚刺激
　揺れや回転を楽しむ（前庭覚）
　前庭覚とは、自分の身体の傾きや揺れ、スピード感や回転を感じる感覚で、身体のバラン
スや姿勢を保つことなどに関係しています。また、見る機能の発達や身体の左右を協調させ
て使うことにも関係します。前庭覚を敏感に感じ取るお子さんは、とても慎重で怖がりにな
ってしまい、身体を使った遊びを経験しにくくなってしまうことがあります。逆にこの感覚
を感じ取る力が弱い場合には、高いところから飛び降りたり、走り回ったりと、活動性が非
常に高くなる場合があります。
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　さわって楽しむ（触覚）
　触覚とは、さわったりさわられたりすることを感じる感覚です。この感覚が鈍いと、いろ
いろなものをさわって楽しむ行動が見られることがあります。逆に過敏な場合、人にさわら
れることを嫌がったり、はじめて見るものになかなか触れようとしないなどの行動が見られ
ることがあります。どちらにしても、結果的に不器用さが生じてしまったり、人との情緒的
な交流の経験が損なわれてしまう場合があります。
　
　グッと力の入る感じを楽しむ（固有受容覚）
　固有受容覚は、力加減や身体の関節の角度を感じ取る筋肉の感覚です。この感覚を感じ取
る力が弱いと、細かな力の調整ができなかったり、頭で想像した通りに身体が動かせなかっ
たりするため、不器用になってしまうことがあります。また、この感覚を求めて乱暴に見え
る行動をしてしまうことがあります。
　
　聞いて楽しむ（聴覚）
　音楽は、多くの子どもが楽しめるものの一つです。体操なども音楽と組み合わせると促し
やすくなることがあります。しかし、この感覚が過敏な場合は、周りのあらゆる音に反応し
注意集中の妨げになることもあります。また、聞くべき音と聞かなくてもいい音の区別が難
しいために、先生の話に集中できなくなってしまうこともあります。

　見て楽しむ（視覚）
　見て楽しむものには、テレビ、本、ゲームなどたくさんの種類があります。目で見られる
ものは、子どもたちにとってもわかりやすい情報の一つです。しかし、この感覚に敏感に反
応してしまうと、人やものの動きに常に気をとられてしまい、注意集中が難しくなってしま
うことがあります。
　中には、蛍光灯の光や太陽の光などを普通よりもまぶしく感じるお子さんもいます。
　
　
　このような感覚を整理する機能を高めるために、必要な要素に合わせて、お子さんに合っ
た遊びを選びながら発達を促していくことをおすすめします。

　この本で紹介する遊びはあくまでも目安ですので、実際の遊びの中では、お子さんの笑顔
を指標にしてその遊びが合っているのかを判断してみてください。例えば、同じ触覚でもそ
の感触の違いによっては好きなものと嫌いなものがあります。過敏な感覚を持つお子さんに
は、細心の注意が必要です。刺激に慣れさせようと嫌がる刺激を無理やり与えることはせず、
必要に応じて専門機関に相談してみましょう。
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　さまざまなＱ＆Ａ

ポイントとなるところ 遊びで行うなら

①身体をぐらぐらさせずにまっすぐ保てる。
体幹の
安定性

水遊び（Ｐ２６参照）

②�スプーンを操作する位置に手を持ち上
げ、ぐらぐらせずに持ち上げ続けられる。

肩の
安定性

手押し車（Ｐ１５参照）

③�スプーンを操作しやすい位置に腕を上げ
て保ち、食材にあわせてスプーンを動か
せる。

肘・手首の
安定性
操作性

手押し車（Ｐ１５参照）
楽器遊び（Ｐ２４参照）
粘土遊び
マッシャーでじゃがいもつぶし

④３本指でスプーンを操作できる。
指の力
操作性

新聞綱引き（Ｐ２４参照）
コマ回し（Ｐ２３参照）

　★上手に座れていますか？★
　椅子やテーブルの高さは、お子さんに合っていますか？

ポイントとなるところ
①�テーブルに腕を置いたときに肩が上が
っていませんか？

テーブルと椅子の高さ

家庭でできる工夫
（Ｐ２７参照）

②足がブラブラしていませんか？ 椅子の高さ

③�おしりが動いていませんか？ 椅子の座面の大きさ

④後傾姿勢になっていませんか？ 椅子の背もたれの位置

A

Q 1

　手が上手に使えるようになるには、準備が必要です。お子さんの
状況に合わせて焦らず取り組んであげましょう。

スプーンが上手に使えません。

　　お子さんの様子はどうですか？

★手や指先を上手に使えていますか？★

　今回は保護者の方から発達相談をお受けする中で、よく質問される内容をＱ＆Ａ方式でま
とめてみました。「さまざまなＱ＆Ａ」の中で出てきた課題に対して、どのような遊びを通
して経験したり学ぶことができると良いのかを、遊びと工夫の一覧表（Ｐ１４参照）と遊び
の紹介（Ｐ１５〜参照）で示していますので参考にしてみてください。
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　★食事への意欲はありますか？★
　食べることへの興味が大事です。
　楽しい雰囲気の中で、食事ができる工夫もできると良いですね。
　好き嫌いなど、食事場面での気になる様子については、気になる子のＱ＆Ａ「子育てと保
育」Ｐ１５〜１９、Ｐ４８〜５２も併せてご参照ください。

　★テレビはついていませんか？★
　食事中にテレビがついていると、お子さんの気持ちはテレビに向かってしまいます。
　食事に集中できるような環境の調整が必要かもしれません。

　手づかみで食べることについて

　お子さんが手づかみで物を食べてしまって困っているという相談を、受けることがよくあ
ります。
　まだ道具を上手に使えないお子さんについては、手づかみも触覚を使った探索や操作の能
力を高めている時期と考えることができます。
　赤ちゃんのころには何でも口に物を持っていく時期があり、手や指で物に触れて操作する
ことを覚えていき、だんだんと手の操作が発達していきます。そして、スプーンや箸などの
道具を使うようになっていくのです。
　もし、お子さんが道具をまだ上手に使えないようなら、手や指の操作を経験できる遊びを
おすすめします。

　箸が使えるようになるまでのめやす

　さす、すくう、口に運ぶなどの操作は、十分に手や手首が使えていない
とできません。
　まだうまく使えていないようなら、まずは、しっかりとスプーンやフォ
ークを使えるようになってから箸を使用しても遅くはありません。

