ウワサの保護者会

第 26 回「うちの子もしかして…？
子どもの発達障害」

木曜日
土曜日

夜 10 時 25 分～10 時 49 分
昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再）

ウワサの保護者会。
今回のテーマは･･･疑っている方いませんか？子どもの発達障害。

高山 ：さあ、尾木ママ。
今回は、５月に大変反響をいただきました「子どもの発達障害」の第２弾です。
尾木

：今、普通学級に、少なくとも（発達障害と疑われる子が）２、３人はいるっていうふうに言わ
れていますよね。だから、非常に関心が高くなっている。
だから、すごく反響も大きかったと思います。やっぱり、本当にひと事じゃなくて、みんなで
考えた方がいい。

高山 ：
「発達障害ってそもそも何？」
「正体がわからない」という、そういった方が、圧倒的に多いと。
そして、情報が少ないので、１人で悩んでいらっしゃるというケースが多いんだそうです。

授業に、なかなか集中できない。
がんばっても学習成果が上がらない。
友だちとうまく遊べない。
これらは、発達障害のある子によく見られる特徴。

しかし、そうでない子にも見られることも多いため、
「発達障害でないか？」と不安に思うケースが増えている。
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番組アンケートでも、３５％の親が、
「わが子の発達障害を疑ったことがある」と回答した。

子どもの発達障害を疑ったとき、どうすればいいのか。
今回スタジオには、今まさにわが子の発達障害を疑い悩んでいるというお母さん２人にも来てもらった。

【今回のホゴシャーズ】
ナツメグ

（母）
：長男・中１

トパーズ

（母）
：長男・小６

タンポポ

（母）
：長女・高３/長男・中１

ネコ

（母）
：長男・中２

れんげ

（母）
：長男・高３/長女・中３

ハナミズキ（母）
：長男・小３/次男・年少

トパーズ：小６の男の子がいます。先月、担任の先生から、
「このまま普通に中学校に行くのは難しいん
じゃないですか？」って言われまして、この先どうしたらいいんだろう…って、今そういう状
況にいます。
高山 ：ナツメグさんも、うなずいていらっしゃいましたけども。
ナツメグ：そうですね。うちは、中１の男の子です。小さいときから、なんだかおかしいな、何か違う
なっていうのがありまして。学校の先生からいろいろ言われるんですね。
「落ち着きがない」
「お
話を聞かない」
。どうしていいかわからない…そんな感じがずっと続いていました。
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ナツメグさんは、現在中学生の息子の発達障害を、長い間疑ってきた。
幼稚園では問題なく過ごしていた息子。
他の子と少し違うのかもしれないと感じ始めたのは、小学１年生の担任からの指摘がきっかけだった。
・授業に集中できず、ぼうっとしてしまう。
・友だちと、あまり積極的に遊ばない。
・記述式問題や作文を、時間内に書き終えることができない。
このような息子の行動を、当初ナツメグさんは、そう深刻には受け止めなかった。
ナツメグ：心の中で「うちの子だけじゃなくて、こういうお子さんはいっぱいいるんじゃないの？」と。
それこそ、座っていられないお子さんや、お友だち殴っちゃったり、泣いちゃったり、そんな
お子さんもいっぱいいたので…。
だが、学年が上がり担任が変わっても、同じ指摘が繰り返される。
なぜなのか・・・
不安が膨らんでいった。
ナツメグさんは次第に、息子に厳しく接するようになっていったという。
ナツメグ：なんでこんなことができないんだろう？どうして、この子は先生にこんなことばかり言われ
ちゃうんだろう？自分がダメって言われているような感覚に襲われて、ついついできない息子
を責めるというか。高学年まで、ずっと続けていました。
悩んだナツメグさんは、図書館で発達障害に関する本を読みあさった。
しかし、不安はますます高まるばかりだったという。
ナツメグ：発達障害っていうと「個性だから」って言ってくださいますよね。人様のお子さんに対して
は、
“個性”だと本当に思うんですが、「いや、うちは違う。うちはそういう対象ではない」っ
て。そこそこ遊ぶ、そこそこ勉強もこなす。みんなそこそこだけど、なんかおかしい、なんか
おかしい…。このままでいいのかな？これがずっと続くのかな？ずっと子どもを見ているから、
なんか違和感…。

