
ギュッと抱き締められたい子ども
～よい安全基地になろう～

１ 虐待について

２ 愛着障害について

３ 有効な支援について



１ 虐待について

159,850件



１ 虐待について

１ 身体的虐待
暴力をふるったり、危険な状況においたりすること

（殴る 蹴る 踏みつける、逆さづりにする タバコの火
を押し付ける 熱湯をかける 外に締め出す アルコー
ルを飲ませる）

２ 性的虐待
わいせつな行為をしたり、命令してわいせつな行為を

させること
（胸や性器にさわる キスや性交をする 性器や性交を
子どもに見せる ポルノグラフィーの被写体などを子ど
もに強要する ポルノグラフィーを見せる）



１ 虐待について

３ 保護の怠慢と拒否（ネグレクト）
子どもの世話を怠ったり、ほおっておいたりすること
（食事や清潔な着替えを与えない 家に閉じ込める（登校
させない 乳幼児を家に残したまま外出する 乳幼児を
車の中に放置する 病気なのに医師にみせない）

４ 心理的虐待
言葉の暴力、無視、脅迫などで心を傷付けること
（「おまえなんか生まれてこなければよかった」と言う
無視・拒否的な態度 言葉によるおどかし、脅迫
他の兄弟と差別する 子どもの前でドメティックバイ
オレンスを行なう）

子どもを愛さない親はいない
しかし、子どもの愛し方を知らない親は少なくない



１ 虐待について

発達障害の特性が虐待を呼び込むことが多い

親権者による体罰
禁止（Ｒ２.４）

・周囲からの孤立
・夫婦関係が不安定
・経済的な問題
・職場でのトラブル



１ 虐待について

発達への影響
・体罰→前頭前野（考える・記憶する・アイデアを出す・感
情をコントロールする・判断する・応用する等、理性を司
る部分）の容量の減少

・言葉の暴力→聴覚野（声や音を知覚する部位）の変形
・ＤＶの目撃→視覚野（目からの情報を知覚する部位）の萎縮
・言葉や学習の遅れ

心への影響
・情緒不安定（常に不安が高い状態）
・自尊心の低下（自分を大切にする気持ちが育たない）
・無気力、自己中心性
・偽成熟性（大人の顔色を見ながら生活する 無理していい
子になろうとする）

※「怒られるのは私が悪いから」
「自分のせいでパパとママはケンカしているのかな・・・



１ 虐待について

身体への影響
・頭痛、腹痛、吐き気、発熱が多くなる
・打撲、切創、熱傷など外から見てわかる傷
・骨折、鼓膜穿孔、頭蓋内出血などの外から見えない外傷）
・成長の遅れ（低身長、低体重→一時保護で短期間で変化する）
・栄養不良
・不衛生な頭髪や衣服

行動への影響
・親から離れられない
・寝付きが悪くなる（夜泣き・萎縮するなど）
・多動（不安から落ち着かない ＡＤＨＤと似た症状を示す）
・暴力的な行動（親と同じように暴力で解決しようとする）
・不安定な対人関係
・自傷や自殺企図



１ 虐待について

社会性への影響
・友達とうまく遊べない（トラブルが多い）
・保育所や学校へ行きたがらない
・良好な人間関係を築けなくなる
・自己評価が低くなる（どうせ自分なんか価値がないと思う）
・大人になったとき社会参加がしにくくなる
・受けた心の傷（トラウマ）を放置すると、思春期に問題行動
が出現する（愛着形成ができなくなるとトラウマを受けやす
くなる）

子どもの心身に深い傷を残すとともに
次の世代に引き継がれるおそれもある



２ 愛着障害について

愛着とは

特定の人に対する情緒的な心の絆

愛着形成は
抱っこから始まり

生涯発達する

愛着形成は誰とでも結ぶことができる



２ 愛着障害について

愛着形成の三つの機能

１ 安全基地（一番の基盤）
・恐怖や不安から守ってもらえる機能
外の世界を探索するためのベースキャンプ

支援に迷ったら愛着形成の原点に戻る

２ 安心基地
・そこに行くと落ち着く、ホッとできる機能
ポジティブな感情を生じさせる

３ 探索基地
・そこから離れても認めてもらえる機能
安全、安心基地が確立されている必要がある



・生後５歳未満までに親やその代理となる人と愛着関係がも
てず、人格形成の基盤において適切な人間関係をつくる能
力の障害（虐待、ネグレクト等の養育養育環境が影響する）