A

Q 2 活動中にじっと座っていることができません。

　　お子さんの様子はどうですか？

★手や指先を上手に使えていますか？★
　Ｐ２９〜３０にあるようなお子さんの中には、活動に興味を示したり理解することが難し
いお子さんもいます。
　まずは、お子さんが興味を示すことから、活動に参加できる時間を少しずつ増やしていき
ましょう。
　どのくらいの間座っていたら良いのかが分からない場合も考えられます。例えば、「１０
数えるまで座ってみよう」と促し、座ることができたら充分に褒めてあげましょう。褒めら
れたことが嬉しいと感じることが次のステップへつながります。
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　★身体はしっかりしていますか？★
　歩くためには、足だけでなく身体全体の筋力がついていること
が大切です。身体が安定してくることが上手に歩くことにもつながってくるのです。まずは、
身体全体の筋肉を使うことを意識してみましょう。

　★重心移動ができていますか？★
　身体全体の筋肉を使うことができるようになったら、次にその力を前へ前へと移動してい
くことが必要です。

　★身体の部分をバラバラに動かすことができますか？★
　特に、小さい子どもは、自分の身体のイメージ（ボディーイメージ）を持ちにくいのです。
成長に伴い「こうすると足が前に出るんだ」「歩くときは手を振るんだ」「ここを動かすとこ
こも動く」など、その都度頭で考えなくても自然と身体の部分を動かせるようになりますが、
身体の部分をバラバラに動かすことが苦手なお子さんは、遊びを通して経験させてあげると
良いでしょう。

　★姿勢が悪くありませんか？★
　姿勢を保つには筋力がついていることも大切です。まずは遊びを通して筋力をつけること
をおすすめします。
　ただし、姿勢保持を意識することで、逆に活動に集中できなくなってしまうことがあります。
　今この場面で何をお子さんに知らせたいか、何を経験してもらいたいかによって、姿勢に
ついては大目にみてあげてもいいかもしれません。

　★周りの環境はどうですか？★
　おもちゃがあったりテレビがついていると、お子さんの気持ちはそちらの方に向かってし
まうことが多いです。
　活動に集中できるような環境の調整が必要かもしれません。

　机と椅子について

　何もないところでじっと座っていることが苦手なお子さんには、机と椅子を使用すること
で身体の動きを抑えることができ、活動に集中しやすくなる場合もあります。
　ただし、机や椅子の高さが身体に合っていることが大切です。

A

Q 3 よく転んでしまいます。

　　お子さんの様子はどうですか？
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　★靴は足に合っていますか？★
　「来年も履けるように少し大きめのものにしようかな」と靴を選んでいませんか？
　たしかに、子どもの足はすぐに大きくなり、１年に何足も買いなおすのは…と躊躇してし
まいがちですが、足が安定していることが上手に歩けるようになるための近道なのです。
　　　　
☆子どもの靴の選び方のポイント☆
　乳幼児期は足の骨や機能が発達していく大切な時期です。
　靴を選ぶ時には、子どもの足にサイズがあっていることが大切です。サイズが合っていな
いと優れた性能を持つ靴でも、その効果を発揮することができません。

　運動が発達するためには　

　ひたすら繰り返し練習をしても、運動が嫌いになってしまう
こともあるので注意が必要です。
　基本的な運動を多く経験することが大切です。　
　まずは、遊びを通して身体をしっかりと作りましょう。

①甲の高さが調整できること
足の高さに合わせて甲の高さが調整
でき、マジックテープなどでしっか
り固定できること。

②�かかと部分をしっかり
支えられること
足が靴の中で動かないよ
うに固定することで、安
定した歩行ができます。

③�つま先は足の動きを妨
げないような余裕があ
り、少し反り上がって
いること
指を自由に動かせる余裕
があること。反りがない
と蹴りだしにくく、つま
づきやすくなります。

④�適度に弾力のある靴底であること
地面からの衝撃を和らげ、足を守りま
す。厚すぎる靴底は良くありません。

⑤�足が曲がる位置で靴も曲がること
サイズが大きいと曲がる位置がずれて
しまいます。また、厚すぎたり硬すぎ
て曲がりにくいものは良くありません。
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　★注目すべき物に対して注意を向けられていますか？★
　例えば、歩道を歩いていて大好きな車が目に入ると、そればかりが気になって目の前の電
信柱に気づかずぶつかってしまうことなどありませんか？
　そういうタイプのお子さんには、注目すべき物に対して注意を向けられるようになるまで
は、なるべく刺激の少ない道や場所を選んであげることも大切です。

　★テーブルの下から出てくる時によく頭をぶつけてしまうことがありますか？★
　とても狭いところや低いところなのに、自分の身体の大きさでも入って大丈夫と思ってし
まったり、自分の身体よりも明らかに高い柵を飛び越えることができそうと思ってしまった
りすることはありませんか？自分の身体の大きさや動きの能力の認識があいまいな可能性が
あります。
　まずは、身体を使ったいろいろな動きの経験を積むことで、ボディーイメージを育てまし
ょう。

　★さわられる感触を嫌がっているのかもしれません。★
　砂が手につく感触や服のタグが首に触れる感触などが苦手なお子さんは、嫌がっていると
ころを無理にさわらせると、苦手意識だけが大きくなってしまい逆効果になる場合がありま
す。
　できれば機嫌の良い時に、無理なく少しずつ、遊びを通していろいろな感触を経験するこ
とをおすすめします。

　★いろいろなものに興味を持ってすぐに向かって行きますか？★
　興味のあるものが目に入ると、どうしても身体が向かってしまうことも考えられます。
　自分では抑えられない欲求が高いのかもしれません。
　「あの信号まで手をつなごうか」と誘ってみて、つなげたら十分に褒めてみてください。
　褒められると「よし、次も頑張ろう！」と、少しずつできるようになっていきます。

　★自分の力で行動したいのかもしれません。★
　自我が芽生える２歳前後の子どもは、とにかく自分一人でやってみたい時期があります。
　危なくない場所を選んで、好きに歩ける機会も作ってあげるようにしましょう。

A

A

Q 4

Q 5

歩いていてよく物にぶつかります。

手をつなぐのを嫌がります。

　　お子さんの様子はどうですか？

　　お子さんの様子はどうですか？
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　★手などに触れる感触を極端に嫌がりますか？★
　水、砂、粘土などは、多くのお子さんは一度はその感触に触れる遊びを経験していると思
います。まず触れることを楽しむ時期があり、やがて、こねたりつかんだり、形作ったりす
るいろいろな遊びをして触感覚の経験を積むようになります。そのような経験を積むことで、
手の中の固い物は何なのか、目で見なくても形や材質を当てられるようになっていくのです。

　手などが汚れるのを嫌がる場合には、無理にさわらせようとしないで、さまざまな感触を
楽しむことから始めましょう。触感覚の経験を積んでいくことで情緒面の発達にもつながり
ます。
　また、実際にさわっていなくても見た目で不快な感覚を想像してしまうこともあります。
その場合にも無理せずに、受け入れられるものに少しずつ触れることから始めていきましょ
う。

