
  

「発達障害」についての
塾的な対応について

＜プロフィール＞
　学生時代スキーインストラクターとしての興味から、カイロプラクティックの資格を
取得。
　卒業後、某上場進学塾に勤務し、進学塾・個別指導・家庭教師、各部門を経験。
　あくまで進学を目的とした教育指導の範疇では、むしろ逆効果になってしまう生徒
さんに適した学習指導を実現するため、２０１０年“サポーツ京田辺”を設立し。
　スクールコーチング・ビジョントレーニングなど幅広い分野の知見を取り入れ、発
達を含めた教育指導に取り組んでいる。

　現在は支援学級・支援学校の生徒までインクルーシブに対応するに至り、京都市
～奈良市といった広域から通塾していたり、医療機関や児童相談所からも紹介を
受けるなど、既存の学習塾の範疇を超えた活動をしている。
 
2016年には短期宿泊型フリースクール「南山城シェルター」を、南山城村自然の家
との共同企画事業として立ち上げた。
2017年には京都府ひきこもり対策補助事業として「京田辺リメディアル教育学院」
を開設。福祉領域のフリースクールへ対応を広げている。

著書：なぜ「個別指導」で成績が上がらないのか？（星雲社）
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発達障害の定義文部科学省の定義より

自閉症の定義　＜Autistic Disorder＞
（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資料より作成）
　自閉症とは、3歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く
特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると
推定される。

高機能自閉症の定義　＜High-Functioning Autism＞
（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資料より抜粋）
　高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関
心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないも
のをいう。
　また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

学習障害（LD）の定義　＜Learning Disabilities＞
（平成11年7月の「学習障害児に対する指導について（報告）」より抜粋）
　学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論す
る能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。
　学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、
知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

注意欠陥／多動性障害（ADHD）の定義　＜Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder＞
（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資料より抜粋）
　ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害
で、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、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。



  

その他、話題に出やすい”発達障害”

●自閉スペクトラム症（ASD）

（アスペルガー症候群）

●ディスレクシア（発達性読み書き障害）

●発達性協調運動障害（DCD）

●場面緘黙症



  

「障害⇔健常」は社会が決めるもの

＜「特別な教育的ニーズを有する子ども」の認定率＞

世界平均6.24％。

日本では約３％。最も高率なアイスランドでは24.3％。

＜分離教育率＞

日本は75％。アイスランド6％。
ちなみにスウェーデンでは、1.42％の認定者は100％分離

※出展：吉利宗久（2016）：インクルーシブ教育をめぐる国際動向：発達障害研究第38巻第1号2016年ｐ34-41



  

「発達障害の検査」という誤解

学校や療育センター等で普及している

”WISC”（ウィスク）は、あくまで知能検査

⇒全ての能力が低い＝知的障害

⇒実は凸凹特性が出にくい検査でもあり、「検査時の様子」で、自閉傾向とか
ADHD傾向言うだけ。

そもそも、”医行為”は医師の専権業務なので、心理士などの資格では、障害
名を”診断する”ことはできない。

さらに、基準があいまいということは・・・

医師にとっても”何かの目的”があれば診断名をつけている。とみなすべき。



  

では、「発達障害」をどうとらえるか？

「感じ方の違い」「反応の仕方の違い」「考え方の違い」

⇒すなわち”個性”

男はみんな自閉症？女はみんなADHD？

がんばっても平均点以下はみんなLD?

”障害のレッテル”を貼ったところで何も解決はしない。

個性を理解してあげることこそ、教育的な”対応”ではないか？



  

ところで・・・
「理解する」とはどういうことか？

学習指導でも、「丸暗記はNG」「ちゃんと理解してないと・・・」と言いますが、何をもって”理解”？

「丸暗記」は、応用が利かないからNG。ということは、

理解とは・・・「応用が利く」？

「応用が利く」ためには、”それ”が適応ではない場面もわかる。

「”他との違い”がわかる。」ということ？

”違いの理解”とは”感覚”？
「りんごとバナナ。何がおなじですか？」
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内界（身体内・自者）外界（環境・他者）

発達障害論　仮説モデル

現象でなく、原因論

アプローチできることは？ビジョン

感覚器による入力

運動器による出力
＝神経伝達

身体内での情報処理

同時処理認知？
次処理認知？

生物学的に捉えると、外界と内界の情報伝達を繋ぐ、身体器官もしくが神経系のどこかの”
発達”が”阻害”されているということが、”発達障害”であると捉えるべき。

現在のADHD・ASDといった

発達障害の定義は

”原因”ではなく”現象”

