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実践報告

二次障害を呈した読み困難児に対する包括的支援の重要性
岩 田 みちる
横 山 里 美

・柳 生 一 自
・室 橋 春 光

Theimportanceofcollaboration among school,familyand research center
to support children with behavioral problems and learning difficulties.
Michiru IWATA, Kazuyori YAGYU
Satomi YOKOYAMA, Harumitsu MUROHASHI

要

旨

発達障害や学習障害のある場合、不登校や対人関係・社会的行動面のトラブルなど二次障害を併発し
やすいことが指摘されている。特に読み書きに困難がある場合は周囲から理解されづらく、学校だけで
なく家庭でも怠惰やケアレスミスとして叱責の対象になりやすい。本稿では反抗挑戦性障害と注意欠
陥・多動性障害を疑われて受診した読み困難児に対する家庭、学校、専門機関と医療の連携による包括
的支援を行った事例を紹介する。また、学習障害の見つかりにくさについて医療の観点から記述する。
キーワード：二次障害、包括的支援、読み困難

はじめに

and Reid,2001）、読み書きができないことによっ
て青年たちが学校での居場所を失い、結果的に退

近年、読み書きに困難がある児童・生徒の存在

学、非行などの二次障害が引き起こされている可

が注目されている。日本では、もっとも困難が出

能性が示唆されている。アメリカで行われた読み

現 す る 漢 字 で の 出 現 率 は 約 ６％と さ れ て お り

書き困難を持つ成人に対する調査でも、読み書き

（Uno, Wydell, Haruhara, Kaneko, Shinya,

が難しいことによって学校生活で苛立ちや不安を

2009 ）、読み書き困難に対する理解と支援は重要で

多く経験していると報告されている（IDA, Fact-

ある。

Sheet）。日本においても学習の困難が放置された

スコットランドの研究では、少年院にいる青年

結果、不登校や対人関係・社会的行動のトラブル

50名のうち 25名が読み困難を示すなど（Kirk

など、不適応 が生じることが指摘されている（横
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谷，田部，石川，高橋，2010）
。更に中尾・山本
（2007）