　★服が濡れるとすぐに着替えたがりますか？★
　もしかすると、「濡れる＝着替える」と覚えていてこだわってし
まうことも考えられます。
　興味のある遊びに誘って気分転換してみるのも良いでしょう。
　どうしても嫌がってしまったり、少し濡れただけでも毎回着替え
てしまう場合は、着替える時間を決めて少しずつ我慢を覚えていく
ことも方法の一つです。　

　★遊びとして感覚を楽しんでいませんか？★
　飛び降りることで得られる感覚には大きく分けて二つあります（前庭覚と固有受容覚　Ｐ
２〜３参照）。
　高い所から飛び降りることでこれらの感覚を楽しんでいるのかもしれません。他の遊びで
これらの感覚を満たしてあげると良いでしょう。

A

Q 6 手などが汚れるのをとても嫌がります。

　　お子さんの様子はどうですか？

A

Q 7 驚くほど高いところから飛び降ります。

　　お子さんの様子はどうですか？

気になる子のＱ＆Ａ「子育てと保育」Ｐ３０でもご紹介しましたが、他にもいくつか可能性
が考えられます。
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　高いところからの飛び降りは、場合によっては大ケガや命
の危険につながることになります。
　家の中では、危険な場所を作らないよう工夫しましょう。
　遊びの紹介ページでは、これらの感覚を満たす遊びとして
公園遊具なども紹介していますが、周りの大人がしっかり見
守ってあげることが必要です。
　また、本当に危険な行動は、してはいけないことを十分に
伝えていきましょう。

　★筋力が十分についていないのかもしれません★
　立ったまま着替えをするには、片足で身体を支えられることが必要で
す。足や股関節などの筋力とバランスに加え、手の操作性も必要になり
ます。このように、立ってパンツを履くことはいろいろな身体の協調性
が必要な作業です。「○歳になったから」ではなく、お子さんの運動発
達の状況に合わせて教えてあげることが大事です。

　★ボディーイメージはできていますか？★
　立って履くときは、自分の足元が見えないことがあります。この場合、足を入れる、パン
ツを引き上げるなど、頭の中でイメージすることも必要になります。自分がしようとしてい
ることに対して、しっかりとイメージすることが大切です。

　　 

　★のぼった時や下りるときの景色などを楽しんでいませんか？★
　お子さんによっては目に入ってくる景色などを楽しんでいる可能性があります。
　気になる子のＱ＆Ａ「子育てと保育」Ｐ３２も参考にしてください。

　★周りの人が見てくれることを期待していませんか？★
　高いところにのぼったり下りたりしている時に、相手が「危ないよ！」「気をつけてねー」
など何らかの反応をすると、「自分のことに注目してくれている」とさらに高いところから
飛び降りてしまうお子さんもいます。

注意！

A

Q 8 床に座ってではなく立ってパンツを履いてもらいたいのですが…。

　　お子さんの様子はどうですか？
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　このようなことがまだできていなければ、立って履くのはまだお子さんにとって難しいか
もしれません。まずは、身体の筋力をつけたり、ボディーイメージを育てることから始めま
しょう。
　　
　★座って履くことにこだわっていませんか？★
　気になる子のＱ＆Ａ「子育てと保育」のＰ４１でもふれていますが、お子さんによっては
パンツは床に座って履くものと自分の中の決まりごとになっている場合もあります。

　★どんな時に大きな声になりますか？★
　①誰かを呼ぶとき
　　大きな声を出さないと、周りの人が反応してくれなかった経験はありませんか？
　　「大きな声＝人が反応する」と、学習されているかもしれません。
　　適切な関わり方を知らせていきましょう。
　　例：肩をポンポンとたたく→「なぁに？」と応じる。
　
　②一人で遊んでいる時
　　大きな声を出すこと自体が、感覚遊びになっている可能性があります。大きな声を出す

と喉に圧刺激がかかります。そのような感覚欲求を満たすための行動（固有受容覚　Ｐ３
参照）かもしれません。

　
　③音に対する過敏性があるかもしれません
　　ちょっとした音にも過剰に反応してしまい、耐えられなくなってしまうお子さんもいま

す。その結果として、大きな声を出してしまっている可能性もあります。どのような音に
反応しているのかをよく観察し、可能であれば嫌な刺激は取り除いてあげてください。

　★感情のコントロールが苦手かもしれません（衝動性）★
　同じことを経験しても、お子さんによって捉え方は異なります。ある出来事に対して衝動
的に反応してしまったり、過剰に反応してしまったりして、その感情をうまく抑えられてい
ない可能性があります。大人にとってはいつもと同じ活動でも、お子さんにとっては少しの
違い（例えばいつもと食器の並べ方の順番が違うなど）が気になり受け入れられないことも
あります。興奮している時に言い聞かせることは難しいので、少し落ち着いてから大声を出
した理由を尋ね、適切な表現の仕方（ちょうど良い声の大きさで相手に希望を伝えるなど）
を教えていきましょう。いつもと手順が異なることを嫌がっている場合には、変更点を事前
に予告してあげることも方法の一つです。

A

Q 9 すぐに怒鳴ったり、大きな声を出してしまいます。

　　お子さんの様子はどうですか？
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　適切な声の大きさを知らせていくことも必要かもしれません。

　特に、小さいお子さんは、自分の出している声がどれぐらいの大きさなのかを
判断すること、意識することが難しいため、とても大きい声やとても小さい声に
なってしまうことがあります。

　下の絵なども利用して、声の大きさの意識づけをしていけると良いです。「アリ
さんの声」「ゾウさんの声」などのイメージを持ちやすい例えや、数の理解ができ
るお子さんであれば、「１の声」「３の声」などの言葉も使って教えていくと良い
でしょう。

　保護者の方が小さ目の声で話すことで、お子さん自身に声の大きさを気づかせ
る手がかりになることもあります。

ちょっとあしすと！　　　　コラム

2 31

A

Q 10 友達を叩いたり噛んだりしてしまいます。

攻撃行動は確実に止め、いけないことを教えてください。
近くにいて対応できる場合には、叩いてしまう前に止めることがベストです。
その上でお子さんの様子を観察してみてください。
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　★友達にさわられた時ですか？★
　触覚の過敏があるかもしれません。Ｑ５を参考にしてみてください。
　また、さわられることが嫌で、友達を叩いたり噛んだりしている場合は「やめてほしい」
などの適切な表現の仕方を教えてあげる必要もあります。
　特に相手からどうさわられるかの見通しがないと不安が高まるため、さわられることが分
かっていれば大丈夫なお子さんの場合は「今から○○ちゃんがタッチするよ」など、どうさ
わられるのかを予告してあげることも大切です。
　友達やその保護者の方にお話できる機会がある場合は、「さわられることが嫌だから、こ
とばで呼びかけてあげてね」などの対応も伝えていくと良いでしょう。