”十分に機能していない器官もしくは神経系”の発達を促すことが”教育”なのではないか？
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感覚が違う？足りない？

感覚とは・・・
・五感　（視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚）

”正しく”感じれてないなら・・・

事実：トップアスリートですら、全てが完璧ではない。

⇒十分感じれるように、養うか？補うか？

・前庭感覚　（重力・回転・傾き・・・いわゆるバランス感覚）

・固有感覚　（関節の動きなど、自分の状態を認識）



”何が”わからないのか？

滋賀医科大学眼科学講座HPより

色覚異常（男児２０人に１人）の見え方

拡大解釈すると・・・

”見え方”が変われば、
”心理”も変わる。

行動の心理を
自分基準でとらえると、
相手の心理は理解しえない。

自分の感覚が
”普通”とも限らない。

厳密には”同じ”なわけがない。

元画像　　　　　　１型色覚　　　　　２型色覚

1型色覚の人は赤を少し暗く感じており、 2型色覚の人は緑を灰色っぽく感じています。
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内界（身体内・自者）外界（環境・他者）

発達障害論　仮説モデル

現象でなく、原因論

アプローチできることは？ビジョン

感覚器による入力

運動器による出力
＝神経伝達

身体内での情報処理

　　　　　同時処理認知？
　　　　　継次処理認知？

現在のADHD・ASDといった

発達障害の定義は

”原因”ではなく”現象”
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性格とは？　個性＝認知特性

＜継次処理＜継次処理優位優位タイプ＞タイプ＞
ひとつひとつ部分の認識を積み上げて、全体を
理解するタイプ。
よく言えば、順序だてて考えていくのですが、
いわゆる「木を見て森を見ず」となってしまう
側面もある。
お勉強は出来ても、「空気が読めない」と言わ
れてしまう、いわゆる「理系の学者肌」「頭の
硬い公務員」などと言われてしまうのは、まさ
にこのタイプ。

＜継次処理＜継次処理優位優位タイプ＞タイプ＞
ひとつひとつ部分の認識を積み上げて、全体を
理解するタイプ。
よく言えば、順序だてて考えていくのですが、
いわゆる「木を見て森を見ず」となってしまう
側面もある。
お勉強は出来ても、「空気が読めない」と言わ
れてしまう、いわゆる「理系の学者肌」「頭の
硬い公務員」などと言われてしまうのは、まさ
にこのタイプ。

＜同時処理＜同時処理優位優位タイプ＞タイプ＞
継次処理が「木を見て森を見ず」とするな
ら、同時処理は、パッと全体を見渡して
「森」と理解はするのですが、一本一本の木
の違いは気にしない。
ということは、「だいたい」はすんなりわか
るけれど、細かく説明をされると、むしろ混
乱したりもしがち。
おしゃべりはとっても”賢い”のに、お勉強がで
きない。なんて人は、まさにこのタイプ。

＜同時処理＜同時処理優位優位タイプ＞タイプ＞
継次処理が「木を見て森を見ず」とするな
ら、同時処理は、パッと全体を見渡して
「森」と理解はするのですが、一本一本の木
の違いは気にしない。
ということは、「だいたい」はすんなりわか
るけれど、細かく説明をされると、むしろ混
乱したりもしがち。
おしゃべりはとっても”賢い”のに、お勉強がで
きない。なんて人は、まさにこのタイプ。

4つの認知領域（PASS理論）
P (Planning) プランニング 
提示された情報に対して、効果的な解決方法を決定したり、選択したりする認知プロセス 
A (Attention) 注意 
提示された情報に対して、不要なものには注意を向けず、必要なものに注意を向ける認知プロセス 
S (Simultaneous) 同時処理 
提示された複数の情報をまとまりとして統合する認知活動 
S (Successive) 継次処理 
提示された複数の情報を系列順序として統合する認知活動 

