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講義内容の概略
• 言語獲得を軸としてみた乳幼児期の発達
（基礎知識・関連側面相互の関係理解）
• 定型（平均・標準）発達の理解
• 発達の始まりと関連する問題
• 経時的視点からの理解
• 言語発達の基礎知識と指導の手がかり
3

乳幼児期の発達
（言語獲得を軸とした基礎知識）
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①

発達の諸相（一般的分類）

2

•
•
•
•
•
•
•
•

脳・脊髄神経系（中枢神経→末梢神経）
身体位（身長・体重・頭囲・・・）
感覚・知覚
運動機能
各領域別ではなく
精神（知的）機能
領域相互の関連の理
情緒の分化
解が重要
社会性（対人関係）
一体となり発達
その他

②

③

④

⑤
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定型（平均・標準）発達の理解
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発達を規定する主な考え
•
•
•
•

•
•
•
•

遺伝優位説（成熟優位説）・・・ゲゼル
環境優位説・・・・・・・・・・・・・・・ワトソン
輻輳説・・・シュテルン、ルクセンブルガー
環境閾値説・・・・・・・・・・・・・・・ジェンセン

発達に関する理論
人格発達理論・・・・・・・エリクソン
認知発達理論・・・・・・・ピアジェ
発達の最近接領域・・・ヴィゴツキー
生態学的アプローチ・・
・ブロンフェンブレンナー

相互作用説
環境のみではない。素因に環境因が作用することが多い
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発達の原理
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•
•
•
•
•
•
•
•
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レディネス

発達原理
①発達の順序性……発達には一定の順序（序列）がある。
発達には，経験の影響をほとんど受けない一定の順序がある。
個々の発達の速さに違いがあっても，この順序に従って発達する。
全ての子どもで，はう、立つ，歩くの順序で全身的運動が発達し，
喃語の後に話せるようになり，具体的思考の後に抽象的思考が可
能になる。
②発達の方向性……発達には一定の方向がある（①と合わせて
「発達には一定の型がある」といわれることもある）。
一般に、身体・運動の発達は頭部から脚部へ，中心部から末梢部
へ向かって進行する。
思考の発達は自己中心性から客観性・社会性へ向かい，全般的
な精神発達は未分化から分化・統合へと向かう。

順序性
• 臨界期（敏感期）
方向性
• 分化と統合の過程
連続性
• 発達の加速現象
異速性
・年間加速現象
交替性（周期性）
（世代間差）
相関性
・発達勾配現象
個人差
（同世代の地域・集団・個人差）
性差
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③発達の連続性……発達は連続的な過程である。個体の発生
から死に至るまでの過程は，時期によって発達速度に遅い・速
いの違いがみられるが，基本的には断絶や飛躍のない連続し
た過程である。このことは，発達が突然に起こるものではなく、
ある準備期間を経た結果であることを意味し，以前のある時期
の経験が後の時期の発達に影響を及ぼすことを意味する。
④発達の異速性……発達は時期によって速度が異なる。発達
は連続的な変化であるが，心身の器官や機能の量的増大には，
時期により，側面によって，遅い・速い，大きい・小さいなどのリ
ズムがある（例：スキャモンの身体発達の型）。一種の波動とし
てもとらえられるので，「発達は波を描いて発達する」（発達の
波動性）とも表現される。
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⑤発達の交替性……発達の過程において，相反する現象が
周期的に交替して表れる。身体の発達では伸長期と充実期が，
社会化の過程では従順期と反抗期，集団化期と孤立化期が交
替する。また，発達側面間では，均衡と不均衡とが周期的に交
替する。現象の交替が周期的に繰り返されることから，「発達に
は周期性がある」とも表現される。
⑥発達の相関性……発達の各側面は相互に関連し合っている。
ある特性の発達と他の特性の発達との間には高い相関がある。
知能と身体発達・健康・情緒的安定性・社会性との間に正の相
関があると報告されているのは、この例である。心身の各領域
は互いに密接に関連し合って発達すると同時に，全体的に一
つのまとまりをなして発達する。この点から「発達は全一的に進
む」とも表現される。
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⑦発達の個人差……発達には個人差がある。発達は一定の
順序や方向に従って連続的に進行するが，すべての個体が一
様な速さで発達するわけではない。発達速度の速い者は初め
から達く，遅い者はずっと遅い傾向にあり，ある発達段階での
個人の相対的位置は，後の段階でもだいたい同様に認められ
る。このことは，心身の両面についていえる。
⑧発達の性差……発達には男女の性別による差異が認めら
れる。体型や運動能力など身体的なものばかりでなく，態度・能
力・行動に表れる心理的特性にも差異のあることが指摘されて
いる。もちろん，生得的なものばかりではなく，生後の経験や教
育によって学習されたものも多い。
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⑨発達の臨界期……発達過程において，ある特定の経験（学
習）が、ある行動型や性格特性の形成に決定的な影響を与える
時期がある。このような特定の経験（学習）が唯一有効に働く時
期を臨界期という。ローレンツやヘッブの研究によって，初期経験
（初期学習）の重要性が明らかにされている。
⑩個体と環境との相互作用……発達は個体（個人）と環境との相
互作用によって起こる。個体と環境とは互いに関連をもつ全体的
体制を形成し，その体制から造り出されたものとして，個体は発
達していく（時には遺伝的要因が強く働き，時には環境的要因が
強く働く）。発達が遺伝的要因と環境的要因との力動的な相互作
用によって起こることから，「発達は遺伝と環境との相互作用に
よって生ずる」という言い方をする場合も多い。
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⑪分化と統合の過程……発達は分化と統合（総合）の過程であ
る。個体が発達していく過程において，ある器官の形態や機能
は，未分化な漠然とした一つの全体をなしていた状態から分化
をとげ，より特殊的で独立的なものとなる。しかし，それは単に
分化をとげるだけでなく，分化した部分が統合・総合されて，新
しい体制へと構造化（再体制化）されていく過程である。
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発達に関する情報収集
＜現症の評価＞
• 観察
• 面接（保護者）
教育的診断
• 各種標準検査の活用
• 質問紙（保護者）
＜経緯の把握＞
生育歴 → 育児記録など客観的資料・根拠の裏付け

