
　今年は Ayres 生誕１００周年を記念して、秋にアメリカに世界中の関係者が集まる特

別な会が計画されていましたが、このコロナ騒動で延期になってしまいました。中国で初

めてこの新型コロナが報告された時、多くの人々は他人事だと思って聞いていたと思いま

す。しかしあっという間にこのコロナは世界中に広がり、国と国や、人々の繋がり方、こ

れからの時代に生きる人々の生活のあり方等、多くのことを私達に考えさせるきっかけに

なっています。

　このような時期にあらためて私達に何ができるか、皆様も悩んだり工夫したりしながら

過ごされていらっしゃるのではないかと思います。

　私は４年前に大学勤務を辞め、ライフワークとも言える子どもたちの発達を支える場所

や人々を応援する活動を NPO 法人なごみの杜として行っています。そこで今回、なごみ

の杜として何が出来るかを考え、その一つとしてなごみが開所していない休日に、プレー

ルームの開放を行うことを３月から始めています。一組４～５名程度以内、９０分区切り

で入れ替えとし、９時から５時半まで２つの部屋を開放し、５月現在、延べ１００組以上

が利用されました。毎回利用後にアンケートを取っていますが、その中の声にも多くの気

づきや学びがありました。今回、その声の一部をここに紹介したいと思います。
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～遊びで親子ともども楽しい経験～

　「公園だとひとりで子ども達をみるのは大変だし、人が多くて気を使います。室内の遊

び場は閉鎖されているので、なごみを開放していただきとても助かりました。家にいても

こんなに汗をかいて遊べないので、すっきりした顔になったと思います。」

　「最近、親も子もお互い余裕がなく、ぶつかってばかりでした。ゆっくり、ゆったり、

のんびり、ほんわかする時間ってとても貴重だと感じました。心も体もリセットすること

ができるお部屋があってよかったです。」

　「これからも開放していただけるとありがたいです。家にいるとゲームばかりして全く

いうことを聞きません。親もどなってばかりです。」

　➡　安全に、ダイナミックに身体を動かしたり、ゆっくり落ち着ける空間や遊びができ

る場所を提供することで、親子の精神衛生を支援できたと思われます。

～遊びの工夫で楽しさ倍増～

　「改めて、先生方は子ども達が夢中になるようなゲームや遊びを考えてくださっていた

んだなー　と気づかされました。私もどうしたら楽しんでくれるか考えました。」

　「用具の使い方、遊び方をもっと学んでいれば、もっと楽しくしてあげられたかなと思

いました。」

　「道具はいろいろあるので、何をどう使わせて体を動かせれば良いかわからなかった。

毎回いろいろな内容を考えられる先生方はすごいと思いました。」

　「１時間半、私で持つかなあと思いましたが、先生に教えてもらったトランプ探しで結

構時間を使いました。妹もいたので、時間は足りないくらいでした。家では、二人とも発

散できず時間を持て余して煮詰まっていたので、とても楽しめました。」

　➡　何気ない遊びをサポートする難しさに気づかれたり、セラピー場面で学んだ遊びを

活かされたり等、保護者の学びや気づきも深まったようです。（ちなみになごみでは、毎

年保護者さんを対象にした SI 勉強会を開催しています。この中で、いろいろな遊びの意

味を学び、実際に遊びの体験もして頂いています。今回の企画で、その成果が垣間見れた

ようにも思います。
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～遊びを必要としているのはすべての子ども達～