　★力のコントロールが苦手かもしれません★
　固有受容覚（P ３参照）の鈍さによって力をコントロールすることが苦手なお子さんは、
友達を呼ぼうとして力が入りすぎ、叩いてしまうこともあります。はじめは適切な力の入れ
方を手を添えるなどして教えてあげると共に、遊びなどを通してコントロールの仕方を身に
つけさせていくと良いでしょう。

　★特定の感覚を求めているのかもしれません★
　叩いた時に手で感じる感覚や、噛んだ時の感覚を求めている行動の可能性もあります（Ｐ
３参照）。遊びを通して感覚の欲求を満たすと共に、友達に対する適切な接し方（一緒に遊
ぶ方法など）を教えてあげましょう。

　★感情のコントロールが苦手かもしれません★
　うまく自分の思いを伝えることが難しいのかもしれません。「かしてって言うんだよ」「こ
うやって一緒に遊ぶんだよ」などと良い行動の見本を示してあげると良いでしょう。
　また、Ｑ９を参考にしてみてください。

　★相手や大人の反応を見ていますか？★
　友達や大人の反応を見て楽しんでいるのかもしれません。注目を引きたくていたずらや攻
撃をしてしまうお子さんもいます。気になる子のＱ＆Ａ「子育てと保育」Ｐ４４を参考にし
てみてください。
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　遊びと工夫の一覧表
　子どもたちの発達を促す遊びの一部を紹介します。
　様々なＱ＆Ａの中で出てきた課題に対して、有効な遊びと、生活の中での工夫を表にして
いますので参考にしてください。

主な分類 遊び Q1  Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 ページ

身体を作る
遊び

マット運動（でんぐり返しなど） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

トランポリン ○ ○ ○ ○ ○ 15

手押し車 ○ ○ ○ ○ ○ 15

リズム遊び ○ ○ ○ ○ ○ 16

公園遊具で
遊ぶ

うんてい ○ ○ ○ ○ 16

ブランコ・ロッキング遊具 ○ ○ ○ ○ ○ 16

ターザンロープ ○ ○ ○ ○ 17

網のぼり ○ ○ ○ ○ 17

鉄棒・のぼり棒 ○ ○ ○ ○ 17

ジャングルジム ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18

触覚遊び

砂・泥遊び ○ ○ ○ ○ 18

小麦粉粘土・スライム ○ ○ ○ ○ 19

フィンガーペインティング ○ ○ ○ 19

ボールプール ○ ○ ○ 19

あずき・紙遊び ○ ○ ○ 20

スキンシップ遊び ○ ○ ○ 20

ボディー
イメージを
育てる遊び

タッチング遊び ○ ○ ○ 20 〜 21

網くぐり・トンネル遊び・わっかくぐり ○ ○ 21

ブラックボックス ○ ○ ○ 21

ツイスターゲーム ○ ○ ○ ○ ○ 22

手先を使っ
た遊び

ハサミ ○ 22

描画 ○ 22

紐通し ○ ○ 23

型はめ・パズル ○ ○ 23

コマ回し ○ 23

新聞綱引き ○ ○ 24

楽器遊び ○ ○ 24

その他の
遊び

口の運動を育てる遊び ○ 25

タオル遊び ○ ○ ○ ○ ○ 25 〜 26

水遊び（プール） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26

ルールのある遊び ○ ○ ○ ○ 26

自転車・ニ輪車 ○ ○ ○ ○ 26

家庭ででき
る工夫

椅子の工夫（足台） ○ ○ 27

　　〃 　　（滑り止め） ○ ○ 27

　　〃 　　（クッション） ○ ○ 27

　　〃 　　（角度をつけるキャップ） ○ ○ 27

グリップ ○ ○ 27

手作りおも
ちゃの紹介

洗濯ばさみ ○ ○ 28

コイン＆ビー玉おとし ○ ○ 28

ボタンはめ ○ ○ 28

トング ○ ○ 28
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　遊びの紹介

マット運動（でんぐり返しなど）

　前庭覚や固有受容覚（Ｐ２〜３参照）の
刺激が得られます。
　まずは、両腕で自分の身体を支える感覚
を体験するところから始めましょう。例え
ば、でんぐり返しなどはじめは手首や首な
どの危険な部位を大人がしっかり支えてあ
げましょう。

トランポリン

　連続して跳ぶためには、弾んだ時のトラ
ンポリンの変化に合わせてバランスを取る
必要があります。
　まずは大人と向き合い、両手をつないで
跳んでみることから始めましょう。安定し
たら、お子さん一人で跳ぶ経験を積んでい
くようにしましょう。

手押し車

　腕で体重を支えるため、強い固有受容覚
（Ｐ３参照）を感じることができます。道具
を操作する時に必要な腕を支える力をつけ
ることができます。ボディーイメージの発
達にもつながります。
　身体がしっかりするまでは、介助方法を
工夫します。①腰

こ し

の位置で支える②膝
ひ ざ

から
腿
も も

の位置で支える③脛
す ね

の位置で支える④足
首を持ち上げるというように、一つずつの
動きで身体を安定させることができる様に
なってから、次のステップへ進んでみまし
ょう。

身体をつくる遊び・・・・・・・・・・・
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リズム遊び

　リズム遊びは基本的な運動（身体をひね
る、ゆっくり動かす、しっかり止まる、身
体の部分をバラバラに動かすなど）を楽し
んで経験することができます。リズムに合
わせて動いたり止まったりすることが、体
幹の安定・バランス感覚・姿勢の保持など
につながります。

うんてい

　まずは手にしっかり力を入れて、うんて
いにつかまるところから始めてみましょう。
それが上手にできるようになったら、前に
進んでみましょう。前に進むには、片手は
うんていをしっかりと握りながら、もう片
方の手足をタイミングよく一緒に、重心を
移動しながら振り出すことが必要になりま
す。上達したら一つとばしで進むなどにチ
ャレンジするのも良いでしょう。

ブランコ・ロッキング遊具

　揺れを感じる前庭覚（Ｐ２参照）の遊び
の代表的な遊具です。
　揺れるブランコから落ちないためには、
傾きに合わせて姿勢を調整しながら身体を
固く保持すること、手で鎖をしっかり持ち、
腕に力を持続的に入れておくことなど固有
受容覚（Ｐ３参照）への刺激も期待できます。

　公園には子どもたちの感覚を育てる遊具がたくさんあります。動きの感覚（前庭覚　P ２
参照）、触覚、身体の部位が動いた感覚（固有受容覚　P ３参照）などを楽しみましょう。
　
　公園遊具で遊ぶ時は、周りの大人がしっかり見守ってあげることが必要です。
　また、本当に危険な行動は、してはいけないことをしっかりと伝えていきましょう。

