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視覚教材を使って
様々なスキルを身につけよう

■ ソーシャルストーリーとコミックストリ
ップ

■ 家族や友達と⼀緒にできることを増やそ
う

■ アナログゲームを作ってみよう
■ 会話と物語で遊ぼう
■ ターゲット（⽬標）の設定とデータのと
り⽅



ソーシャルストーリーの活用
社会をつなぐ特別な絵本

怒りで爆発する前に
（自分で落ち着きを取り戻そう）



ソーシャルストーリー
■ アメリカのキャロル・グレイ⽒が提唱し実践している⾃閉症スペ
クトラムの⼦ども達の特性を捉えて作られたテキストを使ったソ
ーシャルスキルを学ぶ１つの⽅法。

■ ソーシャル・ストーリーは、⼦どもたちひとりひとりの状況にあ
わせて書かれるものです。ですから、ソーシャル・ストーリーは
普段⼦どもと接している⼤⼈、⼦どもの様⼦をよく知っている⼤
⼈ならだれでも書くことができる。

■ ⽬に⾒えないルールや対⼈関係を⽂章にすることで⾒えるように
なり、視覚的に情報を伝えられるということ、また構造化される
ことで理解しやすくなるという特徴を持っている。

■ 「⼦ども達に安⼼を与えるものである」と述べています。ですか
ら、“やらせる”とか“理解させる”といった問題⾏動を改善させる
ためのものではなく“やってみたい”“知りたい”という⼦ども達⾃
らの思いを⼤切にしている。

ソーシャルストーリーの例





さまざまなソーシャルストーリーの例

Theory of Mind
⼼の理論

■ ⼼の理論は、ヒトや類⼈猿などが、他者の⼼の状態、⽬的、意図、知識、
信念、志向、疑念、推測などを推測する⼼の機能のことである。

■ ⾃閉症など発達障害のある場合、他者の視点が⾃分の視点と異なること
を理解するのが難しい。次の「課題」はその例である。

■ スマーティ課題

前もって被験者から⾒えない所で、お菓⼦の箱の中に鉛筆を⼊れておく。

お菓⼦の箱を被験者に⾒せ、何が⼊っているか質問する。

お菓⼦の箱を開けてみると、中には鉛筆が⼊っている。

お菓⼦の箱を閉じる。

被験者に「この箱をAさん（この場にいない⼈）に⾒せたら、何が⼊って
いると⾔うと思うか︖」と質問する。

正解は「お菓⼦」だが、⼼の理論の発達が遅れている場合は、「鉛筆」

と答える。



コミック会話
■ 同じくキャロル・グレイが提案したコミック会話とは⼈物を
線画で描いて、それに漫画でよく使われる「吹き出し」の中
に⾔葉を⼊れていくもの。

■ 描くのはあくまで⼦どもの側で、⼤⼈は最初に話ながら描い
てみせて後は⼦どもに会話で誘導しながら（例えば「あなた
はどこにいるの︖」とか「他に誰がいるの︖」とか）絵を描
かせ、その時話したことばや思ったことを吹き出しの中に書
いていくよう促す。
それによって⼦どもは会話のもつ意味や、相⼿の気持ちを改
めて整理することができ、コミュニケーションを明確にして
いくことができ、また、コミュニケーションがうまくとれな
かったことに対する解決策を⾃分でみつける機会を与える。

■ ⾃閉症の中でもある程度⾼機能の⼦どもたちや、アスペルガ
ー症候群の⼦ども達が対象。

例）話す順番について描いたコミック会話





ソーシャルシンキング

家族や友達と一緒にできることを増やそう



ソーシャル探偵
https://www.socialthinking.com/

Social Thinking Approach is CBT

■ ソーシャルシンキングのアプローチはCognitive 
Behavior Therapy 認知⾏動療法に基ずくエビデ
ンスベースのセラピー



パワーカード

■ パワーカードとは?

パワーカードは、⼦供の特別な関⼼/キャラクター/ヒーローを使⽤
して、社会的状況、ルーチン、⾔語の意味、書かれていない社会
的ルール(Gagnon、2001)を理解するのに役⽴つ視覚的なプライミ
ングpriming 戦略です。
これは、キャラクター/ヒーローの視点から書かれたシートに提⽰
された短いシナリオと、パワーカードと呼ばれる⼩さなカードで
構成され、⼦供がキャラクター/ヒーローと同じ戦略を使⽤して同
様の問題を解決する⽅法を要約します。必要に応じて、⽣徒がパ
ワーカードを参照することができます。



なぜパワーカードを使うのです
か?