　「４歳の弟が帰宅後もしきりに“なごみの杜楽しかったね”と言っていました。」

　「以前からなごみで遊びたがっていた妹のために申し込みました。意外と兄妹で盛り上

がって、ごっこ遊びをしていて驚きました。」

　「基本的に子ども達を連れて行く場所が限られ、下の子の要望に合わせれば、姉のスト

レスになったり、とお互いにストレスを溜めがちになっていました。今回はなごみさんで

姉にとっては慣れた場所、下の子にとっては新鮮な場所、ということでそれぞれ楽しんで

くれたので、私自身もリラックスして過ごすことができました。」

　「なごみでは、子どもと一緒に思い切り遊んであげることができました。家にいるとつ

い家のことを優先してしまうので・・・」

　「休みの日になごみに行けることになり、主人も楽しむことができてよかったです。」

　「いつも“なごみ、なごみいく”と言うので、休みの日にも部屋を利用できてとても助

かりました。部屋が貸し切りなので、じっくり子どもと向き合って楽しめました。」

　➡　普段セラピーには参加できない兄弟や保護者にとっても、家族として楽しむ体験や、

子どもとじっくり向き合う場面を作ることが出来、なごみでの遊び活動の意味の理解にも

つながったと思われます。

　実は、アンケートで一番多かった声は「リスク管理」の問題でした。事前にどのような

お子さん達が来られるか、何回目の利用か等も考え、安全に遊べる環境、少し新規性もあ

る遊具の設定を考えました。今回の企画で一番気を使ったところです。しかし、何よりも

子ども達の療育経験とその成果が一番その心配を吹き飛ばしてくれたように思います。子

ども達がよく遊び込んだ空間、遊具では保護者さん達が心配する以上に子ども達が自分の

力を知って上手に遊ぶ場面が多く見られました。

　時には遊びに煮詰まったお子さんがスタッフを呼びに来る場面もありましたが、私たち

が普段目にすることが出来ない、兄弟同士や親子の自然な関わりも見せて頂くことが出来、

私達の方も良い刺激を頂きました。

　これからも家族支援の大切さをしっかり視野に入れ、様々な現場の声に耳を傾けながら

活動を考えていきたいと思います。
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入門講習部　担当理事　太田　篤志
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　入門講習会は、2020 年度より新たな枠組みで開催いたします。「応用コース」が新設され、

多様なニーズに対応できるよう柔軟性のあるシステムとなりました。そこで、今回、改めて入

門講習会の内容のついて紹介させて頂きます。

　入門講習会は、受講者が感覚統合理論を日々の療育や子育てに役立てることができるように

なることを目標としています。またこれから感覚統合療法を学びたい方の入口としての役割も

担っています。

１．基礎コース　（1日間）

　従来 2 日間での開催でしたが、今年度より講義時間を短縮し 1 日間（6 時間）での開催とな

ります。内容は濃厚かつコンパクトに感覚統合の基本的な考え方や子どもの行動理解、遊びの

紹介などを講義中心でお伝えします。（認定講習会を受講する際には、このコースを受講済で

あることが必要です。）

２．応用コース　（1日間）

　応用コースは、領域別のサブコースが設定されています。（下表参照）基礎コースを修了す

ると、応用コースを受講することができます。受講者の領域や興味に合わせて、選択し学ぶこ

とができます。会場によっては、基礎コースと応用コースを 2 日間連続（土日）で開催するこ

ともあり、同時に受講することもできますので効率よく学ぶこともできます。

３．体験コース　（2日間）

　感覚統合療法で用いる遊具の体験や感覚統合理論の視点での遊びの企画・提供の仕方などを

グループ演習・実習を通して学ぶコースです。

４．実践コース　（2～3日間）

　実際の療育現場に受講者が参加し、そのなかでお子さんの行動観察、療育活動の計画と実施

を行うコースです。

リニューアル！　感覚統合入門講習会
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　入門講習会の様子は、Facebook ページでみることができます。講習会の写真や参加者の感

想動画などもありますので、是非、ご覧ください。また Twitter で開催日程などもお伝えして

います。

https://www.facebook.com/nyumon.si.japanhttps://twitter.com/nyumon_si_japan

　入門講習部は、これからも現場のニーズに合わせて、様々なコースを企画していく予定です。

是非、皆様のアイディアをお寄せいただけると幸いです。

●応用コースの概要　　　　　　　　　　　※今後、名称・内容等は変更することがあります

サブコース名称　【対象】 内容

遊び体感
【すべての方】

感覚統合理論の視点で企画された遊びの体験を通して、
感覚や運動の要素を実際に感じながら学ぶことができま
す。

保育園・幼稚園・児童発達支援
【上記施設に勤務されいて方】

乳幼児期の子どもたちの保育（生活、集団活動・遊びなど）
に感覚統合理論を生かすための演習・実技実習を行いま
す。

放課後等デイ・児童クラブ
【上記施設に勤務されいて方】

学齢期の子どもたちの放課後の生活（集団活動・遊び）
への支援、困り事への対応などについて演習・実技実習
で学びます。

特別支援教育
【特別支援教育に携われている方】

感覚統合を活用した学校での取り組み事例の紹介や、学
校で使える遊びの体験などを行います。

個別支援計画作成
【上記業務を行われている方】

模擬事例の評価結果や動画をみながら感覚統合理論を生
かした個別支援計画を実際に作成する演習を実施しま
す。



入門講習会基礎コース広島会場　コースマネージャー　森本　誠司
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　広島県三原市にある県立広島大学を会場として、令和 2 年 2 月 1 日（土）～ 2 日（日）の 2 日間、