を教えたが覚えられなかったと話した。なお、主

の調査では、小学校での不登校児童には学習障害

訴であった反抗的な言動は診察場面や検査場面は

を疑われるケースが多いことが明らかにされてい

認められず、年齢相応の受け答えであった。

る。特に読み書きの困難を持つ場合は、口頭言語

このように主訴にある行動上の問題が場面依存

の理解と表現に困難がないにも関わらず、テスト

的であったこと、受容語彙と比較して読みに困難

や板書の書き写しなど学習場面で躓くという乖離

があったことから、学習の困難によって二次的に

が生じるため、 怠けている

問題行動が出現していることを医師から指摘さ

落ち着きがない

と誤解されやすいという特徴もある。
本報告では反抗挑戦性障害と注意欠如・多動性

れ、大学付属の専門機関を紹介された。
大学付属の専門機関ではＡくんの学習に関する

障害（以下、ADHD）を疑われて受診したものの、

個別支援を毎週１回１時間ほど行い、問題行動に

検査結果から読みの困難を起因とした二次障害と

対しては保護者、学校との包括的な支援を行うこ

考えられた児童の包括的支援と二次障害の改善に

ととした。

ついて紹介する。最後に学校、家庭との連携、そ
して障害理解の重要性について述べる。

事

例

大学付属の専門機関での学習支援
心理検査の結果から、Ａ君は口頭言語の発達が
年齢相応である一方、読みが遅く、文字を介した

小学校３年生のＡ君。相談内容は授業中に退出

言語活動は著しく困難を示した。そのため、大学

し学校内を徘徊する、
クラスメイトに手をあげる、

付属の専門機関でＡ君の読みに対して支援を行っ

母親と担任教諭に対する反抗的な態度を示すこと

た。その際はＡ君の読み速度に合せた時間設定や、

だった。特に習い事で先生に注意されると逆上し

課題の分量を調整するなどの配慮をした。学習支

て叩いてしまう、クラスメイトにからかわれて突

援を開始した当初、Ａ君の困難は周囲に認識され

き飛ばすといった問題行動があった。

ておらず、学校や家庭教育でも学習の手助けを得

保育園では対人トラブルや行動の問題の指摘を

ることが出来ていなかった。そのためＡ君は読む

受けたことはなかったが、小学校入学後から主訴

場面での不安感や疲労感が強く、読みに回避的で

にある行動が現れ、３年生でエスカレートした。

あった。その状況に対して、読みが困難な時にも

担任教諭から薬を飲んで良くなったケースもある

安心して質問などをして手助けが得られる学習環

ので受診するようにと指導を受けて某小児科へ相

境を保障することで、Ａ君が安心して勉強できる

談に訪れた。

心理的状態へと導いた。

WISC‑III では知能の水準は平均の下位であっ

また支援場面では、Ａ君が周囲と同じ速度で読

たが、絵画語い発達検査（PVT-R）では受容語彙

むことが出来なくても、本児のペースで読み進め

が年齢平均だった。本人に困っていること尋ねる

れば理解できることを体験させることで、自分の

と

力で読む達成感を得られるよう配慮した。

カナ

勉強の国語が大変。読むのと書くのと、カタ
と答えた。試しに医師が小学校中学年に人

気の本を読ませると、
読み始めにやや時間を要し、

保護者との連携

勝手読みが多かった。読み検査でも音読時間が遅
く、さらに誤読も多いことが明らかになった。ま

・保護者の状況

た、間違えると激しく狼狽した。これらの結果か

保護者は、病院へ受診した当初からＡ君の読み

らＡ君の読み困難を疑った医師が家族に改めて確

書きの困難は把握していたが、行動面との関連性

認すると、小学校入学前に家族が必死にひらがな

には気づいていなかった。授業中の脱走、学校で
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の暴力的発言・行動の対処に追われ、保護者は 自

