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はじめに 

 
 保護者と学校との関係は，Fragile-X 症候群（以下 FXS）の子どもの教育を考えるうえで

不可欠です。この関係は，子どもの人生の過去と未来にわたって何年も続くものです。こ

の重要なシステムをうまく機能させるためには，法制度的な面と，よい実践の積み重ねの

両方が重要であることを，理解しておく必要があります。多くの場合，教育は子どもと家

族にとって適切に機能しています。しかし，残念なことに，一部のケースでは，子どもと

保護者のニーズを満たすために，支援を追加することや，場合によっては法的な介入が必

要になることがあります。 
 
 このガイドラインでは，教育システムの様々な面について理解するための基本的な枠組

みと，おおよその用語について説明します。教育で用いられる専門用語は，一般の人には

なじみのないものもあるので，この解説は役立つでしょう。また，日本では学習指導要領

によって，全国どこでも同様の教育内容を受けられますが，個々の自治体によっては受け

られる支援には違いもあります。重要なことは，すべての子どもが，個々の目標に向かっ

て取り組みながら，できるかぎり制限を少なくし，定型発達の子どもと多くの時間を過ご

せるようにすることです。 
 
 FXS のある人が利用できるサービスや制度はたくさんあります。このガイドラインでは，

基本的な支援の概要について説明します。年齢別のガイドラインは，さまざまな文書（個

別の支援計画，個別の教育支援計画，個別の指導計画等）で利用できるでしょう。 
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＜アメリカの教育制度＞ 
 

〇 Response to Intervention（RTI モデル）注：アメリカの教育方法として一般的なモデル 
The Individuals with Disabilities Education Improvement Act（全障害者教育法 IDEA）

は，教育者が限局性学習症（SLD）のある生徒を判断するために，知能検査のディスクレ

パンシー（極端に大きな差）の代わりに，指導に対する効果を用いることを認めました。

FXS のある男性は，通常 SLD として特別支援教育を受けることはありませんが，FXS の

女性にとってはとても重要です。この法律では，子どもが失敗してから支援を開始するの

ではなく，子どものニーズに応じた学習や行動の目標と支援を提供しようとするものです。

これらの指導と支援に対する評価は，時間を追って繰り返し行われます。もし，子どもが

指導に対してうまくやれなかった場合は，教師や支援者は必要に応じて，よりていねいな

支援をより多く行うように求められます。これには，SLD の教育的判断にもとづく特別支

援が含まれることもあります。RTI はすべての児童生徒を対象にした指導モデルです。RTI
は FXS のある子どもにとっても，創造的で効果的な指導を可能にするでしょう。2004 年

以降，RTI は全米各地で多様な形で取り組まれています。現在は主に，包括的な実践，ある

いは，多階層支援システム（MTSS）と呼ばれています。 
 
〇 多階層支援システム（MTSS） 
 コロラド州教育局は，多階層支援システム（MTSS）を根拠に基づいたすべての生徒の学

習成果を向上させるための学校全体の予防的枠組みとしています。(Evolution of RTI in 
Colorado Fact Sheet, January 2014). アメリカのほとんどの州と学校では，多階層モデル

を採用しています。MTSS は一人一人の子どもの個別のニーズに対して，三階層の異なる

支援を提供します。階層 1 は，学校にいる全生徒へのユニバーサルな支援です。階層２は，

各学年の学習目標を達成するために，追加的な支援が必要な生徒を対象としています。階

層３は，支援のニーズがより高い生徒に対して，最もていねいで個別的な支援を行います。

MTSS は，階層的な支援を行うことによって，すべての生徒の最適な成果を目指していま

す。(Stoiber, 2014) FXS のある生徒も，３階層すべての支援を受けることができます。そ

れはまた，さまざまな教育上また

は行動上の困難に対する支援も含

みますが，肯定的な行動支援を制

限するものではありません。 
 

右の図は，基本的な MTSS の構

造を示しています。 
 

現在，この階層的アプローチで

は，遺伝的障害のある子どもに対

して，しばしば RTI ピラミッドの

上部の階層３の支援（最も手厚い）

を，そして場合によってはシステム以外の支援も行います。遺伝的疾患のある児童は特別
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支援を受ける資格があるため，この実践は理論的に正しいものですが，アプローチの有用

