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【要旨】
近年、小中学校でいじめ・不登校・暴力行為等の問題行動に発達障害と診断された児童・
生徒が含まれると指摘されている。問題を抱えた子ども達は、特別支援学級在籍ではなく、
通常学級に在籍し学校生活を送っている場合が多い。
文部科学省は、通常学級において、特別に支援を要する児童生徒は約 6％が在籍している
と実態調査の結果を報告している。今回、N 県 A 市の小中学校の通常学級において支援を
必要としている児童生徒 49 例に WISC- Ⅲ知能検査を実施した結果、IQ の平均は 81（40 ～
110）であった。支援のきっかけは、非行、暴力、いじめ、不登校、友人関係、心身の問題、
家庭の問題等様々であり、それらが複合したものもあった。対象者のうち、発達障害の診断
を受けている、又は検査後に診断を受けた者は 17 名、分類は ADHD15 名、広汎性発達障
害 1 名、アスペルガー症候群 1 名であった。今回の調査結果では、診断群（N ＝ 17）が下
位検査評価点の最大値－最小値の差が大きく見られたが、標準偏差（SD）を見ると、未診
断群（N ＝ 32）の方が 1 標準偏差以上の落ち込みや優れた数値が算出された。今回の調査
結果から、発達障害等の診断は受けていなくとも、能力にばらつきがあり、教育上での困難
につながっているという一群が存在することがわかった。これらに対して、すぐに医療機関
に受診を勧める前にスクールソーシャルワーカーが保護者と学校との間で調整し、症状の改
善が見られたケースもあった。学校現場では症状の悪化を予防できるような環境作りを積極
的に進めるべきであろう。

Ⅰ

はじめに

学校教育現場では、いじめ、不登校、暴力行為など完全には解消されない問題が存在して
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いる。それらに加え、発達障害や二次（併存）障害という答えの見えない課題が年々教師を
苦しめている。不登校は、1980 年代前半をピークとした校内暴力が減少していった 1990 年
代から社会問題として注目を集めるキーワードとなっていった。1995 年にスクールカウン
セラーが導入された頃から、強い登校刺激を避け、共通した不登校対策として無理せずに登
校するまでは平等に待つという支援方法が広まっていった。その名残は今も根強く現場では
存在している。それは不登校は誰でも生じうる問題として学校教育が彼らを容認したとして
も、待つだけの支援方法では解決策が見つからないという現実がある。両者のズレや開きは
教師の個々の力量や経験というものではなく、彼らの中には共通した何かを持っている者が
存在していることが原因と考えられる。不登校を経験した彼らは「ひきこもり」症状へ移行
し易く、思春期から成人期へ「長期化」する一群となる場合がある。
著者は 1998 年から 10 年間、学校外での民間支援施設と公立の小中学校での訪問相談員等
の立場で、不登校・ひきこもり症状を示す子どもや若者と共に時間を過ごしてきた。2008
年文部科学省は 15 億円の予算を計上し、約 300 地域でスクールソーシャルワーカー活用事
業が開始された。著者もスクールソーシャルワーカーとして初年度から勤務し、学校現場で
さまざまな問題行動を抱える児童生徒と関わり支援をしてきた。著者が担当したケースは
2012 年 3 月までの 4 年間で実人数 202 人（初回のみの面談含む）
、相談件数は 1125 件に上っ
た。その日々のスクールソーシャルワークで支援する 3 人に 1 人が発達障害の診断を受けて
おり、それに起因する問題を抱えていた。一方、診断は受けてはいないが、明らかに発達障
害の特性が見られ、自閉症状の三つ組と言われる、①社会的関係をもつことの障害、②コミュ
ニケーションの障害、③想像力と創造性の障害（ウイング 1998）
、の三つの基本症状が悪化
し学級集団で適応できないケースは驚くほど多く見られた。
本稿ではまず、日本では比較的歴史の浅いスクールソーシャルワークという社会福祉援助
技術が、発達障害を抱える児童生徒にとってどのように有効であるのか、また発達障害が疑
われる未診断群は学校現場でどこに課題を抱えているかなどについて、スクールソーシャル
ワーク実態調査の結果を概観し、考察してみたい。また、著者が関わる通常学級の児童生徒
の多くが度重なる問題行動から、教師から注意叱責を多く受け、褒められることが少ない傾
向にある。そのような事例に対し、客観的に能力を分析し、優れた点を見つけ、能力を引き
出すために、WISC- Ⅲ知能検査を実施した。知能指数（IQ）に関しては発達障害診断群よ
り未診断群が高いことが予想される。しかし、得意不得意の能力がはっきりとしており、評
価点のばらつきも大きいのは未診断群であり、教育上の問題に影響していると仮説を立て検
証していきたい。

