
お孫さんに、このような
ことはありませんか？

•落ち着きがない

•理解しづらい行動

•オウム返しばかりする

•片付けられない

作成：福井医療大学 言語聴覚学専攻 チーム「アノ」



はじめに

この冊子は発達障害を少しでも理解していた
だくために作成しました。発達障害というも
のは目に見えないものです。しかしその人の
普段の行動に現れてしまうものなのです。

発達障害の方は社会の理解が得られないた
めに社会生活を送る中でたくさんの困難さを
抱えています。また、障害を自覚することも
難しいのです。発達障害の特徴とその行動の
理由を理解し、その人にあった接し方をすれ
ば、共に生活しやすくなると思います。

そのためには、ご家族だけでなく、地域の
方にも理解を得ることが重要です。この冊子
を活用して、ほかの方に内容を伝えていただ
ければ幸いです。

この冊子はNPO法人言語聴覚障害児・者社会
活動支援の会の助成を受けて作成しました。

2019.6.20 発行



メンバーのおもい

今回この冊子を手にとって見てくださりありが
とうございます。私たちは福井医療大学の3年生
で言語聴覚士になるための勉強をしています。

私たちは、授業の一環として、福井県に推定
約1万3700人おられる、発達障害のあるお子さん
のご家族に対する支援の企画を考えました。福
井県は三世代同居率が高いため、発達障害のあ
るお孫さんと触れ合う時間が長い祖父母の方が、
より発達障害について理解してくだされば、お
孫さんの特性をいかせるような対応ができるの
ではないかと考えました。

しかし祖父母の方に向けた発達障害の資料は
少ないため、今回この冊子を作成しました。

YouTubeにも動画を投稿していますので、併せて
ご覧いただければ幸いです。

【この冊子および動画の活用方法】

①祖父母の方が発達障害をより理解して、お孫さ
んの良い面をいかせるような対応を知ることがで
きます。

②近所に住むお友達などに、お孫さんを理解して
もらいたいと思ったとき、動画を障害理解の第一
歩として見てもらえます。

③地域に発達障害についての理解が広まると、お
孫さんが地域で暮らしやすくなります。
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＜自閉症スペクトラム症（ASD）・理解編＞

ASDのこと、ご存知ですか？

• ASDは自閉症スペクトラム症の略称です。

•特徴は、
１．社会性・対人関係の特徴

２．コミュニケーションの特徴

３．想像力・こだわりの特徴

という３つの特徴からなります。

１．社会性・対人関係の特徴、２．コミュニケー
ションの特徴では以下のような例があります。

①怒っているのに

知らない振りをする

②声をかけても返事をしない
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〈自閉症スペクトラム症（ASD）・理解編〉

３.想像力・こだわりの特徴では以下のような例があ
ります。

①オウム返し
話した言葉を繰り返す

②感覚過敏
触れただけなのに泣いてしまう

③常同行動
同じ行動を続けている

このような行動が見られる。

→ASDの特徴があるかもしれません

自閉症スペクトラム症（ASD）とは？
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自閉症の子は、１０００人に1.5人くらい
の割合でいるといわれています。自閉
症の子どもたちは「外からのいろいろな
情報を、きちんと知る働きに障害があ
る」ため、周りの状況を知り、それに対
応することが、うまくできないでいます。



〈注意欠如・多動症（AD/HD）・理解編〉

こんなことはありませんか？

• 宿題はいつもほったらかし、やりたいことをはじめる
と異様に集中してしまう。

• 順番を守れない。

• 食事中ふらふらと席を立つ。

• 準備ができず、約束の時間に間に合わない。

…こんなところを見て、躾がなってないとか怠けてると
か思っていませんか？

実はそれ、AD/HDの特徴があるかもしれません

どうして他の子と違うのかしら…
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〈注意欠如・多動症（AD/HD）・理解編〉

AD/HDのこと、ご存知ですか？

AD/HDは注意欠如・多動症の略称です。

特徴は、

１．不注意（集中力がない）

２．多動性（落ち着きがない）

３．衝動性（考える前に行動してしまう）

という３つの症状からなります。このうちの１つの傾
向だけが強いこともありますし、３つの症状が重なっ
ている場合もあります。

例えば

やりたいことを優先し、やらなければならないこ
とを後回しにする。

気が散りやすく、食事中でもすぐ立ち歩く。

いつも遅刻する、約束を守れない。

そんな姿を見ていれば、「だめな子だ」「ちゃんとし
てない」と思われてしまいます。

しかしそれは誤解なのです。
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〈発達障害について〉
発達障害の種類と原因