性には限界があります。RTI の判断では，階層 1 または階層 2 の一般的な介入およびアプ

ローチでは効果がない生徒に対して上位の支援を行う設定になっています。この考え方は

インクルーシブ教育を効果的に行うために重要です。インクルーシブ教育は，学齢期の子

どもと同様に就学前の児童にとっても，特別な支援のための最善の効果をもたらします。

したがって，FXS のある子どもたちも，できるだけ RTI システムの中に含まれることが重

要です。これは，FXS のある子どもたちがユニバーサルな教育によって多くを学べること，

彼らには合わないと考えられがちな階層 2 の指導実践にも関わる機会や，指導効果につい

て必要に応じてモニターする機会を設けるといった目的に合うでしょう。 
 
〇 インクルージョン 
 FXS のある子どもを通常の教育の中に組み入れるきっかけとなったのは，全障害者教育

法（IDEA）でした。障害のある子どもたちも住んでいる地域の学校に通う市民としての権

利があるという主張は，公民権訴訟から生まれました。多くの文献で，通常の教育の中に

FXS のある子どもを含めることが重視されています。このことは，FXS のある子どもは人

に対してとても関心がある，という事実が根拠となっているでしょう。彼らの特徴の一つ

は，対人的な交流にとても強い意欲を持っているということです。このことが，インクル

ーシブ教育を彼らにとってとても効果的なものにしています。 
しかし，あくまでも，個々のニーズに応じて十分に柔軟な対応を行う必要があるという

ことを忘れてはいけません。特に手厚い支援が必要な子どもの場合は，インクルーシブ教

育は限界があるでしょう。系統的で連続的なプロセスがなければ，インクルーシブ教育は

成功しません。これらの特別支援は，専門家に準ずる人からの支援や課題の変更，考慮さ

れた明確な行動の目標を制限するものではありません。 
 FXS のある子どもは，学齢によって，異なるレベルのインクルーシブ教育を必要とする

かもしれません。さらに，各学年の個人の目標レベルが上がれば，結果も変化するでしょ

う。例えば，小学校低学年の頃は，インクルーシブ教育の目標は，毎日の日課をこなし，

集団活動に参加し，学習をすることかもしれません。中学校や高校になると，安定した就

労と社会への参加が目標となり，学校での部活動やソーシャルスキル，職業体験などのイ

ンクルーシブ教育が行われるでしょう(Braden, 2011)。  
 
〇 アメリカでの Individual Education Program (IEP) 
 特別支援教育は，2004 年の全障害者教育法（IDEA）に基づいて実施されています。

(http://idea-b.ed.gov/explore/home.html) 特別支援教育は，一般的には，教員と学際的なチ

ーム（特別支援教育担当者，言語療法士，作業療法士，スクールサイコロジスト）で行い

ます。Individual Education Program (IEP)は，法律に基づいた文書であり，子どもの教育プ

ログラムと提供されるサービスについてのガイドです。IEP は，教師，保護者および子ど

ものニーズに応じた専門家から成る学際的チームによって作成されます。IEP は IDEA の

規定に従って作成され，計画は毎年更新されなければなりません。（保護者または学校の教

職員は，いつでも IEP 検討会議を要請することができます。）IEP の重要な要素として，親

の参加，子どもの現在の発達の状態と次のステップに関連する目標，そして意図的な配慮

http://idea-b.ed.gov/explore/home.html
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と修正（アコモデーションとモディフィケーション）が含まれます。アコモデーションは，

