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要 旨 

当センターの言語療法室では平成 23 年度より、知的に遅れを伴わない広汎性発達障害児に対して、SST

グループ訓練を実施している。グループ訓練の目的は、自分の周りの状況に気が付く・相手の気持ちを考

える・自分と相手との違いに気が付く・自分の行動をコントロールする力を養う事により、対人関係能力

や社会性を伸ばすことである。内容は始まりの会、ウォーミングアップ、場面設定課題、ロールプレイ、

終わりの会、保護者へのフィードバックの順に行う。グループ訓練では、いくつかの問題点が出てきたた

め、問題点に対して工夫や環境設定を行っている。グループ訓練を行うことにより子ども達と保護者とも

にあったか言葉を意識できるようになり、ソーシャルスキルチェックシートにも変化がみられた。また、

グループ訓練の様子と保護者とのフィードバックから、集団での問題点も予測しやすくなり生活の中で生

かせる課題設定を考えることができるようになった。今後もグループ訓練を行っていくうえで、保護者や

幼稚園・小学校と情報交換を行っていくことが重要と考える。 

 

1．はじめに 

広汎性発達障害とは自閉症やアスペルガー症候

群などを含む、コミュニケーションの障害や対人関

係、社会性の障害であり「言葉でうまく説明できな

い」「相手の気持ちや状況理解が難しい」という特徴

がある。 

当センターの言語療法室には、現在約 750 名の小

児の外来患者様が来院しており、約 6割は広汎性発

達障害である。このうち、知的な遅れを伴わず、個

別の言語訓練では課題に比較的スムーズに応答でき

るが、幼稚園や小学校の集団生活で対人関係に問題

がある子ども達の来院が増えてきている。そこで、

こうしたケースを対象に平成 23 年度よりソーシャ

ルスキルトレーニング(以下 SST)グループ訓練を

実施している。 

 

2．概要 

SST グループ訓練の目的は、①自分の周りの状況

に気が付く ②相手の気持ちを考える ③自分と相

手との違いに気が付く ④自分の行動をコントロー

ルする力を養う事により、対人関係能力や社会性を

伸ばすことである。対象は、知能検査 WISC-Ⅲまた

はWPPSIで IQ90前後の広汎性発達障害児5～8名。

年齢は幼稚園の年長児または小学1～3年生である。

評価は、知能検査、集団行動に関するソーシャルス

キルチェックシート、自由記述でのアンケートを実

施した。頻度は月 1～2 回、時間は１時間程度であ

る。ST は 5 名程度で、進行・記録・補助など役割

を分担している。 

 

3．方法 

(1)目標 

グループ訓練では、『しっかりみよう じっくり

きこう はっきりいおう』という目標を立てている。

また、『いいしせい』『こえのおおきさ』も目標とす

ることにより、話を聞く・相手に伝える際の注意点

をより具体的に示している。 

グループ訓練の途中より、『あったかことばをつ

かおう』『はくしゅをしよう』を加え、友達に対して

優しい言葉かけをすることや友達を褒めることも目



標に取り入れた。毎回の訓練ごとに子ども達と確認

を行い、意識を促している(図 1)。 

                

   （図 1 グループ訓練の目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間目標のなかの、｢あったかことば｣とは言われ

たらうれしい気持ちになる言葉であり、反対に｢ちく

ちくことば｣とは、言われたらいやな気持になる言葉

のことである。｢あったかことば｣の学習は、場面設

定課題で行い、年間を通して意識できるように促し

た。 

 