28

7

7

（2）ジャーシルドの発達原理

ジャーシルドの発達の原理
•
•
•
•
•
•
•

①自発的使用の原理………子どもは成長の過程で表れてくる
能力を自ら進んで使おうとする。例えば，知的能力が発達する
と，活発な好奇心を示し，盛んに質問し，探索し，物事を知ろう
と努力するようになる。
②専心・移行の原理……子どもは一定期間，表れてきた能力を
一つの行動様式の獲得のために集中的に使用し専心する。し
かし，一度これを獲得してしまうと，別の新しい行動様式の獲得
に移行し，またそのことに専心するようになる。これを次々と繰
り返していく。

自発的使用の原理
専心・移行の原理
発達的修正の原理
習慣固執の原理
先行（予定・予想）の原理
障壁発生の原理
相互関連の原理
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3）個人差（individual difference）
個人的特性には，それぞれ個人的な差異がみられ，これを個
人差という。
個人差には，次の二つの側面がある。
①個人間差異（狭義の個人差）……他の人から区別される差
異で，心身のある特性が個々人の間で異なっている事実を
さす。これは，個人の能力・成績を，学級の他の児童・生徒
や同学年の他の学級の者と比べて（相対的に評価して）得ら
れる。学力などを集団内の各成員間の偏差でみる見方。
②個人内差異……個人内の特性の差異。Ａという児童・生徒
はＡ，Ｂという者はＢとして，他人と関係なくその本人内だけ
で個性的に評価する。これは，個人の内部諸特性間の差異
に着目して，その個人を解釈する立場である。学習指導に
おいては，知能と学力の差，科目ＡとＢの差というように，個
人内差異が重要な問題となる。

③修正・固執の原理……子どもは時期がくると，以前の行動様
式を自ら修正し，あるいはまったく捨てて，より有効な行動様式
に変えていく傾向をもつ（発達的修正の原理）。同時に，新しい
行動様式が適切であるのに習慣化した古い行動様式に固執す
る傾向ももつ（習慣固執の原理）。
④予定（予想）の原理……，ある時期に表す行動から将来の発
達傾向を予想することができる。発達の過程は常に未来に対
する準備をその中に含んでいる。
⑤障壁発生の原理……発達の過程で表れる前進は，子どもの
能力を増加させるが，反面，子どもを新しい危険や失敗にさら
すことにもなる。
⑥相互作用の原理……子どもの発達の諸相は，相互に関連し
ながら一つの全体として進んでいく。

31

32

8

適性処遇交互作用
（aptitude treatment interaction ; ATI）

○個人差は，身体・知能・学力・性格・学習習慣などのあらゆ
る特性について存在しており，その分布は極めて広い。
○個人差は客観的に量的差異としてとらえられるが，力動性・
複合性の特性をもつ人格のようなものは，質的差異として表
されている。
○優れた学習方法であっても，どんな児童・生徒にも効果的で
あるとは限らない。個人差を配慮し，一人一人に適した教育
方法を用いるべきである。

○たとえば英語を教える場合，言語性知能の高い学習者には文
法訳読式の教授法が有効であるのに対し，低い学習者には会
話主体の方法が効果的であるというように，さまざまな適性の
人々が環境から異なる処遇を与えられた時，その処遇による結
果がその人の適性だけからも処遇だけからも説明されず，両者
の組合せによる独特の効果を示す時，これを適性処遇（処理）
交互作用という。
○クロンバックが，処遇の主効果だけを問題とする実験心理学と，
個人差の相関関係だけを問題とする「相関心理学」との統合を
意図して唱えた概念。

これに関して，クロンバックは適性処遇交互作用（ＡＴＩ）という
理論を提唱している。
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Ａ Ｔ Ｉ 図

○現在では特に教育場面で，どのような適性の学習者には
どのような教授方法が最適かという，個人差に応じた教育
環境を研究・設計するうえでの基本的概念となっている。
○ここで適性とは，知能，性格，認知スタイル等，学習成果
に関連するもの全てを含むが，スノー（Snow, R. E.）はATI
理論を発展させ，適性は人と教授法との相互作用によっ
て相対的に規定されるという新たな適性観に立ち
適性理論（aptitude theory）の構築を試みている。

○おのおのの処理条件ごとに引いた結果の適性への回帰直線が非平行になる。
○適性との相関が高い処遇Aはその適性を「活用」(capitalize）するという
処遇Bはその適性を「補償」(compensate）するという。
○適性の高い学習者には処遇Aを，低い学習者に
は処遇Bを施すように教授法を切り替えることに
よって，教授効果の最適化が期待できる。
○構造化の程度が高い教授法（プログラム学習な
学習結果
ど）は知能を補償するのに対し
構造化の程度の低い教授法（伝統的な授業形式）
は知能を活用するというATIが報告されている。
○ATIは他のさまざまな条件との間の高次な交互作
用を示し，通常不安定で再現性に乏しいことが指
摘されている。
低い
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処遇Ａ

