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知ってください

所沢で発達障害と生きる

子どもの気持ち
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早く発達障害のことを教えて欲しかった。

私がもっと早く知りたかったのは、

みんなとうまくやるためには

工夫する必要があるという事実だ。

私は優柔不断で

話をするときにおどおどしてしまい

他人が見ればいらつくような態度かもしれない。　

自分はそんな自分が一番嫌でたまらなくなって

ずっと消えていなくなってしまいたかった。自分でもどうしてかわからないけれど、

不安なので同じ質問を何度もしてしまいます。

しつこくてごめんなさい。

ともだちにきらわれているんじゃないかって

いつもおもっています。

（小2）

おれは人にきらわれる性格のにんげんだ。

自分はコミュニケーションが苦手なので、

友達作りに苦労することがしばしばあります。

普通になりたい。

困っているかどうかが

その時分からなくて、

後で困っても遅いことがある

ということに困っています。

わかっていてもなんども同じことを聞いちゃうんだ。　

友達の会話は、

ぼくには早くて全部ききとれない。

すべての会話に字幕が出たらいいのに。

何度も同じことを言わせるなと言われるけど、

何度もわからなことを言わないでください。

がっこうはなぐられるためにいっているようなものだ。

ふつうにしているつもりでも、

からかわれてしまう。

友達と仲良くなれないのが辛いです。

しっぱいしたことやおこられたことは、

  強く頭の中にのこってしまいます。　

こうはいたちへ　

今をいっしょうけんめい生きて　

やるべきことを自分で見つけて頑張ってください。

（18才）

人との会話が上手に出来ず、

そしてそのことで自分が傷つくのが嫌で、

さらに人との会話が疎遠になってしまった。

もっと、自分自身に自信を持って恐がらずに、

一歩進んでみたらよかった。

そんなすぐ失敗におののいたりしない

頑強な心があればよかった。

（20 才)

みんなちがっていいとかいうけど、

オレはちがいすぎててオレにうんざりする。

（小 6）

先生に言う困ったことと、

先生に言わない困ったことの区別がつかない。

(小 5)

みんな楽しそうにしているけど、

なにが楽しいのかさっぱりわからない。

(小 6)
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イライラして抑えられなくなっている自分が情けない。

何年もその状態でいて何も変わっていない。

先生はクラスをまとめているんじゃなくて

おなじことをさせているだけだ。

うるさい環境が嫌いだ。

友達のたわいのない会話ですらそう感じる。

話があわないと寂しいが

無駄話はもっと嫌になる。

何かハプニングがあると

すぐに混乱してしまいます。

計算と字を書くスピードが遅い。

とても遅いらしい！

（あまり自覚無いがいつも時間が足りない）

書こうと思っても文字を思い出せなかったり

思い出しても書こうと思うと

頭から消えてしまうことがあります。

でも書けなくてこまっている事をわかってもらえなくて、

怒られてしまいます。

がんばっているから、

怒ったりたたいたりしないで下さい。

字を書くことが苦手です。

でも学校で書きなさいと言われるので

字を書くのがこわいです。

大人になっても字を書くことがこわかったら

どうしようとしんぱいです。

本気、元気、勇気をもってがんばります。

人前で話すのが苦手ですが、

それでも前進していっているのではないかと

自分で思ったりしています。

手助けしてくれる人に感謝。

困ったときは人に聞きなさいって

親や先生は言うけれど、

人に話しかけるのは難しいです。

聞くタイミングもわからないです。

聞かないんじゃなくて、

聞きたいけど聞けないんです。

みんなが忙しくしていると

おこっているんじゃないかとこわくなる。

身近に助けてくれる人がいるので助かっています。　

いつか自分も助ける側になってみたい。

高校生になって初めて友達ができました！

がいじ(害児・・・障害児)
といわれる。むしする。

先生にいつ質問して良いのか分からない。　

提出物をいつどこに出すのか分からない。

聞きながらメモを取るのが間に合わない。　

教科書を忘れても隣の人に見せてと言えない。　

いくつもやる事があるとどれからやればいいか分からなくなる。　

分からないことばかりです。
友達の気持ちをりかいするのが苦手です。

だから友達に声をかけることができません。

うまく出来る方法が知りたいです。

友達になってくれなくてもいい、

話しかけられてもらえればよかった。

でも誰も話しかけてくれなかったんだ。

すごく寂しかった。　

私立の中学校に行って友達がたくさんできた。

今は楽しい。

だまっていると怒っているのが分かりません。

怒っているときは言葉で言って下さい。

みんな、ぼくが行くと「にげろ！」ってにげちゃう。
すごくいやなんだ。（6才)

「わからない」ということを

素直に受け止められないことが、とてもつらい。　

でもそう思いたくない。

数学等の問題で自分なりの答えを出したいが、

出せないまま解答を見るのがつらい。

（16 才）

言いたいことが、うまく伝えられない。

（中１）

世の中がもっと単純だったらいい。（中３）



 「使えない奴」を「使える奴」へ!

息子は世の中へ出たら「使えない奴」の一言で

片づけられてしまいそうな子です。

世の中「使える奴」ばかりじゃありませんよね。

「使えない奴」を「使える奴」に変身させてくれる、

あるいは「使えない奴」を上手に使ってくれる、

そんな機会や環境が整った社会になってくれたらありがたいし、

そうなるように自分も力を尽くしたい。

想像して。

イジられキャラの子も皆と同じ人間。

認められたいし励まされたいし、

その子を大切に想っている家族もいることを・・・。

わかっているけど出来ない。

自己嫌悪に落ち込んだり、過剰にから回りしたりし、

孤立している我が子。

親は何をしてあげられるのだろう。

心が痛い。

どんな本を読んでも、

どんなに話を講習会で聞いても、

同じ状態の人はいない。

いつも手さぐり、どうなっていくか不安。

わが子をかわいいと思う　　

そんな簡単なことが難しい。

愛しても愛しても手ごたえがない。

それでも愛し続けるって親であっても難しい。

なぜ叱られているのかを

理解するのが難しい子です。

親が必死に教えようとしても

子供はイジワルされているとしか思わない・・・。

気持ちが伝わらないのが本当に哀しい。

自分が死んだ時に泣いてほしい・・・。
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　発達障害の子を授かることで、