(2)内容 

訓練は、始まりの会・ウォーミングアップ・場面

設定課題・ロールプレイ・終わりの会・保護者への

フィードバックの順に行う。 

始まりの会では、スタッフと子どもたちの自己紹

介、目標確認、スケジュールの確認を行う。ウォー

ミングアップは、感覚統合の要素を取り入れた体操

を行う。ウォーミングアップの目的は、覚醒レベル

の調節、感覚的欲求を満たし、注意・集中力を高め

る、心理的な緊張の緩和とされている。ST の動き

を模倣する『まねっこたいそう』や紐の下をくぐり

段をまたぐなどの障害物がある『サーキット』など

を行った。ウォーミングアップ後は姿勢がよくなり、

司会の STへの注目もよくなっている。 

場面設定課題では、ST が集団生活のある場面に

ついての例を演じ、子ども達に状況や対応策を説明

してもらう。『あったか言葉をつかおう』『こんな時

どうすればよいか考えよう』などのテーマで行って

いる。 

『あったか言葉を使おう』という課題では、まずあ

ったか言葉・ちくちく言葉の説明を行う。次に子ども

達が実際にあったか言葉ちくちく言葉を考えてもらい、

その後「探し物をしている人にはどう言えばよいか」

「おなかが痛い人にはどう言えばよいか」等設定され

た場面に適したあったか言葉を発表する。 

ロールプレイでは、場面設定課題で学習したこと

をもとに、設定された場面を実際に演じてもらう(図

２)。できるだけ、幼稚園や小学校での場面を組み込

んで練習することで日常生活へ般化することを目標

にしている。 

 

（図 2 場面設定課題 ロールプレイの具体例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終わりの会では子どもが、振り返りシートによる

自己評価を行う。年間目標・今日の目標に対して○

△×の 3 段階で評価する。保護者へのフィードバッ

クは、ST と保護者が 1 対 1 で行い、課題の目的や

訓練中の様子・家庭での様子を話し合う機会を設け

ている。その間、子ども達は『伝言ゲーム』『福笑い』

など協力を必要とするゲームを行う。 

 

(3)問題点と工夫 

グループ訓練で、いくつかの問題点が出てきたため、

環境設定や工夫をその都度行った(図 3)。 

あったか言葉より「おそい」「たのしくない」などの

ちくちく言葉が目立った。そこで終わりの会でグルー

プ訓練中に子どもたちが発言した、あったか言葉・ち

くちく言葉を提示することであったか言葉が徐々に減

った。発表する際にあてられていない子どもが待てず

に先に答えることもあった。視覚的に順番を提示する、

テーマ 『こんなとき どうすればよいか かんがえよう』 

①STがある場面を演じる(悪い例) 

・先生が話をしているのに本を読んでいる場面 

・友だちが棒を振り回して当たりそうな場面 など     場面設定課題 

↓ 

②子どもに場面説明・場面予測・対応策を説明してもらう 

↓            

③子どもに実際に、対応策を演じてもらう        ロールプレイ 



マイクを渡すとあてられていない子どもが答える事が

減った。プリントを先に配ると司会の ST に注目でき

ないことに対して、教材は必要な時に配るようにする

ことで、注目できるように促した。ケースによって日

常の問題点が異なることに対しては、ケースに合わせ

て個人目標を設定し、日常の問題点を各児のロールプ

レイに取り入れた。その他、ウォーミングアップの際、

自分の立ち位置が分からない・自己フィードバックが

難しいなどの問題があった。 

 

（図 3 問題点と工夫・環境設定） 

 

4．結果 

平成 23 年度に実施したグループ訓練の結果であ

る。まず、ソーシャルスキルチェックシートについ

て説明する。ソーシャルスキルチェックシートとは、

グループ訓練初回時と全 17 回の訓練の終了時に家

庭と幼稚園・小学校の先生に記入を依頼し、集団行

動での様子を0～3の 4段階で評価したものである。

内容は、①集団での協調行動。例として、<集団に参

加したり、関わったりする><簡単なゲームのルール

を理解できる>などがある。②集団での自己コントロ

ール。例として<ゲームの勝負ごとで自分の負けを受

け入れることができる><物音や他人の行動で注意が

逸れない>などがある。③友達や大人との関わり。例

として<友達を遊びなどの活動に誘う><相手の意見

を聞き入れる>などがある。④コミュニケーション。

例として<会話や発言を自分からする><視線を合わ

せて会話する>などがあり、以上の４項目で構成され

ている。 

保護者の評価では、コミュニケーションの項目の

点数が上がり、幼稚園や学校では集団での自己コン

トロールの項目の点数が上がった(図 4)。 

 