入門講習会基礎コース（特別支援教育・教員向け）を開催しましたので報告します。

　本学会において、特別支援教育に携わる教諭を主な対象とした 1 日の講習会は以前から行っ

ていましたが、2 年前から、その内容を変更して実施しています。リニューアルした内容での

講習会は、一昨年に長崎で行い、広島での開催が 2 回目です。

　ちょうど、新型コロナウィルスの影響が出始めた時期でもあり、遠方から参加する予定にさ

れていた受講者の中には参加を見合わせた受講生もおられたが、今回の講習会には、58 名（会

員 4 名、非会員 54 名）の参加がありました。受講者の内訳は、1/3 が教諭、1/3 が作業療法士、

1/3 が保育士、児童指導員等の他の専門職でした。

　講習会の内容は、以下のプログラムに沿って、入門講習会（基礎）の内容に加えて、応用と

して、特別支援教育等の対象となる子どもの理解と対応について実技（体験）も織り交ぜた講

義を本学会の会長の土田先生が、加えて、特別支援級の担任の経験がある石川先生、広田先生、

沖中先生からの実践発表がありました。

プログラムの紹介

≪ 1 日目≫

9：30 ～ 10：00　オリエンテーション

10：10 ～ 11：00　発達障害の理解の仕方と感覚統合

11：10 ～ 12：30　感覚系の発達とその役割

13：30 ～ 14：30　活動体験とその分析（体験実習）

14：40 ～ 16：30　感覚調整障害と行為機能障害

≪ 2 日目≫

9：30 ～ 10：30　子どもの実態把握の仕方について

10：40 ～ 11：40　子どもの発達支援の考え方（感覚統合の考え方をどのように教育に生かすか？）

12：40 ～ 13：40　活動体験とその分析（体験実習）

13：50 ～ 14：50　実践発表（石川先生）

15：00 ～ 16：00　実践発表（広田先生・沖永先生）

16：00 ～ 16：30　討議、Q&A、アンケート記入

　各講義では、入門講習会の内容に沿って、豊富なスライドを用いて講義が行われました。遊

びの環境を紹介する内容の講義では、海外の公園や遊具を紹介した土田先生のオリジナルのス

入門講習会基礎コース（特別支援教育・教員向け）報告
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ライドもありました。スライドの枚数も多かったのですが、講師の先生方には各講義を時間内