公園遊具で遊ぶ・ ・・・・・・・・・・

♥
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ターザンロープ

　両手でロープを持ち、両足を吊ってある
ロープの止め具（結び目）に引っ掛けて乗
せると、ロープが滑車をすべっていきます。
つかまる姿勢をとることが難しいのですが、
手の力があまり強くないお子さんも、全身
にしっかり力を入れて固定ができれば楽し
むことができます。ロープにつかまること
が難しいお子さんには、大人が引き寄せて
あげるなど手伝ってあげても良いでしょう。

網のぼり

　ロープを張った斜面をのぼっていきます。
身体を固定しながら手でロープをしっかり
握り、足をロープに引っ掛けながら、交互
に手足を動かしていくことが必要です。ロ
ープは丸太などと比べると姿勢が不安定に
なりやすく、ロープの隙間から下が見える
ことで怖くてのぼれないというお子さんは、
斜面のぼりから始めていくことをおすすめ
します。

鉄棒・のぼり棒

ぶら下がり
　鉄棒に手と足を使ってぶら下がります。
手足で自分の体重を支えるために筋肉にし
っかり力を入れることが必要です。まずは、
鉄棒に手だけでぶら下がってみることから
始めてみましょう。

のぼり棒
　両手・両足で棒を握ったり支えたりしな
がらのぼっていきます。筋肉に力を入れる
ことで固有受容覚（Ｐ３参照）に刺激が加
わります。鉄棒と同様にまずは棒にぶら下
がる姿勢をとり、少しずつ足の動きを加え
ていくことから始めてみましょう。

♥

♥

♥
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ジャングルジム

　手足に力を入れてのぼる、身体を支える
ことは、全身の筋肉を刺激し姿勢を保つ能
力を高めます。また、自分の身体を縦、横、
斜め方向に移動させることで、空間の中で
自分の身体を感じ取り、上手に使いこなす
能力を高めます。ボディーイメージの発達
にもつながります。
　身のこなしがまだうまくいかない場合、
トンネルくぐりなどの遊びも良いでしょう。

（P ２１参照）

砂・泥遊び

　砂遊びは多様な触覚を経験できる代表的
な遊びです。さまざまな砂の感触を手や足、
そして全身で楽しみましょう。多くの触覚
の刺激を受け、自分の身体の意識を高めます。
　ままごと道具やスコップなどを使うこと
で、さまざまな手の動作を引き出すことも
でき、操作の能力を高める経験もできます。
 また、砂に水を加えることで、さらに多様
な触覚を経験することができます。
　サラサラの砂、しっとりした砂、べチャ
べチャの砂などいろいろな砂の感触を楽し
んでください。
　＊触覚が過敏なお子さんには苦手な遊び
場になることもあります。無理をさせずに
道具を使ったり、大人が遊ぶ姿をみせたり
しながら、興味を引き出してみましょう。

触覚遊び・・・・・・・・・・・・・・
＊ P ２〜３も参照してください。
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小麦粉粘土・スライム

　触覚を刺激する遊びの代表的なものです。
できれば、作る段階から一緒に楽しむこと
で多様な触覚を経験させてみてください。

〈小麦粉粘土の作り方〉
材　料：小麦粉・水・食紅（適量）
作り方：水に食紅を混ぜて色をつけておき
　　　　ます。
　　　　 小麦粉に少しずつ水を加えながら

練っていきます。
　　　　 サラサラ・べチャべチャ・フワフ

ワなど、粉から粘土になるまでに
色々な触覚の経験ができます。

フィンガーペインティング

　絵の具を水で溶き、それを指や手につけ
て自由に描画を楽しみます。フィンガーペ
インティングは筆などの操作が不要なので、
自由にダイナミックに描くことが出来ます。
　暖かい季節であれば、身体を使ったボデ
ィーペインティングも良いかもしれません。
全身の触覚を刺激することができ、また身
体の各部位に色を塗るということは、自分
自身の身体のイメージを高めることにもつ
ながります。

ボールプール

　大きなショッピングセンターでよく見か
けます。色とりどりで目にも楽しく、中に
入ると、全身に豊かな刺激を感じることが
できます。ボールプールの中で動くことで、
ボディーイメージを育てることができます。
また、ボールプールの中からぬいぐるみな
どさわり心地の違うものを手探りで探す遊
びは、触覚機能を育てます。

小麦粉粘土

スライム



20

タッチング遊び

　さまざまな道具を使って子どもの身体に
触れ、いろいろな感覚を体験させてみまし
ょう。

　遊び方：まず道具をお子さんに見せて身
体（腕や足、背中）に当て、嫌がらないも
のを探します。お子さんの肌に直接当て、
少し強めに押しつけます。

　こんなもので楽しんでみてね !!

あずき・紙遊び

あずき（豆）遊び
　豆をいろいろな容器に入れて遊んでみまし
ょう。
　中に手を入れたり、かき混ぜたり、つか
んだり、パラパラと落としたりして、さわ
る感覚や音を楽しめる遊びです。
＊のどにつまらせてしまう心配があるので、
小さなお子さんは口に入れないように気を
つけてください。

紙遊び
　紙は、感覚の過敏なお子さんも比較的受
け入れやすい素材です。
　新聞紙、ティッシュ、広告の紙など、さ
まざまな素材の紙を破いたり丸めたりして、
いろいろな感覚を楽しんでみましょう。
　ビリビリ破いた紙をたくさんダンボール
の中に入れ、飛び込んでみたり、宝探しを
してみるのも楽しいですね。

♥♥

♥

スキンシップ遊び

　さわることやさわられることは、子ども
たちが発達していく上でとても重要な意味
を持っています。さわられることが苦手な
お子さんでも、くすぐられたりギュッと圧
迫されるような感覚は比較的受け入れやす
いです。

スポンジ くし

ボディーイメージを育てる遊び・ ・・・・・
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網くぐり、トンネルくぐり、わっかくぐり

　くぐる遊びは、首や身体や手足を曲げて、
うまくくぐることができるように、自分の
身体を動かしていくことが必要です。自分
の身体の大きさや向きを意識して運動する
ことを促します。（ジャングルジムなどでも
同じような効果が望めます）
　自分がくぐるだけでなく、フープなどを
使って、自分の身体をくぐらせていく遊び
は、フープに合わせて身体の形を変えたり、
バランスをとってフープに入ったりするこ
とで、ボディーイメージが育ちます。

ブラックボックス

　さわって考える遊びです。
　目で見ていなくても、さわった物の感触
で、それが何であるのか判断することがで
きます。これは指先の細かな動作の下地に
なる力です。
　中が見えない箱の中に手を入れて、入っ
ているものをあてっこしてみましょう。中
に入れる物は、生活の中でよく使うものな
どが良いですね。（コップやスプーン、食べ
物やおもちゃなど）

