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◎高校２年生の男子生徒。

自分の好きなものに対するこだわりが強く、それ以外のものは否定し、馬鹿にするよう
な態度をとるため、他の生徒から批判されたりいじられたりしています。また、教員が
教室にいない時間が苦手なので、休み時間などはいつも廊下や学生ホールなど教室外で
過ごしています。
また、集団行動が苦手なため学校行事には参加しないが、最近はわざと違う集合場所に
行ったり、学校行事が終わる時間に登校してきて、来なかった理由を偽るようになって
きました。
いわゆる一般常識について話をしても、本人の勝手な解釈で自分の行動を正当化するた
め話が進まない。社会に出てからのことを考えると、もう少し規範意識を持った方がい
いと思うが、どのように話をすればよいか悩んでます。

→ ASDのこだわり固有の価値観は間違いではない
→人に関わるのが苦手＝人と関わらない生き方を模索すること（その人を変えない）
→それ以外の適切な行動を増やしていく（善悪より損得で伝える）

相談事例
ASDの認知傾向 〜感情の理解が苦手〜

他者（あるいは自身）の感情理解の苦手さ

「嫌な人もいるから〜しない」というルールが理解しにくい
→「自分は嫌じゃない・・・」



ASDの認知傾向 〜社会性の理解が苦手〜

逆らわない方が良い人にも逆らう
→マウント系のクラスメイトとの喧嘩、先生への口答え

全体ルールよりも自分ルールを優先
→自分ルールで動いてくれる分には平気

立場に関わらず態度は平等なので年下の子とも仲良し
→下剋上系の年下の子とは喧嘩になる

対応 〜感情の視覚化〜

「多くの子は嫌だと思っている」という状態を視覚化する
（予防的→架空事例で実地、緊急→本人の前）

自分の体型を指摘される
のが嫌な人はいますか？

対応 〜善悪より損得〜

感情的な理由では理解がしにくい

明確なメリットを示す、損得で伝える

対応 〜善悪より損得〜

親への感謝の気持ち
ウクライナでは子どもや民間人が戦争に巻き込まれている
世界一平和な日本に親御さんが住んでてよかったね

漢字の勉強をする気
がない

日本は漢字を二千個覚えます。中国は漢字を四千個覚えます
→半分で済むなんて非常にラッキーでしたね

手を洗わない
この絵をご覧ください。コロナに関った人はPCR検査をします。

手を洗わないでコロナになりますか？



◎高校３年生の女子生徒。

人の好き嫌いがはっきりしており、嫌いな人（生徒・教員を問わず）に対して、露骨
に嫌な態度（話をするときにわざと離れる、睨む等）を取ります。
文化祭のクラスの話し合いでは、クラスメイトの意見に「は？」と言ってしまい、ク

ラスメイトが関係性や彼女の言動に悩んで保健室に来たこともあります。
「自分の思ったことを相手にどのように伝えるか、どうふるまうか」を指導しています
が、状況はあまり変わりません。社会に出た際に様々な人と良好にコミュニケーション
を取れるようになるためには、どのような指導を行ったらいいでしょうか。

→本人の自己理解の程度は？
→テキストコミュニケーションは取れるか？
→好きな人・理解してくれる人とどう過ごすかを考える
→良い行動ではなく、問題のない行動をどう増やすくかを考える

相談事例
ADHDのコミュニケーション課題

適切な行動 不適切な行動

適切な行動・問題のない行動 不適切な行動

１日

１日

社会的に問題のない言動を増やす
＝不適切行動の割合を減らす

◎発達特性があると思われる高校１年生の男子生徒
行動がゆっくりで、コミュニケーションにおいても抽象的な質問に答えることが困難、会話をオ

ウム返しする様子があります。また、言われたことを鵜呑みにする傾向があります（担任がクラス
全体に言った「緊張感を持って」という言葉を受けて方に力を入れてしまい、呼吸困難で保健室に
来室する。／ある問題に対して教員がクラス全体に言った「これができないとやばい」という言葉
に自信ややる気をなくす）。
部活のためにこの学校を選んで入学しましたが、このような状況の中で特進クラスに入ってしま