一昔前では当たり前だった「地域の人とみんなで子どもを育てる」

という私が憧れている子育てを今この現代で叶えています。

　親の会のみんな、病院の先生達、通所の先生達と保護者の方々、

たくさんの人達が、息子のために親身になって成長を促し見守ってくれ、

一緒になって成長を喜んでくれます。

それは一緒に息子を育てている感覚にとても似ています。

　定型発達の子では味わえない感覚だと思います。

一味違う育児を経験させてくれて

息子には本当に感謝しています。

相手の感情を感じ取る事が苦手な息子は、

「友達が楽しく笑っているのか自分が笑われているのか、

分からなくて不安になる・・・」

とある時ポツリと話してくれました。

一緒に歩んで来たけれど、

あなたの大変さを半分も分かっているのかな・・・。

発達障害を「理解」するというのは、

とても難しいことだと思います。

当事者もその親もなかなか「理解」はできません。

でも「関心」をもつことは、それ程難しいことではないと思います。

多くの人の「関心」がいずれは発達障害へのサポートに

つながっていくような気がします。

発達障害とわかった日。

初めはうけとめられず泣いた日々。

でも今は個性と思って子どもを応援できる。

ちょっとしたことも10倍よろこべる。

今だに（現在14才)ドラえもん大好き。

母もドラえもんはだいぶ詳しくなりました☆

親亡き後の事をよく考えます。

以前は暗い気持ちになっていましたが、

今はそれまで身に付けさせたい事がいっぱいで

落ち込んでなんかいられない。

幸せな人生を送らせてあげたい。送ってほしい・・・。

知ってください

所沢で発達障害の子どもを育てる

親の想い

息子と似たタイプのお笑い芸人が、

周りからイジられ、笑われているのを見ると切なくなります。

教室での息子の姿を想像してしまいます。



普通に生きていけるほどのスキルはない。

障害者として生きていけるだけの支援もない。

一体どうやって生きていけばいいの？

どれくらいがんばればいいのか。

がんばれば報われる日がくるのか・・・

先が見えない。

落ち着きがなくじっとしていられない我が息子。

手をつないで押さえつけると泣き叫ぶ。

病院では静かに待つ事ができないので、まわりの人の目が痛い。

「何あの子」という冷やかな視線が痛い。

してはいけない事、しなくてはいけない事を

何度言って聞かせても報われない気持ちを想像してみて欲しい。

子どもの行動に最もストレスを感じているのは母親なのだ。

それでもなお「しつけが悪い」と

非難される気持ちを想像してみて欲しい。 レジに並べない、一人で電車の乗れない、

おつかいに行けない、知らない人がいると逃げてしまう。　

私が死んだら生きていけるのかしら・・・ダメダメ・・・

練習練習・・・ファイト！！
一人一人の個性　

それぞれの色で輝いて！　

これからもずっと応援していくからね。

つらいことがたくさんあるけれど、

あなたの「お母さん」になれたことに

とっても感謝しています。

なかなか周りから理解されず

嫌な言葉を沢山あびせられてきました。

つらくて、苦しくて、「何でわかってくれないの？」と何度も思いました。

でも今、新しい仲間と出会い「そうだよね」「わかるよその気持ち・・・」

と受け入れてくれる場所をみつけ、前向きに頑張ろうとしています。

それぞれ個性がある…

『みんなちがってみんないい』と思うのです。

障がいがあると不便なことはありますが、

不幸ではありません。

周囲の方たちの理解があれば不便なことも軽減されます。

ひとりでも多くの方に

自閉症のことを知っていただければと思います。

誰にも気づかれずにひとり困っている子に、

どうか気づいてください。

目の悪い人がメガネをかけるように、

発達障害を持つ人がそれぞれに合った支援が受けられたなら

もっともっと力が出せる！

診断を受けても何かしてもらえるわけじゃない。

「何かあったらきてください」

何かあってからでは遅いのに。

普通に見えるけれどちょっと違う子どもがいること。

少しでもたくさんの人に知ってもらい理解してもらえると、

とてもうれしいです。 下の子（11か月）が小児科を受診した時のこと。

体重が少ない上に発達が遅かったため…

　医師：「上の子で大変なのはわかるけど、

このままじゃ下の子まで自閉症になっちゃうよ！」

育て方が原因でなるものではないのに！

帰宅後、泣きながらお乳をあげました。
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「見ていない・聞いていない・話していない」

健常のヘレンケラー。

メルヘンの中でゆっくり暮らしている。私も癒されている。

涙を流した分だけ、自分を、人を、大切に優しく思える人になりました。

ほかの人より遅い分、長く生きてほしい。

今より出来ることがたくさん増えているから・・・。

へらへらっと自分の世界に入りこみがち。

周囲の人には妙ちきりんに思われてしまうけれど、

とってもとってもだいすきだよ♡

これまで「できない人」は努力の足りない人、

頑張っていない人だと思ってイライラしていました。

こういう子の親になって初めて

頑張ってもできない人がいるということに気づきました。

見え方・聞こえ方・感じ方、人はそれぞれみんな違うってこと、

自分ができることをあたり前だと思わないこと。

そんなことに気づいたら、

自分自身が生きていきやすくなりました。

1日10時間、外にいました。

夏の暑い日も、冬の寒い日も部屋に入れない子をつれて

ごはんは公園で食べました。

夜寝なくて、背負って外を夜歩きました。

道路に飛び出そうとするこの手をいつか離してしまいそうで、

寝不足のフラフラした頭で子どもの手をにぎっていました。



自閉症

発達障害ってな んだ うろ
注意欠陥多動性障害（ＡＤ/ＨＤ）注意欠陥多動性障害（ＡＤ/ＨＤ）

学習障害（ＬＤ）学習障害（ＬＤ）
聞く・話す・読む・書く・計算する・推論するなどの特定の能力に著しい困難があります。

十分な教育と本人の努力があっても、知的発達相応の能力を獲得できません。これまでは、

教育的な見地から Learning Disabilities、医学的な見地から Learning Disorders と

呼ばれてきましたが、最近では Lerning Differences（学び方の違い）とも呼ばれるよう

になりました。単に“勉強ができない”と思われて、発達障害だと気づかれにくい障害です。

ＬＤの中でも、特に読み書きに困難がある場合を「ディスレクシア」と呼びます。

年齢や発達に不釣り合いな不注意・多動性・衝動性があります。

① 不注意（注意力・集中力がない）

② 多動性（じっとしていられない・おしゃべりが止まらない）

③ 衝動性（思いついた行動を唐突に行う・約束や決まりを守ることができない）

誰でも少し努力すればできそうなことが、どんなに努力してもできません。

自分でコントロールできないため、日常生活に著しい支障をきたします。

その特徴は7歳までに現れます。

（１）混合型　
         不注意、多動性、衝動性がすべてあるタイプ。

（２）注意欠陥型
　　  不注意が目立つタイプ。女の子に多く見られます。
　　  多動・衝動性がないので気づかれにくく発見が遅れがちです。

（３）多動・衝動性型
　　  多動・衝動性が目立つタイプ。小学校低学年に多く見られます。
　  　次第に不注意が目立ち始め、成長してから混合型に移行することがあります。

   

?発達障害は発達の仕方に凸凹がある障害です。
発達障害には自閉症、AD/HD、ＬＤなどいくつかのタイプがあります。 

それらが合併することが多く、混じり具合や濃淡は人それぞれ。

そのため、その症状は一人ひとり異なります。全く同じ症状の人は一人もいません。

著しい不器用さやバランスの悪さ、感覚刺激（視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚）に対して