発達障害は主に３種類に分けられます。しかし別々
の障害ではありません。たとえばASDの特徴とAD/HD
の特徴の両方が現れている、というように互いに関係
しあっているのです。（下図のイメージ）

発達障害の原因は脳機能の器質的障害です。

『親のしつけが悪い』わけでも、『お孫さんの意欲がな
い』わけでもありません。
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ASD
（自閉症スペ
クトラム症）

AD/HD
（注意欠如・
多動症）

LD
（学習症）

今回はASDとAD/HDについて紹介します。



〈発達障害について〉

なぜ適切な対応が必要なのでしょう？

適切な対応をしなければ、お孫さんが自信をなく
してしまうことがあります。まずは周りの人が発達障
害について理解することが大切です。

発達障害の方はその行動で多くの誤解を受け、時
にはいじめられたり、叱責されたりすることが多くな
ります。しかし、発達障害の方はわざと嫌がられる
ような行動をしているわけではなく、本人もそれを望
んでいません。決してAD/HD・ASDの方が「怠け者」
であるとか、「おかしな人・子ども」ではないのです。

また、発達障害は、ご本人の成長や周りの人の工
夫や配慮次第で、症状が軽くなることもあります。

適切な理解と適切な対応こそが、お孫さんの人生
を大きく変えるのです。
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〈発達障害について〉

よくある不適切な対応
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祖父母が後片付けをし
ない孫を注意したら、孫
がかんしゃくを起こして
しまった。
そんな姿をみて、母親
に一言

特別支援学級入学
を考えている母親
に一言

特別支援教育は障
害のある子ども一人
ひとりの教育的ニー
ズに応じた支援を
行っています。

発達障害の子達が言うことを聞かなかったり、かん
しゃくを起こしてしまうのは親のしつけのせいではあり
ません。
ではどうしたらいいの？P10へ



オウム返し（エコラリア）

オウム返しにしてしまうのは言葉の発達の遅れによ
るものです。決して相手をバカにしたり、からかってい
るわけではありません。

感覚過敏

祖父母が頭を撫でようとしただけで大声で泣き出し
てしまったり、嫌がったりする。この子達の感覚は、普
通の子とはちょっと違います。肌触りや音にはとても敏
感で、頭を撫でられたりするのを極端に嫌がります。

〈自閉症スペクトラム症（ASD）・対応編〉
Q.どう接したらいいの？日常での問題①
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オウム返し（エコラリア）がある子
には絵を見せながら何をするのか
理解させ、それをやってもらうように
して下さい。時計のイラストとやる
べき事を並べて示すと、時間の流
れが理解でき、するべきことが分か
り行動ができるようになります。

頭を撫でるのは親しみを表
す行為でもありますが、もしも
子どもが嫌がる様子を見せた
ら、体に触るのはやめましょう。



常同行動

同じ行動を続けて行う傾向があります。例えば、『手
をひらひらさせる』、『手をじっと見つめる』、『奇声をあ
げる』などです。

自閉症スペクトラム症の特徴の１つです。癖のような
ものとして考え、笑ったり、変だなどと言わないでくださ
い。

〔外出先で上記のような行動が見られた場合の対応〕
『大声で奇声をあげてしまう』
→音楽や好きな音などで聴覚刺激を与えましょう

『手をひらひらさせる』、『手をじっと見つめる』
→万華鏡などの他の視覚的刺激を与えましょう
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〈自閉症スペクトラム症（ASD）・対応編〉
Q.どう接したらいいの？日常での問題②



コミュニケーションの問題

怒られてもケロっとしていることがある、話しかけて
も反応しないことがある

決して悪気があるわけではありません。人の表情や
様子などから感情を読み取ることが苦手なのです。ま
た、困っていても『助けて！』とSOSを周囲に伝えられな
いことがあります。絵に描いて感情を伝えたり、具体的
な言葉を使うように配慮してあげてください。

〔外出先でのコミュニケーションの配慮〕

洋服売り場では、『青いシャツと赤いシャツのどちらが
よいかな』などと、具体的に物を提示しましょう。
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〈自閉症スペクトラム症（ASD）・対応編〉
Q.どう接したらいいの？日常での問題③



〈注意欠如・多動症（AD/HD）・対応編〉
Q.どう接したらいいの？日常での問題①
①怒る、責めるは禁物！

「ちゃんとして」、 「片付けて」、「早くして」など、抽象
的な言い方だと何をしたら良いかよくわかりません。そ
のため、なぜ怒られたのか分からなかったり、何とかし
たいのにできなくて、悩んでいることが多いです。暴言
や体罰では、問題は解決せず、心の傷だけが残ります。