よって保護者がＡ君を叱る機会が少しずつ減少し

分も被害者

た。

と感じていた。このように精神的疲

労を感じていたため、Ａ君が宿題の問題文を読め

支援開始４カ月後、保護者は読み返した日記か

ず、保護者に音読を頼むことに対して、 怠けてい

ら

る

とに気付いた

私を（怒らせようと）試している と解釈し、

家でもＡ君の反抗的な態度が減少しているこ
と語った。またＡ君の望みに応じ

Ａ君への叱責や口論のきっかけになっているよう

て宿題を読みあげることで、宿題に対する拒絶感

であった。

がやや軽減した。さらにＡ君が 眠たい

疲れた

家庭や学校での問題行動とは裏腹に、個別支援

と言って宿題への取り組みを始めない時も、その

では挑発的な言動がなく、読み学習に対してはや

理由を知ることで叱らずに適切に対応すること

や拒否的ながらも、学習に取り組むことが出来て

で、親子間の衝突の回数も減少してきているとの

いた。一方で学校でのトラブルは頻繁に起こって

ことであった。

おり、個別支援開始１カ月目の時点で、学校でテ

これまでＡ君が学校で他者に暴力を振るった際

ストの得点を揶揄されたＡ君がクラスメイトに怪

には、Ａ君の保護者はＡ君からではなく、学校や

我をさせてしまったことがあった。これに対して

相手の保護者から連絡が来て、その事実を知る状

保護者は

況であった。しかし、この頃からＡ君が自分から

この子にはこういう（暴力的な行動を

とる）障害があると思うんです と筆者に話した。

学校でのトラブルの理由を保護者に話すことが始

個別支援でのがんばりを保護者に伝えても、最初

まり、保護者もＡ君の苦しみ（読みが遅いことで

だけです。徐々につけあがってきますよ

教室の中でからかわれるなど）を本人の口から聞

と語っ

た。このように保護者は学校での行動の背景にあ

くようになった。これによって母親が 本人は（心

るＡ君の思いに気付くことが困難だった。

理的に）追い詰められている

のだと解釈するこ

とができるようになった。
・保護者との連携と、変化

Ａ君の行動と、読み書きの問題との関係を伝え

当初から訓練内容のフィードバックは行ってい

ることで、これまで母親が自身への反抗、挑戦と

たが、このような保護者の状況を受け、個別支援

受け取っていた行動を異なる視点から解釈できる

後には意図的に保護者の話を聞くとともに、Ａ君

ようになった。そして、母親はＡ君の感情面の変

が何に困難を抱え、それがどのような行動につな

化を汲み取れるようになった。

がっているのかを丁寧に話し合う機会を設けた。
具体的には、保護者にＡ君は読みの流暢性が顕著

学校との連携

に低く、自力で読むと内容理解がおろそかになる
可能性を説明した。一方で、聞いて理解できる語

・学校での状況

彙は年齢相応であることから読み聞かせの有効性

受診時にＡ君の担任教諭Ａが記入した ADHD

を説明し、本人が求める場合は宿題を音読するこ

の症状に関する質問紙（ADHD-RS-IV-J）は 54点

とをお願いした。

中 23点（不注意項目 12点、多動‑衝動性項目 11

個別支援後に繰り返しＡ君の訓練中の様子と、

点）と基準を超える得点であった（田中，2012）。

読みの困難について説明するなかで、保護者はＡ

しかし

君に読みの困難があることを理解し始めた。そし

では読字困難を 15項目中３項目、書字困難を 15

てＡ君が宿題を始められずダラダラすることや、

項目中 11項目と評価しており、Ａ君の読み困難に

宿題を読んでほしいと頼むことは

ではな

関して教諭は認識していなかった。教諭Ａは、Ａ

く、それだけ本人にとって読むことは負担の高い

君の学校での〝問題行動" への対処に苦慮してい

作業であることを認識するようになった。それに

た。そして、これらの行動の背景には衝動性の高

怠け

読み書きの症状チェック （稲垣，2010）
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さがあると解釈し、母親に医療機関への相談を勧