い、周囲との勉強の温度差や教員からの勉強の圧に耐えられないことがあるようです。また、その
気持ちを自分の言葉にして伝えることが難しく（自覚あり）、そのことに対しても葛藤があるよう
です。スクールカウンセラーも紹介しましたが、「気が向いたら行きます」とのことでまだつなが
りを作れていません。
また、環境の変化や周囲との人との密閉空間での生活が苦手で、宿泊行事の際に一睡もできな

かった日もあり、体調不良で休養したエピソードもあります。その際は、1人になれる時間を作る
ために別室をあけて対応しました。保護者も発達に関して何かあると思っているようですが、受診
はしていません。
今後も学校生活や行事もある中で、生徒が安心して学校生活を送れるように、何か対応や職員と

の連携の中でい方法があれば教えていただきたいです。

→特進クラスからの変更は可能か？
→ASDだと思って構造化した環境の設定

相談事例
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



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）

目標は二次障害をどう防ぐか？

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

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

◎特に女子中学生でのトラブル

「特定の一人の友達に執着してつきまとってしまう」、「女子同士の適度に空気や相手の気持ちに寄り
添う返答や会話ができない」などのケースがあります。養護教諭として、どのような対応ができることが
望ましいでしょうか。生徒のスキルをのばすためにできる関わり方や声の掛け方を教えていただけると幸
いです。
→スキルを伸ばそうとしない
→その子の考えを聞いて、紙に書いて視覚化する（不安の外部化）

◎自分のことはさておき、周囲の人の言動が気になって納得できないとなっている際に、どのような声掛
けをするのがいいでしょうか。
→「納得できない」と我慢ができているのであれば大丈夫
→その子は、「自分の楽しい時間」に集中する、コミュニティを探すことが重要

◎特性があると思われる高2女子です。異性への関心が強くなってきたようです。素直に受け入れてしま
う面があり、今後危険な目に合わないか心配です。養護教諭としてどうアプローチしたらよいでしょうか。

→性教育、カーストより具体的な行動で人を判断することを教える

相談事例



不安への対処 〜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

日記を書く
今日の出来事をマインドマップで書く

今日の出来事を両親に話す（両親がメモ）
出来事を音声入力する（できれば清書）
ACC（拡大・代替コミュニケーション）

PECS（絵カード交換式コミュニケーションシステム）

◎発達特性があると思われる中１女子生徒。

清潔さを保つことが難しく、スカートで手を拭いたり、口の中に指を入れるなどの行動が
あり、周囲から浮いてしまっています。清潔感に欠ける行動をしていることを指導しても、
本人はあまりピンときておらず、行動が改まりません。距離を置かれることに悩んでいる様
子はありますが、どのように指導していけばよいでしょうか。

→自己認識が苦手な子＝自分の状態に気付きにくい（周囲からの指摘）
→具体的な清潔感を保つ方法を教える、一緒に考える
→一緒にやっていくこと（半年〜１年間）

相談事例

ケース２：クラス全体への対応について

中学１年生のクラスです。発達特性がある生徒が多く在籍しています。（診断名は
様々で、いわゆるグレーゾーンの生徒もいます。）
最近、授業中にうるさい・たたく・蹴る・他人の物を取る等の生徒間のトラブルが多

発しています。担任や学年主任が度々注意や指導を行っていますが、同じようなトラブ
ルが続きます。どのような指導が効果的なのかアドバイスをいただけたら幸いです。

→１5%の子供はグレーゾーンに該当する
→指導ではなく、授業で行動を変える（適切な行動の増加が大切）

相談事例

ケース３：検査や受診を拒否

◎おそらく発達障害であるため、検査をして手帳を取らせようと試みまし
たが（就労支援から就職につなげたいため）、本人が拒否しているため検
査ができず、保護者も困っている生徒に対し、今後どのような指導をして
いったらよいでしょうか。

→伝えることは伝える
→自己理解のためのアウトプットができるか？（拒否する？）
→その後は本人の意思の尊重、やりたいことがあるならやらせてあげる
→失敗からしか学習できないことがある

相談事例



◎高校２年生男子

未診断ですが、発達障害の疑いのある生徒がいます（おそらく自閉傾向がある）。他の生徒
や教員との関わりも苦手で会話が成立しないときが多々あります。他の生徒も、その生徒の距
離感がつかめない、空気が読めない関わりに苛立ちを見せてしまうことが増えています。また、
最近になって「自分は周りの人と違うようだ」と気づいているような言動があります。時には
ものにあたってしまったり、暴力をふるおうとすることもあり心配です。