②気が散りそうなものは取り除く

注意がいろんなものに向いてしまいます。食事中はテ
レビは消すなど、集中できる環境を作ると良いです。

③遊ぶときの約束事を決めて、約束ノートを作る

④伝えたいことは１つずつ、短い言葉で

AD/HDの子は聞く力が弱いので、聞いたことをすぐ忘
れてしまいます。伝えることは優先順位をつけて、１つ
ずつ短い言葉で伝えましょう。

メモを書くのも効果的です。

〈遊ぶときの約束〉

・順番は守る

・人をたたかない
・人のものは
貸してとたのむ
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「くつをそろえて」、「お皿はシン
クに持っていく」「何時までに何を
しよう」など、具体的に伝えましょう。

前もって遊ぶときの約束を決めて、
守れたらそのたびにほめてあげま
しょう。守れないときは怒鳴ったり
たたいたりせず、その場でノートを
見せて「約束あったよね？」と自分
で気づけるよう声をかけてください。



⑤絵を見せて伝える

言葉より、絵で伝えた方がわかりやすいことが多
いです。良い例、悪い例を絵に描いて伝えましょう。

⑥スケジュール表を作る

予定を忘れやすいため、１日のスケジュール表を
作るのが効果的です。絵を入れるとより分かりやす
いです。

⑦持ち物リストを作る

毎日やることでも、わかっていないことが多いで
す。朝やることは絵や文字にして確認できるように
しましょう。持ち物は、リストを作り前の日に用意で
きるようにしましょう。

⑧がんばり表やごほうびなどで達成感を

私たちが当たり前にしていることを、ものすごく努
力してやっています。がんばり表を作る、ほめる、
おやつなどのごほうびをあげるなど、達成感がもて
るよう工夫しましょう。本人のがんばりを認めてあ
げてください。

×

14

〈注意欠如・多動症（AD/HD）・対応編〉
Q.どう接したらいいの？日常での問題②



〈注意欠如・多動症（AD/HD）・対応編〉
薬の併用について

AD/HDは、接し方の工夫と薬の服用をあわせること
で、症状がより改善する場合があります。

※薬だけでAD/HDが治ることはありません。
人によっては薬が合わないこともありますので、薬を
使うかは、医療機関の先生と相談することが大切です。

一番大切なことは、発達障害の適切な理解と、その
子に合わせた接し方、過ごしやすい環境を整えてあげ
ることです。

お孫さんの良いところ、好きなことを見つけて伸ばして
あげてください。
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＜最後に＞

発達障害の特性を活かして

ASD・AD/HDの人は、自分の好きなことに対しては
無類の集中力を発揮することがあります。

ASDの場合、他人とのかかわりにあまり興味を示さ
ないことがあります。そのため、自分の好きなことに
没頭できます。

AD/HDの場合、「過集中」といわれる症状のタイプ
があります。文字通り過度に集中してしまうことです。
それが仕事にいかせると、むしろプラスになります。
また、AD/HDは気が移りやすいタイプの人もいます。
それは裏を返せばいろいろなことに挑戦できることで
もあるのです。

以上のような理由から、たとえば研究職、プログラ
マー、画家、歌手などさまざまな分野でその力を発揮
できるのです。

そのためには、まず自分を知って、やりたいことを
見つけることが大切です。周りの適切な対応によって、
社会に興味を持つことができます。
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アインシュタイン スティーブジョブズ



相談先

福井県は『子育てファイルふくいっ子』を作成して、適切
な支援が継続されるようにしています。

これは以下の文献を参考に作成されています。

黒澤礼子 著 2014.2.27
赤ちゃんから大人まで気づいて・育てる発達障害の完
全ガイド総合版

〔福井県にある発達障害についての相談先〕

•居住地の母子保健センター・福祉課
•福井県発達障害児者支援センター スクラム福井

•特定機能病院福井大学医学部附属病院
子どものこころ診療部 など
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発達障害が紹介されている
WEBサイト
• 国立障害者リハビリテーション支援センター
発達障害情報・支援センター

• 他YouTubeの動画



で更に詳しく！！
YouTube では更に詳しく、発達障害に
ついて公開しています。

発達障害は周囲の方々の対応が大切で
す。障害を少しでも理解し、その子に合った
対応がとれる様にするための方法として私
たちが作成した冊子やYouTube上の動画が
少しでも役に立てば幸いです。

YouTube 

YouTubeにアクセス↓
チャンネル名：福井医療大学言語聴覚学専攻

理解編（BGM無） 理解編（BGM有）

検索ワード：
福井医療大学 孫の発達が気になる


