
福井県教育庁高等学校通級職員研修

高等学校通級指導教室におけるソーシャルスキルの理論と実践

〜現在と就職後を支える支援〜

一般社団法人こども発達支援研究会
担当：前田智行
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カリキュラムの段階

目次

指導事例
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自分の意見へのこだわりが強い
他人の意見を聞かない
人の好き嫌いが激しい
コミュニケーションが苦手
女の子同士の会話がうまくいかない
人のミスは指摘するが、自分のミスに気づかない
異性への興味が強く、言われることを受け入れて
しまう
空気が読めない、ストレスで暴力
抽象的な質問が理解できない
「この問題ができないとやばいよ」という言葉に
自信をなくす
話をするときに目が合わない
本人は自由気ままに振る舞い、周囲の生徒が空気
を読んで困っている
好きな教員につきまとっている
保健室登校で慣れてしまって変わる気がない

相談事例〜某県高等学校教諭アンケート〜

ゲーム等に抑制が効かない
課題提出を忘れてしまったり、予想外の出来事が
あるとパニックになる

不安が強い（感覚過敏）
被害妄想が強く、話しかけるのに苦労する
自傷行為（リストカット）が止まらない

保護者にも特性がある
診断を受け入れない
保護者が大学への進学を希望しているが子どもの
実態を考えると厳しい
保護者と本人の温度差がすごい
発達障害のある保護者と関わるときの対応
障害受容できていない保護者を医療機関に連携す
る方法

合理的配慮の進め方がわからない
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高校生の特別支援的対応

コミュニケーションの苦手さ
→80%以上

社会に出る上で大きなハードル

カリキュラムの段階
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カリキュラムの段階

カリキュラムの段階

①自己理解
（アセスメント）

②環境調整

できること、無理なこと
できるけど疲れること
高校内でできること

物理的な環境
人的な環境

③自立活動

SST（ソーシャルスキル）
LST（ライフスキル）
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子どもの自己理解

自分の得意不得意、好き嫌いなどの自己理解
引き継ぎ情報、個別支援計画など

◯できること→その子の強み（継続を目指す）
◯無理なこと→環境調整を考える
◯できるけど疲れること→休憩の基準、休憩の仕方

カリキュラムの段階 〜自己理解〜
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学校の自己理解

学校として取れる手段を明確にする
通級の指導時間は少ない（＝7単位以内）

指導の優先順位をつける（＝やらない支援を決める）
→できないことは外部連携（家庭、福祉等）

カリキュラムの段階 〜自己理解〜
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目標は二次障害をどう防ぐか？

カリキュラムの段階 〜自己理解〜

教育の目標
＝子どもの可能性を伸ばす

特性のある子の目標
＝二次障害を防いで社会に出る
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カリキュラムの段階 〜環境調整〜

物理的な環境の調整

◯感覚過敏への配慮
◯クールダウンスペース
◯学習道具の配慮
◯チャットでのやり取り

二次障害の復帰は長い時間が必要
→予防した方が本人も社会にも効果的

◯転校（通信制、定時制）
◯クラス替え
◯別室登校/保健室登校
◯オンライン授業
◯放デイなど福祉連携
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カリキュラムの段階 〜環境調整〜

人的環境の調整

◯保護者、親族（適切な情報提供・ペアトレ）
◯担任・職員（研修体制の確立・配置の見直し・学級編成）
◯個別支援計画の共有（中学校、就職先）

適切な関わりができる人を増やしていく
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優先順位を考える

健康の保持 日常生活指導、生活習慣の確立、病気の理解と予防スキルの指導

心理的な安定 困り感の解消（環境調整）、情緒の安定（運動発達、感情調整スキル）

人間関係の形成 交流学級、集団活動（異年齢）、感情理解の指導

環境の把握 感覚を活用した状況の把握、状況に合わせて動く力

身体の動き 姿勢保持の運動経験、粗大運動、微細運動（生活動作）

コミュニケーション 交流学級、言語発達の促し、感情語彙の獲得、ナラティブの獲得

カリキュラムの段階 〜自立活動〜
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離職理由は？

職場の雰囲気・人間関係
賃金・労働条件が合わない
仕事内容が合わない

疲れやすく体力意欲が続かなかった
症状が悪化（再発した）

作業、能率面で適応できなかった

引用：2017年4月 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター

知的障害・発達障害を抱える子の就労
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離職理由は？

人間関係 仕事内容生活習慣

知的障害・発達障害を抱える子の就労
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知的障害・発達障害のある子どもに必要な力