この時、こすらないようにしましょう。お
子さんが注意を向けるようになったら、触
れる部位を動かしていきます。嫌がる場合
は嫌がらなかったところまで戻すか、いっ
たん手を離しましょう。無理をせず少しず
つ触れられることを楽しめるといいですね。
　いろいろな刺激を感じる経験を重ねるこ
とで触れたものの大きさや形、素材を判別
しようとする感覚が育っていきます。さわ
れる素材が増えたり、さわられることを極
端に嫌がることが減っていきます。　

エチケットブラシ

たわし

♥
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描画

　クレヨン、鉛筆、クーピー、マジックな
どいろいろな画材で絵を描くことができま
す。普通の紙、画用紙、布など、何に描く
のかもいろいろ変えて試してみましょう。
手先の操作性と共に、素材の違いによる感
覚の違いを感じることができます。
　ただ描くだけでなく、ボタンや木の枝、
布などを貼りつけて触覚遊びのように楽し
むこともできます。

ツイスターゲーム

　手足をルーレットの出た色においていき、
姿勢を保持できずに転んだら負け！という
ゲームです。
　身体の動きが全体的に柔軟になり、幅が
拡がります。前庭覚や固有受容覚（P ２〜
３参照）がよく働くため、バランスをとる
力がアップします。姿勢の改善にも結びつ
きます。

ハサミ

　ハサミはとても身近な道具であり、上手
に切るには手先の細かな動きや目の動きと
手の動きを合わせていくことが必要です。
　安全に配慮しながら、いろいろな形に切
ることを楽しんでみましょう。まずはグー
パーと手の開閉の動きを練習し、使いはじ
めは一度で切れるぐらいの細い紙を切って
みると良いです。切る時に肘

ひ じ

が身体からは
なれてしまうと、ハサミの刃が横になりう
まく切れません。肘をそっと押さえてあげ
ると良いでしょう。

手先を使った遊び・・・・・・・・・・・
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ひも通し

　手の操作性、目の動きと手の動きを合わ
せることに影響します。
　木やプラスチックなど異なる素材があり、
ひもの太さや玉の大きさ、形、色もさまざ
まなものがあります。見本通りに作ったり、
色や数の理解を促すような遊び方もできま
す。

型はめ・パズル

　型はめは木やスポンジ、プラスチックな
ど多くの素材があるので、いろいろなもの
で遊んでみましょう。形を把握する力や手
先の細かい動きの発達につながります。数
字が好きなお子さんなら数字の型はめでも
良いですね。
　パズルは、部分から全体をイメージして
まとめていく力にも影響します。

コマ回し

　コマを回すには、指先の細かい動きが必
要です。また、回転させると綺麗な模様が
出てくるものを使うと、動く模様を目で捉
える練習にもなります。
　親指と人差し指だけでなく、親指と中指

（または薬指）で回したり、利き手と逆の手
で回してみるのも面白いです。
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楽器遊び

　耳をすますことや聞き分けることを通し
て聴覚の使い方を学びます。

　ギター：音と共に振動も楽しむことがで
きる楽器です。自分で弾くことができなく
ても、ギターを子どもの身体のどこかに当
てた状態で弾くと振動が伝わります。食品
のプラスチックトレイに輪ゴムを張ると簡
易ギターが作れます。

　ピアノ・ピアニカ：指先をそれぞれ別々
に動かす手先の細かい動きを促します。両
手で弾けるようになるには、両手の協調が
必要になります。

　太鼓：両手で同時に叩く、交互に叩く、
リズムを変えるなどさまざまな動作を学べ
ます。バチをしっかりと握り、両手を空間
で保持します。さらに速い動きを行うには、
身体の安定性が必要です。

新聞綱引き

　お子さんと向き合って両手で新聞紙の端
と端を持ち、引っ張り合ってみましょう。
この時、指でしっかり紙をつまみ、お子
さんと一緒に指先の独特の感覚（固有受
容覚　P ３参照）を感じてみてください。
お子さんと一緒にルールを決めて遊んでみ
てください。例えば
１　 引っ張り合って切れた時に大きい方が

勝ち　
２　 引っ張り合って線から出たら負け　　

など　
　また、新聞紙を丸めて筒状にし、両手で
綱引きのように引っ張ることでも体幹や肩
の力が育ちます。

♥
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その他の遊び・ ・・・・・・・・・・・
口の運動を育てる遊び

　 呼 吸 す る、 食 べ る、 こ と ば を 話 す な
ど、口の機能はさまざまな活動に影響しま
す。指しゃぶりなど口への刺激を求めるこ
とや、正確な発音などとも関わっています
ので、口を使った遊びで口の不器用さの改
善や、口への刺激が満たされるようにして
いけると良いです。

　噛む：あごの筋肉や関節を刺激し、脳を
目覚めさせ集中力を高めます。大人と向か
い合って口に布などをはさんで引っ張り合
うなどの遊びや、スルメやグミなど噛む力
の必要な食べ物を取り入れることも良いで
す。

　舌を動かす：舌の動きの不器用さが、話
しことばに影響することもあります。口の
周りにジャムなどを塗って舐め取る遊びや、
まねっこ遊びとして舌を上下左右に動かす
遊びなどをしてみましょう。

　吹く・吸う：口の運動だけでなく、呼吸
に関わる器官の意識的な運動を促します。
腹筋を使い、唇をしっかり閉じることにも
つながります。吹き上げ（吹いてボールを
浮かばせる遊び）やシャボン玉、風船、笛、
吹き戻し、風車などで吹くことと吸うこと
のコントロールができるようにしていきま
しょう。リコーダーは手元を見ずに穴を押
さえるので、P ２４で挙げたピアニカより
も指先の意識（ボディーイメージ）が必要
になります。

タオル遊び

　タオルは材質によってさまざまな手触り
があります。お子さんが好む手触りのタオ
ルを使うと良いです。

　タオルブランコ：バスタオルにお子さん
が寝て、バスタオルの四方を２カ所ずつ大
人が二人で持ち、左右にユラユラと動かし

♥

風船

吹き上げ

吹き戻し

風車

シャボン玉
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ます。前庭覚（P ２参照）が働き、身体の
バランス、揺れを感じてそれに対応する身
体の動きを覚えることにつながります。バ
スタオルの上に子どもが座り大人が引っ張
るタオル電車もあります。子ども同士でや
ると引っ張る方は固有受容覚（P ３参照）、
乗る方は前庭覚が働きます。

　タオルのしっぽ取りゲーム：ズボンやス
カートの後ろにタオルをはさんでしっぽにし
て、それぞれ相手のしっぽを取るゲームです。
ボディーイメージの向上にもつながります。

水遊び（プール）

　水を使った遊びで水の抵抗感を感じるこ
とで、バランスを保つことができるように
なります。
　また、水泳は体幹の安定性につながります。
　水が苦手なお子さんには、①足 ②太もも 
③腕 ④胸 ⑤背中 ⑥顔の順に少しずつ水を
かけて慣れていくことから始めましょう。