処遇Ｂ
適性
高い
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学習指導は学級など集団で行われる。集団指導の立場から、個人間差
異に対して次のような配慮が必要である。
（ｱ）能力別学級編成をとり入れる：一般的学力による恒常的編成ではなく，
系統的内容の科目で個人間学力差が著しい特定科目・内容のみにつ
いての部分的編成である。一斉指導がしやすく，教師の負担も小さくな
るので，能率的である。
（ｲ）学級内に能力別の集団を編成して指導する：様々な能力をもった児
童・生徒を画一的に指導するのではなく，個々人は全体に貢献するとと
もに，他の者から利益を受けるようにする。授業の目的や児童・生徒の
学力・興味に応じて柔軟に変えられる。
（ｳ）個人差に応じて，適切な学習内容・方法を与えて指導する：通常学
級の中では完全な個別指導はとれないので，共通指導のほかに，個別
の学習課題を与えて学習させる。例えば、優秀児には，ほかの者よりも
早く先に進ませたり，より豊富な内容の課題を与えたりする。
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個人指導の立場からは、個人内差異に対する配慮が必
要である。
（ｱ）あまり偏らない限りにおいて，得意なものを長所とし
て十分に伸ばすように配慮する。
（ｲ）短所・弱点の克服や補強をする。基礎学力について，
放課後や休暇中を利用して補習学習などを行う。
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発達段階
発達課題（developmental task）

○発達段階（developmental stage）
定義：個体の発達過程がなだらかな連続的変化だけでなく，
飛躍的に進行する非連続的変化をも表すと考えるとき，相互
に異質で独自の構造をもつとされる一定の区分された時期
を発達段階という。
○発達段階を設定する理論：
シュトラッツ（Stratz, C. H.）：身体各部位の発達段階
認知発達に関するピアジェ（Piaget, J.1956）の段階理論
道徳的判断、コールバーグ（Kohlberg, L.1969）の発達段階
精神分析理論、S. フロイトの心理 = 性的発達段階理論
心理社会的危機、E. H. エリクソンの人格発達論
○発達段階の段階区分
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定義：発達のそれぞれの段階において，解決しておくべき
心理社会的な課題をいう。
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レディネス（readiness）

ハヴィガースト（Havighurst, R. J.1953）の発達課題
(1)身体的な成熟
(2)社会からの要求や圧力
(3)個人の達成しようとする目標や努力

学習が成立し効果をもつためには，学習者の
心身が一定の発達を遂げていることが必要。

レディネスとは，学習が効果的に行えるよう、
発達的素地であり，学習の準備性のことである。
すなわち，学習者があることを学習するとき，
これを習得し学習が成立するのに必要な条件
が用意され準備されている状態をいう。

乳幼児期：歩行・話すこと
児童期：読み書き算の基礎技能や友だち関係
青年期：親からの情緒的独立や職業の選択
成人期：職業生活や結婚への適応
中年期：経済生活や十代の子どもとの生活への適切な対応
老年期：収入や健康の衰退への適応
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レディネス（readiness）（２）

○ある課題の習得に必要な，心身の準備が整った時，すなわちレ
ディネスが成立すると，その者はその学習に興味を持ち，進ん
でこれを習得しようとするので，学習活動は効果的なものとなる。
しかし、レディネスが成立していないと，学習に対する興味や意
欲が乏しいため，無理にさせようとしても学習は困難であり，失
敗する。効果があったとしても一時的であり，時には有害なこと
さえある。また，成立の時期からあまり遅すぎても，望ましい学
習結果は期待できない。適切な時期の学習が最も効果的，能率
的である。レディネスの成立は，学習の適時性や最適期に関係
している
○古くからレディネスの重要な要因は成熟であると考えられ，その
発現・成立を待つ以外に指導の手はないとされてきた（ゲゼルな
ど：成熟優位説）
43

○今日では，レディネスはいろいろな面の発達を含み，成熟だ
けでなく経験も重要な要因であると考えられている。レディネス
成立時期の促進や、積極的にレディネスをつくりだすこともで
きるとされる（ブルーナー，ヴィゴツキーなど：学習優位説）。
○レディネスを規定する主な要因は，成熟，過去の学習経験，
指導の仕方の三つであるが，これらはいずれも相互に働き
合っている。
○なお，レディネスの意味（狭義）には，「心身の準備があると
き学習すれば，満足を伴う」という使い方がされることもある
（ソーンダイクの学習の法則③準備（用意）の法則と同意）。
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レディネス（readiness）と学習活動

第二は，基礎能力の検討を行うことである。
学習のレディネスを考える場合，各教科や教材内容の学習に
関して，それに必要な準備性ということも考えなければならない。
例えば，算数の学習には，視覚的聴覚的記憶，関係把握能力，
問題解決能力，応用力などがあげられている。九九の乗法学
習では，加法・累加計算・倍概念の理解が可能でなければなら
ない。このように，それぞれの学習にはそれぞれに必要な基礎
能力がある。これらを分析して明らかにしていくことによって，効
果的な学習指導が可能となる。また，適時性という観点からは，
効果的な学習指導のためには，各種の学習教材に対しての最
適時を決定する必要がある。

レディネス理解の方向：
第一は児童・生徒の発達段階を明らかにすることである。
レディネスは児童・生徒がある時期にもっている能力の総体で
あるから，レディネスを理解することは，児童・生徒の身体的，
知的，情緒的，社会的な面での発達段階を明らかにすることで
ある。中でも特に密接な関係にあるのは知的発達の段階であ
ろう。ピアジエの思考特性についての段階区分をあげたように，
特徴的な知的発達が認められる。学習は，これらの思考様式
の特徴に合わせると効果的である。
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レディネスとヴィゴツキーの「発達の最近接領域」の理論

さらに，レディネスの促進が可能であるならば，レディネスを発達さ
せるための学習指導の方法も考えられるべきである。
学習指導上配慮すべき点は，次のようになる。
（ｱ）レディネスは学習指導の適時を示すので，指導計画の立案にあ
たり，必要な段階でレディネス・テストや各種の調査を行う。
そして，理解されたレディネスに即応して，能率的，効果的な学習指
導を行う。
（ｨ）レディネスの成立を促進させるために興味を引き起こしたり，基
礎的技能の習熟を目的とした経験・訓練のために，学習教材の選
択，学習教材の構成，学習訓練の仕方などを工夫する。
（ｳ）指導方法によっては，現在のレディネスで学習が可能となる場
合もある。そこで，学習指導では，現在のレディネスのどの機能に
よって学習目的を達成するかを考え，指導方法・過程の改善に努
める必要がある。
47