同じ状況でも考え方が変わる＝個性
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認知特性イメージ

継次処理が優位なタイプ 同時処理が優位なタイプ

部屋の片付け とにかく順番にきっちり並べる。 使う用途や場面でまとめておく。

計算するとき
基本に沿って途中式を書いて間違わないようひたすら計算する。
「工夫して計算する」よりも、愚直に計算した方がやりやすい。

直感的に計算する。一気に解決する方法を探す。
ややもすると、とんちんかんな、勝手な方法を使って間違う。

理解しやすいのは…
最初から順番に丁寧に説明してもらう。
例外が無い様に。細かい違いを知りたい

「要するに・・・」と感覚的に。
目的がわかれば、細かい説明は不要。

ノートのまとめ方 説明を言葉で書きとめていく 図など関係性で示していく

行動パターン とにかくやってみる 楽な方法を考える。

困ったとき フリーズしちゃう。 パニックになる。

集中力
基本に沿って途中式を書いて間違わないようひたすら計算する。
「工夫して計算する」よりも、愚直に計算した方がやりやすい。 いろいろなことに興味が向いて、集中力がない。いろんなこと

がに手をつけて同時進行させる。

得意科目
物理や数学、または歴史

（つまり順序だててあるものが好き）
美術なとの副教科、または国語
（ただし説明文には弱い）
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認知特性凸凹の例

VCI PRI WMI PSI
70

80

90

100

110

120

130

WISC-Ⅳ
合成得点プロフィール

プランニング同時処理 注意 継次処理
70

80

90

100

110

120

130

DN-CAS
標準得点プロフィール

＜中３女子”明るい不登校”＞

もともとは、友人関係で、
行き辛くなって。。。
でも、もう、それは、
解決してるんですけど。。。

学校行けばいいのに、
なんか行けないんですよ～（笑）

※数学が極端に苦手で、等式
変形で混乱。パニック的に。

継次処理認知の弱み。
かつ、
特異的な感覚の強さが潜んでいて、
さらなる混乱を招いていると想像される。
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内界（身体内・自者）外界（環境・他者）

発達障害論　仮説モデル

現象でなく、原因論

アプローチできることは？ビジョン

感覚器による入力

運動器による出力の問題
＝神経伝達

身体内での情報処理

同時処理認知？
継次処理認知？

現在のADHD・ASDといった

発達障害の定義は

”原因”ではなく”現象”
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特に子供の発達を阻害する
と言われる原始反射

STNRSTNR：：頭を上下に動か
すと連動して腰が逆の上
下に動く

ATNR:ATNR:頭を一方に向
けると頭が向いた側
の腕と足が伸び、反
対側を曲げる

脊椎ガラント反射：脊椎ガラント反射：
背中を触れると全身が
反応する

モロ反射：モロ反射：刺激を受けると手
を広げ抱きつくように動く

TLRTLR：：頭が前方にくると、
手足が屈曲し、逆に後方
にくると手足を広げる

引用：JOAJaurnal Vol.2 2002

本来の働き 残存の影響

モロ反射
突然の刺激に覚醒し、危険に反
応する。

複数の感覚情報を処理できず、まぶしく・やかま
しいなどの過敏さでストレスを受ける。平衡感覚
が弱く、適応力柔軟性が低く、要領が悪い。

TLR
（緊張性迷路反射）

胎児の姿勢から頭を産道に入れ
ようとする動き

頭をコントロールしくにくく、姿勢が悪いなど、筋
肉の緊張やバランスが悪い。

脊椎ガラント反射
子宮壁から刺激を受けて、産道
の前に進む動き

イスの背もたれに反応して、じっとしてられない。
集中力に欠け多動気味に見える。

ATNR
（非対称性緊張性頸反射）

産道をうまく進む動き。妊婦が感
じる胎児の「蹴り」

左右の感覚が混乱し、利き手の発達を妨げるた
め、文字を書くことが不得意で、余計なエネル
ギーを消費して、思考も中途半端になる。

STNR
（対称性緊張性頸反射）

ハイハイをする動きと共に視線を
上げて遠近繰り返し視線を運ぶ
動き

ハイハイがうまくできないことで、バランスや空間
認知、奥行き感覚が影響を受け、運動が苦手
や、食事をこぼしたりするなど動きがぎこちない。
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反射抑制のトレーニング

「意味ある」動きを反復すること
で、脳の発達を促す！

上手くいってな
い。
どうすればいい？

生き残るため
の無意識の
反応

自分の状態を感じて”自然に”
正しい体勢・運動を調整す
る。

より高等な脳の領域で
コントロールできるように
なる

四つん這いの体勢で、連動して腕や
腰が動くかないように、頭を前後左右
に動かす。
など、前回ご紹介した、原始反射の
動きが起きないように、「自覚的に抑「自覚的に抑
える」える」