自転車・三輪車

　自転車や三輪車を操作するには、複雑な
身体全体の動き（ハンドルを握り、姿勢を
保ちながらペダルをこぐために足を交互に
動かす、障がい物をよけるためにバランス
をとる、ブレーキをかけるなど）や目と身
体を協調する動きが必要です。また、前庭
覚（P ２参照）や固有受容覚（P ３参照）
の刺激にもつながります。

ルールのある遊び

　鬼ごっこやだるまさんが転んだなどは、
ゆっくり動く、止まるなど基本的な運動を
経験することができます。
　ルールに応じて動くことや、勝ち負けを
受け入れることなど、ルールのある遊びで
はさまざまなことを学ぶことができます。

♥
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家庭でできる工夫
子どもの姿と考えられる原因によってさまざまな工夫ができます

足台：�足が床につかない場合には足台で高さ
を調整します。�

〈足台の作り方〉
① 牛乳パックの中に、新聞紙または牛乳パッ

クをつめます。
② ガムテープで牛乳パックにふたをします。

同じものをいくつか組み合わせます。　
③ 好きな布（紙）を貼ってできあがりです。
　 足がついて身体が安定され座りやすくなり

ます。トイレの足台にも使えます。

滑り止め
おしりが滑ってしまう場合は、滑り止
めを切って椅子に貼ると、おしりが滑
りにくくなります。

より良い座位をとれるための椅子の工夫として
背もたれにもたれて骨盤が寝てしまって猫背になる
時は
① 座面が広すぎるためであれば、背あてや両サイド

にクッションを入れて座面を狭くします。
② 姿勢保持力が弱い場合は骨盤をサポートするよう

なクッションを入れます。
③ 椅子の角度を斜めにしたり（※ 角度をつけるキャ

ップ）または太ももの下にタオルを入れます。

スプーン、フォークにグリップを
つけることで、握る力の弱いお
子さんや、手指の操作の苦手な
お子さんも握りやすくなります。

椅子の工夫

グリップ
〈椅子に角度をつけるキャップの工夫〉

椅子の後ろにもたれてしまう
場合は、後方の２本の脚の下
にペットボトルのキャップを
つけると足の裏や坐

ざ

骨
こ つ

に体重
が乗りやすくなります。

※
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☆小さいパーツは誤飲に気をつけましょう☆

　手作りおもちゃの紹介��

ペットボトルを使って
用意するもの：ペットボトル２本、スパンコール・ビーズ等、洗濯のり、
ビニールテープ
ペットボトルにスパンコール・ビーズ等を入れ、洗濯のりを混ぜた水を入
れます。ペットボトルはビニールテープで水が漏れないようにしっかり固
定してください。上下、左右に振るとキラキラとしてきれいです。

（あしすとでは、グルーガンを使って樹脂で固定しています。
グルーガンとは樹脂を溶かして接着する道具です）

洗濯ばさみを使って
画用紙に好きな絵を描いて、
洗濯ばさみをつけてみると、
可愛い顔のできあがり。

ボタンはめ
遊びのなかで、ボタン
はめが楽しめます。

タッパーとアイスの棒を
つかって

（アイスの棒は赤・青・黄
色等の色をつけておく）
３カ所の穴に赤・青・黄
のテープを張ります。ア
イスの棒と、同じ色の穴
を見つけて、入れます。

トングや箸を使って
スポンジを大小さまざ
まな大きさに切って、
はさむ遊びです。

コイン＆ビー玉おとし
容器のふたに穴を開けます。コインやビー玉を入
れる感触を楽しんだり、手先の細かな動きを高め
ます。また、ミルク缶・タッパーを使うと音色が
変わり楽しめます。
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　Ｑ ＆ Ａのページで見てきたような運動面や社会面に課題のあるお子さんの中には、発達
上に課題やつまずきのあるお子さんがいます。そのような原因の一つとなる発達障がいにつ
いて取り上げます。

　発達障がいとは、発達期にさまざまな原因が作用して、中枢神経に障がいが生じる結果、
認知・言語・運動・社会性などの機能の獲得が障がいされる状態をいいます。（「発達障害指
導事典」）。ここでは、精神遅滞、広汎性発達障がい、注意欠陥多動性障がいの三つについて
紹介することにします。

１　精神遅滞
　障がい福祉センターあしすと発達支援係に来る相談で最も多いのは、「ことばの遅れ」に
ついての相談です。ことばが遅れる原因は、遺伝（染色体異常など）や環境による影響など
さまざまな要因が考えられますが、精神発達に遅れがある場合、ことばだけでなく運動発達

（首のすわりや歩行の開始など）を含めた全般的な発達に遅れが見られることがあります。
　診断としては「精神遅滞」といいます。一般的な知能検査の結果がＩＱ７０（あるいはＩ
Ｑ７５）にとどかず、同時にコミュニケーションや家庭生活、学習などの適応行動に困難さ
を伴う状態で、発達期（生後１８歳くらいまで）に現れるものを言います。
　ダウン症や広汎性発達障がいを併せ持つ子どもも少なくありません。

２　広汎性発達障がい
　対人関係やコミュニケーションにつまずきのある発達障がいに、広汎性発達障がいがあり
ます。

① 対人的相互反応における質的な障害
　（目と目で見つめ合わない、仲間関係が作れない、楽しみが共有できないなど）
② 意思伝達の質的な障害
　（ことばの遅れ、会話が続かない、「ごっこ遊び」などが認められないなど）
③ 行動・興味および活動の限定され、反復的で常同的な様式
　（限定したものだけに興味を示し熱中する、習慣や儀式的行為にこだわるなど）

（「ＤＳＭ−Ⅳ　精神疾患の分類と診断の手引き」を参考）　　　
　
　広汎性発達障がいは、自閉症（自閉性障がい）、アスペルガー
症候群（アスペルガー障がい）、レット障がい、小児期崩壊性障
がい、特定不能の広汎性発達障がいを含んだ、いわゆる総称的な
名称です。
　広汎性発達障がいのうち、７〜８割が精神遅滞を伴うといわれ
ています。精神遅滞を伴わない場合を ｢ 高機能広汎性発達障がい

（高機能ＰＤＤ）｣ といいます。高機能広汎性発達障がいの代表的
なものは ｢ 高機能自閉症 ｣ と ｢ アスペルガー症候群 ｣ です。

　発達障がいについて
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　また、基本症状ではありませんが、広汎性発達障がいには以下のような症状が見られる場
合もあります。