ヴィゴッキーは，子どもの発達について，現在の発達水準と明日の発達水
準とを区別した。前者は，子どもが自分の発達において既に到達した水準
（子どもが一人で解いた問題によって規定される水準）、後者は，到達可
能な水準（自分一人では解けないが，教師や仲間の助けがあれば解ける
問題によって規定される水準）である。
教育（学習指導）が発達に応じるということで，現在の発達水準にだけ基づく
のであれば，教育は発達の後について進むことになり，既に出来上がって
いる心理的機能を訓練し強化するだけで，何も新しいものをつくり出すこと
はできない。そこで大人の援助を受けたり，子ども同士が協力し合って問
題解決にあたることが重要であると考え，明日の発達水準にかかわった
発達を先導する教育の必要性を主張した。発達に応じた教育を行おうと
する時には，実際的な発達水準よりも，発達の最近接領域に注目しなけ
ればならない。
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8

脊髄に反射中枢がある原始反射
交叉伸展反射 屈筋逃避反射 手掌把握反射
足底把握反射 バビンスキー反射 ギャラン反射
陽性支持反射 台乗せ反射 自立歩行反射

発達の始まり

脳幹に反射中枢がある原始反射
哺乳反射 １：探索反射 ２：捕捉反射 ３：吸啜反射
嚥下反射 押し出し反射 引き起こし反射
モロー反射 緊張性迷路反射
非対称性緊張性頸反射 対称性緊張性頸反射

皮質レベルの反応
平衡反応（倒れないように足を踏み出す反応） 生後6ヶ月過ぎ
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脊髄に反射中枢がある原始反射

原始反射の意義

○交叉伸展反射：①あおむけに寝かせた状態で、②片膝を押さえて足を伸
ばし、③足の底を強めに押すと、④反対側の足が曲がり、⑤その後、足を伸
ばして内側に回す(交叉) 。消失しないと、一人歩きが困難。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後１ヶ月～２ヶ月

①赤ちゃんの生命維持
②運動機能の発達

○屈筋逃避反射：①あおむけに寝かせた状態で、②足先を針や爪で刺激す
ると、③刺激した方の足を曲げてひっこめる。強い刺激に対する防御反応。
消失しないと立つことが困難。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後１ヶ月～２ヶ月

③発達の指標

○手掌把握反射：①指や綿棒で手掌を刺激すると、②手を握る。握り反射や
手の平把握反射と呼ばれることもある。細長い物で手の平の小指側から刺
激すると起こりやすい。手掌把握反射は、身を守るための反射。消失しない
場合、些細な刺激で手を握りしめたり、一度握った物を放せなくなる可能性
がある。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後４ヶ月～６ヶ月

神経系・筋骨格系（関節）の器質・機能のチェック
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○足底把握反射：①足の裏を指や綿棒などで刺激すると、足の指が５本
ともギュッと曲がる。反射が消失しない場合、足の裏の感覚が過敏に
なってつま先立ちをしたり、足の指が曲がったりすることがある。
出現時期：在胎２８週 消失時期：生後９ヶ月～１０ヶ月

○陽性支持反射：①両わきを支えて立たせ、②足の裏を床につけさせる
と、③つま先を突っ張るようにして身体を支える。消失しない場合は、自
立歩行反射は現れず、一人歩きにも支障が出ることがある。
出現時期：在胎３５週
消失時期：生後２ヶ月頃

○バビンスキー反射：①尖った物で足の裏を、かかとからつま先に向
かって強めにこすると、②足の親指が足の甲側に曲がり、③親指以外の
指が外側に開く。新生児の足の異常や、中枢神経系の異常の有無を確
認する上で重要な反射。
出現時期：在胎２８週 消失時期：生後１歳～２歳

○台乗せ反射：①両わきを支えて立たせ、足の甲を台に押し付けると、
②足を曲げて台の上に足を乗せる。手でも同じ反射が見られる。
出現時期：在胎３５週
消失時期：生後３ヶ月
○自立歩行反射：①両わきを抱えて立たせ、②陽性支持反射を起こした
上で、③身体をゆっくり前の方へ傾けていくと、④歩いているかのように
両足を交互に出す。二足歩行のための最も基礎となる反射で、胎内でも
繰り返して足を動かしていることが分かっている。
出現時期：在胎３７週
消失時期：生後２ヶ月

○ギャラン反射：①大人のひざの上にうつぶせに寝かせた状態で、②指
先で肩甲骨から背骨に沿って上から下にゆっくりこすると、③こすった側
へ身体を曲げる。ガラント反射、ギャラント反射、側彎反射などと呼ばれ
ることもある。
刺激から逃れたり、子宮の中で動いたりするために大切な反射。消失し
ない場合は、首すわりや腰すわりが遅れることがある。
出現時期：在胎３２週 消失時期：生後２ヶ月(生後５週頃)
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脳幹に反射中枢がある原始反射

○哺乳反射３：吸啜反射：(きゅうてつはんしゃ)、口にくわえた物に強く吸い
付く反射。乳首に吸い付いて母乳を飲むために必要。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後５ヶ月～６ヶ月
○嚥下反射：口の中に流れ込んだ液体を飲み込む反射。嚥下反射は、母
乳やミルクを飲み込むために必要。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後５ヶ月～６ヶ月
○押し出し反射：舌に触れた固形物を舌で押し出そうとする反射。誤飲や
窒息を防ぐために必要。離乳食を始めた後に残っていると、離乳食が進ま
なくなる。授乳時には、哺乳反射が押し出し反射に優先される。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後５ヶ月～６ヶ月
○引き起こし反射：①あおむけに寝かせた状態で、②両手を持ってゆっく
り引き起こすと、③頭が持ち上がり、両手両足や身体が曲がって、④起き
上がろうとする反射。引き起こし反射が起こらない場合、脳の障害や低緊
張などの可能性が疑われる。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後２ヶ月～５ヶ月