「愛情の器モデル」

底が抜けている 器がない 入り口が小さい 安定的な器

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

２ 愛着障害について

安全基地がもてない障害



２ 愛着障害について

愛着障害の特徴（安心基地を求めて）

１ 多動の現れ方
・感情と関係するので、ムラのある多動
※ＡＤＨＤはいつも ＡＳＤは居場所感を感じて
いるときは多動ではない

２ 物との関係
・物を触ることで安心基地を求める（歩くときも
机や壁に触りながら歩く）

３ 口の問題
・安心基地を求めて持っている物を口に入れる
（指を口に入れる、衣服やハンカチを舐める）



２ 愛着障害について

愛着障害の特徴

４ 床への接触
・包まれた安心感より接触感を求めて、靴や靴下
を脱ぐ（床に寝込んだり這い回ったりする）

※ＡＳＤは知覚異常、知覚過敏のため靴や靴下の
接触感を嫌って脱ぐ

５ 人への接触
・ベタッと抱き付いたり、まとわりつくように過
度の身体接触をする（脱抑制タイプ）

・近寄られることを拒否したり、前や後ろから近
付かれることを嫌がったりする（横から少しず
つ近付く）



２ 愛着障害について

愛着障害の特徴

６ 姿勢・しぐさ
・姿勢がよく崩れる（後方にだらっと反り返った
り、机に突っ伏したりする）

・左右に身体を揺らしたり、前後に揺らし椅子漕
ぎ状態になったりする

７ 危険な行動
・物を投げる行動が多い（愛着の問題を抱える子
どもが多い学級は物が飛び交う）

・不快感情を紛らわしたくて高いところに好んで
登る



２ 愛着障害について

愛着障害の特徴

８ 愛情欲求行動
・注目されたい行動、アピール行動（構ってほし
くて自作自演の事件を起こす）

・愛情試し行動（担任が変わると叱られるような
行動をして試す）

・愛情欲求エスカレート現象（もっとして、これ
もしてと欲求が止まらない）

９ 自己防衛
・問題行動が誰かに見付かっても「やっていない」
と否認したり、誰かのせいにしたりする



２ 愛着障害について
愛着障害の特徴

10 自己評価の低さ（三つの機能が働かないため）
・自分はできていないのに、他の子どもができて
いないのを指摘する（他者を指摘、批判するこ
とで自分の優位性、主導権を確認して、自己評
価を上げようとする）

11 片付けの問題
・片付けるとどんな気持ちになるのか育っていな
い、片付けたい意欲も育っていない（行動支援
よりも感情支援が必要）

※ＡＤＨＤの子どもは、物を片付ける場所を確保
し、ここに物を順番に片付けるという一連の行
動が完遂できず片付けられない）



２ 愛着障害について

愛着障害の特徴

12 ルールや校則を守る
・なぜ守らなければいけないのか気持ちの問題と
して納得できていない（感情を育む支援が必要）

※ＡＤＨＤの子どもは、いけないと分かっている
が抑制制御の困難で、ついしてしまう

13 愛情の行き違い・関係性の課題
・子どもが欲しているときに、欲しい愛情をもら
えていない、子どもが欲していないときに欲し
ていない愛情を押し付けられている（愛情のや
り取りのタイミングが大切）

多くは「心の中に溜まった寂しさや怒りを表す行動」



２ 愛着障害について
愛着障害の特徴

14 自閉障害と愛着障害の共存型タイプ
①籠もるタイプ
・室内でフードや帽子・タオルを被る、マスクを着
ける、カーテンやロッカーに隠れる（安全・安心
基地の欠如と居場所感の危機）

②攻撃行動をするタイプ（男子に多い）
・突然目つきや表情が豹変し、感情的変化が生じる
ことで起こる攻撃（ある子の顔を見た瞬間、ある
言葉を聞いた瞬間に嫌な思いが溢れて激高する）