過敏だったり鈍感だったり、独特の感じ方をするのも発達障害の特徴のひとつです。

アスペルガー症候群

広汎性発達障害
コミュニケーションや想像力、社会性の発達の遅れを特徴とする障害の総称です。
自閉症、アスペルガー症候群、レット症候群、小児崩壊性障害、その他の自閉症を含みます。

① コミュニケーションの障害
　人の気持ちや意思を読み取ること、自分の気持ちや意思を伝えることが難しい。

② 社会性の障害
　常識や暗黙のルールを理解するのが難しく、人と上手く関われない。　

③ 想像力の障害
　今そこにないものを推し量る力が弱く、変化に対応することが苦手で、行動がパターン化
　しやすい。興味や関心にかたよりがあり、特定のものに強いこだわりがある。

①～③の３つの特徴を持っています。その特徴は３歳までにあらわれます。

   

自閉症の中でも、明らかな知的発達の遅れや言葉の遅れがないタイプをアスペルガー症候群と
呼びます。基本的な特徴は自閉症と同じですが、非常に流暢に話すために自閉症だと気づか
れにくい自閉症です。

※WHOの診断基準 ICD-10 による

ＡＤ/ＨＤの３つのタイプ
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発達障害の現れ方 い ろ いろ
コミュニケーションにおける特徴の例

言葉をオウム返しする 言葉を文字どおりに受け止める　　 言葉の使い分けが苦手

パターン化した行動、興味や関心のかたよりの例

同じ行動を何度も繰り返す
  

 機械的な記憶力が
   　極端に高い

特定分野への興味や関心が
極端に高い

社会性における特徴の例

暗黙のルールが分からない 接し方のルールが分からない

学習における特徴の例

不注意・多動・衝動性の特徴の例

不器用さや感覚における特徴の例

　
注意力や集中力が極端にない
  

思いついた行動を唐突に行う
  

  知的発達に遅れがないに関わらず、
読み・書き・計算などに極端な困難がある  

身体を動かすことが
極端に苦手で不器用
  

　　  感覚が極端に
　    過敏または鈍感
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これまでの障害のイメージに収まらない広がり

広大なグレーゾーンがある障害です
発達障害があるかないか、白か黒かではありません

　　 　　　　　　　　かつて自閉症は、子ども1万人につき3人程度しかいない、

　　 　　　　  　                        まれで重い障害だと思われていました。

                     　しかし、1990 年代に自閉症スペクトラム（連続体※）

　              という概念が広がると、症状が軽い人まで含めれば          

　 　                100 人に1人と言われるようになりました。
     ※軽い人から重い人、言葉のある人から無い人、こだわりの　
　　　 強い人から弱い人、いろいろなタイプがあるということ                 

                       

　　　　　　　　       自閉症の定義拡大とともに、  

　　　これまで「努力が足りない」「しつけが悪い」

 　　 と誤解されてきたＬＤ、ＡＤ/ＨＤの人たちが

         　 　      障害ととらえられるようになり、

            　　      今日では発達障害の子どもは

　　　  　 　　10 人に1人と言われています。

   

    　 平成２４年に文部科学省が行った調査でも、

   　　  小中学校の通常学級に在籍する児童生徒

      　    のうち   「知的発達に遅れはないものの、

　　 　　 学習面や行動面で著しい困難を示す」と

       　　  学級担任等が回答した児童生徒の割合は、

                 　　          6.5 パーセントにのぼりました。

          これまでの障害のイメージに収まらない広がりを持つ発達障害。

 　        私たちにとって、非常に身近な障害であることが分かってきました。

　

環境次第で障害にも個性にもなるのが発達障害。

どこまでが個性で、どこからが障害か、その境目はあいまいです。

その人がおかれた状況で「困ったこと」がなければ、

どれほど強く発達障害の特徴があったとしても、

障害ととらえる必要はありません。

また、どのタイプの発達障害か、

はっきり区別することも困難です。

障害の特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている

ことが多く、年齢や環境に応じて目立つ症状が

変わってくるからです。

大切なのは「その人自身」を理解すること。

その人に合った支援があれば、

発達障害があっても十分に力を発揮できる可能性があり、  

 誰もが自分らしく生きていくことができるのです。

そのためには、私たち一人ひとりが関心を持って、

困難を感じている人たちに気づいていく必要があります。
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自閉症

アスペルガー症候群

 　　広汎性発達障害
（自閉症スペクトラム障害）

注意欠陥多動性障害（AD/HD）

学習障害（ＬＤ）

知的な遅れを伴う
こともあります



パズルのパーツのいくつかにゆがみがあるため、
頭の中でパズルを整理したり、組み合わせるのが苦手です。
なんとか組み合わせようと懸命に努力していますが、
うまくいかずに困っています。

そのため、目に見える形で整理してあげる必要があり、
パズルの色や形を整理するテクニックを
具体的に教えていく必要があります。
このテクニックの代表的なものが、
スケジュール表や手順表の利用です。

その人にとって整理しやすい支援や環境があれば、
発達障害の人もパズルを組み合わせやすくなり、
持っている力を発揮しやすくなります。

人は、

発達障害の人は、

生まれつき、中枢神
経系に機能不全があ

ります発達障害は、脳機能
障害

努力が足りないの
ではありません

学習するとき、仕事をするとき、何かに取り組むとき、
頭の中のパズルの形や色を整理して、
組み合わせていくことできます。

だからこそ、順序立てて考え、計画を立てて実行し、
後から振り返って次回に生かすことができます。

！ジグソーパズルジグソーパズルをイメージしてください 
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心の育ちを応援してください。

ココが問題！

• 誰も自分のことを分かってくれない
• 世の中の人間はみんな敵だ
• どうせ何をやっても無駄だ
• 自分は能力のないだめな人間だ

• 頭痛・腹痛・チックなどの身体症状
• 抑うつ・躁うつなどの精神症状
• 睡眠障害
• 妄想・錯乱
• 食欲の異常
• 強迫症状、自傷行為など行動の異常
• 無気力・不定愁訴
• 自暴自棄・暴力・威嚇など反社会的行動
• こだわりや感覚過敏が強くなる