（図 4 グループ訓練初回時と終了時での得点差の平均） 

 

5．変化点 

グループ訓練内や幼稚園・学校に依頼したアンケ

ートから得られた子ども達や保護者の変化点につい

てまとめる。子ども達は自分や他者の発言に対し「今

のはちくちく言葉だった」「あったか言葉を使わない

と駄目だよ」などの発言があり、ちくちく言葉が減

った。幼稚園では友達が出来なかったが、グループ

内の他の子に興味を持ち、初めて自分から名前を聞

いた子どももいた。自信がなく人前で自己紹介がで

きなかった子どもが、自分から手をあげ、大きな声

で答えられるようになった。 

保護者のアンケートより、「家庭であったか言葉

やちくちく言葉について話をするようになった」「相

手の気持ちに気づかせるような声掛けをするなど、

家庭での注意の仕方が変わった」、年長児の保護者か

らは「就学に向けた準備ができた」などの声が聞か

れた。子ども達と保護者共に日常であったか言葉ち

くちく言葉を意識できるようになっている。   

 幼稚園や小学校の先生のアンケートより、「人の嫌

がることはしない、という意識がみられるようにな

問題点 工夫・環境設定 

ちくちく言葉 

が多い 

・終わりの会であったか・ちくちく言葉を提示 

→ちくちく言葉が減る 

あてられていな

い子が答える 

・発表の順番を提示する 

・マイクを渡す 

→あてられていない子が答えることが減る 

・文字カードを用いて、視覚的に注意を促す 

プリント配ると 

注目できない 
・プリント(教材)は必要な時に配る 

日常の問題点が 

異なる 

・ケースに合わせて個別の目標を設定 

・各ケースの問題をロールプレイに取り入れる 

立ち位置が 

分からない 
・立つ場所に名前のテープを貼る 

自己フィード 

バックが難しい 

・STが１対 1で確認する 

・帰りの際に STがその日の様子について一人一

人にコメントする 

 保護者 幼稚園 

小学校 

集団での協調性 ＋0.1 ＋1.0 

集団での自己コントロール －0.6 ＋3.5 

友達との関わり ＋4.1 －0.3 

コミュニケーション ＋4.5 ＋1.9 



った」「分からないことを担任に聞くようになった」

などの回答が得られ、集団生活でも変化がみられて

いる。 

 

6．考察 

グループ訓練では、大人との 1対 1 の場面とは異

なり、複数の子どもが参加することにより、周りを

見ずに行動する、友達に感情をぶつけるといった場

面がみられることもある。こうした場面を、場面設

定課題やロールプレイに取り入れることにより、個

別訓練では行えなかった対応が可能となった。また、

グループ訓練の様子から、幼稚園や学校での問題点

も予測しやすくなり、集団生活の中で生かせる課題

設定を考えることができた。保護者とのフィードバ

ックなどを通して情報交換を繰り返すにより、内容

を深めより日常に沿った課題設定を考えることが出

来る。 

さらに充実したグループ訓練を行うために個人

にあった工夫や環境設定、課題設定を考えていくこ

とが必要である。また、アンケートの結果より、幼

稚園や小学校の先生から『グループ訓練の内容を教

えてほしい』『幼稚園でできることがあればアドバイ

スがほしい』などの声がきかれた。そこで全 17 回

の訓練終了後にグループ訓練の課題内容と、ソーシ

ャルスキルチェックシートの結果をまとめて郵送し、

情報の共有をしている。 

今年度は SST グループ訓練を新しいメンバーで、

幼稚園の年長児と小学 1 年生・小学 2～3 年生の 2

グループ行った。より充実したグループ訓練を行う

ために前回のグループ訓練で行った工夫や環境設定

を取り入れた。また、保護者とのフィードバックを

もとに、日常の問題点をロールプレイに取り入れ、

それぞれの子どもにあった課題設定を考えていくこ

とができた。小学 2～3 年生のグループでは、各個

人の目標も立て子ども達と保護者にも伝えた。これ

からも、より集団生活の中で生かせる課題設定を行

うために幼稚園や学校との情報交換を密に行うこと

が重要だと考える。 
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