高山 ：違和感っていうのは、具体的にはどういったことなんですかね？
ナツメグ：本当に、あの、なんだろう…。普通に発達をしているっていう感じではない。うまく言えな
いんですけどね。なんか、ほわっとどこか違うところにいるというか。
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高山 ：それは、学年がどんどん上がっても？
ナツメグ：上がってもそうですね。コミュニケーションもうまく取れないですし、自分がこうしたいと
か、ああしたいとかをうまく伝えられない。
高山 ：なるほど。
トパーズさんも、うなずいていらっしゃいましたが。
トパーズ：なんか違う、なんか違うって私も思って、小６まできたんですけど。先生から「このまま中
学行くのは危険だ」みたいな感じで言っていただいて。
「でも、うちの息子よりもっとひどい子いっぱいいるのに、なんでうちだけなの？」って。
高山 ：先ほど、ナツメグさんも全く同じことをおっしゃっていましたね。
ハナミズキ：“個性”と“発達障害”と何が違うの？って。
今まではきっと、私たちの世代って個性を大事にしましょう、大切にしようって言っていた個
性が、ちょっと人から違う、はずれている個性っていうだけで、
“発達障害”っていうのはなん
でかなって。何が違うんだろうって。

れんげ：発達障害っていう、くくりにされちゃうんですよね。
ナツメグ：障害って言葉がすごく…。
ハナミズキ：ちょっと、なんかね。
れんげ：ショックですよね。
ナツメグ：だから、本当に障害って言葉に拒絶反応を示していましたし、認めたくないですし。

実は、発達障害があるかないかを明確に区別する境界線はない。
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診断は、障害と見なされる特性が強いか弱いかによって行われる。
しかし、その境界線は明確ではなく、しかも、その子の置かれている環境によっても変わる。
そのためナツメグさんのように“個性”か“障害”かで悩む親が多い。

ナツメグ：あるがままを受け入れられたらよかったんですけど、置いてかれちゃいけないみたいな、妙
な焦りみたいなものもあって…。
ハナミズキ：やっぱり、認めたくないっていう気持ちがすごく大きいから、周りの子から後れないよう
に、後れないようにと、考えてしまうのが親なのかなって思います。
ナツメグ：ただ、６年生のときに、見つけてくれた方がいなかったら、うちの子は命を落としていたん
じゃないかなと思うぐらいの、事件が起きまして…。
高山 ：自分の命を絶とうと？
ナツメグ：はい。絶とうとしていましたね。
親から否定されて、先生からクラスのみんなの前で叱られちゃったり…。彼はたぶん、全否定
されていたんですね。それをわかってあげられなくて。
たぶんサインを出していたと思うんですよ。子どもが、
「ママ…。僕より○○くんのほうが、マ
マは好きなんだよね」って。
その子の名前は、私がよく「あの子すごいね。駆け足早くって」って話に出していた。
ハナミズキ：兄弟じゃなくて、よその子どもですか？
ナツメグ：よその子どもです。
高山 ：比べちゃったってことですね。
ナツメグ：今思えば、彼をどんどん追い詰めていたんだと思います。
尾木

：やっぱり、発達障害の問題っていうのは、その二次障害のほうが、大きいのかもわかりません
よね。できないところをあげつらって、直させようとしていくと、自信をなくしてできること
もできなくなっていきます。そうするとますます叱られるでしょ。
こういう悪循環を繰り返していくんです。うっかりしいたら、引きこもりになってしまったり、
あるいは衝動的な暴力に走ってしまったりとかね、そういう新たな問題を起こしてしまうんで
すよね。
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：つらい事件もあったっていうお話もありましたけど、ナツメグさんはある行動をとられたんで
すよね。

ナツメグさんは、学校にこれまでのことを相談し、息子は自治体の相談所で“発達検査”というものを
受けることになった。
“発達検査”は、発達障害かどうかの診断を目的としたものではなく、その子の発
達の度合いや特徴を調べるために使われるもの。

ナツメグさんが受け取った検査結果には、息子の発達に関する詳しい所見や課題が書かれていた。
中には、その能力を高く評価する記述もあった。
ナツメグ：
「君はいいところがあったんだよ」、
「ここ素敵だったんだよ」っていうやりとりを、子どもと
したのは覚えています。
検査では、著しく得点の低い要素はなかったが、視覚情報の処理能力が少し低いということがわかった。
ナツメグ：ホッとした…。ホッとしたとも違うな…、うまく言えないですね。
ただ、本当にそのまんまの結果が出たので、
「ああここだったのか」というそういう感じでした。
息子の得意な面や苦手な面を知ることができ、ナツメグさんの心境は大きく変わったという。
ナツメグ：受け入れるところから始まるのかな。受け入れないと始まらないですもんね。
“知る”とか“向
き合う”っていうことは、とても大事なんだろうな。
息子に「どう？検査を受けてよかった？」って聞いたら「よかった」って、言ってくれたので。
息子も私も、楽になりました。

高山 ：親子で、未来への希望みたいなものをつかまれたような印象を受けましたが。
ナツメグ：そうですね。まず、前に踏み出せたのがよかったです。本当によかったです。
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かつて娘の発達障害を疑っていたという、れんげさんも“発達検査”を受けて、楽になったという。