Ⅱ

スクールソーシャルワークとその発展

日本におけるスクールソーシャルワークは、2008 年度、文部科学省が「スクールソーシャ
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ルワーク活用事業」を開始し、全国的に広がった。15 億円という予算化の背景には、いく
つかの都道府県における先駆的なスクールソーシャルワーク事業が評価されたと言える。
スクールソーシャルワークの発祥はアメリカであり、現在も 20,000 人以上が雇用されて
いる。歴史を遡ると、移民家庭の問題、児童就労、学習権の保障という義務教育の徹底に関
連した問題に対して、
学校と家庭とを結びつけて支援する必要があるとして 1907 年にニュー
ヨークで「訪問教師」が任命された。1920 年代には訪問教師の活動が全国規模に拡大して
いく。この頃の訪問活動は、生活問題だけではなく、心理的な問題にも関わっていくように
なった。1940 年代に入ると訪問教師は
「スクールソーシャルワーカー」
と呼ばれるようになっ
ていく。スクールソーシャルワーカーは、子ども達に直接関わることだけではなく、問題を
抱える子ども達の親とのコミュニケーションも重視した。教師に対するコンサルテーション
が強調されるようになったのもこの時期である。1970 年代に入ると、いくつかの実践モデ
ルが模索されてきたが、関心は臨床的ケースワークから環境調整に移ってきている（半羽
2008）。
日本では 1986 年の埼玉県所沢市における山下英三郎の実践が SSW の初の試みとされて
いる。当初は校内暴力などの行動的な問題に対応することが期待されていたが、後に不登校
の子どもへの支援が中心となった。2000 年には兵庫県赤穂市において、関西福祉大学との
共同研究で SSW 推進事業が開始され、不登校、虐待、生活問題に加え、ADHD や自閉症と
いった発達障害に関わるケースを支援している。2001 年香川県において、県教育委員会に
よる「健康相談活動支援体制整備事業」の一環として、都道府県レベルでは初めてスクール
ソーシャルワークが導入された。2005 年大阪府では、不登校対策として組織的にスクール
ソーシャルワーク事業を開始した。アメリカでは 100 年前から実施されているのに対して、
日本では 2008 年文部科学省が研究事業として全国的にスタートしたばかりの歴史の浅い
ソーシャルワーク領域であり、学校側の認知やそれぞれの専門性、雇用形態など課題も多く
ある。
先に述べたように学校現場では、いじめ、不登校、暴力行為など未だに改善されない課題
に加え、この 10 年ほどで一気に「発達障害」というキーワードが浸透し、生徒指導上の問
題行動の主流となってきている。その目に見えない、時に形を変えて併存していく特性に教
師側は問題の後を追うように子どもたちの後ろに立って支援することの方が多いのが現状で
ある。先回りをして、予防的に支援を行うのが難しいのは以下のような理由が考えられる。
①いじめ、不登校、暴力行為、学級崩壊などの個人または集団の問題行動に関わる児童生
徒の中には発達障害の特性がある、またはその疑いがある児童生徒が驚くほど多い。②社会
性が欠損している、衝動性が強く自分を抑制できない、同じ失敗を何度も繰り返してしまう
という行動に対し、発達障害であるとの診断を受けている場合もあるが、疑いはあるが医療
的な診断までは至っていない「未診断群」が多いこと。③知的障害を伴う古典的な自閉症と
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してのカナータイプよりも、彼らが疑われるのは、高機能自閉症、アスペルガー症候群など
を含む広汎性発達障害、もしくは注意欠陥多動性障害（ADHD）が多数派を占める。この
10 年の間にこれらの多数派の障害に対する専門書などの普及により教師側の理解は進んで
いるかに見える。但し、その理解と知識が支援に有効に働くのは自閉症状の三つ組を基本と
した症状の場合が多い。彼らは大人側からの度重なる注意・叱責や特性に合わない働きかけ
により、マニュアルでは対応しきれない症状に発展している。それは「二次障害」
「併存障害」
と言われることがあるが、簡単に言えば、基本特性からねじれた悪化した状態になっている
ということである。自閉の三つ組と言われる特性は、
一次的には理解が可能な場合が多いが、
自閉症状が加速し、より自分勝手に、より心を閉ざしたような特性が悪化した変化形ではマ
ニュアル通りに支援をしても、効果が少なく教師を疲弊させるばかりである（杉山 2005）
。
予防的な支援が難しく、対応が後手後手に回ってしまう二つ目の要因はこの目に見えない、
知的な能力の見極めでは支援の必要性を見抜くことができない「社会性の障害」にあると言
える。