障害のある子どもたちにあわせた「学習への参加方法の変更」であり，カリキュラムへの

公平なアクセス，有意義な参加，および適切な支援を提供するために教師が行う配慮です。

アコモデーションの例としては，視覚的なスケジュールの提供，大人や子どもからの補助

的支援，または活動のために休憩をとることなどがあります。モディフィケーションとは，

カリキュラムや目標自体の変更であり，課題やスケジュールの変更などが含まれます。FXS

のある子どもがうまくやるためには，環境，スケジュール，大人の支援，課題や目標の変

更などが重要です。 
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＜日本の教育制度＞ 
 
〇 学習指導要領 
 日本では，文部科学省が示した学習指導要領に基づいた教育が各地域・各学校で行われ

ています。幼稚園については，学校と同様，文部科学省から幼稚園教育要領が示されてい

ます。保育所は，制度上は児童福祉施設であり，教育の場というよりも生活の場としての

性格が主になっていますが，保育所保育指針という厚生労働省が示した指針に基づいて，

幼児の発達を支える取り組みがなされています。 
 子どもの暦年齢（生活年齢といいます）に基づいて学年が構成されており，学習指導要

領によって学年ごとに学習内容が決まっています。そのため，転居などによって地域が変

わっても，原則として同じ内容の教育が受けられます。 
 
〇 特別支援教育のシステム 
 現在，日本では特別な教育的ニーズのある子どもすべてに特別支援教育が行われます。

特別支援教育は，すべての教育の場（通常の学級，通級指導教室，特別支援学級，特別支

援学校）で実施されます。特別支援教育を行うのは，すべての教員ですが，各学校には特

別支援教育コーディネーターが配置されており，学校内の特別支援教育の中心的な役割を

果たします。通級指導教室や教育センターなどの資源が十分ある地域では，通級担当教員

や教育センターの相談員，心理職，大学教員，児童精神科医師，言語聴覚士，作業療法士，

理学療法士などが，専門的な助言を行うことがあります。地域資源が十分でない場合は，

地域内の特別支援学校の地域支援コーディネーターが専門家として助言を行います。 
 
〇 インクルーシブ教育システム 
 現在，日本では共生社会の実現に向けてインクルーシブ教育システムの構築が目標とさ

れています。障害のある子どもが，同じ社会の一員として尊重され，教育システムから排

除されることなく，初等中等教育の機会が保障されることが，インクルーシブ教育システ

ムの基本的な考え方です。詳しくは，下記の文部科学省のサイトを参照してください。 
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm 

インクルーシブ教育システムでは，多様な学びの場の保障を重視しています。多様な学

びの場とは，通常の学級，通級指導教室，特別支援学級，特別支援学校などです。通常の

学級では，学年に応じて一般的な教育を行います。通級指導教室は，おおむね通常の学級

で学習しますが，一部特別な指導を必要とする子どもに対して，通級による専門的な指導

を行うものです。特別支援学級は，特別な学級で特別なカリキュラムによる専門的な指導

を行うものです。特別支援学校は，通常の学校とは別に設置されている特別な設備のある

学校で，特に手厚い教育が必要な子どもに対して専門的なカリキュラムに基づいた教育を

行います。特別支援学級や特別支援学校で学ぶ子どもに対して，「交流・共同教育」として，

通常の学級で学ぶ子どもたちと一緒に活動する時間が設定されています。子どもの教育的

ニーズに応じて，これらの中から，柔軟に学びの場を選択することが重要です。 
通常の学級において，特別な教育的ニーズのある子どもの学びを保障するためには，「合

理的配慮」が必要です。日本においては，2016 年に施行された「障害者差別解消法」にお

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm
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いて，すべての場で「障害を理由とした差別の禁止」と，公的機関では「合理的配慮の提

供」が義務となっています。 
 

〇「個別支援計画」，「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」 
日本では，福祉については厚生労働省が，教育については文部科学省が管轄しています。

生涯にわたる障害のある人の支援は，原則として就学前は厚生労働省（幼稚園は文部科学

省），学齢期は文部科学省，学校卒業後は厚生労働省と，省庁をまたがって行われます。 
「個別支援計画（個別の支援計画）」は，福祉領域において，障害や発達課題のある子

どもに対し福祉サービスを提供するにあたって作成するものです。「個別の教育支援計

画」は，学校が主体として作成するヨコの連携やタテの接続を含む計画です。「個別の指

導計画」は，「個別の教育支援計画」に基づき，学校での具体的な教育について計画する

ものです。それぞれ

の関係は，図のよう

に考えることができ

ます。 
これらの計画に

は，特に定まった様

式はなく，地域や学

校ごとにさまざまな

様式で作成されてい

ます。文部科学省の

サイト，国立特別支

援教育総合研究所を

始め，各自治体の教

育委員会や教育セン

ターが，地域や学校

の実態に合わせて多

様な様式を例として

紹介しています。 
 

「個別の指導計画」の基本的な項目は，①実態把握（アセスメント），②長期目標（概ね

1 年の目標），③短期目標（長期目標を実現するための学期ごと，月ごとなどの目標），④指

導の手立て，⑤合理的配慮，⑥評価などです。 
「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」は，特別支援学校，特別支援学級，通級