◎哺乳反射：①乳首を見つけて口を開け、②乳首に吸い付き、③母乳やミ
ルクを飲むための一連の反射。赤ちゃんが生きていくためになくてはならな
い反射、首すわりが完成する時期にも影響する。哺乳反射は、探索反射、
捕捉反射、嚥下反射、吸啜反射の４種類。
○哺乳反射１：探索反射：①唇やその周辺に物が触れると、②口を開きな
がら、③触れた物の方向に顔を向ける原始反射。口唇反射とも呼ばれる。
乳首を探すために必要。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後３ヶ月～５ヶ月
○哺乳反射２：捕捉反射：捕捉反射とは、唇やその周辺に触れた物をくわ
える。探索反射に続いて起こる反射で、探索反射と捕捉反射を区別せず、
まとめて探索反射と呼ぶこともある。お母さんの乳首をくわえて母乳を飲む
準備をするために必要。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後３～５ヶ月
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その他の反射・反応

○モロー反射：①あおむけに寝かせた状態で、②頭を少し持ち上げてか
ら下ろすと、③両腕を外側に向けて開き、その後、両腕を自分の体に引
き寄せる反射。落下から頭や身体を守るための反射だと考えられてい
る。日常場面では、音やベッドに寝かせようとした時などにも似たような
反応が見られるが、モロー反射とは区別される。
出現時期：在胎２８週
消失時期：生後４ヶ月
○緊張性迷路反射：重力がかかる方向と、頭の位置によって起こる反
射。あおむけの状態では両手両足や身体を伸ばし、うつぶせの状態で
は両手両足を曲げて身体を丸める動きが見られる。重力がかかる胎外
の環境に適応するための反射。
出現時期：生まれた時
消失時期：生後５ヶ月～６ヶ月
○非対称性緊張性頸反射：①あおむけに寝かせた状態で、首を左右の
一方に曲げると、同じ側の手足が伸び、②反対側の手足が曲がる反射。
出現時期：生まれた時
消失時期：生後４ヶ月～６ヶ月
○対称性緊張性頸反射：①うつぶせの状態にして、②頭を上げさせると、
両腕が伸びて両足が曲がり、③頭を下げさせると、両腕が曲がって両足
が伸びる。
出現時期：生後４ヶ月～６ヶ月
消失時期：生後１０ヶ月～１歳
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〇バブキン反射
• 「手の平を押す」と口を開ける、首を曲げる、頭を回転させ
る動作が一連の流れとして起こる。健常の赤ちゃんよりも
低出生体重児などの方が敏感な傾向がある。
• 出現：在胎２６週前後 消失：生後１週間前後で消失すると
いう意見と生後３ヶ月頃まで残るという意見がある。但し、
脳性麻痺など中枢神経系の病気や障害がある場合、早め
にバブキン反射が消失する傾向がある。
• また、手を動かした時に口と舌が不随意に動く、字がうまく
書けない、発語や構音に影響が出ることがあると言われ
ている。
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運動発達の概略

11

•
•
•
•
•
•
•
•

○発達過程で観察
定位反射（反応）
・物に手を伸ばす
○成人にもみられる
・唾液反射 ・屈曲反射 ・膝蓋腱反射
・眼瞼反射 ・驚愕反射（反応）
・迷走神経反射・・等
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頸がすわる（３～４）
寝返り（６～７）
近くの物に手を伸ばす（～７）
おすわり（７）
はいはい（９～10）
支えられて立つ（８～10）
歩く（12）
（ ）内は通常の月齢の目安
流涎の有無と程度・嚥下運動・咀嚼運動
離乳時期・遊び・社会性等の情報と重ねる
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発達に影響を及ぼす環境要因

13

身体的要因
適切な環境
生活環境・社会環境 家庭環境
国際平和

教育環境

地域社会・国家の役割

教師・保育者の役割

本人の要因

保護者の役割

健やかな成長・発達
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教師として知っておきたい効果
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

見物効果 audience effect
光背（ハロー効果） halo effect
寛大（寛容）効果 leniency effect
スリーパー効果 sleeper effect
実験者効果 experimenter effect
ピグマリオン効果 pygmalion effect
ゴーレム効果
ブーメラン効果 boomerang effect
ホーソン効果 hawthorne effect
プラセ（シ）ーボ効果・偽薬 placebo effect
サブリミナル効果 subliminal effect
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教師として知っておきたい効果
• FBI効果
フリーサイズ効果 freesize effect
ラベリング効果 labeling effec
インプリンティング効果 imprinting effect
• バーナム効果 barnum effect
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• 見物効果 audience effect
• 他者の存在によって、遂行が促進される現象。他者は、同一
課題を同時に独立に行なう場合と、単に見物人である場合と
がある。負の促進もある

• 光背（ハロー効果） halo effect
• 社会心理学の現象で、対象評価時に、ある顕著な特徴に
よって他の特徴の評価が歪められる（認知バイアス）現象。
後光効果

64
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• 寛大（寛容）効果 leniency effect

• スリーパー効果 sleeper effect

他者を評価するときに、好ましい特徴はよ
り好意的に、そうでない特徴は寛大に評価す
る傾向を言う。

説得効果が，時間の経過とともに増大する現象。
信憑性の低い送り手による 説得は，説得直後にはあ
まり効果がなく，一定時間経過後の方が効果的な場合
がある。
この現象は，説得内容についての記憶と送り手につい
ての記憶とが分離することによって生じる。逆に，高信
憑性の送り手の説得は，時間とともに効果が減少する。