③固まるタイプ（女子に多い）
・何も受け入れない、何も言わないことで、一時的
に周りをシャットアウトする



２ 愛着障害について
愛着障害の特徴

愛着障害が疑われる子ども（三つのパターン）
①発達障害がある子ども
②愛着障害がある子ども
③愛着障害と発達障害が共存している子ども

愛着障害のある子どもは１対１での対人での愛情

を必要としているので、早いうちに安全基地に出会
えれば大丈夫

愛着障害が原因で問題行動が出ている子どもに
発達障害の薬は効果が出ない



３ 愛着障害への支援

受け止め方の支援をする

１ 感情のラベリング支援
・「相手の気持ちが分かる」と聞かれても難しいの
で感情は問わずに教える

・何をしたら（行動）、何が起こって（認知）、ど
んな気持ちになったか（感情）をつなぐ

例：ジャンプしたら（行動）、手が天井に届いて（認知）
すごくうれしいね（感情）

・行動・認知・感情をくっつける接着剤の働きをす
るのが愛着対象

「○○先生と一緒なら～できてうれしかったね」
という言葉掛けが愛着形成の魔法の言葉



３ 愛着障害への支援

主導権を握る

２ 子ども主体 大人主導の働き掛け
・愛情欲求エスカレート現象は、先手支援によって
主導権を握る（愛着修復で後手になると成功しな
い）

・情報集約は主導権の獲得に効果がある
例：国語の様子を聞いておくと、教室に帰ってき

た瞬間、「漢字練習を頑張ったね」と迎える
ことができ、主導権を握れる

主導権は子どもが主体的に動ける道筋をつくる



３ 愛着障害への支援

１対１の場面を設ける

３ キーパーソン（担任）が関係をつくる
・子どもが登校したら、１対１になって子どもの感
情状態のチェックをして、言葉を掛ける

・帰りにはも１対１の関係になって、今日の振り返
りをして「これが楽しかったね」と感情のラベリ
ング支援をする

授業中でも数回
１対１で「これができているね」と確認する



３ 愛着障害への支援

感情と行動を区別した関わり方をする

４ 行動を拒絶するのではなく気持ちを受け入れる
・「それをしてほしいと言いたくなったあなたの気
持ち、よく分かるよ」と対応する

・「だったらこれをするのが一番いいよ、一緒にし
よう」と別の行動に誘う

・要求通りの行動をするときも「それ、先生が考え
ていたことだよ」と主導権を握り返して、「特別
に先生としようね」と特別感を出して主導権を強
化する

感情のラベリングは
子どもの認知特性に合わせる



３ 愛着障害への支援

叱る・ほめる支援
【叱る】
・行動を止める一時的な静止機能とよくないことを
伝える情報提供機能（行動変容の効果は少ないの
でこうしようと働き掛けに重点をおく）

・自己肯定感（そのままのあなたでいい）→自己効
力感（こんなことができる）→自己有用感（誰か
の役に立っている）となっていく（逆順にほめる）

【ほめる】
・「～してくれて先生は助かったよ、ありがとう」
→「これがうまいね」→「そういうあなたが素敵
だね」というほめ方が効果的である

誰かに認められることが安心基地、探索基地の基盤



３ 愛着障害への支援

知的障害と併せ有する子ども

【聴く力が弱い】聴覚認知
・話についていけない、誰かが独り言を話してい
るだけなのに俺の悪口を言っていると誤解する

・指示が聞き取れない、理解できないためミスが
多い、周りからふざけていると誤解される

【見る力が弱い】視覚認知
・相手の表情やしぐさが読めず、みんなからバカ
にされていると思い込む、相手が睨んだように
見える

・文字や行の読み飛ばし、漢字が覚えられない、
文字を写せない、周囲の状況が読めない



３ 愛着障害への支援

知的障害と併せ有する子ども

【想像する力が弱い】
・「１か月後の大会に優勝したいから頑張る」と
いう目標を立てることが難しいので、努力がで
きない（今これをしたらこの先どうなるだろう」
と予想を立てられず、そのときよければそれで
よいと、後先考えずに行動する

・相手の立場を想像できず、相手を不快にさせる

行動を反省させるよりも認知機能（聴く力・
見る力・想像する力・判断する力）の弱さを
改善することが先

学習面（認知面）・身体面・社会面の支援



３ 愛着障害への支援

ＡＤＨＤと併せ有する子ども

１ 望ましい行動の後にすぐ評価する（即時評価）
・「これをしたら後でこれをしてもよい」と言っ
ても行動のコントロールが難しい

行動強化や消去等の
ＡＤＨＤへの支援だけではうまくいかない

２ スモールステップの支援をする
・「～してはいけない」という禁止は効果がない
ので、行動を小さな単位に区切って支援する



３ 愛着障害への支援

ＡＳＤと併せ有する子ども
１ 予定支援
・時間と場所を伝え、新奇・環境不安を減らす
・登校後、子どもの得意な役割（例：小さな子の
面倒を見る等）を与える支援を組み合わせると
効果的

２ 「それをしてはいけない」を合言葉に
・問題行動を禁止すると強化するので、他のもの
に認知を逸らす（例：棒を振り回す）
×「棒を振り回すのをやめなさい」
○「ほら、そこに虫がいる」
○様々なグッズを忍ばせておいて話題を逸らす
○違う人が入ってきて別の話題を話す