■ 特別な関⼼/優先キャラクターを組み込むことで⼦供のモチベー
ションと学習を増やすかもしれない

■ 般化を助ける可能性がある
■ ⼦供の視覚学習スタイルを活⽤することができる
■ 複雑なアイデアを理解するのに役⽴ち、様々なスキルを教える
ために使⽤できる

いつパワーカードを使えるの︖

■ パワーカードは、⽣徒が社会的な状況でルーチンやルールを理
解するのが困難な場合(例えば、洗⾯所に⾏く間にドアを閉め
る)場合に、積極的な戦略 (困難な状況が起こる前に)として使⽤
することができます。パワーカードの⽬的は、動機づけを通じ
て望ましい⾏動/スキルを引き出すためにあなたの⼦供の特別な
関⼼を組み込むことです



パワーカードの例
ピカチュウは彼の友⼈でポケモントレーナー、アッシ
ュが⼤好きです。彼は昆⾍についてアッシュと話すの
が⼤好きです。ピカチュウは、⼤⼩あらゆる種類の昆
⾍について知っています。彼は毎⽇昆⾍について友達
に話したいと思っています。それで、アッシュは彼の
⾔うことを聞たくなくて、時々彼から離れたくなりま
す。ある⽇、ピカチュウは、彼が昆⾍についてアッシ
ュに話し続けないと決めました。
彼は次にアッシュに会うとき、まず1.アッシュを⾒て
「こんにちは、アッシュ」と⾔います。2．次に、ア
ッシュが応答するのを待ちます。次に３．アッシュが
⼀緒に遊びたいかどうか尋ねます。そして４．アッシ
ュにどうな遊びをしたいか尋ねます。ピカチュウは今、
友達に同じことばかり話してはならないことを知って
います。また、友達が好きなおもちゃについて⾃分が
話すべきであることを知っています。友達と話してい
るときピカチュウは、友達が返信し、友達が⾔ったこ
とに⽿を傾けることが⼤事だと知っています。今、ピ
カチュウは交代で話すことは良いことだと知っていま
す。だから、ピカチュウとアッシュは⼀緒にいてとて
も楽しいのです。



アナログゲームを作ってみよう

遊びながら学べる教材を増やしてみよう



⾷べ物ゲーム（ビンゴ+）



順番を教える（序列化）

アナログゲームで課題を学ぼう
（公と私の行動選別教材つくってみよう）



アナログゲームで課題を学ぼう
（良い匂い嫌な臭い分別教材つくってみよう）

タッチマス touch math
見て、触って、確かめて、覚えよう



会話と物語で遊ぼう
絵本を工夫して作ってみよう



おさるさん、何してるの？

切り取って使うアイテム



おさるさん、何を食べてるの？
何をかぶってるの？

おさるさん、何を聞いてるの？



Who and where game
どこに誰が？ゲーム

誰/場所ボード

� 印刷する前にこのセルを削除してください。
カードストックに印刷します。

� 片方の側を取り付けたまま各出入り口を
切り取り、各出入り口を開閉できるように
します。

� 誰が～どこに？ストリップ/と/どこに～？
ストリップと使用します。

� このボードを、ストリップのチャンネルやア
クセスを提供するように追加の段ボール
資材にホチキスで止めたり、または接着
して補強すると便利かもしれません。

アクティビティ： ～はどこにいる？

� これらのストリップは、切り
取り、「誰/場所」ボードの
窓（入口）の後ろに挿入し
てください。

� セラピストは生徒に「クマは
どこにいますか」と尋ねま
す。その後、クマが見つか
るまですべての窓を開きま
す。セラピストは、その後、
ストリップを動かして別の
場所にキャラクターを置き、
再び質問をします。



Ｓｄ： ～はどこにいる？ ～は～（のなか）に

アクティビティ：
～にいるのは誰？

これらのストリップは、切り取
り、「誰/場所」ボードの窓（⼊
⼝）の後ろに挿⼊してください。

セラピストは⽣徒に「ツリーハ
ウスにいるのは誰？」と聞きま
す。⽣徒は窓/⼊り⼝を開き、だ
れがそこにいるか答えます。セ
ラピストは、その後、ストリッ
プを動かして別のキャラクター
をツリーハウスに置き、再び質
問をします。
（⻑いストリップのキャラクタ
ーは前述の〜はどこにいる？ア
クティビティ⽤）



Ｓｄ： ～にいるのは誰？

ターゲット（目標）の設定とデ
ータのとり方

プローブデータの取り方



Cold Probe

コールドプローブとは？

� Cold「冷たい」というのは、ウォームアップを兼ねてセッションの初めに行う
から

� ＤＴＴのマストライアルではなく、より自然にデータを取る方法

� セッションの初めに「おさらいの時間」を設けて、前回教えたプログラムを
一回ずつやらせてみる（課題によっては3回まで）。

� 出来たかできないかYes/Noだけを記録する
� 通常、3セッション続けてYesであれば達成したとみなす。
� 場合によっては3回のうち1回出来たらYesとみなし、それが33セッション続
いたら達成とみなす