●落ち着きのなさ
●不器用
●感覚の過敏（音・味覚・臭覚・触覚など）
●睡眠障がい　　その他

３　ＡＤ／ＨＤ（注意欠陥／多動性障がい）
　幼児期は、少なからずじっとしていることが苦手で、集中できる時間も短いものです。し
かし、日常生活や集団生活の中で本人や周囲が困ってしまうほど落ち着きがない場合には、
問題となります。例えば、幼稚園で少しの間もじっとしていられず部屋から飛び出してしま
うような場合には、教室で行われているさまざまな活動に参加できなくなってしまいます。
順番が待てなかったり友だちを突然叩くなどの行動が目立つこともあります。これでは、適
切な友だち関係を作っていくことができません。このような場合は発達の課題と捉え、適切
な対応や環境を整えて早めに支援していくことが必要です。

　多動性や衝動性、注意散漫などのために不適応な状態を余儀なくされるＡＤ／ＨＤ（注意
欠陥／多動性障がい）には、「不注意」、「多動性」、「衝動性」の三つの症状を基本とし、症
状に応じて以下の三つのタイプがあります。

混合型
→三つの基本症状全てがあるタイプ

不注意優勢型
→多動性や衝動性よりも不注意の症状のほうが目立つタイプ

多動性－衝動性優勢型
→落ち着きなく動きまわり刺激に対して過剰・衝動的に反応するタイプ

（参考文献）
・ 「こんな子いるよね！幼児期からの特別支援教育」鳥居深雪編書　明治図書　２００８
・ 「発達障害の早期発見、早期支援ガイドブック」　日本発達障害ネットワーク編　２００７
・ 「ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症とは？−特別なニーズをもつ子ども達−」保護者編　全国ＬＤ親

の会　２００４
・ 「発達障害のある子の困り感に寄り添う支援　−通常学級に学ぶＬＤ・ＡＤＨＤ・アスペの子ども

への手立てー」　佐藤暁著　学研　２００４
・ 「アスペルガー症候群を知っていますか？　アスペルガー症候群の理解のために」　社団法人　日

本自閉症協会東京都支部　２００２
・ 「自閉症の人のライフサポート　ＴＥＡＣＣＨプログラムに学ぶ」　梅永雄二編著　福村出版　

２００１
・ 「感覚統合風ホームプログラムハンドブック」広島感覚統合研究会　２００１
・ 「楽しさから始めよう　感覚統合をうながす遊びと生活のレシピ」遊び心サポートセンター　

Playfulness　２００４
・ 「遊びを育てる−出会いと動きがひらく子どもの世界」野村寿子著　三秀舎　１９９９
・ 「発達障害指導事典」小出進　編　学習研究者　１９９６
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発達支援係のサポート
事業名 内容 連絡先

発達相談（相
談支援事業
を含む）

発達に関する悩みや心配事（ことばが遅れている、
友達と遊べない、落ち着きがないなど）について
保護者や本人の相談を受け、面接や必要に応じて
専門職評価を行います。また、関係機関からの相
談にも応じます。

受付、相談、面接、
評価は随時行います。
（予約制）

月・水・金
8時 30 分～ 17 時

火・木
8時 30 分～ 18 時

土
事前予約による
発達相談のみ

TEL　5681 － 0134
（直通）

出張相談
乳幼児が通う区内保育園・幼稚園に対して、園か
らの申請により専門職を派遣し、発達に関する支
援及び相談援助を行います。

出張学習会

発達に遅れや心配のある子どもが参加しているグ
ループなどに対して、保健総合センターや小学校
等の申請により専門職を派遣し、発達に関する支
援及び学習会を行います。

幼児発達支援室「ひよこ」のサポート
事業名 内容 連絡先

集団通所指導
（児童福祉法
に基づく児童
発達支援セン
ター）

1歳６カ月～就学前の発達に遅れのある子どもに対
して、月から金曜日の週 5日のうち、子どもの年
齢や状況に合わせて指定日による通所指導を行い
ます。定員は日々 30 名です。
福祉事務所が発行する受給者証が必要です。

発達支援係の受付・
面接・評価を行った
うえでのご利用にな
ります。

発達支援係
TEL　5681 － 0134
（直通）

幼児発達支援室
TEL　5681 － 0136
（直通）

外来個別
指導

心理職員、または言語聴覚士が子どもの状況に合
わせて専門的指導を行います。
心理職員が社会適応能力（認知能力の向上、言語
理解の促進、対人意識の向上など）獲得に向けて
の個別指導を行います。
言語聴覚士が言語理解の促進、発声や発語の促進、
構音訓練、聴能訓練などを行います。

親子
グループ

発達に遅れや心配のあるお子さんに対して、グル
ープでの遊びの経験の場を提供します。また、必
要に応じて保護者からの養育相談も行います。
※月２回程度　14 時 15 分～ 15 時 30 分
登録制です。

　あしすと　発達支援係および幼児発達支援室のサポート
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気になる子のＱ＆Ａ
「遊びと発達」

〜  一人ひとりの子どもの発達を支援していくために  〜

　障がい福祉センターあしすと発達支援係のたくさんの相談事例から、気になる

子のＱ＆Ａ「子育てと保育」に続き、今回は「遊びと発達」がまとまりました。

「子育てと保育」の解説にもある通り、気になる子どもの気になる行動には必ず理

由があり、その行動に子どもの困り感のヒントが隠れています。子どもがなぜそ

のような姿を示すのかを知ろうとしないで、行動のみを変えることはできません。

逆に言えば、理由がわかれば、その原因を解決する策を講じることができるとい

うことです。

　今回の冊子は、子どもたちが大好きな「遊び」を用いて、解決するための策を

立てるという意図で書かれています。大人に言われていやいや練習するのと、楽

しいと思って自分から何度も行うのとでは、同じことを同じ回数しているとして

も、その効果にはかなりの差が生じるでしょう。子どもたちが楽しんで、自分から、

モノや空間や人と試行錯誤しながら関わり、たくさんのことを学び、豊かに育っ

ていってもらいたいと考えて、この冊子をまとめました。

　ここに書かれたことは、子どもたちの行動の理由の一部であり、また、講じる

ことのできる対応策の一部です。実際の子どもたちはもっと多種多様です。子ど

もたちが示す気になる行動のすべてが解決できるわけではありませんが、この冊

子を読んで「そういう見方があるのか」「うちの子の行動も同じ理由かもしれない」

「今までは止めるだけだったけれど、もっとこんな遊びが必要なのかも」と参考に

していただけたらと思います。「もう！やめなさい！」と思うのと、「何でこんな

ことするんだろう？」と思うのとでは、大人の気持ちも大きく変わります。子ど

もの困り感に寄り添うのと同時に、周囲の大人の困り感やイライラ感、不安感を

少しでも軽くしていただくために、この冊子が活かされれば幸いです。

監修　千葉県立保健医療大学　准教授

作業療法士　有川　真弓

お　わ　り　に