その他には、触られた手や足”だけ”
を動かす。右足・左手を同時に触れ
るなど、左右をまたぐ認識は、実は幼
児期には完成しないほど難しい。

「意味ある」とは・・・
ルール・規則に従う。
意図した動き以外を抑
制制御する。

「机に向かって座っていられない」などと
いうのも、背中などの感覚過敏が原因で
あることがある。

● 手首足首の関節の動きが悪いなどの場
合も、単純にマッサージすることで、落ち
着いて勉強できるようになる可能性もあ
る。

引用：JOAJaurnal Vol.2 2002

引用：JOAJaurnal Vol.2 2002
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反射抑制のトレーニング

スポーツで鍛えている子でも
「ハイハイ」が上手にできない。

ほふく前進になったり・・・
急に立ち上がったり・・・
ものを避けれず激突したり・・・

異常に負荷がかかってハアハア

障害物を避けて
「ハイハイ」してみる。
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”対応策”に入る前の逆説

なぜ、「適切な指導ができない」のか？

①「ちゃんとしない。」「逃げる。」
「この子は”やる気”がない。」という責任転嫁

親が先生が陥りやすい、不適切な思い考え。

②「やればできる。」「慣れたら身につく」
”出来ない子”は「やっても、できるようになれない」のに…
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本人は、決して「やる気を出さない」という意思はない。

「学力不振生徒」とは。。

心の叫びは、「しんどい。」「イヤだ！」

すなわち、「やる気がない」とは、決して”気持ち”なのではなく・・・

「やる気がある」と”思われる”行動ができない。
ということ。

実行能力 or 認知能力　の問題。

思ったように動けない。
よく”わからない”。
＝「普通はわかる」がわからない。

＝身体能力

必ずしも勉強量不足ではないのは、もちろんのこと。。。



”指導”の目的意識

「知識を与える」？
「できるように、訓練する」？

「できない事」を「できるようにする」

先生の役割とは・・・

「できるようにする」ためには、
「がんばろう」という気持ちにさせることが必須

＝いわゆる「コーチング」の手法

能力のいかんに関わらず、最もNGなのは・・・

「もうできなくてもいい」という”あきらめ”
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「コーチング」の基本思想

「どうすればいいのか？」と人は悩むのだが・・・

”過去”からの経緯＝現状

現実的な”未来”（予測・願望）

”具体的かつ現実的”であれば
「今すべきこと」は”必然”となる。
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「知識は知ってる。」だけど、解けない子。

同じような問題解説を毎回繰り返すことになる。

＝知識がないのではなく、”思考”が働いてない。

個性・特性を踏まえた指導

「ここはどこ？」「あなたは誰？」という問いに、異常に戸惑う。
＝事実上の認知症状態。

知識を教える前に、理解に必要な”感覚”を指導する必要！
”やり方・方法・テクニック”はそのための”手段”



意味＝　何を？　＋　どうする？

「普通」は、どうしたらいいかがわからない。
という前提で、方法を一生懸命教える。

”ついていけてない人”は、
「何の話」をしているのかがわからない。

学習場面において・・・
文節に分けず「何をどうする」をワンセットで認知しようとする。
⇒丸暗記思考

言葉を受け取れてないのか？
複雑で思考が追いつかないの
か？認知自体ができないのか？

”他者”認識の問題？⇒生活上の問題へのアプローチの可能性

個性・特性を踏まえた指導
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セルフモニタリングによる”メタ認知”

個性・特性を踏まえた指導

「上手く行くように努力」することで
特性から生じる”問題”も回避できる可能性

⇒発達障害が治る！？

＝”上手くいくよう”に考える。
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最後に「塾」として・・・

サービス業である「塾」として、
提供している価値とは何か？

「講義？」「結果？」・・・それとも「教育？」
自塾のコンセプトによって、顧客対象が定まる。

”発達障害”を”顧客”として捉えるのか否か？
初期段階で判断せねば、無責任に！

必ずしも結果的な成績だけではなく、「理解」こそが顧客満足として、

関わったからには、諦めず、
”状況”が変わるまではつきあってあげてください。

基本的に”治せる専門家”は存在しないのですから・・・。
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