Ⅲ

調査 1

スクールソーシャルワーク活用事業における不登校児童生徒の特徴

1．方法
著者の所属する A 市教育委員会（小学校 115 校、
中学校 57 校）におけるスクールソーシャ
ルワーク活用事業は 2008 年に開始された。このうち、著者が担当したケースは 4 年間で実
人数 202 人（初回のみの面談含む）
、相談件数は 1125 件に上った。関わったケースの特徴は
以下のようであった。
2011 年度の相談種別（図 1）では、発達障害が最も多く 28%、不登校は 15% という数字
を示した。担当したケースの 3 人に 1 人が発達障害の診断群であったが、未診断群を加える
とさらに割合は増加する。小学生では、圧倒的に発達障害を主訴とした相談が多く、中学校
では、家庭の問題、低学力、非行が増えてくる。

図１

2011 年

A 市 SSW 活用事業相談種別集計（自験例）
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2．結果
不登校の症例は、22 例。性別は男子 15 人、女子は 7 人。発達障害の診断を受けていたの
は 5 名、疑い例は 14 名、発達障害ではない例 3 名で、疑いを含めると全体の 86.3% が発達
障害と考えられた。診断群の内訳では、広汎性発達障害が 2 名、アスペルガー症候群 2 名、
ADHD が 1 名であった。未診断群の約 8 割は広汎性発達障害が疑われた。このうち、不登
校になり、医療機関を受診し、診断を受けたのは 3 名であった。
表 1 に不登校のきっかけをまとめた。
「友人との対人トラブル」
（5 名）
、
「本人の発言に対
しての嫌がらせやいじめ」
（2 名）
、
「本人の行動に対しての嫌がらせやいじめ」
（2 名）
「教師
とのトラブル」
（2 名）などの対人トラブルが全体の 50％あった。
「理由は特にない」
（4 名）
が不登校になっているという割合も全体の 18％であった。
不登校をきっかけに医療機関を受診し、発達障害の診断を受けた 3 つの症例では、人が怖
い、何か悪口を言われている気がするなどの不安や思い込みが強くなったなどの理由で受診
に至っている。その他の例で、発達障害の疑いがあったとしても医療機関の受診に至ってい
ないケースは、
「うちの子は病気ではない」
「そこまでひどくない」などの理由で保護者が受
診を拒む傾向にある。本人に関しても、不登校の生活で不自由がないことが多く、保護者以
上に受診の必要性は感じていない。
22 例のうち、再登校をしているのは 10 例であった。このうち、校内に設置された適応指
導教室（別室登校）などを活用し再登校するようになったのは 7 例であり高い割合を示して
いる。いきなり教室復帰というよりも、リハビリのように、限られた教員や友人と接してい
くことにより、人に対する不信も和らぎ登校できるという効果も大きい。また、この 10 例
の中の 5 例は、中学に進学又は高校に進学するという大きな環境の変化によって、ほぼ毎日
登校できている。これは、いじめられている友人と離れること、自分を知っている人がいな
い高校に進学するなど、自ら負荷が少ない場を選択することが良い結果を生んでいる。
また、不登校が継続している理由や課題を整理すると、本人が担任教師との意志の疎通が
表１

不登校の主なきっかけ
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とれなくなっているのが 22 例中、12 例であった。さらに、このうち保護者の認識や理解が
得られないのが 10 例と多く挙がった。