による指導においては，作成が義務となっています。日本では，アメリカの IEP と異なり，

専門家の参加が義務付けられてはいません。多くの場合，担任が作成しているため，専門

性の向上が課題となっています。 

 
  

図：「個別支援計画」「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の関係 



7 
 

＜Fragile-X 症候群の子どもへの指導方法＞ 
 
〇 Fragile-X 症候群の特徴 
 Fragile-X 症候群（以下 FXS）のある児童生徒の認知能力は幅広く多様ですが，いくつか

の表現型の特徴があります。多くの FXS の男性では，軽度から重度の知的障害を伴います。

女性は同様の傾向はありますが，より軽度の症状を示します。聴覚的情報処理と継次処理，

実行機能の障害がみられます。例えば，プランニング（企画能力），参加，努力の持続，問

題解決方略を組み立てること，フィードバックの使用，そして自己モニタリング，などの

障害です。 
 FXS の男性が得意なことは，言語的記銘，同時処理学習，言語理解（しばしば言語表現

力より高い），視覚的認知課題，模倣，日常生活の適応などです。困難は，高度の思考や推

論，複雑な問題解決，継次処理，量的な技能，運動企画，社会化とコミュニケーションな

どです。 
 FXS の女性が得意なことは，語彙と読解，視覚的短期記憶と，読み，書き，綴りです。

困難は，抽象的思考，空間関係の理解，数的処理，会話的処理，聴覚的短期記憶，注意の

持続，そして衝動的な行動です。 
 算数は，個々の知的水準に比べて低いことが多く，男女ともに苦手な領域です。 
FXS の子どもには軽度の筋緊張低下と関節弛緩（ゆるみ）がみられます。これは，彼らの

学習効果に大きな影響を与えます。筆記などの微細運動（手指の繊細な運動）を要する学

習は困難です。粗大運動（全身の運動），微細運動を協調させることが困難なことが多いの

で，学校生活全体を通じて代替手段（例えば手書きの代わりに ICT を活用するなど）を講

じることが重要でしょう。 
 

また，FXS のある人には，感覚処理の問題もよく見られます。これは，学齢期全体を通

して学校生活に大きく影響し，教師にとっても課題となるでしょう。 
 
〇 指導方略 
 アシスティブテクノロジー計画には，FXS のある人の認知や学習のスタイルに合わせて

デザインされたプログラムやアプリケーションを含める必要があります。改良型マウスや

キーボード，タッチスクリーンは，教育目的にあったインターフェースであり，運動能力

による制約がないため，FXS のある人の能力を生かした反応を可能にします。これらの技

術は，FXS を持つ人々の視覚的学習と視覚的記憶力を利用して，内容を視覚的に理解する

ことを可能にします。 

 

学校生活でのキーとなる発達課題は明らかになっており，詳細な学習指導ガイドは，下

記のサイトからダウンロードできます。 
https://fragilex.org/2017/education/lesson-planning-guide/ （英文） 
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FXS の子どもの教育に効果が認められている指導方法 
（これらに限定するものではありません） 

・可能な限り，休憩を組み込んだ，予測可能な日課と，静かで落ち着ける環境を設定する。

一貫性と予測可能な日課は，成功する学級経営の基本であり，最終的にすべての子ども

に有益です。 
・子どもに，必要な時に休憩や安全な空間を要求することを教えます。（安全な空間は避難

のためであって罰のための場所ではないことに留意してください） 
・座席については，子どもの不注意や不安の問題に配慮します。グループの真ん中や出入

り口やエアコン（暖房器具）に近い席は避けましょう。 
・新しいことを教えるときは，少人数のグループか，個別に指示を与えます。この教え合

いの活動は通常学級にいる子どもにとって，長期的なメリットがあります。 
・作業療法士と連携して，毎日の食事で，感覚の問題に配慮します。 
・作業時間を十分に取り，子どもに合わせた多様な回答方法を認めます。 
・視覚的な資料は，できるだけシンプルにし，刺激が強すぎたり複雑すぎたりしないよう