かかってもＡ君のがんばりを評価することを主軸

めたようであった。

に支援を行った。

・担任教諭Ｂとの連携と、変化

子どもの変化

支援開始から５か月後、進級に伴い、クラス担
任が教諭Ｂへと変更になった。保護者が教諭Ｂに

受診時には反抗的な言動、暴力行為が家庭や学

大学での個別支援について話したことをきっかけ

校で頻発していたＡ君だが、母親の理解と対応の

に、教諭Ｂが見学に訪れた。

変化によって、徐々に学校での困り事を母親に伝

それまで学校や家庭では、Ａ君のクラスメイト

えるようになった。支援開始後３か月目で、母親

への暴力行為が注目されてきたが、教諭ＢはＡ君

が宿題を読み上げるなどの手助けを行い、Ａ君の

の行動が自信のなさに対する防衛反応であると理

表情が家庭で明るくなっていった。支援開始から

解していた。〝問題行動" の原因（自尊心の低さ）

５か月目に担任教諭がＢへ変わると、学校との情

は推測していたが、それに対する対処法を求めて

報共有が可能となった。家庭、学校との連携を取

学習支援の見学を希望した、とのことだった。

り始めて１か月、支援開始後６か月目で暴れる行

支援の見学とその後の母親・教諭Ｂ・スタッフ

動はほぼ治まり、母親は表情が

見違えた

よう

によるミーティングでは、専門機関での支援で気

に感じると話された。また、大学付属の専門機関

をつけている点や、Ａ君の特徴を教諭Ｂへ説明し

での支援や学校・家庭での配慮によって、読むこ

た。さらに学校での学習場面で本児が困っている

との達成感や自信をつけたことで、宿題を自発的

内容として

に読もうとするようになった。あまりに時間がか

板書を書き写そうとしても、先生が

黒板を消すのが早くて間に合わないこと 、 テス

かるため、母親が代読を提案すると いいから

トや課題プリントの問題を読むことに時間がか

と言って自ら読もうとするなど、読みに積極的に

かって、終了時間に間に合わないこと

なっていった。

などを教

諭Ｂに伝えた。
情報共有をきっかけに、教諭ＢはＡ君が教室で

最 後 に

は周囲の目を気にして話せないことを伝える手段
として交換日記を始め、Ａ君は交換日記を介して

・診断の難しさ

教諭Ｂとコミュニケーションを取ることができる

医療機関において、学童の読み困難は、自閉ス

ようになった。そして、Ａ君は困りごとや教諭Ｂ

ペクトラム症、ADHD や精神遅滞などの他の発達

への感謝の気持ちを交換日記で伝えるようになっ

障害と比べて診断が困難である。これには二つの

た。また読みの困難に対しては、時間内にテスト

理由が推定される。

が終わらない場合は自宅に持ち帰って取り組むこ

一点はその他の発達障害は初診時に家族や本人

とを許可した。母親とは連絡帳を介して学校での

への問診、本人の診察場面での様子を通してある

様子や出来事などを共有し、学校での困りを家庭

程度、診断されるか、あるいは多少なりの目星を

から聞いたり、逆に学校でのがんばりを家庭に伝

つけられることが多い。これに対して、読みに対

えたりした。このような配慮を受け、次第にＡ君

する困難はあらかじめ読み困難の可能性を念頭に

の学習意欲が向上し、テストや宿題への取り組み

置いた上で、本人の知的能力を確認し、国語を中

への拒絶が軽減した。

心とした学習における困難を確認の上、読みの検

学校内で可能な個別対応は限られているため、

査を行う必要がある。そのため発達障害を専門、

学校では直接的に読みに関する訓練を行うより

治療の対象としている病院やクリニックでもすぐ

も、Ａ君が安心して教室で過ごせること、時間が

には診断に至らないこともある。

二次障害を呈した読み困難児に対する包括的支援の重要性

61

図 1 包括的支援の模式図

もう一点はＡ君のように必ずしも

読み書きの

医師からＡ君を紹介された大学付属の専門機関

を主訴として来院しないことである。読み

は、母親や学校の教諭に対してＡ君の状況を共有

書きに困難をもつケースでは、授業への不参加や

した。そして家庭は安心して分からないことを訴

対人トラブル、不登校などを主訴として来院する

えることができる環境を整え、学校では遅いなり

ことがある。学校での学習困難から自尊心の低下

に本人の実力が評価されるような配慮をおこなっ

を招き、反抗的、挑戦的な態度から学校や家庭で

た。このように、子どもに関わる人々が包括的な

の問題行動を生じたり、不登校や引きこもりと

支援を行ったことで、Ａ君の問題行動は支援開始

いった問題として表面化することが多い。子ども

半年でほぼ治まり、１年後にはほぼ消失した。二

は直接的にその困難を表現できることが少ない。

次障害の背景にある困難をふまえた上で複眼的な

結果として、家族や教育者は表面に現れた問題に

視点を持って支援することが重要である。

困難

困惑し、根源にある本人の困り感に気付くのが難
しくなる。そうした場合、せっかく医療機関に受

文

診しても、根源にある問題を適切な支援に結びつ

Kirk, J. & Reid, G. (2001). An examination of the rela-

けることは難しい。
医療機関において合併する疾患を除外し、適切
に診断することは重要であるが、上記の点から読
み困難に気づくことは他疾患に比べて困難が多
く、時間を要する。Ａ君は病院での外来診察で、
本人が国語の苦手を訴えたことから気づかれた
が、当初は家族や担任教諭は読字書字困難が問題
行動の主たる要因であることになかなか思いが至
らなかったと考えられる。

献

tionship between dyslexia and offending in young
people and the implications for the training system.
Dyslexia, 7 , 77‑84
Social and emotional problems related to dyslexia.The
International Dyslexia Association. Fact Sheet #49.
Uno, A., Wydell, T., Haruhara, N., Kaneko, M., &
Shinya,N.(2009).Relationship between reading/writing skills and cognitive abilities among Japanese
primary-school children:normal readers versus poor
readers (dyslexics). Reading and Writing, 22, 755‑
789.

・包括的支援の重要性
特異的発達障害や読み、書きに困難がある場合
は、定型発達と比較して二次障害を併発しやすい
ことが指摘されている（稲垣，2010）
。Ａ君も同様
に、周囲の障害への理解不足から来る不適切な対
応によって二次的な問題（暴力的な言動など）が
生じていた。そのため本例に対して学習面の支援
だけでなく、情報を共有することで家庭・学校と
連携し包括的な支援を行った。
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