3．考察
一般的な不登校のきっかけに関する全国的な調査結果は多くはないが、内閣府が 2009 年
6 月に発表した「不登校または中退した者への追跡調査結果」は教員ではなく、当事者が回
答している点から信頼性が高いと言える。その結果によると、
不登校になったきっかけは
「い
じめなどの友人関係のもつれ」が 45.9％と最も多かった。この追跡調査の結果と比較しても、
いじめや友人関係が不登校に大きく関係していることに相違はない。
診断群やその疑いがある症例を障害種別で見ると、ADHD では「授業がわからない」
「友
人との対人トラブル」が多く、広汎性発達障害では「こだわり、趣味、ゲームに没頭」
「本
人の発言に対しての嫌がらせやいじめ」
「悪口を言われている気がする、人が怖い」が多く
挙がった。このように、障害種別で違う傾向が見られた。これは、障害特性の悪化が不登校
に結びついたと考えられる。
「こだわり、趣味、ゲームに没頭」
「理由は特にない」をきっかけに不登校になった 6 症例
は、発達障害またはその疑いがある不登校の特徴だと言える。不登校に至るまでの経緯につ
いて考えてみても、特に大きな対人トラブルがあったわけではなく、徐々に欠席が増えてい
き、毎日学校に通うという規則的な生活から、家で好きなことをしている時間が優先となる
ような逆転した生活を生んでいる。前述した、刺激を避け待つ姿勢が不登校対策として今も
現場には存在しているため、彼らのパターン化した家庭生活は親も教師もなかなかストップ
させることができないという矛盾がある。
スクールソーシャルワーカーが関わるケースとしては、既存の校内の不登校対策の限界か
ら、依頼に至る場合が多い。著者の担当したケースでも、本人と担任が家庭訪問をしても会
話をすることができない、保護者にあせりがない、保護者が学校の方針に対して否定的また
は、不登校になった原因は学校にあるなどと主張してくるように、同一歩調で支援すること
が極めて難しい症例が多かった。
それらの困難なケースは、いきなり教室復帰というよりも、リハビリのように、限られた
教員や友人と接していくことにより、人に対する不信も和らぎ登校できるという効果も大き
い。また、この 10 例中の 5 例は、中学に進学又は高校に進学するという大きな環境の変化
によって、ほぼ毎日登校できている。これは、いじめられている友人と離れること、自分を
知っている人がいない高校に進学するなど、自ら負荷が少ない場を選択することが良い結果
を生んでいる。
未診断群への支援では、発達障害の傾向があっても診断がでていないため、明確な支援方
針が立てられずに、発生する対人トラブルに対して指導を繰り返すことが多い。その継続が
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本人にとっては、
「なんで自分だけが」という不信感を抱き、教室で孤立してしまうことも
少なくない。障害特性に対して、教師側の理解が進んでいれば、不登校に結び付かなかった
という症例も存在したのは事実であった。

Ⅳ

調査 2

支援が必要な児童生徒に対する WISC- Ⅲ検査の結果

1．WISC- Ⅲ実施の背景
前述したように、A 市教育委員会に小中学校からスクールソーシャルワーカーの依頼が
くる事例は発達障害と診断されている、またはその傾向がある場合が多い。
「暴力や暴言が
改善されない」
「授業中に離席が目立ち、注意しても反発する」
「友人とうまく関係が築けず
に孤立している」
「不登校になってしまったが本人、家族とも担任教師と話し合うことがで
きない」など様々な依頼がくる。初年度はかなり悪化した状態が多く、児童相談所、医療機
関（児童精神科・思春期外来）などと連携を取りながら、学校での安心した生活が送れるよ
うに支援をした。その成果もあり次年度からは、より問題が小さいうちに依頼がくるように
なり、本人の不適応を改善し、家族と学校が良好な関係を築けるように未然防止の観点から
関わることができた。担任の先生から丁寧に問題となる症状を聞きとったり、家庭的な問題
も抱えたケースでは保護者とじっくりと面談をしながら、時には生活保護担当課など行政の
福祉窓口とも連携を図ることができた。学校現場からの依頼を受けて、それぞれの情報を集
める中で、より本人を知り、支援に生かすアセスメントの手法として WISC- Ⅲ知能検査を
勧め実施することが多く見られた。検査は、地域でセンター機能を果たす特別支援学校や通
常学級の児童生徒が利用する校外の特別支援教育通級指導教室、又は医療機関や児童相談所
などで実施した。また、本人の希望が学校内であれば、検査者に積極的に学校に出向いても
らい検査をしてもらうことも多々あった。