に配慮します。 
・書くことが必要な場合は，付箋や単語カード，コンピューターなど多様な方法を使用で

きるようにします。 
・移動に際しては，移動の目的や内容などの手がかりや視覚的なスケジュールなどを示す。 
・ビデオや手本など，聴覚的な情報と視覚的な情報を合わせて有効に使いましょう。 
・ソーシャルスキルトレーニングやソーシャルストーリーズ，定型発達の子どもの適応的

な行動のモデルを用いましょう。 
・活動や学習の区切りや終了をわかりやすく示します。 
・模倣や記憶，同時処理や連合学習などの強みを生かしましょう。 
・FXS の子どもに直接質問するのではなく，定型発達の子どもと教師との三者関係を用い

る方が理解しやすいのです。 
・クローズテクニック（穴埋め問題）を活用して，実行機能を伸ばしましょう。 
・バックワードチェインニングを用います。課題を教師が始めて，最後のステップを子ど

もが行って仕上げるようにします 1。 
・課題をやり遂げるための視覚的な手掛かりを提供してください。例えば，マーク，色分

け，番号，矢印など。 
・強化するための方法としては，ハイタッチなどがよいでしょう。ハグしたり背中をなで

るなど，直接体に触れることは，FXS の子どもには刺激が強すぎます。 
・新しい課題は，慣れている課題の中に混ぜましょう。その方が不安にならず，集中を保

つことができます。 
・強いアイコンタクトや「私を見て！」という指示は避けてください。FXS の子どもが視

線を避けるのは，保護的または代償行動としての意味があります。このことを理解する

と，教師と子どもの関係が良好になり，過覚醒によるパニックやジャンピングを減らす

ことができるでしょう。 

                                                   
1 バックワードチェインニング  例えば，「チャックをしめる」方法を教えるときに，途中まで教師がやっておき，最

後を子どもが引きついで，「チャックをしめる」活動を仕上げるようにする 
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FXS のある生徒の多くは，人とのかかわりに満足している時に，自然にアイコンタク

トが増えます。アイコンタクトを強制するよりも，結果的にアイコンタクトが増えます。 
 
〇 早期支援（介入） 
 早期支援（介入）は，発達障害のある子どもの誕生から 3 歳までの間に，実態把握から

アセスメント，総合的な支援やサービスを開始するプロセスです。これらのサービスは，

地域によりますが，保健所（乳幼児健診）や療育センターが担当しています。1 歳 6 か月

児健診，3 歳児健診等は，無料で受診でき，また発達や心理に関する相談も行っています。 
 乳幼児健診で，何らかの発達のつまずきが予想されると，さらに詳細な検査や，療育が