れんげ：娘が小さいとき、動き回って全然座らない。片づけもできない。スーパーに行っても、缶詰と
か全部出して並べてしまう。
検査した結果、いいところはすごくよく書いてくれるので、
「そこを伸ばしてあげよう」と、本
当に前向きなれた。
トパーズ：私、
“ふつう”っていう言葉に、すごくこだわって子育てをしてきてしまったので。
ナツメグ：同じです！
トパーズ：それがよけいに、子どもを責めていたんですけど…。
ネコ ：
“ふつう”ってはっきりしないですよね。
れんげ：線引きがわからないですよね。
ネコ ：なんか、みんなそれぞれ“ふつう”のラインが違うから。
トパーズ：
「ふつうにやりなさい！ふつうに、ふつうに…」とか言ってしまっていたんですよね。
ナツメグ：同じです！
「特別なことはしなくていいから、ふつうに過ごして。忘れ物しないで」と言っていた。
トパーズ：そう、そう。
尾木 ：忘れ物しないってふつうじゃないのよ。一般的に忘れ物は…。
いいじゃない別に♪命に別状ないよ。
ハナミズキ：忘れ物するのが、ふつうですよ。
れんげ：誰でも忘れ物しますよ。
高山 ：じゃあ、ここからタンポポさんに、聞いていこうかなと思うんですけど。
タンポポさんの息子さん、ＡＢＯくん。以前“オタク”の回で登場してくれた、エレベーター
にとっても詳しい男の子。
尾木 ：すごいですよね。
高山 ：自閉症になるんですか？
タンポポ：そうですね。自閉症と診断されたんですけど…。
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タンポポさんは、
“ふつう”ということにこだわらない大切さを、ＡＢＯくんと向き合うなかで実感して
きたという。
タンポポさんの息子、中学１年生のＡＢＯくん。

ＡＢＯくんの発達障害に、タンポポさんは、これまでどのように向き合ってきたのか。
他の子と少し違うと気づいたのは、ＡＢＯくんが１歳半のころだった。
タンポポ：イスとかにあんまり座っていられなくて、絵本とか読んであげようと思っても、すぐどこか
に行っちゃうので、ほとんど読んであげられなかった状態で。
周りに比べて、ちょっと違うなと思いました。
その予感が的中したのは、３歳児健診のとき。
その後、専門医の診察を受けることをすすめられ、ＡＢＯくんには発達障害があるとわかった。
タンポポ：ショックでしたね。子どもは小さいのでなにもわかないですけど、親はもう…。なんかこの
世の終わりってちょっと言い過ぎですけど、
「えー、なんでだろう」って感じで。
“ふつう”を期待しちゃいけないっていう感じ。
そのとき医師は、すぐに“療育（りょういく）”を受けることをすすめた。療育とは、障害のある子が生
活を送る上での困難を軽くするため、その特性に応じたトレーニングすること。
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言われるがまま、タンポポさんと小さなＡＢＯくんは、定期的に療育施設に通うことになった。
だが、療育を始めたからといって、すぐに成果が出るわけではない。
日々生じてくる悩みや不安に向き合う毎日だった。
それでも、悩みをため込むことなく吐き出すことができて、お母さんの気持ちは少し楽になったという。
タンポポ：同じように悩んでいる人がいるので、その人たちと話したりすると、そんなに気がめいるこ
とがなくなってきましたね。
少しずつ、でも着実に成長していくＡＢＯくん。
タンポポさんの心境は、次第に変化していった。
タンポポ：周りがフォローをすれば、なんとでもなるというか。
本当は「親の」心持ちの療育だったのかもしれない。
タンポポさんはいま、ＡＢＯくんの発達障害を早く受け止めたことがつくづくよかったと感じている。
タンポポ：親のプレッシャーが子どもにとって一番キツいことかなと。
うちがよかったと思う点は、３歳児健診で指摘されたおかげで、理想に近づけようとしたかっ
たけど、２歳とか３歳の時点でしなくなった。それがよかったかもしれない、逆に。親が早い
うちに、その子について理解するということが一番楽なんじゃないかな。親にとっても楽だし、
子どもにとっても楽かなと、今になって思います。
その後ＡＢＯくんは、小学校では特別支援学級に通った。
そして今年、中学では普通学級に通うと自らの意思で決めたのだという。
特別支援学級で、ＡＢＯくんの特性に応じた学びを続ける中で、得意と思えるものを見つけることがで
きたからだ。
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自分で決めたの？
ＡＢＯ：そうなんですよ。僕自身が、将来のことを考えて。
ＡＢＯくんは、高校に進学し大好きな機械について学ぶために、普通学級を選んだのだという。
タンポポ：まあ、できることは頑張ってほしい。高校に行ければいいかな。勉強できるときにしないと。
ＡＢＯ：そうだよね。
タンポポ：あんまり頼りにしないでほしい。人に頼るなって感じ。自立しないと。
ＡＢＯ：ちょっとまだ、そこがないんですけど。
タンポポ：それが目標ですね。やっぱり、自立していただきたい。
ずっと家にいないで、お願いだから（笑）
ＡＢＯ：わかりましたよ、ほんとに（笑）