2．対象
対象は A 市に在籍し、スクールソーシャルワーカーが関わった事例のうち、学力や行動
観察だけでは支援策が見いだせない者、発達障害が疑われる者など 49 例で WISC- Ⅲ知能検
査を実施した者である。年齢は小学 1 年～中学 3 年、男女比は 43 対 6、IQ の平均は 81（40
～ 110）
、下位検査評価点の平均は以下のようになった。
「知識」6.87、
「類似」7.36、
「算数」7.22、
「単語」7.12、
「理解」7.42、
「数唱」7.08、
「絵画
完成」7.53、
「符号 7.51、
「絵画配列」7.85、
「積木模様」7.75、
「組合せ」7.3、
「記号探し」8.29、
であった。個々の事例の主訴は、非行、暴力、いじめ、不登校、友人関係、心身の問題、家
庭の問題等様々であり、それらが複合したものもあった。そのうち、発達障害の診断を受け
ている、又は検査後に診断を受けた者は 17 名、分類は ADHD15 名、広汎性発達障害 1 名、
アスペルガー症候群 1 名であった。
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3．方法
実施に使用したのは、ウェクスラー式知能検査のうち、児童生徒用 5 歳～ 16 歳 11 ヶ月の
第 3 版の WISC- Ⅲである。結果の利用の仕方としては、手順① IQ の解釈：知的な遅れがあ
るのかどうか、言語性と動作性の差はどうか、手順②群指数の解釈：群指数のばらつきはど
うか、手順③下位検査の解釈：評価点平均からの落ち込みがあるか、個人評価点平均からの
強弱があるか、の順に解釈を行いながら、行動観察の結果とあわせ指導・支援のヒントを立
てていくのが一般的な解釈の手順である。
知能のより分析的な解釈を可能にする指標として、
群指数を VC 言語理解（知識、類似、単語、理解）
、PO 知覚統合（絵画完成、絵画配列、
積木模様、組合せ）
、FD 注意記憶（算数、数唱）
、PS 処理速度（符号、記号探し）に分類
する（海津 2005）
。
今回、分析方法としては、より個々の特徴や能力を十分に反映していくために以下のよう
な方法で分析を行っていく。
①

知能指数（FIQ）の分布を未診断群と診断群と比較する

②

下位検査で 1 番苦手な検査を未診断群と診断群を比較する

③

下位検査評価点の平均値と最大値と最小値の差（ディスクレンパシー）を散布図で示
し、プロットの分布から傾向をつかむ。

4．結果と考察
（1）IQ の分布
知能指数の正規分布は、85 － 115 の間に約 68% が収まり、70 － 130 の間に 95% の人が
収まる。割合としては、IQ130 以上が 2.2％、120 － 129 が 6.7％、110 － 119 が 16.1％、90
－ 109 が 50％、80 － 89 が 16.1％、70 － 79（境界線）が 6.7％、69 以下（知的障害）が 2.2％
である（海津 2005）
。
今回実施した全体の結果は、IQ130 以上が 0 人、120 － 129 が 0 人、110 － 119 が 1 人、
90 － 109 が 13 人、80 － 89 が 15 人、70 － 79（境界線）が 11 人、69 以下（知的障害）が 9
人となり、IQ80 － 89 の平均の下の分布が最も高く 30.6％となった。未診断群 N ＝ 32（図 2）
の結果では、110 － 119 が 1 人、90 － 109 が 6 人、80 － 89 が 9 人、70 － 79（境界線）が 9
人、69 以下（知的障害）が 7 人となり、平均の下と境界線が高く 28％となった。
診断群（図 3）では、90 － 109 が 7 人、80 － 89 が 6 人、70 － 79（境界線）が 2 人、69
以下（知的障害）が 2 人となり、平均の 90 － 109 が最も高く 41％となった。

─ 450 ─
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図２

図３

知能指数分布（未診断群）

知能指数分布（診断群）

（2）下位検査で苦手とされる検査
未診断群 N ＝ 32 の結果を図 4 に、診断群 N ＝ 17 の結果を図 5 に示した。未診断群の中
で 1 番苦手とされる検査は「単語」が 5 人であった。診断群では、
「符号」と「組合せ」が
それぞれ 3 人であった。
診断群では ADHD と診断されている割合が高い。符号では見て形を写す、早く正確に作
業をする力が課題に必要な力であるが、特性の 1 つである不注意が検査でも顕著に表れてい
る。組合せは、部分から全体を見通す力が課題に必要な力であるが、同じく注意力が欠けて
いる特性が理由として考えられる。
また、広汎性発達障害の子どもが示す特徴として、竹田（2006）は、言語性検査では「類
似」「理解」で落ち込みが見られ、
動作性検査では「絵画完成」
「組合せ」
「符号」
「記号探し」
を苦手とする非言語の問題を持つ子どもが多いことを報告している。今回の調査でも、診断
群に関しては、発達障害が示す特徴が見られた。
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図４