開始されます。療育センターや子ども病院などでは，小児科医や，心理師，言語聴覚士（ST），

理学療法士（PT），作業療法士（OT）などの専門家が，総合的な発達支援計画を立ててい

ます。FXS のある子どもは，発達的特徴が似通っており，このような療育サービスは，子

どもの発達にとって，とても有効です。特に，言語療法と作業療法は，この発達段階の子

どもにとって重要です。 
 時には，地域の保育所や幼稚園で統合保育を受けることもあります。その場合でも，専

門家の指導を受けながら，日常の保育を行う方が，子どもに合った支援方法がとれるでし

ょう。 
 
 早期支援（介入）に関して，多くの研究が行われていますが，依然として，誕生から 3 歳

までを対象としたエビデンスに基づく実践は十分ではありません。FXS のある幼児は，一

般的に発達の遅れを示すことが明らかになっていますが，早期支援による効果もまた明ら

かです。これらのサービスを選択する際には，子どもの保護者の積極的な関与が必要であ

るため，保護者の参加と，指導，訓練に焦点を当てた家族中心のアプローチを活用するこ

とが，効果を確実にするために重要です。 目標，治療対象を明確にした療育計画は，多分

野のチームと家族によって確立されるべきでしょう。これらのサービスを定期的に利用す

ることで，子どもの家族は確立された治療的支援（介入）に沿って生活する可能性を高め

ることができます。 
 
〇 FXS の子どもの乳幼児期 
 就学前は，幼稚園教育要領または保育所保育指針に従って教育や保育が行われます。特

別なニーズがある場合，療育センターや幼稚園・保育所への巡回相談などで，特別支援教

育の専門家からのサポートを受けることができます。FXS のある子どもたちにとっては，

わかりやすい日常的な，落ち着いた雰囲気の環境が不可欠です。視覚的サポート，気持ち

を静めるための空間（例えば，ビーンバッグチェアを備えた小さなテント）がある物理的

に構造化されたスペースは，FXS のある子どもの多くに適しています。FXS のある子ども

の多くは他の子どもたちの行動をモデルにするので，多様な子ども（知的能力の高い子ど

もまでを含む）がいる環境は最適です。療育センターがある地域では，言語療法，作業療

法，理学療法および行動的介入を受けることができます。定型発達（一般的な発達）の未

就学児と同様，根拠に基づいたカリキュラムによるプログラムは重要です。一人の保育者

が担当する子どもの数は適正でなければなりません。多種多様な教材があり，よく組織化



10 
 

された空間と質の高いスタッフが必要です。日課をベースにした包括的な介入は，FXS の

ある幼児に最適です。早期介入に際して，作業療法や言語療法などの特別な療法がとても

重要であることを覚えておいてください。 
 
〇 小学校時代 
 小学校に入学して環境が変わると，困難を示す子どもは少なくありません。ていねいな

行動観察や実態把握が必要です。小学校では，さらに集団参加に焦点を当てる必要があり

ます。集団参加を身につけることは，二つの大きな目標（学習への参加と仲間からの受け

入れ）を可能にします。 
 
 障害が軽度な場合であっても，言語や会話の困難があります。これは，小学校の時代に

は特に大きな困難となります。担任は，言語聴覚士やことばの教室の担当者にアドバイス

を求めなければなりません。担任は，教科書や教材を工夫し，ていねいに児童の反応を観

察し，成果を期待して支援を続けることで，大きな成果を得ることができます。保護者や

教育者は，内容の獲得を重視した体験や経験的な学習のために，子どもの興味関心を大事

にしながら，伝統的な学習と機能的な学習との適切なバランスを探っていく必要がありま

す。もし，手指の機能に 1-2 歳以上の遅れが見られる場合は，運動プランニング障害に詳

しい作業療法士に相談する必要があります。この領域の困難は，障害が軽度の場合でも，

多くの FXS の人に広範で長期的なフラストレーションとなりやすいのです。FXS の有無

にかかわらず，書くこと，ノートをとる，書くことが必要な役割を果たす，といったこと

が困難だと，子どもの自尊心が下がります。身だしなみや衛生的な習慣の獲得は，社会的

に受け入れられるために特に重要です。この面での年齢相応の発達は，FXS のある子ども

が自発的に定型発達の仲間と交流できる経験を築くでしょう。社会的な活動，例えば，ボ

ーイスカウト・ガールスカウト，音楽，スポーツなどは，仲間との社会的に適切な行動に

ふれる機会となるでしょう。 
障害の程度が軽い場合，障害者手帳が取得できないかもしれません。しかし，障害者手

帳の有無にかかわらず，何らかの障害による困難がある場合は，合理的配慮の対象となり

ます。障害者差別解消法は，障害への差別の禁止と，公的機関での合理的配慮の提供を義

務付けています。小学校時代には，通常の学級での学習が困難になることがあります。そ

の場合は，最もよい成長が期待できるような特別支援が必要になります。 
 

〇 中学校・高等学校時代 
 小学校で学んだ基礎的な内容をもとに，中学校の教員は FXS の生徒が会話や社会的コミ

ュニケーションを，より正確で明らかなものにすることを目標にします 。生徒が自分で表

現できる（先生や友達の助けなしに）ことは，自信を強め，社会的な状況でのリスクを適

切に扱うことを支えます。すべての学習指導は，実践的で機能的な基盤に基づくべきです。

生徒が，より広い世界とのかかわりを作っていくためのツールを身につけられるようにす

るべきです。これらの機能は，経済的数学スキルから試験のための問題文の理解まで，幅

広いものです。インクルーシブ教育においては，通常の学級での教育によって，多くの貴

重なソーシャルスキルや，科学，歴史，音楽などの科目に対する，FXS のある生徒の非常
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にユニークで高い興味関心が生かせることを重視するべきです。彼らの認知特性や学習ス