に収めていただき、予定通り進めることができました。

　今回の講習会でユニークだった内容として、活動体験（体験実習）を挙げることができます。

県立広島大は、以前、土田先生が勤めていらっしゃった大学でもあり、講義室の他に、体育館、

療育室を利用し、かつ、様々な遊具やグッズを活用して、スタッフ総出で実施することができ

ました。療育室でのトランポリン等の遊具体験はもちろん、体育館では、スクーターボードや

毛布そりの体験、バトミントンコートを使って大小さまざまなヌイグルミを投げ合うゲーム等

の体験を行いました。２日目の体験では、目隠しをした相手に対し、口頭で指示しながら宝に

見立てた付箋を探すゲームや椅子を半円形に並べ、椅子の上を渡ったり、椅子の下をくぐった

りして陣取りをするゲーム等を体験しました。土田先生のオリジナル？の活動や遊びも多く、

子どもに合わせて実施する大切さ、子どもが十分に楽しめるための工夫の大切さを学ぶことが

できたのではと思います。

　また、単に体験するだけでなく、その遊びや活動を分析する内容でしたが、初日に比べ、２日

目の活動体験を終えた後、受講者の分析する視点が向上したのは特筆すべき点だと感じました。

　さらに、本講習会ならではの内容ともいえる 3 名の先生方からの感覚統合の考え方を用いた

特別支援級等での取り組みの報告は、教諭だけでなく、他の専門職にも取り組みの参考になる

内容でした。

　受講者からのアンケートでも、「各講義の中でも、発達障害の理解の仕方がとても簡潔にま

とめられており、教員としての初心を思い出した。当たり前の内容だが、だからこそたいせつ

であり、指導、支援の基盤となると感じた。」、「大切なことが凝縮されていて日ごろのことを

振り返ることができました。感覚統合は全てに繋がっていることが具体的でよくわかりました。

大きな道具がなくても身近なものでいろいろ代用できることを知りました。」等の意見が寄せ

られており、本講習会で伝えるべき内容が、十分に伝わったのではと感じました。

　最後に、講習会の運営を担当したスタッフとしての反省を述べると、延べ 12 時間の講義の

うち、石川先生が 1 時間、広田先生、沖中先生が、それぞれ 0.5 時間づつ講義をされましたが、

土田先生には、10 時間の講義を担当していただきました。早急に、学会の講師、インストラ

クターで分担して講義ができるように準備をしていく必要があると感じました。

　なお、本講習会を企画する入門講習部では、今回は 2 日間通しの日程で講習会を行いました

が、今後、2 日間で行う場合は、初日は他の入門講習会と共通内容で講義を行い、２日目は、

応用として特別支援教育に特化した内容とすることで、応用（２日目の内容）だけ受講するこ

とも可能にする取り組みを検討しており、受講の機会を拡大できるように準備しています。ま

た、特別支援教育・教員向けの入門講習会基礎コースとして、次回は大阪で、その次は、東京

での開催を検討しています。

　本稿が会員の皆様に届くころには、新型コロナウィルスが終息していることを願いつつ報告

を終わります。
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　この講習会への参加者はいろいろな思いがあって受講されています。アンケートから受講さ

れた方、個々のニーズにこたえることができた講習会だったことが理解できます。

　発達障害のお子さんへの支援に加えてお子さんたちの発達を促していくためにはどのような

かかわりが重要なのか、どのような遊びが必要なのかにこたえることが可能な感覚統合理論で

す。今後いろいろな分野でお子さんにかかわる方たちのニーズは高まることと思います。

　以下アンケート結果です。

＊各講義の中でも「発達障がいの理解の仕方」がとても簡潔にまとめられており、教員として

初心を思い出した。あたりまえの内容だが、だからこそ、大切であり、指導、支援の基盤とな

ると感じた。

（特別支援学校教員）

＊感覚統合についてこれまで学習してきたが、今回は今まで以上に深く知ることができた。児

童の行動・言動に原因があるとは理解していたが、支援に移せていなかった。研修を通して、

原因を追求しながら必要な支援ができる「感覚統合理論」を学べて良かった。

（療育関係者）

＊大切なことが凝縮されていて日頃のことを振り返ることが出来ました。感覚統合は全てに繋

がっていることが具体的で良くわかりました。大きな道具がなくても身近なものでいろいろと

代用できることを知りました。

（教員）

＊児童理解の為に、障害やタイプによる苦手さや困難さを知ることができました。

＊体験で行った活動は通常学級でやってみようと思います。他学級の体育でもできるよう、他

の先生にも紹介します。

（通常学級教員）

入門講習会基礎コース（特別支援教育・教員向け）受講者アンケート
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＊話される言葉が分かりやすく、受講者の能動性を引き出していたところが良かったです。あ

くまで実践に立脚したお話ばかりで、資料も箇条書きで、ポイントが入っていたため、この話

はここで活かそうとたくさん思い浮かび、メモが止まりませんでした。

（特別支援学級教員）

＊一人一人の個性やニーズを活かし、能動性を大切にする教育の実践をするために、生まれ変

わった気持ちで一からスタートします。

（特別支援学級教員）

＊原理・原則・考え方が知れてよかったです。

＊支援学校、支援学級、通常級で、かなりニーズが異なるのではと思いました。

（特別支援学級教員）

＊今まで自己流（自分が理解できる範囲で理解していたつもり）で感覚運動の指導をしてきた

つもりだったのですが、この 2 日間でその本質を（やっと）知ることができました。

（通級指導教室教員）

＊盛りだくさんでもっと詳しく学びたいと思いました。

＊体験も良かったです。昼から覚醒が低下することなく、姿勢も崩れず、講習を受けることが

できました。（OT）
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作業療法士　佐藤　匠
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日本全国、ここに感覚統合療法に取り組む施設あり