困った子どもですか？ いえ、困っている子どもです。

発達障害を治したり予防することはできませんが、
二次障害は予防することができます。

　発達障害の子どもは、一般的に良いとされている育て方や接し方で

はうまくいかないことがあるため、できるだけ早い時期に障害を発見し、

その特性に応じた育て方や接し方をすることが大切です。

　ただし、発達障害の特徴の多くは、通常発達でも３歳以下の子どもで

あればよく見られる行動なので、早期に発見しようとすればするほど、

間違って診断されるケースもでてきてしまいます。しかし、発達障害で

なかったとしても、発達障害の特徴がある子として意識して育てること

は、決してマイナスにはなりません。見落とされることによるダメージの

方が大きく、よほどリスクが高いと言えます。

  放置される
手立てされない

  理解されない
　 誤解される

分かってもらえない
 悔しさ

  失敗経験の
　 繰り返し

　叱られる
 非難される

見えにくく理解されにくい発達障害

自信喪失・自己否定感

二次障害

  気づかれない

※二次障害とは、発達障害が原因で失敗や挫折を繰り返し、
　感情や行動にゆがみが生じることです。

※二次障害は治すことができます。

不登校・ひきこもり・神経症状・非行

ススメ早期発見・早期支援の

　子どもの発達の遅れや不登校などの問

題で専門病院を訪れた親の 62 パーセント

が、「どこに相談したらいいか困った」と

回答。親が子どもの問題に気が付いたの

は、平均して子どもが 5.1 歳のときです。

そして、小児精神科など専門の医療スタッ

フがいる専門病院にたどり着くまで、平均

2.2 年かかっています。(厚生労働省調べ )

　苦手なことにチャレンジできるようになるには、心の育ちが必要です。

「やってみたい」「自分にもできた」という気持ちを育み、自信や自己

肯定観を高めることができるよう応援してください。

　発達障害の子どもは、努力不足でも性格が悪いのでもありません。

テレビの見すぎやゲームのしすぎでもありません。親の愛情が足りない

わけでも、しつけが悪いわけでもありません。

　子どもや親を責めても何も解決しません。困っているその子のため

にできること、一緒に考えませんか？

発達障害発達障害
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気づきのポイント気づきのポイント

パニックと問題行動

• 自分の髪の毛を引っ張ったり、手をかんだり、　　
床や壁に頭を打ちつける自傷行為

• 他人にかみついたりする他害行為 

• 物を投げる、ドアに体当たりする、食器をひっくり　
返すなどの破壊行為

• 固まる、奇声を上げる、泣き出す

こだわりとパターン行動

• 同じ道順、服、食べ物、物、置き場所にこだわる

• 毎日のスケジュールを厳格に守る

• 周りから見ると意味のない習慣に固執する

• 同じことを繰り返し質問し、同じ答えを要求する

• 高いところに上るのが好き

• ジャンプや飛び降り遊びばかりしている

• クルクル回っていたり、  手をヒラヒラさせている

学習の困難著しい不器用

成人期

• 身体がグニャグニャしていて姿勢がシャキッとしない

• 寝そべって遊んでいる、頬づえをついていることが多い

• 家具やドアによく体をぶつける

• 手先が不器用で、はしやフォーク、はさみ、定規、 
コンパスなどの道具を上手に使えない

• 運動、特にボールを使った運動が苦手

• 筆圧が弱い

• 聞いたことの理解が難しい、聞き違える

• 話したいことが、言葉でうまく表現できない

• 音読が遅い、文中の語句や行を読み飛ばす

• 文字を書くのが苦手、枠や行からはみ出す

• 図形問題や文章問題の理解が難しい

• 早合点や飛躍した考えをする

• 日常生活に無頓着

• 働く意味、就職する方法が分かっていない

• 計画的なお金の使い方ができない

• 休日の過ごし方、ストレス発散の方法が分からない

• 困ったときの相談の仕方が分からない

• 成長に伴って自然に学んでいくような常識やスキ
ルが身についていない

乳幼児期 学童期 思春期

• 話が上手く難しいことを知っているが一方的に話す

• 話を聞かないといけない場面で聞いていない

• 失礼なことや傷つくことを言ってしまう

• 動きすぎる、しゃべりすぎる

• 落ち着きがない、集中力がない

• いつもぼんやりしている

• 何かに集中すると話しかけても聞いていない

• 急な予定変更を不安がったり混乱したりする

• 大人しすぎる、常に受動的

• 極端な怖がり

• 忘れ物が多い、毎日の支度や片付けができない

• １人遊びが多い。

• 大人や異年齢の子と遊べるが、同級生とは遊べない

• 頭の回転が速いのに比べて作業が極端に遅い

• 一度感情が高まるとなかなか興奮が収まらない

• ささいなことでも注意されるとかっとなる

 

• 抱っこすると反り返る、抱っこを嫌がる

• 睡眠時間が短い、布団や床に寝かすと泣き出す

• 視線で親を追わない、親の後追いをしない
または、反対に人見知りが激しく後追いが激しい

• 視線が合わない、名前を呼んでも振り向かない

• あやしたりイナイイナイバーをしても笑わない

• 指差ししない、指差す方向を見ない

• ２歳で単語がでない、３歳で２語文がでない

• 要求があるとき、人の手を持って指さししたり、　
欲しいものを取ろうとする（クレーン現象）

• バイバイするときの手の向きが逆（逆さバイバイ）

• 言葉がオウム返しになったり、「ただいま」「おかえ
り」のような役割が違う言葉を逆さに使う

• 文字・数字・商標などが好きでよく覚えている

• ごっこ遊びをしない

• くるくる回るものが好き、おもちゃを並べて遊ぶ

大学で
• 履修登録の仕方、単位の取り方が分からない

• 授業がテキストに沿っていないので理解できない

• 指導教官との関係作りが難しい

• 自分の考えを述べたり、「あなたはどう思うか？」   
といった漠然とした質問に答えられない。

• レポートの提出期限を守れない

• サークルの参加の仕方が分からない

  発達障害の人は、 自分で自分が困っているこ

とに気がつかなかったり、 支援を求める方法を

知らなかったり、 求めるタイミングが分からなかっ

たりします。 そのため、 自分から支援を求めてく

ることは多くありません。

私たちの気づきこそ、 支援の第１歩です。

CHECK

• 興味のあることは詳しいが一般常識は疎い

• 進学、就職について関心が薄い

• 本音と建前の使い分けができない

• 上下関係、男女の距離の取り方が分からない

• 受験のように、「合格」か「不合格」か曖昧な
状況に長時間置かれることに耐えられない

知的な遅れがないにもかかわらず・・・ 混乱したり、自分の思いを伝えられないとき・・・

あれっ？と思ったら、もしかしたら発達障害かもしれないという視点を持ってください。
しかし、ただ発達障害だと決めつけるだけで終わったり、

発達障害だから仕方ないとあきらめたりしては意味がありません。
大切なのは、その人の特性を理解して対応を工夫すること、支援につなげることです。
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職場で