病院受診をした方がよい程度だと思いますが、保護者（シングルのご家庭）も同様に発達障
害の傾向があり、話しても理解が得られず受診に至りません。
学校としてどのように生徒や家庭と関わっていくといいのでしょうか。

→SSW（スクールソーシャルワーカー）、ケース会議
→一緒に病院を受診する

相談事例

◎診断はされてないものの、明らかに発達特性があり、日常生活を送る上
で不都合があり、自尊心が低い子どもたちがいます。本人自身も保護者も
特性を理解して対応ができた方が将来的にもその子にとってよいのではと
感じています。診断が全てではないと思いますが、受診に対して保護者が
拒否的だったり必要性を感じていない場合、学校としてできる対応につい
てお伺いしたいです。

→複数人での面談、ケース会議
→権威のある人を連れてくる

相談事例

◎一度検査を受けて能力の偏りや支援ポイントを明確にしてほしいと願っても、保護者
はレッテルを貼られると思うのか、「障害」と診断される恐れを受け入れられないのか、
なかなか受けたがらない、また受けようとしても予約が取れない、保護者も発達障害が
疑われる状態で話が通じない、どう反応されるのか読めなくて切り出せないということ
があります。 また、高校から別の進路を選ぶ際にも能力の偏りを上手にサポートしてく
れる学校を選ばないと難しそうだと思っても、「入れるなら普通の学校へ」と思う場合
が多く、進学後を心配してしまうことがあります。

→三者面談で、本人-保護者の主張を通訳する
→高校としてできることは何か？（退学措置は？）

相談事例

◎高校２年生の生徒
診断は受けていませんが、話をする際に目が合わない様子や、黙って教室を抜け出し

てトイレに１時間こもっていたりする様子から、発達に特性があるように感じています。
保護者も本人の特性についてはご理解のある方です。

生徒自身が悩んでいるかどうかを聞けておらず、本人の気持ちは分からないのですが、
はじめは行きたいと言っていた宿泊行事もキャンセルになりました。40人学級の中でど
のように人間関係を構築していけばよいのか、行きたかった宿泊学習にどうしたら行け
たのか、なにかヒントになるお話を伺えればと思います。よろしくお願いします。

→人間関係の構築は厳しい（診断を受けることができれば可能性はある）
→教室以外の居場所をどう作るのか？

相談事例



ケース５：不安が強い生徒
◎発達の特性があるとみられる高校2年生の女子生徒
これまで保護者の理解が得られず、医療につながったことはありません。コミュニケー
ションが苦手で他の生徒から浮いてしまっていることを感じていたり、集中が続かない
ことや記憶力・理解力が低いことなどに悩み、勉強や進路、将来に不安を抱えています。
また、母親との対立が多く、保護者の理解が得られないことや進路選択で押しつけを感
じていること（看護師・保育士を勧められる）など、様々な困難感から希死念慮も訴え
ています。
将来への不安感が強い本人に対して、どのような支援が考えられるでしょうか。また、

進学を希望していますが、支援機関や進学後の就職先の選択肢はどのようなものが考え
られるかもお伺いしたいです。

→精神科医の受診を勧める（最悪を考える）
→女子生徒-担任-保護者での三者面談（家族で話すことは対立しか生まない）
→就職は自己理解できるかどうか？
→支援機関「若者サポートステーション、就労移行支援、発達障害に理解のある大学」

相談事例

◎ADHDとASDの診断がある高校生

おとなしく、周囲に問題と映るような言動は少ない生徒ですが、自分に自信がなく何年も前に指
摘されたことを気にしがちです。例えば、中学生の時に制服の襟が立っていることを指摘されたこ
とをきっかけに、今でも襟を頻繁に確認したり、他の生徒と同じようにふるまえているかを気にし
たりします。
「登校中の自分の言動や振る舞いはおかしいところがあるのではないか」という不安が強く、指摘
されないようにするために他の生徒と時間をずらして登校するため、遅刻や欠席することもありま
す。
過度な不安をやわらげ、自信をもって学校生活を送ってもらうにはどういった手立てが考えられる
でしょうか。