タイルに合わせて，課題を柔軟に変更することは，常に指導効果を高めます。個別の教育

支援計画の高等学校への引継ぎも重要です。（the Educational Guidelines for Fragile X 

Syndrome Middle and High School 参照） この年齢で，「友情」に発展する関係を築

くことはとても重要です。友人関係は，高校やその後の人生へのよい移行を支えます。 
 
 高校生になると，カリキュラムの焦点は，より現実的な就労，社会適応，さらに，FXS
のある生徒が能力を発揮し，達成感を得て幸せな人生を送るために必要なことに移ります。

この年齢では，特別に専門的なサービスよりも，生徒の一般的なニーズに応じた個別の教

育支援計画の方が重要になります。学校教育終了後の生活に向けて，学校内だけにとどま

らず，地域の様々なサービスを利用するためのスキルを身につける必要があります。生徒

自身の問題解決能力の獲得は，彼らの知的・情緒的発達にとって重要ですが，まだ十分と

はいえません。教育の目標は，単なるスキルの獲得から，より広い世界でそれらを応用す

ることに発展します。地域生活に根差した教育は，自助，レクリエーション，運動，服薬

管理，公共交通の利用，およびその他の日常生活スキルです。職業経験は，FXS のある生

徒にとって，多くのスキルのレパートリーを広げるだけでなく，体験に裏付けられた自信

や情緒的な成熟にとっても重要です。可能な限り，学校教育において，職業体験の機会を

設け，生徒の興味関心や能力のレベルを評価するべきです。高校によっては，「職場実習」

として，生徒が適切な就労行動を学ぶことに単位を与えています。 
 学校教育終了時には，個別の移行計画が必要になります。学校教育から福祉制度への移

行については，個別の教育支援計画の中に盛り込まれていることもあります。福祉制度で

作成される個別の支援計画は，誕生から学校教育終了後の成人期にわたるまでをカバーし

ています。生徒は，個々の実態に応じて，高等学校の教育だけでなく，高等教育，就労移

行支援事業，障害者雇用，一人暮らしまたはグループホームを利用した地域での生活など

の進路を選択することができます。 
 

〇 高卒後 
高校卒業後の進路について，自分の能力に応じた就労，または進学というふたつの選択

肢があります。適切な選択には，「個別の移行計画」に基づいた検討が必要です。

（Educational Guidelines for Fragile X Syndrome Middle and High School参照） 
場合によっては，最終的に，より多様な支援が必要になり，就労・進学以外の選択肢が必

要になることもあります。FXSのある人にとって，進学の機会は限られています。卒業

後，進学しない場合，FXSのある人は人生の新たな段階に入ります。日本では，2017年
現在，就労移行支援事業などによって，サービスを受けることができます。障害者枠での

雇用であれば，FXSのある人は職場で支援を受けることもできます。短時間労働や休憩時

間の確保によって，就労継続がうまくいくこともあります。 
FXSのある人の就労としてうまくいった例：食料品店，食品の準備，清掃，造園，カフェ

テリア，動物の世話，保育所や介護施設での作業，病院，洗濯，ファーストフードのレス

トラン，図書館，倉庫，貨物倉庫，工場，デパート，消防署，シュレッダー作業，事務作

業，郵便配達，就学前補助，コーチの補助，駐車場の係員。 
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アセスメントの説明 
 
〇 幼児期のアセスメント：FXSのある幼児のアセスメントは，慣れた環境で親しい養育

者との間で長期的に行う必要があります。子どもの発達を多様な側面から評価するための

様々な尺度があります。例えば，認知，身体的・感覚的運動，言語・コミュニケーショ

ン，社会・情緒，等。子どもを包括的に理解するために，情報は，保護者，教師，他の専

門家（言語聴覚士，作業療法士，理学療法士）といった様々な人から収集しなければなり

ません。アセスメントには，生育歴や，行動観察，チェックシート，標準化された心理検

査などが含まれます。アセスメントの目的は，子どもの学習と発達を促進し，必要な特別

支援を明らかにし，経過をモニターすることです。 
 
〇 心理的アセスメント：このアセスメントは，子どもの教育効果に影響を与える認知プ

ロセスの基礎を分析するために行います。FXSのある子どもは継次処理よりも同時処理の

方が得意です。したがって，これらを評価する検査は，子どもの強みと弱みに関する有用

な情報を提供してくれます。検査は通常，3年ごとの実施が推奨されます。しかし，特別

支援チームが，これ以上の検査は必要ない，あるいは子どもにとって害がある，と判断し

た場合は，3年ごとには行われません。配慮することによって，不安や過敏性を減らすと

ともに関係性を良好にし，標準化された検査の妥当性は高めるでしょう。（The 
Guidelines for Assessment参照） 

 