65

66

• 実験者効果 experimenter effect

• ピグマリオン効果 pygmalion effect

実験者が意図せずに，被験者の行動に及ぼす実験統制
外の影響のこと。実験の対象（被験者）が実験者と同じ人
間であることに由来する問題であり，実験状況における実
験者と被験者の意識・無意識レベルでの相互作用が，実
験結果に予期せざるバイアスをもたらす。実験者効果は実
験者自身に原因が求められるものであり，たとえば「こうい
う結果になれば望ましい」といった願望が，知らず知らずの
うちに被験者の行動（あるいは反応）に影響を及ぼしてい
るような場合である。ローゼンソールの一連の研究が有名
であるが，担任教師の学習期待が当該生徒の成績に影響
することを示した「教室内のピグマリオン効果」は多くの問
題を投げかけた。
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他人に対してもつ期待が成就されるように機能す
る。教師が児童に対してもつ期待が，学習成績を
左右する。ローゼンタール,R.により提唱されたもの
で、「教師期待効果」とも言う。
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• ブーメラン効果 boomerang effect

• ゴーレム効果：ピグマリオン効果の逆もま
た成立すると考えられた現象をいう。
人に対し悪い印象を持って接すると悪い影
響のほうが勝りそうなってしまうことを指す。
例えば教師がこの生徒は成績が良くないと
思いながら、期待度の低い状態で接すると、
生徒の成績が下がることがある。
ゴーレムとはユダヤの伝説にある意思のな
い泥人形で、呪文で動き出すが、額に真理
(emeth)という文字が刻まれており、「e」の一
文字を消すと死（meth）になり土に戻るという
話がある。（golem） 説、札５枚説等もある。
69

•

• 説得への抵抗のなかでも動的・積極的抵抗である。生起の要因
は，(1)自身の立場へのコミットメントが高い場合，説得によって
かえって立場が極端化することがある。(2)社会的判断理論によ
れば，自我関与が高い場合，受け手と違う立場の主張は，対比
効果により拒否されやすい。(3)説得の予告は，後続の説得に対
する抵抗力を増大させる。さらに受け手と送り手の立場が一致
する場合でも(4)バランス理論によれば，好ましくない，あるいは
同類でない他者から自分と同じ意見を主張されると，相手とは
違う立場をとるようになる。(5)押しつけがましい支持は，心理的
リアクタンスを喚起させる。
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• ホーソン効果 hawthorne effect
• 産業心理学の分野で，1924年から32年にかけてシカゴのウェス

• プラセ（シ）ーボ効果・偽薬 placebo effect
薬理作用のない偽薬を薬と称して与えた場合のの
改善効果、心理効果（暗示作用） のこと

タン・エレクトリック社ホーソン工場で行われた実験的研究。照明
条件、休憩条件、作業時間などが生産能率に及ぼす影響を調査。
これらの条件と生産性との間に有意な関係は見出せず，従業員
が，集団の一員として認められることや仲間とうまくやっていきた
い等の社会的欲求に規定されること，会社が作った集団よりも，
自ら作った集団の規範に強く影響されていた。この研究は，従業
員の社会的欲求や非公式集団における規範が，組織の生産性
に強い影響力をもつことを明らかにし，産業組織の研究に社会心
理学的な視野を組み込んだ点で，経営におけるその後の人間関
係論の展開に大きな影響を与えた。
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唱導方向とは逆への態度変化。送り手の意図に反した方向へ，
受け手が意見や態度を変える現象。

• サブリミナル効果 subliminal effect
短時間の知覚刺激等（閾下刺激）で意識としては認
識できないが、潜在意識に対して一定の影響・効果
を及ぼすとの説。その「効果」
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• フリーサイズ効果 freesize effect

• FBI効果
フリーサイズ効果 freesize effect
ラベリング効果 labeling effec
インプリンティング効果 imprinting effect
• バーナム効果 barnum effect
• その他
医原病
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バーナム効果 barnum effectと同意
誰にでも当てはまることをいうことで、
フリーサイズの洋服のように、その説明が当てはまるような
効果を生むことを言う。
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ラベリング効果 labeling effec

この理論は，ラベルを付与する側とされる側の権威・威信の差異や
権力関係を重視しており，逸脱ラベルの象徴的機能に注目して，社
会は秩序維持のためにある種の逸脱者を必要としているとさえ，主
張する。これは，ラベリング理論以前の逸脱論が，逸脱を好ましから
ざるもの，矯正すべきものと暗黙のうちに仮定していたのと大きく異
なる点である。
おもな研究テーマには，逸脱ラベルの構成と制度化のマクロ分析，
相互作用のなかでラベルが付与される過程，逸脱者と見なされた
人々の逸脱的アイデンティティ形成と逸脱のエスカレーションなどが
ある。以上のうち，最後のものは，自己充足的予言の実現過程と見
なすこともできよう。

｢レイベリング」とも表記される。1960年代後半から70
年代にかけて台頭した逸脱研究の理論的立場。その主
張の核心は，ベッカー(Becker, H. S.1963）の次の言明
に示されている。｢逸脱とは人間の行為の性質ではなく
して，むしろ，他者によってこの規則と制裁とが『違反
者』に適用された結果なのである。逸脱者とは首尾よく
このレッテルを貼られた人間のことであり，また，逸脱行
動とは人びとによってこのレッテルを貼られた行動のこ
とである｣。ラベリング理論の特徴は，逸脱を，逸脱行動
（または逸脱者）の内的な特性からではなく，ある行動と
それに対する他者の反応の過程から理解する点にある。
別名「社会的反作用学派」とよばれる。
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インプリンティング効果 imprinting effect
ある情報を知っていると自分からその情報に合わせた行動
をとることを言う。ラベリングの逆。