図５

WISC による苦手意識の分析（未診断群）

WISC による苦手意識の分析（診断群）

（3）下位検査評価点の平均値と最大値と最小値の差
未診断群の分布を図 6 に、診断群の分布を図 7 に示した。全体の 49 人の下位検査の評価
点平均は 7.44 であり、最大値（S）－最小値（W）の差の平均は 7.59 であった。未診断群の
評価点平均は 7.06、診断群は 8.16 となり 1.1 の開きが見られた。最大値と最小値の差では、
未診断群では平均 7.25 であり全体平均より－ 0.34、診断群では 8.23 であり全体平均よりプ
ラス 0.64 なり、最大値と最小値のばらつきが大きくなり、分布図も縦に大きく開いている。
また実施された下位検査全体からその子ども個人の評価点平均を算出し、全例 49 人平均
は 7.44 という数値が算出された。そこから、評価点 3（1 標準偏差）以上の落ち込みがある
のは診断群 0 名、
未診断群は 3 名。逆に評価点 3（1 標準偏差）以上高いのは、
診断群が 0 名、
未診断群は 1 名となった。最大値と最小値の差では、診断群は最大で 15 の差が見られたの
に対し、未診断群では最大値と最小値の差は最大で 12 という結果となり、ばらつきは小さ
くなった。最小値は共に 4 となっており相違は見られなかった。
久蔵、一條ら（2009）の先行研究の結果として、標準偏差（SD）が何らかの高機能自閉
症らしさを示す情報と関連して動いているという可能性を示していると報告した。さらに、
必ずしも広汎性発達障害診断群として一貫したプロフィールが確定しているわけではなく、
ある形のプロフィールだから広汎性発達障害であると直線的には考えられないと指摘してい
る。今回の調査結果では、診断群が結果として得意・不得意がはっきりとわかる最大値と最
小値の差が大きく見られたが、標準偏差（SD）を見ると、未診断群の方が 1 標準偏差以上
の落ち込みや優れた数値が算出された。これらの結果から、久蔵らの報告のように、未診断
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とつながってきていると言える。つまり、未診断群の中には学校生活上の能力にばらつきが
優れた数値が算出された。これらの結果から、久蔵らの報告のように、未診断群であっても、
あることが要因となり、その子どもが問題を解消しようとしても、自分だけの力では解消ま
下位検査の評価点には大きなばらつきがあり、その能力のアンバランスさが、教育上の困難
で至らないという一群が存在していると言える。
とつながってきていると言える。つまり、未診断群の中には学校生活上の能力にばらつきが
あることが要因となり、その子どもが問題を解消しようとしても、自分だけの力では解消ま
「通常学級に在籍する発達障害傾向のある児童生徒の特徴について」
で至らないという一群が存在していると言える。
図6
全体－診断群分布 N＝32

図6

図7

図7

16
15
14
13
16
12
最 11
15
大 10
14
値
9
と 13
8
最 12
最 11
大
7
大 10
値
6
値
の
差と 59
最 48
大 37
値 26
の
差 15
04
30
2
1
0
16
15
14
13
12
16
最 11
15
大 10
値 14
9
と 13
8
最 12
大
最 11
7
値
大 10
6
の
値 5
差と 9
最 48
大 37
値 26
の 1
5
差
04

全体－診断群分布 N＝32

平均7.59

平均7.59

1

2

3

図６

0

1

2

平均7.44

4

5
6
7
下位検査平均値

未診断群分布
3

8

9

11

12

N=32

平均7.44
診断群分布 N＝17

4

10

5
6
7
下位検査平均値

8

9

10

11

12

診断群分布 N＝17

平均7.59

平均7.59

30
2
1
0
0

1

1

2

3

2

図７

3

4

4

平均7.44

5
6
7
下位 検査平均値

平均7.44

5
6
7
下位 検査平均値

診断群分布

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

N=17

群であっても、下位検査の評価点には大きなばらつきがあり、その能力のアンバランスさが、
教育上の困難とつながってきていると言える。つまり、未診断群の中には学校生活上の能力
にばらつきがあることが要因となり、その子どもが問題を解消しようとしても、自分だけの
力では解消まで至らないという一群が存在していると言える。
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Ⅴ