〇 機能的行動評価：「問題解決評価」は，通常BS（アメリカの応用行動分析の専門資

格）やスクールサイコロジストによって行われる特定の行動の原因や機能を判断するため

の尺度です。機能的行動評価は，学校で破壊的あるいは不適切な行動が発生し，簡単に解

決しない，あるいは再び発生した時に実施することが重要です。機能的行動評価は，問題

行動についての仮説をたてるために用いることができ，問題行動の先行事象（きっかけと

なること），代替行動，問題行動以外の結果条件（行動の結果生じること）を同定するた

めに用いることができます。肯定的行動支援計画は，データと分析に基づいて作成され，

うまくいく介入方略を見つけます。FXSのある生徒にとって，機能的行動評価は，将来の

行動改善のための最も良い方法です。というのは，先行事象が何か，また表面的な「行

動」以外の原因に対処する包括的な介入計画のために，役立つからです。 
 
〇 発達的・学際的アセスメント：このアセスメントは，次の領域での発達の経過をアセ

スメントします；認知，運動，感覚，言語，社会情動的スキル。保護者，教師，他の専門

家（言語聴覚士，作業療法士，理学療法士）から情報を収集します。このアセスメントは

生育歴，行動観察，チェックリスト，標準化された尺度を含むことがあります。 
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学校で受けられるサービス 
 
〇 アシステブテクノロジー（AT）と拡大代替コミュニケーション（AAC）：アシステブ

テクノロジー（AT）は子どもの機能を向上させるのに役立つ機器です。筋緊張が低い子

どもにとっては，ATは座位と姿勢を保持するのを助ける特別な椅子があります。手先の

運動が困難で絵や筆記が苦手な子どものためには，PCやタブレットなどのデバイス，音

声を文字に変換するソフトウェアなどがあります。拡大代替コミュニケーション（AAC）

は，口頭表現に代わるコミュニケーション方法です。絵カードを使ったコミュニケーショ

ン（PECS）やコミュニケーションボード，PCを用いたりします。このような支援方法の

選択や決定は，特別支援チームが行い，定期的に見直す必要があります。個別の教育支援

計画，個別の指導計画にも明記されるべきでしょう。 
 
〇 スクールカウンセラー：各中学校区に，心理の専門家としてスクールカウンセラー

（SC）が配置されています。現在のSCは，カウンセリングが主な業務ですが，心理の専

門家としては，スクールサイコロジストもいます。スクールサイコロジストは心理・発達

的アセスメントが主な業務です。2018年度から，心理の国家資格として公認心理師制度

が始まりました。今後，心理の専門性の充実が期待されます。 
 
〇 スクールソーシャルワーカー：学校によっては，福祉の専門家としてスクールソーシ

ャルワーカー（SSW）が配置されています。子どもの生活にかかわる問題に関して，地

域の福祉機関と連絡調整を図ります。SCとSSWは，教師と協働して子どもの生活を安定

させるための活動を行うことがあります。 
 
〇 学校保健：日本の学校では，毎年健康診断が行われます。養護教諭は，校内の保健の

専門家として重要な役割を果たしています。 
 
〇 通級による指導：日本の教育では，小学校（一部では幼稚園も）から高等学校まで通

級による指導が制度化されており，専門の教員が配置されています。通級による指導は，

言語，自閉・情緒，LD・ADHD等が対象で，個別あるいは小集団の指導が行われていま

す。 
言語：構音障害（発音の異常），吃音をはじめ，学齢期の子どもの言語発達を支える役割

を担っています。 
自閉・情緒：行動や社会性の問題に対応します。ソーシャルスキルトレーニングなども行

われています。 
LD・ADHD：特異的な学習の問題や，行動の問題を改善するための指導を行います。 
 
〇 作業療法：英米では，特別支援教育の重要な役割として，作業療法が位置づけられて

います。特に，FXSのある子どもは，手先の運動が困難なので作業療法の役割が大きいの

です。残念ながら，日本ではまだ十分ではありません。一部の特別支援学校では，作業療

法士が子どもの指導を担っています。 
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