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ST（言語聴覚士）という仕事

• Speech Language & Hearing   Therapist

（音声言語） （言語） （聴こえ） セラピスト

•改善する、伸ばす、成長させる が期待される職種
「よくしてなんぼ」

•高次脳機能の問題である「ことばの障害」の大半は厳密に
言えば「治らない」「治せない」・・・・

＞＞＞「発達をうながす」「改善する」ために
周りの大人にできること



子どもの発達支援を考えるSTの会
http://www.kodomost.jp/ 設立2002年

• 会員数 約１０００名（２０１９年３月現在）

• 会員： ＳＴ（言語聴覚士）、ＳＴ養成校学生、ことばの教室の教員 等

• 活動 ： メーリングリストを通じた情報交換、研修会、助け合い等

多様な子どもの
多様な育ちを支え
寄り添う職種を

目指す「子どもＳＴ」
の集まり

http://www.kodomost.jp/


Language（言語）の問題 Speech(話しことば）の問題

言語発達 言語機能

１ 難聴

２ 中枢神経系の問題

☆精神発達遅滞

☆自閉症スペクトラム

☆ＬＤ 学習障害

☆ＡＤＨＤ

注意欠如多動性障害

３ 発達速度の問題

発達の個人差

４ （脳性まひ）

失語症

発声の障害 構音－共鳴
の障害

話しことば
の流暢性
の障害

音声障害

（脳性まひ）

構音障害

口蓋裂

吃音

ことばの障害～～SpeechとLanguageに分けてみると



知的障害
発達全体の遅れ

吃音（どもり）

聴覚障害

特定の脳機能の障害
（「発達障害」）

自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ、ＡDＨＤ

ＬＤ（学習障害）など・・・

発音（構音）の障害
・口蓋裂などによるもの
・原因はわからないが不明瞭

子どものことばの心配（障害）いろいろ

★いずれであれ★
◎ 「身体が元気」
◎「心が健やか」
◎「安心感のある暮
らし」が大事。

ことばが遅い・・・・

選択性緘黙
（場面緘黙）

✕「ことばだけの訓練」「言わせ」「やらせ」
では、育つはずのものも育ちません。



すべての子どもにあてはまる育ちの視点
発達支援

•元気なからだを作り上げる

•器用に動かせる手をつくる

•見る力、聞く力、話す力を育てる

•心が育ち、知力が向上する

•人と気持ちを分かち合い、社会の一員になってゆく

「はじめて出会う育児の百科」（小学館）

汐見・榊原・中川



１

子どもの「発達」



「包みが解かれ（開かれ）中にあるものが出てくる」

《なるべきものになる》

「発達」ということば：

日本語では到【達】すべきゴールに向かって進む、
という意味合いが強いが・・・・

発達（Development）

＝ｄｅ（否定）＋velop(包む）



「はぐくむ」ということ （＝羽＋くくむ）

子どもは自分の中に成長する力を持っている

障害を持ちながらも成長する存在



子どもの発達と環境

■子どもの発達は、

①子どもの持つ生まれつき（中にある）「力」 と
②周囲の環境 との 相互作用の中で進展する。

たとえ、育ちに「弱さ」があっても、よい環境
があれば、伸びられる

⇒⇒日々の「生活」の中での環境改善を

保育・家庭養育の役割



いろいろでいいの
子どもは球根



伸び方はいろいろ



「療育とは注意深く（ていねいに）配
慮された子育てである」

（高松鶴吉先生）

気がかりな子に必要なのは

「ふつうの子育て」

「ふつうの保育」

をていねいに行うこと



２

子どもの現状を知る
アセスメント



医療職の陥りがちな発想

•正確な検査

•適切な鑑別診断

•効果的な治療法

•課題を発見する

•課題解決の方法を探す

•実施する 結果の評価

子どもの育ち
家庭療育に

あてはまるのか？



まずは 子どもを知る 仲良しになる

•何（だれ）が好き？ それはなぜ？
•何（だれ）がきらい？ それはなぜ？

•何で遊ぶのかな？ それはなぜ？
•前は何で遊んだのかな？ それはなぜ？
•今日は何で遊びたいのかな？ それはなぜ？

これが アセスメント 出発点



恩師 三木安正先生のことば

•「わからないことがあったら、子どもに聞いてごらん（子
どもをよく見てごらん）。全部教えてくれる」

でも、最初は、何を どう見ればいいのか分からない。
↓

• テスト、検査の助けを借りる



「人が（障害の有無にかかわら
ず）人として大切にされる と
は？」を模索し、実践。

（知的障害児・者を）どのように育
てていったら、人として幸せな
生涯を送ることができるか？

旭出学園創立者 故・三木安正先生

「実践と研究とは車の両輪」

旭出学園教育研究所

日本マカトン協会事務局 http://makaton.jp/

「知的障害教育の歩み
三木教育論と戦後小史」

全日本特別支援教育研究連盟



テスト、検査に当たっての留意点

•三木先生のことば：
教育者というものは、本来黙って座ればピタリと当た
るのでなければならない。
でも残念ながら、僕らは生きているうちにはそういう
境地に至れない。
だから やむなくテスト・検査の助けを借りる。
検査をするときには、「すみません。私の力がたりな
いので、検査を使わせてもらいます」と子どもに謝り
ながらするべきである。