　かなり以前の会報で、各地の施設をリレーで紹介していただく企画を行っていましたが中途

半端になっていました。会報編集委員会で復活しようということになり、地域の施設紹介、SI

事情の発信を中心に、「この記事執筆している方はどんな人？」なども含めてざっくばらんに

執筆していただきたいと思っています。

　どの地域から始める？　月並みですが北から南に順次お願いしていきたいと考えています。

　ということで、一番手としてお願いしたのは、北海道済生会西小樽病院みどりの里、作業療

法士、佐藤匠先生です。執筆依頼を快諾していただき感謝いたします。

　これから各地の先生方にお願いすることになりますが、よろしくお願いいたします。

　この企画の一番手にご指名いただきました。北海道済生会西小樽病院みどりの里の、作業療

法士の佐藤匠と申します。OT13 年目、感覚統合認定講習会は C（治療）コースを修了、趣味

は弓道とカレーを食べることです。よろしくお願いいたします。

　今回、地域の施設紹介、SI 事情の発信というテーマを頂戴しましたので、私の所属施設と

小樽市を中心とした地域事情を、私の主観満載でお伝えできればと思います。

　当施設は重症心身障害の入所施設の機能を主としています。また、外来機能を有していて，

地域の発達障害のお子さんも対象としています。対象児・者とは、SI 遊具のある OT 室や、スヌー

ズレン室、個室などを利用しながら関わっていますが、重症心身障害児・者と発達障害児との

空間は明確に分けられておらず、時間や空間を工夫しながら日々取り組んでおります。特に発

達障害外来は、この 5 ～ 10 年のうちにニーズが高まり外来件数が増加しています。

　外来利用児は市内が大半ではあるものの、最も遠方では 60km 以上離れているところから

通っているお子さんもいらっしゃいます。外来の OT では、感覚統合を含む全般的な発達促進

のみならず、生活動作獲得への取り組みや環境支援など、ニーズは多岐に渡ります。施設の特

性として，道立の子ども病院に勤務していた医師が多く勤めていることもあり、機能的なセラ

ピー介入を希望している親の地域でのリハの受け皿にもなっています。利用対象児も未就学～
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中学生までと幅広く支援しています。