→不安の外部化（不安は長所でもあることの自覚）
→事前に不安なことを共有できる、先生との関係性（ASD特性も考慮）

相談事例

ケース6：学内の支援体制について
◎保護者と本人との、学校に対する意識や支援要望の差が大きく、担当教員が迷う場合、どのような対応
ができるでしょうか。
→三者面談(可能なら、先生は二人以上）、ホワイトボードも
→学校の限界を伝える（入学前に承諾を得る）

◎発達の偏りがある生徒をクールダウンさせたいときに、場所や対応する人の確保など、校内の問題がな
かなか解決できません。また、対応している学年担当やカウンセラーとの打ち合わせ内容などをドライブ
上での打ち込みをして養護教諭と共有しており、直接話し合う時間がとれません。学内での有効な共有方
法をご存じでしたらご教示ください。
→校内で対応を共有する時間を考慮して時間割を組む（仕事を減らして作る意識）
→部活動の外部化、オンライン面談

◎診断を受けてはいないが、可能性として高い生徒への合理的配慮の具体的な進め方などについて理解し
たい
→困っていることの整理（本人、保護者、先生）
→授業、ICT、受験、就職（内閣府のHPの参照）

相談事例

ケース7：保護者対応について
◎発達の偏りがある生徒の保護者と関わる上で、気をつけた方がいいことがあればお願
いします。

◎保護者から子どもの発達についての情報提供がなされない場合もあり、学校側がこの
生徒は発達に偏りがあると感じても保護者が学校へ情報を伝えたくないなど、深く踏み
込めない場面があります。発達に偏りのある保護者と関わる上で、意識すべきポイント
があれば教えていただきたいです。

◎保護者が発達の偏りを認識していない場合の接し方や医療につなげる対応の仕方。

→明確に伝える（学校の現状、強み、弱み、具体的な対策）
→医療に行くのは診断を受けるためではなく、支援を受けるため
→最悪の想定をする

相談事例



ケース8：周囲への理解の求め方

◎当該生徒のプライバシーを保護しつつ、その子の特異性（場の空気を読めない行動な
ど）を理解してもらうにはどういった方法が考えられますか。
→強みと弱みを両方考える
→「診断」は１つの方法にもなる

◎授業中にペンをコンコンと鳴らしたり、教員への質問や話が止まらなくなって授業が
中断したり、修学旅行の班別行動で４０分遅れたりといったことをする生徒がいます。
高校生なので、周りの生徒は空気を読みその場は我慢していますが、個別に担任に不満
をぶつけてきます。特性をどう話して理解してもらえばよいでしょうか。また、保護者
や本人へはどう返していけばよいでしょうか。（現在、ソーシャルスキルトレーニング
には通っています）
→スルーをする、遅刻は関与しない（そして真面目に受けている子に時間をかける）
→特性を話して理解を得る＋真面目な子を大事にする

相談事例

ケース9：保健室登校・不登校

◎保健室登校をしている中学１年生男子生徒
入学後から、まったく授業に出ず過ごしています。休み時間に来室するクラスメイト

とは楽しく過ごすことができます。現在、ホームルームだけ出ようと声をかけている状
態です。
保護者（母）は定期的にスクールカウンセラーに相談しています。今後はどのように声
掛けをしていけばよいのでしょうか。

→現状を肯定する
→対等な提案を意識する
◯あなたのためにタブレットにソフトを用意しました
◯別室にあなたのために先生を用意しました

相談事例

◎【クラスでうまくいかず保健室でも規制が効かない】
既に入学前にASDの診断を受けている中１の女子生徒。言動に協調性がないためクラスでうまくい
かなくなり保健室登校となった。
しかし個人pcの使用ルール（学習に関する使用に限定）を守ることができず、ゲーム等その行動
には抑制が効かない。pcを保護者に預かっていただくことにしても保護者も本人の要求に負けて
しまう状態。
好きな教員（若い男性教員）にしつこく付きまとい、「その目をくりぬいて自分の手元に保管し
たい」などと言い出し、結局不登校となっている。現在は時折SCが登校を促し、絵などを描かせ
ながらコミュニケーションを図っていますがクラスでの学習活動に目途が立たず。このまま年月
の経過をまち、また他生徒と学習活動ができる日を待つしかないのか？あるいはそのような日が
来るのか？（その後近況を確認した結果、「現在中学まで在籍し高校から発達支援を含めた通信
に進学予定・現在民間支援2か所に週４回通っている」ことを確認しているがここまでの対応が悩
むところ）
→環境調整、休憩の時間を多く取る（疲労はこだわりを悪化させる）
→保健室にクラスの友達を呼べるか？→教室のハードルが下がる
→PCの使用をもう一度考える（学習以外の使い方、オンライン授業など）