「アセスメント」

•狭義には「査定」「評定」「評価」
cf 環境アセスメント

•対人援助場面では
☆科学的知見を用いて 相手を理解した上で
専門的援助を行うこと

☆周辺情報の収集（家族関係、園や学校での様子）
行動観察も含まれる

■心理アセスメントの方法

１ 面接

２ 行動観察

３ （心理）検査



２－２

アセスメント（ツール）の例



「訪問」という枠組みの中で

•在宅で、病院のように検査する道具もなく遊び道具も限られてい
る仲、手軽に検査や評価する方法は？ 訓練はどうしている？

•在宅での評価の視点やアプローチの仕方などについて

■ 安価で、手に入れやすい

■ 特別な講習などが必要ない

■ 子どもを見る「視点」が身につく
■ 現状から、何をめざせばいいかのヒントが得られる
■ ネット情報を参考にできる

● 保護者に「試されている感」を持たせずにすむ



心理検査、発達検査（の情報）はどこで手に入るか

• テスト販売会社

• 代表的なのは 千葉テストセンター
サクセスベル

•個人（自宅あて）購入は基本的に ✕
「フリーランス専門職」を主張すると認められる
会社、事業所名でならOK

•職種制限や、講習会受講が条件のものもある



•遠城寺式乳幼児分析的発達検査（九大小児科改訂版）

•改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査（JDDST)

•津守・稲毛式 乳幼児発達診断法

• KIDS(キッズ） 乳幼児発達スケール

• ITSP 乳幼児感覚プロファイル Infant/Toddler Sensory Profile

• DESC（乳幼児社会的認知発達チェックリスト）
ー社会性のめばえと適応ー

・Vineland Ⅱ 適応行動尺度

・LCスケール（言語コミュニケーション発達スケール）



遠城寺式乳幼児分析的発達検査
（九大小児科改訂版）

（慶應義塾大学出版会）

・対象年齢：0か月ー4歳8カ月

・所要時間：5－10分

記録用紙 50枚 864円
手引書 864円



改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査
（JDDST) 日本医事出版社

４つの領域

•個人―社会

•微細運動―適
応

•言語

•粗大運動

障害のない子どもの25％、
50％、75％、90％が可能にな
る時期の個人差がわかる

対象年齢 ：０－6歳

用紙 100部 2700円
検査用具 7560円



遠城寺式 デンバー の紹介・解説

独立行政法人国立特別支援教育研究所
教育相談情報提供システム

↓
検査・機器について

↓
アセスメントについて

↓
発達スクリーニング検査（発達検査の項目もあり）

http://forum.nise.go.jp/soudan-
db/htdocs/index.php?key=muw7g4kzh-477

http://forum.nise.go.jp/soudan-db/htdocs/index.php?key=muw7g4kzh-477


遠城寺式 デンバー の用紙の紹介

「乳幼児健康診査の手引」平成２６年第５版

新潟県福祉保健部健康対策課
社団法人 新潟県医師会

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/398/921/
sannkousiryou,0.pdf

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/398/921/sannkousiryou,0.pdf


津守・稲毛式 乳幼児発達診断法

• １カ月－１２カ月

• １才ー３才

• ３才―７才

用紙それぞれ２７０円程度



KIDS(キッズ） 乳幼児発達スケール
KINDER  INFANT  DEVELOPMENT  SCALE

１．運動／体全体の大きな動き
２．操作／手指などの意図的な動き
３．理解言語／言葉の理解
４．表出言語／話すことのできる言葉
５．概念／状況依存によらない言語的理解
６．対子ども社会性／友だちとの協調行動
７．対成人社会性／大人との関係、

特に親子関係
８．しつけ／社会生活における

基本的なルール
９．食事／衛生感覚や食事の

基本的なルール

用紙 １０部単位 2484円

タイプA
０歳１か月～０歳１１か月用

タイプB
１歳０か月～２歳１１か月用

タイプC
３歳０か月～６歳１１か月用

タイプT
０歳～６歳児（発達遅滞児向き）



•KIDS についての講演会資料ページ

kanai.la.coocan.jp/kidsrikai.pps

http://kanai.la.coocan.jp/kidsrikai.pps


ITSP 乳幼児感覚プロファイル
Infant/Toddler Sensory Profile

•適用年齢 0か月ー36カ月

• 「聴覚」「視覚」「触覚」「前庭覚」「口腔感覚（７～３６カ月のみ）」



DESC（乳幼児社会的認知発達チェックリスト）
Checklist for Development of  Early  Social  Cognition)