• 一度に複数の説明や指示を出されると混乱する

• 電話を受けながらメモを取るなど、同時に複数
の作業ができない

• 切り貼り作業、カウント作業、たたみ作業などの
単純作業を正確丁寧にできない

• 業務上の急な変更に対応できない

• マニュアルや指示書を読めない

• 報告、連絡、相談ができない

• 報告書や日報が書けない

• 上手くいかなかったり、急かさせるとパニックになる

• 問題を要約できない、とらえ方がずれている

• 「できる」と言うわりにスキルがない

• 分らないのに人に聞けない

• 休憩時間の適切な休憩の取り方が分からない

• 社内と社外の人の対応の使い分けができない



けんぱ

おすもうごっこ

足ジャンケン がまんくらべ

チクチクする！
（感触の言語化）

ひじ !
（身体の部位の言語化）

子どもがおなかの辺りまで登ったら
弾みをつけて回転。子どもが着地す
るのと同時に手を離すのがコツです。

子どもにひっくり返されないように踏ん張ります。
丸くなったりいろんなポーズで試してみましょう。

ボールキャッチ
魔法のじゅうたん

ぶたのまるやき

くるりんぱ

ロボットあるき

吹いて遊ぼう

ておしぐるま

呼吸の強さを上手く調整できない子がいます。
強く吹く、弱く吹く、そっと吹くなど、
いろいろな「吹く」を経験させましょう。

片足で立ち、かつそれを維持しないといけない
「しこ踏み」は、けんけんより難しい運動です。
相当なバランス感覚が必要になります。

はっけよい、のこった！
力が入ったら、大人が少しずつ後退して、
「押す力」を実感させます。

これなーんだ？
皮膚から入ってくる感覚に集中する、
素材や形や大きさを識別する練習。

さすったりこすったりすると、
拒否反応がでやすくなります。
場所を固定してしっかり触ります。

これどこだ？

自然とけんぱになるようなコースを作ります。
色を変えるとさらに分かりやすい !

少し浮かせてみて、
子どもに緊張がみられたら、
左右にゆっくりゆらします。
左右のゆれに慣れたら、
前後にゆらします。

大人が布を持ったまま
ゆっくり回転。
逆に回したり、
スピードを速めたり
してみましょう。

持ち上げる足の位置が高くなると
子どもの負担が大きくなります。

まずは両足とびの練習から。両足とびに慣れたら、
足でグー・チョキ・パーをやってみましょう。

ジャ～
ンケン

　　

両足とび

ひが～し
ところざわやま～

子どもの目を見ながら、
「ボール・・・キャッチ !」の合図でボール
を落とします。役割を交替しても楽しめます。

「イチ、ニ、イチ、二」と声を掛けながら。
同じ方向を見ながら歩くのも楽しいですよ !

感覚あそび  運動あそび

人に触られるのを極端に嫌がる子どもがいます。
感覚やタイミングの予想がつかないので、びっくりし
やすいためです。いろんな肌触りの素材で触ってあげ
て、かつ感触を言葉で表現する練習をしましょう。

楽しく全身の力をつけることができます。

ひこうき
慣れてきたら、足の裏で子どもを支えて
高くしたり、揺らしたりしてみましょう。

感覚が育つと生活がしやすくなります。

自分の思う通りに体を動かせるようになると、

生活はずっと楽になります。Let's try！

今すぐできる！

と発達障害の子どもを育む
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育てにくい子には
  　わけがある !
育てにくい子には
  　わけがある !

感覚過敏 /鈍感な子どもたち

•苦手なことを我慢し挑戦している努力を認め、　励ましてあげてください。 「よくがんばったね！」•そっと触るのではなく、 手のひらを使ってしっかり強く触る方が受け入れやすくなります。
•どれくらいがんばれば終わるのか、 知らせてあげ　てください。 「10 数えたら終わりだよ！」 

特定の感覚に没頭する
• 手のひらをひらひらさせる遊びに没頭する

• 紙をちぎって混ぜる、水面をピチャピチャたたく

• なんでも口にいれる、においをかぐ

• 人の髪の毛を口や手で触りたがる

 

特定の場所が苦手
• 揺れる場所、トランポリンなどの揺れる遊具

• 講堂や室内プールなどの広い空間

• トンネルや箱の中のように仕切られた狭い場所

※反対に、好んでずっといることもあります

暑い・寒いが分からない
• 汗をかいても気がつかない

• 衣服で温度調節できない

大きな音を怖がる
• 運動会のピストルや、花火、雷の音

• 車のクラクションや救急車のサイレン

• 赤ちゃんの泣き声

• 演奏会や映画館のサウンド

極端な偏食
• 味や触感の違う食材を一度に咀嚼できない

• よく咀嚼しないといけないものは飲み込めない

• 同じブランドのものしか食べない

 

  

肌に触れるものに敏感
• おろしたてのシャツが着られない

• 服のタグや縫い目を痛がる

• 汗のベトベトした感覚に耐えられない

においに敏感
• 他の人は気にならないようなにおいが気になる

• 整髪料や化粧、洗剤のにおいで気分が悪くなる

※スーパーやレストランでは色々なにおいが混じ
   るため、パニックになったりします

痛みに鈍感
• 人や物にぶつかっても痛みを感じない

• すり傷やアザができても気がつかない

※イライラしたとき、刺激を求めるかのように自分
を叩いたり爪をかんだりすることがあります
　

人に触られるのを嫌がる
• 抱っこされるのや手をつなぐのを嫌がる

• 人に触られるのを恐れるあまり、人を押しのけ

  たり列に並べなかったりする（自分からは触れる）

• 鬼ごっこでタッチされると痛がる

しめつけられる感覚が苦手 
 • すぐに靴下を脱いでしまう

 • 帽子を被るのが嫌（特にゴムが嫌で噛む）

 • 首元のしまった服が苦手

 • 袖や裾をまくったりできない

視覚が敏感
• 白紙に黒字などコントラストが強いと読めない

• 蛍光灯の明かりをまぶしがる

• 縞模様や原色が怖い

必要な音を聞き分けられない
• 必要な音と周囲の雑音を同じように拾ってしまう

ので聞き取れない。

※さわがしい部屋の中や、ＢＧＭが流れている環境   
   では、人の話を聞き取れません

身辺を整える作業が苦手
• 洗面、歯磨き、爪切り、耳掃除を嫌がる

• シャワー、シャンプー、散髪がつらい

• 病院は特に歯科と耳鼻咽喉科が苦手

必要な物を見つけられない
・目の前にある探し物を見つけることができない

・視覚情報が多いと混乱する

※たくさんの掲示物の中から、　　　　　　　　　
必要な情報を見つけることができません

POINT

発達障害の人は、五感 (視・聴・嗅・味・触 )が過敏または鈍感なことがあります。

この感覚の違いは理解されにくく、日常生活は大変苦しく困難なものになります。

周囲の人が特性を理解して、環境を整えてあげることが大切です。

慣れさせようと無理に訓練するのはやめましょう。

            成長によって軽減することはありますが、完全に消失することはありません。　　　　　　
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特定の音を嫌がる
• 黒板をチョークでこする音