３ 愛着障害への支援

ＡＳＤと併せ有する子ども

３ 宣言してから行動を開始する
・自分で「これをする、できる」と自ら宣言した
ことは成功しやすいので活用する

４ 行動スイッチ支援
・行動をしやすくするために、ポーズや掛け声等
のスイッチを決める

５ これだけはしよう支援
・一つの行動を行うようにする
× 国語の時間は私語はしない（してはいけな

い行動を設定しない）
○ 国語の時間は必ず１回は手を挙げよう



３ 愛着障害への支援

ＡＳＤと併せ有する子ども

６ ほめる連携支援
・複数の人から同じことでほめられるように校内
で確認する

７ 個別予習支援
・予定不安、環境不安を軽減するために、キーパ
ーソンと１対１で全体で行う学習の予習を行う

８ 役割付与支援
・自分の役割を意識することで、どこを意識する
ばいいのかの認知、何をすればいいかの行動の
枠組みとなる（子どもの得意なことを与えるこ
とで自己有用感を育むこともできる）



３ 愛着障害への支援

ＡＳＤと併せ有する子ども

６ ほめる連携支援
・複数の人から同じことでほめられるように校内
で確認する

７ 個別予習支援
・予定不安、環境不安を軽減するために、キーパ
ーソンと１対１で全体で行う学習の予習を行う

８ 役割付与支援
・自分の役割を意識することで、どこを意識する
ばいいのかの認知、何をすればいいかの行動の
枠組みとなる（子どもの得意なことを与えるこ
とで自己有用感を育むこともできる）



３ 愛着障害への支援

保護者への支援
１ 子どもを変えば保護者は変わりやすくなる
・保護者支援は愛着支援のメインではなく、子ど
も支援がメインである

２ 連携の難しさ
・保護者は、子育てについて他者から指摘された
くない「自己防衛」の気持ちが生じる

・保護者が愛着の問題を抱えていると、自己防衛
はさらに増幅される

３ 子どものことを伝えるとき
・よくない行動だけを報告すること、「こうして
ください」とお願いすることはＮＧ



３ 愛着障害への支援

保護者への支援

４ 問題→対応→成果をセットで伝える
・問題を肯定的に伝える
・第三者を利用する

５ 気持ち・行動・結果を分けて伝える
・行動や事実だけを伝えるのではなく、子どもの
気持ちを理解し、行動の結果として残念なこと
が起こったと伝える

６ 保護者の要求への対応
・要求に「できない」と拒絶すると、全く理解さ
れなかったと思ってしまうので、要求したくな
った気持ちとその行動を受け止める

・できる代替案を伝える



３ 愛着障害への支援

ケース別支援

１ 何でも物を欲しがる、壊す
・物が安全基地機能の代わりになっている。ＡＳＤ
があれば物へのこだわりが考えられる。

・物を壊す場合は「感情の紛らわせ」が伴っている。
注目を浴びたい「アピール行動」の面がある。

→認知を逸らす支援 安全・安心の居場所づくり

２ 泣きわめく行動（一種の自己防衛）
・こっちを見てという愛情欲求行動。
→行動を止めようとせず、見守り、気持ちを受容
「嫌だったんだね」と言いながら背中をさする
「絵本を見よう」などと逸らす支援



３ 愛着障害への支援

ケース別支援

３ こだわり
・否定するとこだわりが強くなる
→勝ちにこだわる子どもには「審判」の役割を誘う
危険な物へのこだわりは、子どもの得意なことや
よさを認めながら、役割付加支援を行う

４ 被害意識と執拗な攻撃（自己防衛・愛着欲求行動）

・「～された」は愛着障害の特徴。自分は悪くない
という思いは、相手が悪いことにつながり、誰も
守ってくれないと被害を訴える。

→焦点化された「こと・物・人」から認知を逸らす
支援をする



３ 愛着障害への支援

ケース別支援
５ 具体的な行動への対応

①プリントを投げつける
×プリントを元に戻して「やめなさい」と言う
○「教科書を見て」と別の行動に先手で誘う

②落書きしていたことを注意しても認めない
×真正面からやったことを認めさせようとする
○「この前の絵、上手だったよね」と、評価されやすい

描画行動に認知を逸らす

③「昼休みバドミントンができる？」とできないことを聞
かれた

×「できない」否定する 「分からない」とはぐらかす
○「放課後できるよ」と逸らし、昼はドッジボールをしよ

うと別の行動に誘って逸らす



まとめにかえて

人は、人によって傷付けられる
だから人は、人によってしか傷を

癒やすことができない

× 「大丈夫？」

○ 相手が感じていることを
推測して
「痛かったでしょう」と
声を掛ける

人はしてもらったことを
人に返すようになる
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