総合考察

1．スクールソーシャルワーカーと不登校
発達障害と診断をされている、又はその傾向にある割合は 22 例中 19 例、86.3％と高い割
合を示した。発達障害と診断されている多くは、知的障害を含まない広汎性発達障害、
ADHD 症状が多い。不登校症状の前は基本特性はあるが、学級集団の中で適応できている
ことで、登校はできている。しかし、いじめや仲間外れ、教師からの度重なる注意叱責から、
こだわりなどの特性が倍増した形で表出し、孤立していく。その結果として、不登校という
併存状態に陥る。ただし、不登校になっても、中には焦りをもたないタイプがいる。
「どう
せわかってくれない」と大人に休んでいる理由は伝えず、周りは理由もなく休んでいると勘
違いをしてしまう。それは、自分の気持ちを言語化して、自分の言葉で相手に伝えることに
苦手さを抱えていることが理由と考えられる。また、
別のタイプは優先順位がずれてしまい、
学校に通うことよりも、自分の興味関心のあることに没頭する時間が優先となり家にいるこ
とがパターン化されてしまう。周りの音をシャットダウンする彼らの特性、
「過集中」がマ
イナスに作用し、ゲーム、パソコン、漫画を描くなど学校に通う時間と置き換わる。この興
味関心に没頭するタイプは、焦りもないため、高校に受験をするという彼らなりの「節目」
がないと、止めどなく不登校は継続してしまう。このタイプが不登校からひきこもりへ移行
するタイプに含まれる。
また、彼らは日々、自由気ままに生活しているように見えるが、実は彼らの世界はとても
不安であふれていて、少しの変化でリズムを崩してしまう。言い換えれば、周りからの影響
を非常に受けやすいということになる。著者が継続的に関わった事例からも、教師や保護者
の関わりが変化すると症状が消滅したり、軽減されることも見られた。
転校、入学、クラス替え、担任教員の交代などが環境の変化と言える。それについて青木、
村上（2012）は、発達障害をもっている人に会っていて、障害の特徴というものが、時、と
ころ、人によって現れ方が異なる、と指摘している。著者が関わった対極な 2 つの事例であ
るが、担任教師に理解が得られずに孤立してしまった事例は不登校になってしまった。また、
スクールソーシャルワーカーが支援を開始したことによって、教師、保護者の意識が変わり、
不適応が消滅した例もあった。人である、スクールソーシャルワーカーが彼らの不適応行動
を軽減させる一つのきっかけになったことが後者の事例からわかる。
その特徴は弱まったり、強まったりを繰り返す。その強弱を彼らのサポーター（親、兄弟、
教師、SC、SSW など）が予測をしたり、先回りすることによって、彼らは安心して生活す
ることができる。ただし、一度、不登校になってしまうと彼らの特性は一気に社会性を欠落
させ、よりこだわりを強めてしまう。いじめを受けて、不登校症状を示す事例では、かたく
頑丈な仮面で自分を覆い、それを取られないように必死に防衛する。その防衛は、一律の不
登校支援や刺激では軽減することは少ない。
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しかし、今回の SSW 調査から 22 例中、10 例が再登校をし、特性を抱えながらも、学校
生活を自分のペースで送ることができている。そこには、再登校のための、担任教師の工夫、
別室でのならし登校など環境を調整する様々な工夫が見られた。一度彼らが抱いてしまう、
他人に対する不信や恐怖に対するストレスからは適応障害の症状を呈する場合もある。その
症状を治療するために、医療機関を受診し、背景には発達障害があると診断された事例もあ
る。より早く、彼らの特性に気づき、不登校を予防するためには、教師側から極端な発達障
害だと決めつけるラベリングをすることなく、しっかりと彼らの特性をつかみ、彼らの世界
に入り込むことが必要だと言える。また、保護者の遺伝的な側面により認知行動に歪みが連
鎖している傾向を考えると、保護者に対してもその傾向があると想定し受け入れていかなけ
れば、歩み寄りは難しい事例もある。再登校をすることができたのは、本人だけのがんばり
ではなく、一番身近なサポーターの保護者、特に母親の理解や励ましがあった事例がほとん
どであったことが大きな要因だと言える。彼らの保護者にもポジティブに発達のアンバラン
スを伝えるためにも、後述する WISC- Ⅲのアセスメントが活用されることになる。