ー社会性のめばえと適応ー

■適用年齢 ０歳６カ月ー３歳５か月

■所要時間 一人5分程度

■記録用紙 ２０人分 ４３００円

■主として対人社会性の弱さを検知する

■医師と沼津市の保育園の先生方とが一緒に作成

■保護者と保育者が認識を共有するためのツール

⇒ 子ども理解につながる

出版元：文教資料協会 03-5984-5792



例：18ヶ月通過項目（●は重要項目）

○相手を意識して「イナイイナイバー」を楽しむ

●自分の興味のあるもの（犬、飛行機など）を見つけると、
指さして親（養育者）や親しい大人に教え、それを見て答
えると満足する

○座り方、しぐさ、せき払い、口ぐせなど、親しい大人のしぐ
さ（くせ）などを真似る

○理解できることばが増加している

●大人がじっとしているのを見たり、見ている方向に視線
を向ける

○初めて意味のあることばを話した時期、話したことば



Vineland Ⅱ 適応行動尺度

• 適用年齢 ０歳ー９２歳

• 所要時間 ２０分ー６０分

• マニュアル １６２００円 記録用紙 ２０名分 １０８００円

１ コミュニケーション 受容言語／表出言語／読み書き
２ 日常生活スキル 身辺自立／家事／地域生活
３ 社会性 対人関係／遊びと余暇／コーピングスキル
４ 運動スキル 粗大運動／微細運動

〇不適応行動 不適応行動指標／不適応行動重要事項

発売元：日本文化科学社



LCスケール（言語コミュニケーション発達スケール）

（Langeage Communication Developmental  Scale)

•適用年齢 ； 0歳ー6歳
（学齢児用にはLCSA： LC Scale for School-Age Children)

•解説+絵図版 5184円（記録用紙は各自でコピーする）

•語彙/文法/語操作/対人的なやりとり（コミュニケーション） を見る

言語・コミュニケーション検査

多分、もっとも使い勝手のいい検査。検査技術は必要。
解説書を読むだけでも勉強になる



LCスケールの特徴

１ 乳幼児期―学齢期の言語・コミュニケーションレベルの発達を評価

２ ことばの領域を限定せず、総合的なことばの発達を評価

３ 口頭で答える言語表出と、絵の指さしなどで答える言語理解、さらに
ことばの基礎となるコミュニケーションを評価

４ 一つの課題について複数の通過基準を設定

５ 自然な文脈を設定し、課題への自発性を高める工夫

６ 言語・コミュニケーションの発達年齢と発達指数を求めることができる



子どもの行動観察記録表（試案）
「健診とことばの相談」中川信子 より

•対象年齢：おおむね1歳半～4歳程度

•行動観察によって 子どもの特性に気づく

•気がかりな点があれば、働きかけの方策を考える



発達の諸側面 （飯高京子 作成）

•種々の書籍や発達質問紙等の項目を比較検討し、大まかな時期を
発達の流れに沿ってまとめたもの。

•分野は８つ （＋ 反射）

０ 反射・反応

１ 身体活動と移動 ６ 遊び・模倣活動

２ 目と手の協応 ７ 音声・非音声言語の理解

３ 身辺自立（食事、排泄、衣服） ８ 音声・非音声言語の表出

４ 対人関係

５ 思考・認識



３

ことばについて



「ことば」 三つのはたらき

１ 思考の道具

「カギがないなぁ。ああ、昨日、カバンに入れたんだっ
た。」

２ 伝達の手段

「玄関のカギ、見なかった？」

３ 行動調整の役割
「おいしそうなパン！ でも、まだお金を払ってないから、
食べられない。」



行動調整とは？

思ったら 前後を考えずにいきなり行動してしまうのは
行動調整ができないから（衝動性）

幼児、障害のある人、

興奮のスイッチが入っても、「待て待て」と抑制できれば、
行動はおさえられる。

＝ ことば（大脳皮質）の力



「ことば」 三つの内容

①Speech   
話しことば、音声言語

②Language   
言語知識 （思考 概念）

③Communication（意欲）
伝えたい気持ち



ことばの氷山（わかるのが先・言えるのはあと）

言えることば

わかる（ことば）

わかる（ことがら）

言えることば

わかる（ことば）

わかる（ことがら）

水 面

ことばが遅い子には、実体験を通して「分かる
ことがら」「分かることば」をふやす関わりが必要

言える（speech) と分かる（language)