• 食器を金属のフオークでひっかく音

• 電子音や楽器の音

• 人ごみのざわざわした音



きちんとして！

ちゃんとしなさい！

もっとしっかり！

がんばって！

　それじゃ、分かりません…
まじめにやれ！いい加減にしろ！

ぎぶあっ
ぷ

ごまかす

こまった
わからない
むずかしい

手伝ってください

泣く
さわぐ

隠す

物にあたる

めちゃくちゃにする

にげる
やらない

助けてください

おすすめしない
　　コース おすすめ

コース

こんなとき、あなたはどうする？

声のボリューム タッチのものさし

１
２
３
４
５たたく・ける（危険なときだけ）
ぶつかる（わざとしない）

くすぐる、頭をなでる（しつこくしない）

肩を抱く、おんぶする（なかよし）

しっかり握手（いっしょに活動）

０誰にもさわっていない（授業中・給食）

と
も
だ
ち
ゾ
ー
ン

コショコショ・サワサワ

ちょっとだけさわるような

タッチは、さわられた人が

嫌な気持ち、不安な気持ち

になるタッチなんだなあ。

０
１
２
３
４
５とてもおおきな声
おおきな声
ふつうの声

ちいさい声

ひそひそ

心の中

援助の求め方を教える

ソーシャルナラティブ

コミック会話

社会的な場面を理解するため

の手がかりや適切な行動の仕

方を物語で教える方法です。

分かりやすくするために絵や

写真を添えたりもします。

漫画と吹き出しによって、行為

と発言、発言の意図を整理す

る方法です。なぜコミュニケー

ションのスレ違いが起こったのか

理解しやすくなります。

　うん、

おいしいよ

  それ、

おいしそうだね

ひとつ
欲しんだけどな

見て分かる工夫

スケジュール表 手順表

通常は目に見えない声の大きさや触り方など、
感覚的なものは特に分かりにくいです。
表現しにくいものこそ、
見て分かるようにするのがポイントです。

時間を量で表す

（タイムタイマー）

指定席を決める
ふでばこ

きょうかしょ

ノートはここだよ！

0
55

50

45

40

35
30

25

20

15

10

5 言葉は、使われる状況や前後の文脈で意味が全く違ってしまうものがあります。
そのため、発達障害の人は言葉通りに受け取って勘違いをすることがあります。

「～しないで」と否定するだけでは、どう行動したらよいか分かりません。
やって欲しい行動を「～しよう」「～します」と、肯定形の声掛けをしましょう。

「～しないで」より「～しよう」

比喩表現を使わない

「しっかり」「きっちり」「ちゃんと」というのは、漠然としてて分かりにくい言葉です。

どうすれば「しっかり」「きっちり」「ちゃんと」することになるのか、時間・場所・場面によっ

て違うからです。発達障害の人は、状況をつかんだり空気を読むのが苦手な人が多く、

とんちんかんな行動をしてしまったり、その場に応じた適切な行動が分からず困ってし

まいます。やるべきことを順序立てて、具体的に分かりやすく指示してください。　

「しっかり」「きちんと」「ちゃんと」は分かりにくい！

ちゃんと聞きなさい→いったんゲームをやめて、お母さんの話を聞いてね

きちんと片づけなさい→粘土を粘土ケースに入れて、それからロッカーに片づけてね

先生は、どんどんヒートアップ。

発達障害の子どもは大真面目なので、

先生がどうして怒るのか分かりません。

こうした相互理解の難しさが子どもたち

を不適応に追い込んでいます。

勘違いの連鎖でこんなことに・・・

先生「君には反省の色が見えない！」

生徒「先生、反省の色ってどんな色ですか？」

先生「君は私をなめているのか！！」

生徒「とんでもない、舐めるなんて・・・」

ルールを教える工夫

「廊下は走らない」 → 「廊下はゆっくり歩きましょう」

「手でさわっちゃダメ」 → 「見るときは、手を後ろに組んで見ます」

「立っちゃダメ」 → 「椅子に座りましょう」　　　

　今日の予定

はじまりの会

ゲーム

おわりの会

おやつタイム

ルール説明

工作

歌とえんそう

どんなにくやしくてもただのゲーム中

★友達の失敗は「ドンマイ！」
　そっとしておいてね。

★１人になりたいときは休けい
　先生に相談します。

ただのゲーム中
緑の気持ちだよ！

　どんなに楽しくても

どんなにくやしくても

ゲーム中のやくそく朝のしたく
６時３０分　起きます

洗面所で顔を洗います

着替えます

朝ごはんを食べます

今日の持ち物を確認します

歯をみがきます

８時　学校へ行きます

ハンカチとテッシュを持ちます

今日もイケてるか鏡をチェック！

１
２
３
４
５
６
７
８
９

できないときにどうするか、イライラした気持ちをどう表現するか、
困ったときの振る舞い方も表にすると分かりやすくなります。

聞き逃したので
もう一度言って
ください

わからないので
教えてください

人は聞いたことを忘れてしまうことがあります。

そんなときにメモを見て思い出すという方法があります。

メモは忘れては困ることを紙に書いておくことです。

ぼくはお母さんに頼まれて買い物に行くときに、

頼まれたことをメモにとっておこうと思います。

おつかいのときにメモを取ること

思いどおり
にいかない
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できたことをほめる／できないことを叱らない
　発達障害の人は、他の人が簡単にできることを、努力しても上手くできないこ

とがあります。「これくらい、できて当たり前」と思わず、努力していることや、

うまくできたことをほめて励ましてください。

　ちょっと頑張ればできそうなことを目標にして、少しずつクリアできるように

スモールステップで支援するのが有効です。

見て分かるように説明する

短い文で、順を追って、具体的に
　発達障害の人は、１度にたくさんのことを理解したり、あいまいな表現を理解する

のが苦手です。説明するときは、１つずつ順を追って、短い文で、具体的に説明して

ください。話を理解しやすくなり、見通しが持てるようになります。

　また、複数の作業を同時に行うことも苦手です。グループで作業をするときは役割

分担をして、１つの作業を担当してもらうようにしてください。

　発達障害の人は、聞いて理解する（聴覚）より見て理解する（視覚）ほうが得

意です。指示や説明は、何度も言うより、文字や絵、写真などで見て分かるよう

に表示するのがスムーズです。

　ただし、反対に聞いて理解するほうが得意な人もいるので、その人が理解しや

すい方法を確認してください。

１
Point

１
Point

１
Point

4
Point

5
Point

2
Point

安心できる環境を整える
　発達障害の人の中には、感覚が過敏で人ごみや大きな音、光などの刺激が苦手な

人がいます。苦手な刺激をできるだけ遠ざけて、安心できる環境を作ってあげてく

ださい。つらいことを無理強いしたり慣れさせようとするのは、

「杉林に行ってがんばれば花粉症が治る」と言っているのと同じです。

ルールをはっきり具体的に伝える
　発達障害の人は、暗黙の了解やルールが分かっていないことがあります。分かって

いても使うタイミングが分からなかったり、ＴＰＯに応じて使い分けるのが苦手だったり

します。

　不適切な行動を取ったときは、具体的にどう行動したらよいのか伝えてください。

やめるように注意されただけでは、どうしたらよいのか分かりません。

3
Point

6
Point

自分で選んだり、決めたりする機会をつくる

　発達障害の人が困っているとき、いつも無条件に助けているだけでは、自分で解

決する力が身に付きません。必要な支援を自分で選んだり、いくつかの選択肢の中

から自分で決める経験を積み重ねていくことが大切です。

　目指すのは、１人で何でもできるようになることではなく、できないときに「支援

を求める」ことができるようになることです。

発達障害の人だけでなく、すべての人に 有効 です支援のポイント
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発達障害の人がこれらのスキルを身につけていくために、
家庭と学校、周囲の皆さんと連携した