• 現在，ラベリング理論は，実証的研究によってその仮説に否定的
な知見が続出したことなどから，妥当性を疑問視されている。そ
の一方，理論の普及と実証研究の過程で，ラベリング理論が本
来有していた問題意識がゆがめられ，リアリスティックな視点が
失われたとする議論もある（宝月誠1996)。ラベリング理論の見地
にたった日本での研究には，大村英昭・宝月誠1979，徳岡秀雄
1987，大村英昭1989などがある。
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本来の意味
学習の一種で「刻印づけ」ともいう。刷り込みによる学習成立に
は、①多数回あるいは長時間の試行を必要としない，②普通生
後まもなく，ある限定された時期にのみ学習が成立する、③一度
習得された行動はその後の経験によって訂正できず，非可逆的
であり消去されにくい。一般の条件づけによる学習過程とは異
なった特色がある。
カモなどの鳥に，孵化後一定時間内に人や動物，あるいは物
体を見せ追尾させると，その鳥は一生それを追尾するようになる
という現象が動物行動学者 K.ローレンツによって報告された。
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バーナム効果 barnum effect
多くの人々にあてはまるような一般的なパーソナリティ記述を，自分にあては
まる正確なものとして受容する傾向。｢世に馬鹿者の種は尽きまじ」(There is a
sucker born every minute)，｢だれにでも当てはまるものがある」(a little
something for everybody）などの言葉を残したアメリカの興行師バーナム
（Barnum, P. T.）に由来し，合衆国のポール・ミール（Meehl, P. E.1956）によって
命名された。
ホロスコープやタロットカードなどの占い，臨床家が実施するパーソナリティ
検査が受容されやすい背景に，この現象があると主張する研究者もいる。
バーナム効果を生み出す要因としては，(1)与えられるパーソナリティ記述の
多義性，一般性（Snyder, C. R. et al.1977)，(2)記述内容の望ましさ，(3)（パーソ
ナリティ記述の基礎となったとされる）テストの種類，などがあげられる。
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• 医原病iatrogenic disease
医原性疾患ともいう。この概念を最初に医学に導入した A.ハー
スト (1922) は，医師の検査，態度，説明などに起因する，患者の
自己暗示によって起った病気と定義している。
しかし、こうした医原性神経症にとどまらず，患者に施した医療
が不適当であったり，薬剤などの副作用のために起る疾患も含
めて考えられている。抗生物質の長期にわたる大量投与よって
引起された菌交代現象はその代表的なもの。
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医原病：社会学者のイヴァン・イリイチは、次の３つに分けている。
①臨床的医原病（狭義）一般に「医原病」と呼び、医療行為が原
因で生じる疾患のことをイリイチは「臨床的医原病」と呼ぶ。医療
過誤など、医薬品の副作用や手術ミスや検査にともなう過誤等
や、社会的集団的に発生する不可逆な健康被害である薬害、治
療を受けたが故に生じた患者側のデメリット全てが含まれる。
②社会的医原病（広義） 医療社会学や医療人類学の用語でい
う「医療化」（Medicalization）を指し、医療の対象が拡大していくこ
とを指す。自宅での出産や臨終が病院で医療として行われ、老
化も医療の対象となるなど、尊厳死やセカンドオピニオン制度は
あるが、全般に現代社会における過剰医療を意味する。
③文化的医原病（広義） 医療の対象拡大が、自己の健康に対
し主体性を失い、医療に任せてしまう状態を指す。医師による
「専門家支配」（Professional Dominance）・パターナリズム医療の
所産でもあり、「お任せ医療」状態のことである。
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教師は子供や保護者からみれば指導者、
権威者であり、特別支援教育に従事している教師は、医師
と患者、臨床心理士とクライエントの関係性に類似している
ところが多い。
専門的知識・経験の有無、意図的・無意図的にかかわら
ず＋にもーにも働く影響力を持つが、万能ではなく、全てを
理解しているわけではない、全ての期待に応える力もない
経験主義に陥らず、謙虚であること
努力を惜しまないことが求められる。
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動機・効果・学習

15

【動機】・・・生理的動機 社会的動機
達成動機 外発的動機 内発的動機・・
【効果】・・・分散効果 命名効果・・・・
【学習】・・・範例学習 観察学習
分散学習・集中学習
受容学習 信号学習 漸進的分習法・・・・
模倣学習・・・模倣の形成

83

発達に関連して
みられる問題

84

21

16

発達に生じる問題

17

問題に作用する要因
•
•
•
•
•
•

消失すべき事象が消失しない

出現すべき事象が出現しない

主因（原因）
誘因
促進因（＋）
促進因（ー）
維持要因（±）
その他の要因

主因
主因

誘因

時 間

85

86

18

19

乳幼児期の指導＝早期発見・早期療育

言語発達の基礎知識
と指導の手がかり
単純

大きな力が必要
累積した力・複雑

小さな力でよい

87

88

22

言語発達の諸相

20

•
•
•
•

構音
語彙
語文数
構文（文法）

伝える道具の品質重視
正確さ・適切さ

•
•
•
•

21

【運動】 呼吸＋発声（叫喚）→生理的
運動量 吸気量
呼吸運動と発声が同期
呼気時間＞吸気時間
分離し、泣く
呼気コントロール
泣き声の多様化
ＯＮーＯＦＦ
発声（非叫喚）
大きさ・長さ・変化
喃語

伝える意思
伝える手段
伝える内容
伝えた効果

伝え合う楽しさ重視
心情・育ち

89

これまでに何を身につけているか？
90

22

【情緒・対人関係の基礎】
泣く → 養育行動を喚起
養育者が視界に入る
①そばに行く
養育者（母親）を見る
②授乳・オムツ交換
③抱く 物理的刺激
体内環境の変化を知覚
身体運動の促進
（まだ無意識・・・満腹感）
養育者の音声を聞く
④話しかける

23

発声・・・養育行動・・・人（視覚）・・・音声（聴覚）
発声＋動作
同一の養育行動 同一の人（顔）
様々な話しかけ（語音）
特定の人・・・様々な語音・発声
結びつける
養育行動の多様化（あやす）