　外来を担当する中、自分自身の発達障害に対する理解やアセスメントの視点が十分ではない

と感じ、そのきっかけになれば、という経緯で本格的に SI を学び始めました。現在は、Ｃコー

スを修了し、認定に向けて改めて学習を進めているところです。C コースを修了した今、自分

のセラピーを振り返ると、SI が効果的と思われるお子さんに対して、「感覚統合理論」をアセ

スメントとして役立てられているものの、効果的な「感覚統合療法」の実践にはさらに努力が

必要と感じています。

　さて、地域事情についてお伝えします。当施設のある小樽市は、療育機関がある程度充実し

ている地域です。保護者、他職種を交えたサービス担当者会議を通じた連携も必要に応じて行

うことができています。リハビリテーション機関も頻度を確保できており、当施設だと概ね週

１～隔週での介入が実現しています。しかしながら、隣町の札幌市では、事業所が激増してい

る地域であり、リハビリテーション機関も待機者や頻度確保困難が生じている状況です。一方

で、広大な北海道の中では、支援が行き届かない地域も多数あるようです。

　北海道では大学の作業療法教育の中で発達障害について学ぶ機会が多く、既卒生が広大な道

内各地において活躍しています。道内の発達障害関連の講習会や事例検討会は、質が高いもの

が数多く開催されており、非常に充実していると感じます。一方で、同じ道内でも学会や研修

会に参加するには、広大であるが故の移動の負担など制約があります。

　感覚統合理論の側面では、故・佐藤剛先生や、山田孝先生（現：一般社団法人人間作業モデ

ル研究所代表）らの築いてくださった土台を基に、研究活動が大学を中心に盛んに行われてお

ります。

　感覚統合療法の臨床場面での活用という面ではいくつか課題があると感じます。道の SI は

「北海道感覚統合研究会」がけん引しています。研究会の主催で、毎年講習会と事例検討会を

実施し、SI を学ぶ窓口としての役割や、継続学習の場となっています。一方で、日本感覚統合

学会主催の講習会の北海道開催の頻度は多いとは言えず、数年に一度入門講習会が開催される

に留まっており、認定講習会の開催はしばらく実現しておりません。前述のとおり、遠征はハー

ドルが高いと感じる人が多いため、入り口として学ぶ機会があるものの、本格的な学びに繋が

りにくいようです。北海道全体でも認定セラピストや、認定講習会修了者が少なく、中でも認

定セラピストで現場での発達障害児支援に従事している方は非常に少ない状況にあります。そ

のため講習会を通じて「感覚統合理論とは」と学ぶ機会があるものの、技術面を含めた「SI セッ
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ション」について見学したり、直接指導を受ける機会は少ないように感じますし、私自身、Ｃ

コースの治療展開に際して悩むことがありました。

　C コース受講後の自分自身の目で道内に溢れる SI という用語を見回すと、「感覚統合療法」

の言葉が独り歩きし、適切に支援に取り入れられている場所は一握りであるように思います。

理論によるアセスメントとセラピー展開を混同して話しているケースや、表面的な部分での批

判も多いことに気が付きました。現在は北海道感覚統合研究会を通じて、北海道でもＳＩのセ

ラピーの質を高めるためにどういった取り組みができるかを相談・検討しているところです。

　最後になりますが、当施設は 2020 年 9 月に小樽市内に新築移転を予定しています。場所も

海の近くの交通の便が良い場所になる予定です。北海道にお越しの際は、小樽観光を楽しむつ

いでに、ぜひ見学にいらしてください。美味しいスープカレーのお店も紹介します。

　今後の他都府県における地域での取組みも楽しみにしております。

〒 047-0036 北海道小樽市長橋 3 丁目 24 番 1 号

　社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会西小樽病院 みどりの里

　作業療法士　佐藤　匠

　E-mail : takumi.sato1986@gmail.com

当施設のOT室にて、仲間のOT達と。オーシャンスイングの上が筆者。
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公益財団法人東京ミュージック・ボランティア協会　理事長
音楽療法士　赤星多賀子

2020年 4月20日、感覚統合を活かして～音楽療法

　音楽療法の臨床の場では、障がい児者、高齢者でも中々思い通りにはいかないのが現実です。

障がいの特性、年齢、環境、性格、個性、一人ひとりの特徴それに季節、天気によっても反応

は違ってきます。音楽療法士（以下ＭＴ）は準備している沢山の引き出しから目の前にいる子

どもたちの表情、ことば、動作、表現されていない様子も見ながらプログラムを進めていきます。

　音楽療法に取り組み始めた人、何年、何十年のベテランのＭＴも新しい情報に接し、学び体

験し、より良いセッションを目指すことは大切です。私自身も長期にわたり、発達障害児、知

的障がい者領域、身体障害者領域、高齢者領域等で様々に経験を積んできました。

　それでも新しい発見、学びは多くあり、講師共々研究会を持ち、専門分野の講師を招く機会

もあります。石井孝弘先生からも感覚統合について学ぶ機会がありました。

　著書「感覚統合を活かして子どもを伸ばす！「音楽療法」土田玲子監修・柿崎次子著は感覚

統合と音楽療法をつないで、ギュッとわかりやすく解説され、まとめられています。

　楽器の紹介等も特徴、使用法など実践を重ねて得られた情報を現場で役立つように具体的な

方法で紹介されています。どういう場面で使用するのがよいのか、打楽器など触覚刺激を提供

しやすい楽器、ツリーチャイム、オーシャンドラムなど視覚で楽しめる楽器、ジャンベやロリ

ポップドラムなど体の配置と筋肉調整の感覚刺激を生む楽器など、感覚器官の特性と使用例の

説明もあり、さらに伴奏用にギター、ウクレレ、口を使う楽器クワイヤーホーン、ハーモニカ

など幅広く使用例があり参考になります。

　ＭＴは理論、楽器、指導法等様々に学びますが、実践して子どもたちに五感等の感覚器官に

心地よく届くことが発達に役立つと考えます。特に子どものセッションを担当している方には

おすすめの 1 冊です。