幼児期から成人期までの継続した支援を必要としています。

社会人としての基本的なスキルを身につけましょう

つなが
ろう

    とこ
ろざわ

        

知ってください。
自閉症のこと、発達障害のこと

敬語・丁寧語を
 適切に使える

 場面にあった
おじぎができる

自分が悪くなくても
 謝ることができる

メモを５Ｗ１Ｈ
 で取れる

報告・連絡・相談
 ができる

質問のタイミングを
 計ることができる

指示への返事
復唱ができる

作業終了を報告し
指示をもらえる

指示や説明を受ける
 態度と姿勢が良い

頼まれた仕事を
最後までやれる

仲間と協力しながら
作業できる

金銭・健康の
管理ができる

身だしなみが
 整っている

あいさつが
できる

時間の管理が
できる

緊急な電話連絡
ができる

発達障害の人が就労・自立していくときに課題となるのは、
学歴や技能ではなく社会人としての基本的なスキルです。

Ｔ

ＯＫＯＲＯＺ

Ａ
Ｗ
ＡApr.2 -

 8

  
  

  
 

W
or
ld 
Au

tism
 Awareness Day

誰もが自分らしく
　　生きていける明日へ
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障害者相談支援事業所 生きづらさを相談して支援を受けたい

地域活動支援センター
就労継続支援B型事業所

自分のペースで生活のリズム作りや
コミュニケーションの練習から始めたい

START

自
分
に
あ
っ
た
働
き
方
の
実
現
へ

問
題
解
決
へ

ハローワーク（専門援助窓口）

埼玉障害者職業センター
ところざわ就労支援センター
障害者就業・生活支援センター

労働基準監督署「総合労働相談」

今
、
働
い
て
い
な
い
の
で
、
働
き
た
い
と
思
っ
て
い
る

今
、
働
い
て
い
る
職
場
で
の
仕
事
に
悩
み
が
あ
る

障害者手帳を持っている
または、自立支援医療費受給者証、
医師の診断書などの文書がある

若者自立支援センター埼玉
若者サポートステーション

仕事の悩みを相談して支援を受けたい

障害者相談支援事業所 仕事を続けるために
生きづらさを相談して支援を受けたい

仕事による過労やストレスが強く仕事を
続けるのがつらいなど相談したい

障害や心の病気だと
診断されている

障害や心の病気だと
診断されている

働くことに対する悩みが
障害や心の病気のため
だと思う

相談先たどりつきチャート

医療機関
所沢市保健センターこころの健康支援室
狭山保健所「精神保健相談」
埼玉県立精神保健福祉センター

障害や心の病気について相談したい
心の病気を治したい

障害や心の病気について相談したい
心の病気を治したい

医療機関
所沢市保健センターこころの健康支援室
狭山保健所「精神保健相談」
埼玉県立精神保健福祉センター

国立職業リハビリテーションセンター
埼玉障害者職業センター
発達障害者就労支援センター
ところざわ就労支援センター
障害者就業・生活支援センター
就労移行支援事業所
就労継続支援A型事業所

ハローワーク所沢 (一般窓口)
ヤングキャリアセンター埼玉

具体的な就職準備をしたい
就職先（一般求人）を紹介して欲しい

障害者手帳を持っている。
または、自立支援医療費受給者証、
医師の診断書などの文書がある

自分のペースで生活のリズム作りや
働く準備をしたい

はいはいはいはい

いいえいいえいいえ

いいえ いいえいいえ

いいえ

いいえ

はいはいはい

どこに相談すべきか迷ったときは
保健センター「こころの健康支援室」へ

☎０４－２９９１－１８１２
働くことが難しいと
考えている人のための

保健センター「こころの健康支援室」に相談して、
診断書の取得や障害者手帳申請の手続きをすすめましょう

相談してね！

発達障害による就労の困難を相談したい
専門的な就労支援を受けたい

就職先（障害者求人）を紹介して欲しい

働くことに対する悩みが
障害や心の病気のため
だと思う
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気づく気づく 学ぶ学ぶ 働く働く
どんなに頑張っても子育てがうまくいかないとき、
どんなに努力しても前にすすめないとき、
それは決してあなたのせいではありません。
生まれつき苦手なことがあるお子さんは必ずいます。
早すぎることも遅すぎることもない。
気がついたときがスタートです。
まずは、相談してください。

「大丈夫ですよ」
そんな根拠のない言葉にホッとしていませんか？
「こういう子は昔からいたから」
そんな意味のない言葉に納得していませんか？
目指すべきは自立して生きていく力をつけること。
今できることはたくさんあります。