相談事例

ケース10：被害者意識が強い生徒の対応

◎被害妄想が強い場合、話を聞くことしかできずにいますが、ほかによい対応があるで
しょうか。

◎いわゆる昔で言う”アスペルガー積極奇異型”の生徒への対応に苦慮します。丁寧に
対応しようとしてもマイナスにしかとらえられず、クラスメイトがたまたまぶつかった
り、物を落としてしまっただけでも「自分をいじめてくる」ととらえ生徒教員ともに疲
弊してしまいます。

→医療機関につなげてカウンセラーと連携（SC）
→感覚過敏と疲労に配慮する
→話を聞くことが大事＋ノートに外部化（できたらよかったことも別のノートに記録）
→不安が強い人が集まる場所を紹介する

相談事例



ケース１０：大学の入試制度について
◎長文や英文等を一行飛ばしてしまう等の特徴のある生徒に対し、専門機
関に受診していて家庭からの希望がある場合、学校でできる範囲で試験問
題の行間隔をあける、フォントを大きめにする等の対応をしたことがあり
ます。大学入試では配慮等を行ってくださるのでしょうか、ということを
全く分からなかったのでお聞きしたいです。

→高校の定期テストで何度か実地しているのであれば可能
→リーディングスラッカーなど読むための道具の申請なども可能

相談事例

ケース１１：その他
◎中学１年生の女子生徒。
保健調査票には発達障害の記録はありません。心因性視覚障害で１１歳から療育を受けており、

現在は起立性調節障害（通院中）で登校しぶりがありますが、発達障害の2次障害でしょうか。
→二次障害の可能性がある（発達障害グレーからの精神障害の可能性）

◎ベースにADHDやASDがある生徒が精神疾患を併発するケースの事例があれば伺いたいです。
→LD（勉強できない）、ADHD（叱られる）、ASD（対人関係の失敗）
→努力してもできない、成果が出ない

◎パニック状態になった生徒への関わり方は、どのように行うのがいいでしょうか。
→見守るしかない（クールダウンスペース）
→パニックは、何かを避けたり、要求を通すために起こることと、過去のフラッシュバック

◎自分の能力を客観的にみられず、理想が高く現実とのギャップに苦しんでいるときはどう対応す
ればいいでしょうか。
→そのまま現実にぶつけてあげる（自己理解につながる＋努力は成長しかない）

相談事例

◎場面緘黙症の生徒へのコミュニケーション方法はどのようにしたらよいでしょうか。
→電話、オンライン通話、交換日記
→スモールステップ

◎課題を提出することができず、教員から提出を催促されると授業を抜け出したり、学校を休んだりする
生徒がいます。分からなければ放課後に残って課題をやろうと言っても、プレッシャーに感じるのか逃げ
てしまいます。どのように対応するのがよいでしょうか。
→すでに特性的にギリギリの状態
→大人の発言より、同年代の友人の力を借りる（メンターを作る）

◎特進クラスで成績はよいが、自傷行為による保健室来室が増え、授業を休むようになった生徒です。保
健室を利用している生徒たちに次々話しかけたり、会話に入ろうとしたり、ソファやベッドを独り占めし
ようとしたりします。注意をしますが同じことを繰り返します。
管理職に相談しましたが、特別な支援が必要な生徒だと言って特別扱いをし、本人も自分は特別だと

思っています。保護者はとにかく登校させることに力を入れており、根本にある問題は見ようとしません。
他の生徒もいる中で、同じことの繰り返しに疲れてしまいます。普通校でこういった生徒を支援していく
にはどのような方法が考えられますか。
→医療機関、SCとの連携
→オンライン授業(登校自体は生活習慣の安定の意味合いもあり悪いとは言い切れない）