2．WISC- Ⅲから見える特徴
通常学級で支援が必要な 49 例を対象とした結果から、苦手としていた下位検査は「理解」
が 6 例、
「類似」
「単語」
「絵画完成」
「符号」
「組合せ」が 5 例となり、発達障害傾向のある
症例も含めて、1 つの下位検査の苦手さ＝必要としている課題が共通しているわけではない
ことが確認された。
この結果から、群指数のパターン化も含め、ADHD タイプ、広汎性発達障害タイプと分
類できたとしても、個々での能力やバランスは異なっており、検査後の支援方法も慎重に個
別化していかなければいけないと言える。
ただし、苦手さを知ることにより、どの方法であれば、入力されやすいのかなどを客観的
に分析する手がかりとなり、日々の問題行動や同じ失敗の繰り返しなどの修正には非常に役
に立つと言える。
また、下位検査評価点の平均値と最大値・最小値の差からは、平均より下の 15 例が最も
差が大きく、アンバランスが確認された。そのうちの 1 例は「記号探し」18 点、
「理解」3
点となっている。
「記号探し」からは、視覚的短期記憶が弱いので、学習課題を小分けにす
るなどの支援が必要となる。逆に「理解」からは、過去の経験や既知の事実を正確に評価す
る力は優れていることになる。確かにこの部分は偏っている部分はあり、理屈っぽくものを
言う、子どもらしくないと指摘をされる事例もある。
通常学級で知的障害の分布には属さないが、行動の問題、社会性の問題、学習の問題を抱
えた子どもたちは文部科学省が調査報告した 6％に近い値で存在している。前述したように、
時、ところ、人によって現れ方が異なることからも、学級の雰囲気、担任、友人関係で特徴
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の強弱を変える一群は潜在的に 6％以上いるだろう。著者が関わった 49 例の多くは IQ が平
均より下回っている。そうであれば、学習について、どこかでつまずきを感じている可能性
は高い。それに加えて、問題行動として表出すれば、教師から当たり前に子どもとして褒め
られる機会は激減する。その問題行動は様々であるが、学習についていけなく、授業に集中
できないから、私語をする、席を立つなど周りに迷惑をかけるという負の連鎖が特徴的だ。
元々の学習への苦手さに加え、聴覚の過敏さ、周りの目を気にする、不注意などの特性が絡
み合うことによって、教師はその絡まった細い紐をほどくことに時間をかける。絡まってし
まった紐を子どもが日々起こす問題の後を追ってほどくことは非常に困難な作業である。
これらの特徴を踏まえ、基本特性が絡まっていくことを最小限に抑えること、未然に防止
することが通常学級における特別支援教育に必要なことであるが、教育的な指導だけでは、
不満や不安が倍増することがある。まずはその不安がどこから来ているのかを分析するため
には、優れている能力と苦手な能力を分析することが有効である。褒められることが激減し
てしまう彼らにとっての一番の薬は「ここは 1 番だね」
「得意だね」という教師からの評価
である。WISC- Ⅲに限らず、教育的な指導や手法以外の手立てを連携する機関と一緒に考
えることは有効だ。より問題が小さいうちに、アンバランスさや、苦手さを伝え、医療や福
祉というサポーターに出会うことで問題が解消されていく事例にいくつも出会ってきた。そ
の橋渡しをする役がスクールソーシャルワーカーを含めた「ひと」であると考える。

3．まとめ
不登校の特徴に関する調査と WISC －Ⅲ知能検査に関する調査の二つの結果から、スクー
ルソーシャルワーカーは、彼らの「環境」に働きかけるという援助が非常に有効であったと
言える。環境とは、学校であり、教師側の見方であるとも言える。その見方を少し変換し、
特性を理解してもらうことが彼らの不適応行動が消滅してった要因だと考えられる。
最後に、著者が関わった不登校児童生徒の中に発達障害が疑われる未診断群が含まれ、そ
の一群の不登校は長期化する傾向があることから、通常学級に在籍している問題を抱えた未
診断群に対して早期支援・介入を行うことが必要だと言えるだろう。
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Characteristics of students placed in mainstream
classes with tendencies of developmental disorder:
Study report from school social work project.
KAWAI, Jun
Key words: Developmental disorder, school social work project, school refusal, WISC-III
It's been pointed out in recent years that some of elementary and junior high school
students with problematic behaviors, i.e. bullying, school refusal, or violence are also
diagnosed to have developmental disorders. Those children with such problems tend to
attend mainstream classes rather than classes for special need students.
As MEXT（Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in Japan）
reports the field survey data that 6% of students enrolled in mainstream classes actually
need special support, the author in this study implemented the Wechsler Adult
Intelligence Scale（WISC-III）to 49 students who attend mainstream classes who also
require special attention, and found the average IQ to be 81（40-110）. The struggle those
students face are various and also complicated, with mixture of delinquency, violence,
bullying, school refusal, problems with friends, and psychological and physical concerns.
Out of 49 subjects, 17 had been previously diagnosed or were later diagnosed to have
developmental disorders: 15 with ADHD, 1 with pervasive developmental disorder, and 1
with Asperger syndrome. While the diagnosed group（N=17）showed a larger gap
between the highest and the lowest scores of the subtests, the other group（N=32）has
more uneven distribution of scoring, with more scores that are lower or higher than one
Standard Deviation（SD）
. Test results and their interpretation revealed that even though
they are not diagnosed with developmental disorders, there is a group of students with
different level of abilities. For those cases, some of the students symptoms of problematic
behaviors were improved as the school social worker got involved with the parents and
the school, prior to advising the parents to immediately seek medical attention. The
author concludes the paper by suggesting that schools should provide environment where
symptoms of problematic behavior can be prevented from getting any worse.
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