人間関係 仕事内容生活習慣

ソーシャルスキル
トレーニング（SST） 職能技術指導

ライフスキルトレーニング
（LST）

知的障害・発達障害を抱える子の就労
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就労スキルの優先順位(梅永,早稲田大)

日常生活スキル

対人関係スキル

特性に合わせて教える

対人関係の術を学ぶ
→無理せず環境調整や回避術も学ぶ

まず生活を安定させる
→食事、睡眠、運動

職能スキル

知的障害・発達障害を抱える子の就労
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カリキュラムの段階

目次

指導事例
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ライフスキルトレーニング

指導事例 〜生活習慣〜

食事、睡眠、運動など1日の生活の見直し

個々の課題があれば対策を考える
→背後の特性を考慮
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ライフスキル 〜睡眠への対応〜

中途覚醒、入眠困難、起床困難など

◯中途覚醒 ＝ 不安、負の記憶
◯入眠困難 ＝ 過集中、不安
◯起床困難 ＝ 意欲の低下

指導事例 〜生活習慣〜
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ライフスキル 〜食事への対応〜

偏食、過食など

食べられるもの、嫌いなものの整理
自分で料理をしてみる

食べられるレパートリーを増やす
（食べられないものは強制しない）

指導事例 〜生活習慣〜
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ライフスキル 〜運動習慣への対応〜

定期的な運動習慣
→運動が嫌いな子が多い

外に出ることを好きにさせる
→好きなことを突き詰めると運動になる

指導事例 〜生活習慣〜
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ライフスキル 〜お金の教育〜

発達障害の成人＝お金のトラブルが多い

お金の管理（お小遣い帳）
必要なもの、欲しいもの（環境調整）

指導事例 〜生活習慣〜
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ライフスキル 〜身の回り〜

◯時間通りに職場に行く
◯散髪や爪切りなど身だしなみを整える
◯休憩をとる、余暇を楽しむ
◯お金の管理

身の回りを安定させる
→生活に余裕が生まれる

指導事例 〜生活習慣〜
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指導事例 〜生活習慣〜

カレンダーで予定管理
タスクでやること整理

Googleアプリの活用練習

検索の練習

Meetでオンライン面談

メールでやり取り

ドライブでデータ管理

その他、
◯ドキュメントで文章作成
◯スプレットシートで表計算
◯スライドで発表資料
◯フォームでアンケート作成
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SST＝ソーシャルスキルトレーニング

◯あいさつなどマナー指導
◯ルールを守る意識
◯ホウ・レン・ソウの連絡スキル
◯雑談スキル
◯アンガーマネジメント

ソーシャルスキルは環境調整とセット

指導事例 〜対人関係〜
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ソーシャルスキルトレーニング 〜小集団SST〜

社会性とは人との関係を円滑にする
集団の中で適切に振る舞う力

ASDの人＝他者の気持ち、組織の概念が理解しずらい
ADHD＝理解できても、衝動的に発言したり動いたりする

指導事例 〜対人関係〜
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友達に「先輩が主催するパーティーのチケット買ってくれない？たった5000円
だし、めっちゃ楽しいよ！」と言われました。どうしますか？

指導事例 〜小集団SST〜

おとなしくチケットを買う

「行くわけないじゃん！」と
断る

お金もってないから今度また
聞かせて！と言って逃げる

逃げて家族に相談する
（援助要求の大切さ） 27

友達に「先輩が主催するパーティーのチケット買ってくれない？たった5000円
だし、めっちゃ楽しいよ！」と言われました。どうしますか？

指導事例 〜小集団SST〜

どのような対応があるか、意見を出す

一番よさそうな解決法を話し合う

一番良い意見を出した子を褒める
→最も汎化しやすい
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日常生活 ルール・マナー トラブル対応
喉が渇いたらどうする？ 授業中にトイレに行きたくなったらどうする？ 立ち入り禁止の看板がある場所に、間違えて入っ