相談事例

◎診断はないが、発達特性があると考えられ、他害の可能性がある女子生徒。
例えば、忘れ物をしたり、予定外の出来事（自分の持ち物を壊してしまった等）があった際に、

授業中など他の生徒がいる場所でも大きな声で独り言を言ったり、自傷（髪の毛を抜く、自分の体
を叩く等）をしてしまいます。

周囲の生徒が心配して、職員室や保健室につれて入れていこうとしたものの、本人がその場から
動くことを強く拒否し、物や生徒に当たることがあった。他の生徒にも関わることがあったため、
三者面談やスクールカウンセラー面談（本人が拒否したため、保護者のみ）をし、受診の提案等を
しましたが、保護者は家ではこのようなことがないと話し、学校との意識に差がありました。

結局、学校に慣れてきたことで頻度も減ってはいるため、周囲の生徒が慣れることでうまく対応
している状態で、受診にも至っていません。どのように対応すればよかったのでしょうか。

→学校として特別支援が必要な生徒への対応が共有できているか？
→慣れることで改善することは確かにある（ただし、耐えきれず悪化するケースが多いのが事実）
→校内対応のフォーマットを整備する

相談事例



◎中学３年生の女子生徒。

発達障害の診断は出ており、月に１度通院しています。中学１年生のころからの性的な発言・言
動（スカートをまくり上げるたり、服を脱ぎ始めたりします）といった衝動が抑えられません。

回数や頻度は減ってきていますが、行動に変化が見られないため、学校としては対応に困ってい
る状況です。そういった行動に対して、他の生徒から苦情や保護者から心配の声も届いています。
現状は、月に１回程度、スクールカウンセラーにも入り、担任や中学の担当が注意してみています。
本人は、衝動が抑えられなくなってしまった後は、そのことに関して深く反省と後悔をしています。
中学校までは厳重注意といった形で続けていますが、高校に進学をして同じような行動をとって

しまった際には、転学勧告などもあり得ます。

こういった場合、本人への支援の仕方や高校進学に関してのアドバイス（このまま高校にあがるか、
特別支援学級などを勧めた方がよいのか）はどのようにしていったらいいでしょうか。

→適切な休憩が取れる環境を整備する（他の子と同じだと思わない）
→水曜は休む（オンライン授業だけ）など単位を考慮して適切な休みを増やす
→高校にも共有をする（あるいは体力を考慮した学校、支援が手厚い学校を探す）

相談事例

◎学校のトイレでリストカットをする女子生徒がいます。家では保護者の前でもリストカットをし
ているようです。保健室に来た際はどのような声掛けがいいのでしょうか。
→先生の個人的な相談をしてみる（うまくいけば、徐々に女子生徒からの話も引き出せる）

◎発達障害があると思われる中１女子生徒。
１１歳の時にWISCで視覚認知が苦手で４歳レベルという結果が出ています。ASDの傾向もあり、

空気を読むことも苦手ですが、正式に診断を受けたことはありません。

本人・母親ともにそれを口実に、本当はできることもやろうとせず、過大な合理的配慮を求めて
きます。担任はできることはさせたいと考えている場合、保護者にはどのように説明し、本人には
どのようにアプローチすることができますか。
→過大な合理的配慮とは？予算的に困難ならできないことを伝える
→実地できるが担任がさせたくない、というのであれば、まず合理的配慮を入れて徐々に配慮を抜
いていく

相談事例

◎【クラスでうまくいかずリストカット・教員との関係にもかなり傾斜／偏り著明】

中学入学時より足の痛みで度々来校（両親とも医療系）現在までに「聴覚過敏・リストカット・う
つ病」という自己申告情報あり。

対人関係がうまくいかず中間教室（適応指導教室）を希望し利用している。心療内科に通院中。診
断名なし。（保健室では宿泊行事前等のタイミングで医療情報・家庭から配慮してほしいことなど
を確認しているが別段なし）⇐さらなるセッティングが必要とは考えている

いつも廊下（事務室前）をうろうろしているが保健室にも来たがらず（けが以外よりつかない）校
内対応がフラット状態。（声をかけると緊張傾向）支援会議でも共有しているが、特定の教師（担
任以外・学年副担任）に親密に相談等コミュニケーションをとりたがり（プレゼントを複数回）、
教員間で対応の分散を図った経緯がある。

→特定の教師を中心にして徐々に他の先生との関わりを増やす
（安全基地の拡大）

相談事例

終了