45

言える（speech) 分かる（language)と コミュニケーション

引き金を引く力
伝えたい気持ち

ことばの水鉄砲



※ ことば をみる時に

• 「どのくらい『言えるか』よりも
「どのくらい『わかっているか』」に着目

• 「どのくらい『言えるか』よりも
どれくらい『伝えたい気持ち』が育っているか
に着目

↑
周りの大人はどのくらい『聞き上手』か？



４

ことばの仕組みと脳のはたらき

「ことばのビル」



ことばは三段重ねの鏡餅の上の橙（ミカン）

土台のお餅を、しっかり大きく育てましょう。



話しことばの
仕組み

49



音をつくる舌の動き（構音）

50

サ行の/S/

タ行の/t/ ダ行の/d/

シ



発音（構音）について

•日本語五十音が言えるようになるのはだいたい4歳半こ
ろが目安。2歳3歳ではまだまだ・・・。

•発音は早くからはっきりしている子も、遅くまでむにゃむ
にゃの子もいる(個人差）

• 聴力障害と口蓋裂については注意が必要

•早く言えるのはマ行・パ行・バ行

•サ行・ザ行・ラ行は5歳半ー6歳までかかる子も。

•訓練開始の目やす

音が全体的にはっきりして、言えない音が特定されること

本人が発音についての意識を持っている（誤り音の自覚）

ひらがなが読めるようになっていること

おおむね5歳を過ぎてから



言い直しはさせず、正しい音を
さりげなく返してあげましょう



ことばのしくみと脳

大脳の場所別役割分担

聞く

考える

話す

言語の働きは大脳左半球
にあります



音の入り口は耳ですが、実際は「脳」で聞いています

脳)

脳への通り道（からだの脳・心の脳）を整備し
ないと

三段重ねの脳



↓↓↓↓
脳への通り道（からだの脳・心の脳）

を整備しないと！
↓↓↓↓

身体を動かす遊び
安心できる環境
楽しさ、笑顔



ことばのビル
（全体発達
の反映）

脳幹に対応

大脳辺縁系

大脳



５
ことばの発達・子どもの発達を促す

望ましいかかわり
感覚統合を意識した遊び

「乳幼児期の感覚統合遊び」 加藤他 クリエイツかもがわ
「育てにくい子にはわけがある」 木村順 大月書店
「保育者が知っておきたい発達が気になる子の感覚統合」

木村順 学研



「脳の途中の切り替えスイッチ」
不具合があるといろいろなことがうまく行かない

見え方・聞こえ方。注意の向け方
気持ちのコントロールなど・・・・



五感 ＋ とっても大事な「二感」

•視覚

•聴覚

•味覚

•嗅覚

•（触覚）

•固有受容覚

•前庭覚（平衡感覚）

•触覚



気になる子への働きかけ・援助

•からだの面からの援助

感覚統合的な要素の含まれる意識的な遊び

• こころの面からの援助

よい点を見つけてほめる

スモールステップに分けた的確な指示と指導

・認知面からの援助

分かりやすいことばかけ

視覚的な手立てを多用する



感覚統合をすすめる（脳の中の電線の電気の
通りをよくする）遊びの要素

•揺れ ブランコ 抱っこしてゆする

•回転 抱っこで回転 芋ムシごろごろ

•加速度 フロアカー遊び すべり台

•上下動 トランポリン 高い高い

•触覚 抱きしめる、水遊び、粘土



６
望ましいかかわり

安心感
「共同注意」の成立
子どもとのじょうずな話し方



子どもの注意(attention)に大人が合わせる

眼で見ている時に
耳から音がきこえる
と学習効果が高い

子どもの視線の先
にあるものにおとな

が注目

安心感 ＋ ことばを伸ばす話しかけ方



乳児期にしっかり目を合わせることが
大事（「共同注意」）

視線の追従 ・ 視線の検出
↓
指さし
↓
ことば、コミュニケーション

「発達障害の早期支援」 大神英裕 ミネルヴァ書房

「赤ちゃんの手とまなざし ことばを生み出す進化の道すじ」
竹下秀子 岩波書店

「乳幼児のこころ」 遠藤利彦他 有斐閣



簡単で楽しい働きかけ
インリアルメソッドから

①子どもの動きをまねるのが
ミラリング

②子どもの声や音をまねる
モニタリング

③子どもの気持ちや動作を
代わりにいうパラレルトー

ク
④大人が自分のしていること
や気持ちをことばでいう

セルフトーク



ダメの代わりに願いを伝えましょう

• 「ダメダメ」の代わりに こうしてほしいなぁと 思うこ
とを言う（希望を語る）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
× 「洋服、脱ぎ散らかしちゃダメでしょ！」
○ 「脱いだ洋服は、一か所にまとめます」
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
×「ほらほら、走っちゃダメ！」
○「ゆっくり歩くよ」