高山 ：自立を促しすぎぐらい…（笑）
（一同笑）
尾木

：いわゆるふつうのご家庭のお母さんよりもはるかにレベルの高い要求だし、それにＡＢＯくん
が応えているでしょ。それも、にこやかに、冷静に。

トパーズ：今、どうですか？自分で（普通学級で学ぶと）決めて、何か月か経ってお子さんどうですか？
タンポポ：勉強はダメかなと思ったんですけど、ビリじゃないんですよ。
尾木 ：ビリじゃないって（笑）なかなかいないわ。僕、初めて聞いたよ。それで喜ばれるお母さん。
タンポポ：本当に私、すごいなと思って「すごいじゃない」って言いました。
ナツメグ：ステキです。すごくステキです。
トパーズ：そんなこだわりのなさが、子どもは本当楽だなと思います。
尾木

：やっぱり、お母さんも抱え込まないで、悩みを共有できるお母さんたちとの出会いとかを作っ
ていて、すごく肩の力が抜けたような感じがしますよね。
抱え込まないってことが大事だと思いますね。
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高山 ：ネコさんも大きくうなずいていらっしゃいますが、どうですか？

ネコ ：ラッキーだったと言ったら変かもしれないけれど。
タンポポ：そうですね。そう、思います。
ネコ

：話ができる人が周りにいたっていうのは、１人で、家族だけで抱え込まなくてよかったので。
早く発達障害が見つかってラッキーっていうのも変だけれど、３歳児健診で引っかかってよか
ったなって（笑）心の準備ができた。
（ナツメグ・トパーズ、ひそひそ話す）

高山 ：ちょっと、時折２人でひそひそ話をしているんですよ（笑）
トパーズ：
（ネコさん、タンポポさんは）ちょっと、気持ちが超越しているというか…。
尾木

：これね、超越じゃなくて、３歳という小さな時期に、療育センターに紹介されて、そこで仲間
を見つけ、先生たちの的確なアドバイスも受けながら、いわゆる普通学級っていうところでの
競争的な、他者と比較して、
“ふつうはこれなんだ！”みたいな、変な基準みたいなのを、親子
ともにあんまり影響受けなかった。だから、わが子を見て、わが子の成長っていうのを大事に
できるような環境に恵まれたんだと思うの。

ナツメグ：そう思えたら…ねえ。
トパーズ：将来、息子が幸せになってほしいってことだけなので。
ナツメグ：親って、いつか去らなきゃいけないじゃないですか。子どもが自立をできるように、受け入
れたあとにどこかで離さなきゃいけない。この場で、そうだなと思っても、やっぱり、現実に
戻ればいろんな考えなきゃいけないこととか、受け入れなきゃいけないこととかがある。
尾木

：でもね、みんな迷っている。こういうふうに、悩んでいる。これ、一般的ですから。だから、
全然おかしくないのよ。みんな悩んでいる。
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ウワサの保護者会

第 26 回「うちの子もしかして…？
子どもの発達障害」

木曜日
土曜日

夜 10 時 25 分～10 時 49 分
昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再）

ネコ ：いろいろ、無理やりやらせたりとかしても、つらい記憶しか残らなくて。
だったら、楽しい経験を親子でこの先どれだけできるかっていうのを考えていけるようになっ
てくれば、もうちょっと楽になる。
ナツメグ：そうですよね。
ネコ ：親も子どもと一緒に成長していけますよ。
高山 ：タンポポさんも、大人が療育を受けたようなっておっしゃっていましたもんね。
タンポポ：本当にそう。
尾木 ：心の療育よ。
ナツメグ：なんか、ちょっとだけですけど、上向いて、息子と家族で、頑張ろうね…頑張ろうねじゃな
いですね。楽しくいこうねっていう。迷いながらでも、あっちこっちぶつかりながらでも進め
たら、ステキだなって思えるようになりました。本当にありがとうございました。
もしかして…と疑ったときは、
「専門医がいる医療機関」や、各都道府県にある「発達障害者支援センタ
ー」
、
「自治体の相談窓口」
、
「学校のスクールカウンセラー」など、様々な相談先がある。
悩みを抱え込んではいけない！

今回の心得。
子ども自身と向き合い、受け止めることが出来れば親も子も楽になれる！

ウワサの保護者会では、皆さんの体験やご意見をお待ちしています。
番組ホームページまで、是非お寄せください！
いっしょに考えてみませんか？
（終）
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