日々、繰り返す・・・泣く→音声で即時応答
養育者の特定・・・・姿・音声・抱き方・・・識別
91

言語獲得のプロセス

愛着の形成へ
92

23

24

• 様々な語音・音声
様々な養育行動
結びつける

25

抽出

特定の語音・音声
特定の行動
対応を学習

語の理解へ

状況と語音とを
結びつける
直感的な感情
の理解の水準

聴覚情報により視覚イメージが想起（語の理解）
視覚情報の想起・・対応する音声使用（語の表出）

理論的には「経験の反復」しかない
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94

1

95

• 特定の状況 特定の語音・発声 学習
• 表出可能な音・・・特定の状況で使用（聞く）
• 例 ンマンマ
食事場面 母親使用
同時使用・交互使用・・・即時模倣の状況
視覚情報と聴覚情報の同時提示
日々の生活で反復使用
視覚情報に先行して聴覚情報が提示

1

• 語音はなぜ増加するか
• 条件
誕生時・・・泣く
発声の確認・・・発語器官の機能評価
（舌・両唇運動を除く）
呼気吸気・・・・・発声の持続
声量（呼気量）の確保

構音の獲得指導
• 誤りの原因を特定（推定）・・・対処
• 誤りの原因は特定せず・・・正しい構音
運動の獲得をめざす
聴覚的弁別に関する評価
構音類似運動
構音点
単音・・・語頭・語尾・語中
短文・・・音読練習
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24

26

【知的側面の発達】
視覚情報・聴覚情報・運動感覚情報
各イメージの形成（象徴）と活用
「各情報の連合」は？
注視・ミラーリング・記銘・再生・模倣
探索・指さし・認知・手続き記憶の活用
「模倣」による取り込みは？
語は、特定の場で、特定の人と恒常的に使用
特定から非特定へと徐々に拡張
「般化」のメカニズムは？
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• 哺乳の状況・・・吸う力（運動）の獲得
哺乳瓶の乳首の形状、堅さ、穴の大きさ
嚥下運動の獲得
流涎量
• 離乳の状況
• 偏食：食物摂取の嗜好・・・摂食行動は構音練習
口腔内感覚
味覚
温度、大きさ、堅さ、水分量、鋭角物
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28
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見ておくべきもの

27

• 咀嚼の様子
左右差：齲蝕（歯）の様子
舌運動・・・各部位の運動
口輪筋・・・口角、口唇の突き出し
顎運動・・・可動域、速度、筋力
• 形態：口蓋（幅・高さ）・軟口蓋挙上・左右差
粘膜下口蓋裂の可能性
：舌・・・安静時と運動時の差も
• 運動：構音器官の反復運動 スピード＜正確さ
• 呼気コントロール
• 鼻閉
• 表情筋の左右差

利用すべきもの

29

•
•
•
•
•
•

歯牙の萌出
離乳期・・・離乳食（栄養面優先）
乳歯～永久歯（学童期）
歯磨き・・・ブラシ・泡・味・うがい
食事・・・調理法・食感・温度・味・咀嚼
間食・・・ＭＩＸ・・・

生活習慣を見直し・・・毎日練習
保護者の理解が得られやすい
無理しない
100

25

保育現場でみられる言葉の問題
30

現症の評価

言語発達の遅れ

• 指導に使用できる結果を得るために
• 方法の妥当性と結果の信頼性
• 現症の記述を詳細に行っても、適切な指導方針が得られ
るとは限らない
• 現症は過去の積み重ね
生育の過程のどこかで問題が発生して現在に至る
・・・説明（仮説）できれば対応策へのヒントが得られる

101

構音の獲得
• 語頭・語尾・語中は
構音の難易度とどのように関連があるか？

吃音の進展
• くり返す→引き延ばす→つまる
と進展するか
• 随伴症状は千差万別！
• 吃頻度の波はどのような特徴を示すか
102

31

現症を説明（仮説）

• 発達の諸側面すべてを再度確認する
・各器官の発生（形成）・同時期の他器官も
・神経系の発達（上行・下行）・神経支配
感覚器・筋紡錘・左右差
＜再獲得＞
器官形成
運動
神経系
知的
反射
社会性

•
•
•
•

幼児が行っている活動の理解者
幼児との共同作業者
憧れを形成するモデル
遊びの援助者

• 幼児が精神的に安定するためのよりどころ
環境
• 暖かく受け止め、理解しようとする
• 共感・・柔軟な対応
○保護者支援・育児相談・助言・指導○

情緒

生活
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教師・保育士の役割

32

幼稚園教育要領解説・保育所保育指針解説（平成30年版）より

104
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33

効果的なドリル

保育者の取るべき態度
• 愛情豊で受容的・応答的な関わり
• 声や動き、表情などから、子どもの気持ち
を汲み取る
・・・・・・人に対する基本的信頼感
• 仲立ち
• 優しい語りかけ
• 感覚・感情の共有
・・・・・・自己肯定感

• 言語化
• イメージトレーニング（言語的解説必須）
• スモールステップ
反復学習☓
到達目標？
実行（理解）可能な範囲（最近説領域）

保育所保育指針解説（平成30年版）より
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35

まとめ

○言語症状に応じた指導は行いにくい（個人差が大きい、検査
などの評価方法が確立されていない、本人の協力が得られ
ない・期待できない、使用できる教材が少ない）
○症状の背景に重篤な問題が無い限り、日々通常の生活を送
る過程で、必要な能力を獲得。日常生活での言語使用
○問題を「気づかないズレにより獲得が十分でないまま、次の
段階へ進んだ結果」と考える
〇問題解決へ・・・出現の前段階に着目（要因分析が必要）
○日々繰り返される行動が基盤となる・・交流と言語使用
○ズレの少ない状況で再獲得・・・未学習や誤学習の是正

○言語に関する問題は、①言語発達の遅れ、②構音獲得の問
題、③吃音が多く、いずれも乳児期から幼児期に出現する。
〇言語発達には個人差があり、定型発達からのズレが見られ
るようになった段階で発見に至る。
○発達に関わる、諸要因の整理・分析は必須
○乳児・幼児の指導は、乳幼児に対する「直接的指導」よりも
母親指導などの「間接的指導」が主に行われている。
○指導内容は、言語環境の調整に関する内容の紹介が主で
ある。・・・個の問題＋環境の問題
107
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