� 達成したら般化のためにdistractorやプレマックの形態の強化子、モメンタ
ムに組み込むなどして使う

� NET環境でのセラピーに使いやすい
� コールドプローブの終わった後は遊びと学習に集中できる



コールドプローブのプログラムの例１
ナラティブ

� 子供の名前: __________＿＿＿＿
� Domain: コミュニケーションプログラム: 8+ 単語を含む発話回数を報告します

(IV, VB MAPP レベル 3)
�

� 達成基準: 3セッション連続 SD : 今日の学校での一日はどうでしたか?
� 今日学校で何をしましたか？

�

� キャリアフレーズ(例):私は今日学校で____に行って_____をやりました(動詞)。
今日は学校で_________（と＿＿＿＿＿＿）が楽しかったです。

� 私は今日学校で___________（と___________）に参加しました。

コールドプローブ
のプログラムの例
２

アナログゲーム



コールドプローブのプログラムの例２

アナログゲーム

� ドメイン:  強化子のコミュニティを広げる

� プログラム: ソーシャルゲーム(自己管理も)

� Ｓｄ: トムにピア/BIでボードゲームをするように指示する。例、
(____________)で遊びましょう!

� 達成基準: 座るか、立った状態で、ルールに従って補助なしでプレイす
る。2セッション続けて全体のインターバル記録で80％以上。

� 長距離目標: トムは反抗的な行動をとることなく、補助なしで彼の仲間
と10のソーシャルゲームを10分間継続してプレイすることができる。

コールドプローブのプログラムの例２
アナログゲーム

ステップ
短期目標 プロンプトレベル 開始 マスター

1 トムは、セラピストと2回連続して、5分間、_Matching 
game______________、交代、移動(または機器を使用して
ピースを移動)してそれぞれ補助なしで自分でルーツを守
ってプレイします。

自分で July 17th, 
2012

July 24th, 
2012

2 メモリゲーム Sep,7th, 2012 Sep. 21st, 2012

3 モノポリー Sep 7th, 2012 November 26th, 
2012

4 Go go stop Nov 19th, 
2012

Nov 26th, 2012

5 Go Fish

6 Cariboo

7 Duck duck goose

8 Hide and seek

9 What time is it, Wolf?

10
*プレイするゲームを選択し、その順序を計画します。各特定のゲームのために、適切にプレイするために必要なすべてのルールを記録し、
彼/が一度に1〜2のルールを自分でマスターするように教えます。3つのゲームが成功した後、追加のルールを追加します。まだ対象とされて
いないルールや動作のプロンプトを表示します。
測定:最大5分間は10秒の全間隔を使用し、10秒間に望ましくない動作がない場合は記録(+)。エスケープまたはその他の望ましくない動作が発
生した場合は、(-)を入力します。



ピアセラピスト（友達）と一緒に遊ぶ時の
友達の行動のルール

_____________________________のルール

T君の注意を引く: T君がゲーム、活動を開始する前に、またはあなたが彼に何
かを伝える/尋ねるとき、 T君が注目していることを確認してください(あなたを
見て、あなたに耳を傾けます)。

良い行動をモデル化する:「このゲームは楽しいです」と言って、おもちゃの使
い方を彼に示すなど、素敵な、幸せな遊びや社会的行動の例をたくさん提供しま
す。

賞賛の試み: T君が遊んだり交流したりしようとしているが、それでも正しく行
うことができない場合は、彼の努力を称賛する - 「ナイスなやりかただね!」
「ハイファイブ!」「すごい！」など

順番を守って交代ですること: プレイ中に交代で順番を守る、ルールに準じた楽
しいプレーの例を示し、一緒に楽しんで、 T君のモチベーションを高める。

常にハッピーエンドでプレイ時間を終了!

おまけ
� ニーズに合わせて、視覚支援を工夫してみよう

�一緒に作る段階から介入になる場合もある

�手書きでもよい

�百聞は一見に如かず



ME 
CARD
⾃分について
⼤事な情報

ME BOOK
⾃分と家族についての本







感情を学ぼう



ボードメーカーなど
視覚⽀援のコンテンツ

■ https://goboardmaker.com/ ボードメーカー（⽇本語）
■ https://connectability.ca/visuals-engine/ ソーシャルストーリー
のひな形

■ https://yourautismtoolbox.com/social-stories-for-kids-online/ ソ
ーシャルストーリーのアプリやプログラム紹介

■ たすくコミュニケーションカード（⽇本語）
https://apps.tasuc.com/communication/

■ https://voice4uaac.com/ （⽇本語）
■ https://apps.apple.com/us/app/icommunicate-for-

ipad/id364186415 スケジュールのアプリ