てしまった。どうする？

汗をかいたらどうする？ 運動会で自分の組みが負けた時はどうする？ 公園で遊んでいると転んで血が出ました。どうす
る？

外に出たら思ったより暑かった。どうする？ 放課後、駅の近くで先生にあった時はどうする？ デパートに買い物に行ったら、両親とはぐれてし
まいました。どうする？

部屋が散らかってきたらどうする？ 忘れ物をしたけど友達が貸してくれた。どうす
る？

友達に嫌いな遊びに誘われました。どうする？

雨の日に友達が傘を無くして困っています。どう
する？

休日、隣に住むおじさんに会った。どうする？ 友達にルールを知らない遊びに誘われました。ど
うする？

買い物をしようとすると、お財布が見当たりませ
ん。どうする？

お正月、親戚にお年玉をもらった。どうする？ 友達に「コンビニで万引きしようぜ」と誘われま
した。どうする？

道でお金を拾いました。どうする？ 休日に友達と遊びたくなりました。どうする？ 試合で負けると「お前のせいで負けたんだ！」と
言われました。どうする？

家に入ろうと思ったら鍵がありません。どうす
る？

友達の荷物が多くて困っています。どうする？ 知らない人が急に蹴ってきました。どうする？

ゲーム中に、両親に「ご飯ができたよ」と言われ
ました。どうする？

見たいYouTubeがありますが、妹がパソコンをずっ
と使っている。どうする？

授業中、お腹が痛くなりました。どうする？

留守番中に、宅配便が届きました。どうする？ コップでお茶を飲んでいると、間違ってこぼして
しまいました。どうする？

先生が「ごめんね」と言って、授業を変更しまし
た。どうする？

指導事例 〜小集団SST〜
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中高生SSTにおけるターゲットスキル（東京情報大,原田）

あいさつのスキル 謝るスキル

自己紹介のスキル 上手に断るスキル

話すスキル 立ち止まって考えるスキル

聴くスキル SNSのコミュニケーションスキル

感情を理解するスキル 自尊心を高めるスキル

感情をコントロールするスキル 異性と上手に関わるスキル

あたたかい言葉をかけるスキル 計画を実行するスキル

質問するスキル 問題解決スキル

やさしく頼むスキル ストレスに対応するスキル
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SSTの種類 〜小集団SSTのテーマ例〜

自己理解 〜苦手なことへの対策〜

特性があると、苦手なことがある
→練習しても難しいことは環境調整を一緒に考える

忘れ物が多い＝学校と家で１つずつ用意する
遅刻が多い＝朝に楽しいことを設定する
朝起きることが苦手＝夜型のバイトを探す

指導事例 〜対人関係〜
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とりあえずスキル
とあえずスキル（＝迷ったらとりあえずこれをしておけばなんとかなるスキル）

相手が怒っていたらとりあえず「すいません」 買い物で迷ったらとりあえずレビュー1位

話す時は「お願いします、〜」 服に迷ったらとりあえずUNIQLO

「ちょっと、〜」 メールが来たらすぐに返信する

迷ったら敬語で話す 旅行に行ったらとりあえずおみやげを買う

ありがとう（とりあえず感謝をしておく） 会議で迷ったらとりあえず静かにする

話す時はとりあえず笑顔で話す もしくは「議事録取ります」

会話ではとりあえず質問する（自分から話さない） レストランで迷ったらとりあえず「おすすめは？」

最初に会ったらとりあえず服を褒める
お菓子を用意するならとりあえずカントリーマアム
とハッピーターン

話題に困ったらとりあえず天気 荷物で迷ったらとりあえず全部リュックに詰める

話し方で迷ったらとりあえず敬語で話す どこ見て良いかわからなければ、とりあえず鼻の形
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不安が強い子 〜アウトプットの練習〜

普段から自分の意志を表出する練習を積む

自分の気持ちを書き出し、不安を外部化する

指導事例 〜対人関係〜

自分の気持ちを客観的に把握できる
（不安の軽減につながる）
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こだわり＝「ゆずれない価値観」

ASDの認知の偏り
→「白黒思考」「シングルフォーカス」

こだわりに見える価値観も個性
＝価値観を変える×
＝価値観を増やす◯

指導事例 〜対人関係〜
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廊下でボールを投げて遊んで
いる子

先生は雑巾で床を掃除します
◯◯さんは、箒で掃除をします

窓に当たって割れたら、２万円の罰
金です。外に行きなさい

ASD特性に合わせた声かけ

掃除の時間に掃除をサボろう
とする男の子

指導事例 〜対人関係〜

説明は平等を意識

善悪より損得
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レベル１

レベル３

レベル５
レベル７

レベル１０

指導事例 〜アンガーログ〜
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レベル１

レベル３

レベル５
レベル７

レベル１０

ムッとする

ムカムカする

腹が⽴つ

腸が煮えくり返る

裁判で訴える

大人も一緒に考えて、見本になると効果的

指導事例 〜アンガーログ〜
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アンガーログ 〜怒りの視覚化〜

周囲と共有する

アンガーログを共有する

自分に合った感情表現を知る
＋真似をしてもらう
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言語のアプローチ 〜感情の視覚化〜

アンガーログとハッピーログ

ASDの子はマイナスの記憶が残りやすい
→マイナスの記憶の外部化

頭の中からマイナス記憶が減る

プラスの記憶の外部化（ハッピーログ）
→良いこともあったと再認識する
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その子がその子のまま、
笑顔で生きていけるために
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