特性と仕事のマッチングがうまくいけば
障害ではなくなるのが発達障害。
ほんの少しの配慮と支援で、
持っている力を十分に発揮できるのが
発達障害です。

国立職業リハビリテーションセンター
発達障害者のための職業訓練

大学の相談室
早稲田大学人間科学学術院

心理相談室

障害者相談支援事業所
さぽっと・所沢どんぐり・所沢しあわせの里
ぽぷり・ところざわ障がい者相談支援センター

親の会など　
よつばくらぶ・スプリング
埼玉県自閉症協会・NPOえじそんくらぶ

埼玉県発達障害者支援センター
まほろば

障害者就業・生活支援センター
かわごえ ( 川越 )・ＳＷＡＮ（新座）

こども福祉課

学習支援
所沢マルチメディアデイジーの会

学習塾 Leaf プログレス
学習塾クレメント

余暇活動支援
ぽっぷこーん・With ステップ

NPOテクノシップ/テクノシップ所沢音楽教室
公益財団法人埼玉ＹＭＣＡ

医療機関

こころの健康支援室 発達障害家族のつどい
埼玉県 ペアレントメンター相談事業　

放課後等デイサービス
ひまわり・スペクトラムライフ

木子里・木子里テラス・木子里コパン
あすみるくらぶ・キッズルームらぽーる所沢

マイスペ児童デイサービス・青空
コマームチャイルドケアくすのき台

リズム room・青空

狭山保健所
健康相談

こども相談センター
児童家庭相談

障害者委託訓練
埼玉県職業能力開発センター
（財）東京しごと財団

精神科デイケア

市民医療センター
神経発育相談外来

地域活動支援センター
ドゥークル・あるこ・しのひ
飛行船・所沢こぶしの家

健康づくり支援課
子育て相談

特別支援学校
教育相談

児童発達支援
松原学園・かしの木学園・木子里
スペクトラムライフ・Leaf ジュニア
ねっこぼっこの家・きなこ

所沢市立教育センター
教育相談

生涯学習推進センター
教育臨床エリア専門相談

障害に配慮のある働き方
特例子会社

就労継続支援事業所Ａ型・Ｂ型

ところざわ就労支援センター

若年者向け自立支援事業
若者自立支援センター埼玉
立川若者サポートステーション

こころの健康支援室

障害福祉課
埼玉障害者職業センター
発達障害者の就労支援カリキュラム

ハローワーク所沢
専門援助窓口

情報サイト　
発達障害情報・支援センター
ふぁみえーる

秩父学園
地域療育支援室

自立訓練
グループホーム

発達障害・情緒障害通級指導教室
フロー（小学校）・PEACE（中学校）

自閉症・情緒障害特別支援学級

知的障害特別支援学校
所沢特別支援学校 / 所沢おおぞら特別支援学校

狭山保健所
精神保健相談

就労移行支援事業所
  ウイングル所沢センター

所沢児童相談所
障害をもつ子どもの相談

幼児期から成人期までの継続した支援

発達障害者就労支援センター
ジョブセンター川口

所沢
市版
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児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援
放課後等デイサービス

https://famiyell.net/

 

所沢・発達障害児者を支援する会
「よつばくらぶ」

若者自立支援センター埼玉
かわぐち若者サポートステーション併設

19

放課後等デイサービス「つばさ学童クラブ」

放課後等デイサービス「あおいくじら」

放課後等デイサービス「しろいくじら」

放課後等デイサービス「こどもの家ひだまり」狭山市

放課後等デイサービス「青空」三芳町

放課後等デイサービス「くみちゃんハウス」飯能市

秩父学園 /地域療育支援室

教育的支援
発達障害・情緒障害通級指導教室
そだちとこころの教室「フロー」並木小学校
そだちとこころの教室「フロー」泉小学校

そだちとこころの教室「PEACE」中央中学校

埼玉県立所沢特別支援学校

埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校

学習塾 Leafプログレス

所沢マルチメディアデイジー

自閉症と知的障害がある子どもの学習室「クレメント」

余暇活動支援
ぽっぷこーん

NPO法人  With ステップ

NPO法人 テクノシップ

NPO法人 テクノシップ所沢教室

公益財団法人  埼玉 YMCA所沢センター

自立支援

たちかわ若者サポートステーション

地域活動支援センター「ドゥークル」

地域活動支援センター「あるこ」

地域活動支援センター「しのひ」

地域活動支援センター「飛行船」

地域活動支援センター「所沢こぶしの家」

就労支援
ところざわ就労支援センター

発達障害者就労支援センター 「ジョブセンター川口」

埼玉障害者職業センター /さいたま市

就業・生活支援センター「SWAN」/新座市

就業・生活支援センター「かわごえ」

就労移行支援事業所「ウイングル所沢センター」

ハローワーク所沢

国立職業リハビリテーションセンター / 所沢市

相談支援

さぽっと

障害者生活支援センター「所沢しあわせの里」

地域生活支援センター「所沢どんぐり」

地域生活支援センター「ぽぷり」

ところざわ障がい者相談支援センター

埼玉県発達障害者支援センターまほろば

早稲田大学人間科学学術院 /心理相談室

親の会他

親の会「スプリング」

埼玉県自閉症協会

NPO法人 えじそんくらぶ

発達障害情報・支援センター

家族応援サイト「ふぁみえーる」

所沢市こころの健康支援室

所沢市こども福祉課

所沢市健康づくり支援課

所沢市こども相談センター

所沢市障害福祉課

所沢市立教育センター

生涯学習支援センター教育臨床エリア

所沢市民医療センター

所沢児童相談所

狭山保健所

発達支援
児童発達支援センター「所沢市立松原学園」

児童発達支援「所沢市立かしの木学園」

児童発達支援「Leaf ジュニア /総合発達コース」

児童発達支援「ねっこぼっこの家」

                                  「きなこ」

　　　　　　　　「スペクトラムライフ」

　　　　　　　　　　「木子里（きっこり）」

放課後等デイサービス「木子里テラス」　

放課後等デイサービス「木子里コパン」

放課後等デイサービス「あるみるくらぶ」

放課後等デイサービス「キッズルームらぽーる所沢」

放課後等デイサービス「ひまわり」

放課後等デイサービス「リズム room」

放課後等デイサービス「マイスペ児童デイサービス」

放課後等デイサービス「コマームチャイルドケア・くすのき台」

連絡先一覧

m.daisy.tokorozawa＠gmail.com

mayuchan-0525@ezweb.ne.jp

info@withnature.jp

yotsubaclub@hotmail.co.jp

☎04-2991-1812

☎04-2998-9223

☎04-2991-1813

☎04-2998-9129

☎04-2998-9116 

☎04-2924-3333

☎04-2993-2816

☎04-2992-1152

☎04-2992-4152

☎04-2954-6212

☎04-2990-3488

☎04-2942-4024

☎04-2991-6211

☎04-2968-3493  

☎04-2008-2437

☎04-2968-5684

☎04-2946-9022

☎04-2941-3054

☎04-2941-5531

☎04-2937-3812

☎04-2968-6346

☎04-2930-6968

☎04-2941-4565

☎04-2941-2722

☎04-2941-5665

☎04-2924-4059

☎04-2926-0108

☎04-2993-0615

☎04-2921-9200

☎0120-102-907

☎048-854-3222

☎048-480-3603

☎049-246-5321

☎04-2929-5221

☎04-2992-8609

☎04-2995-1711

☎04-2992-7888

☎04-2921-5566

☎04-2993-8585

☎04-2924-2255

☎04-2929-1705

☎049-239-3553

☎04-2947-6839   

☎04-2921-3161

http://www.rehab.go.jp/ddis/

☎04-2946-9404

☎04-2941-2529

☎04-2936-6360

☎04-2952-7070

☎049-293-3350

☎042-983-4888

☎04-2992-2859

☎04-2994-6550

☎04-2926-3380

☎04-2995-2816

☎04-2994-8733

☎04-2951-1102

☎04-2991-6211

☎03-5421-2477

☎04-2945-0645

☎04-2939-5051

☎048-255-8680

☎042-529-3378

☎04-2926-6369

☎04-2936-8757

clement1@nifty.com

行政の窓口

info@e-club.jp

info@as-saitama.com



誰もが自分らしく生きていける明日へ

Tokorozawa Cit�


