関係者の皆様に回覧お願い申し上げます。
回

2021 年 8 月

覧

学苑社

特 別 支 援教 育
関 連 図 書 案 内

税 10% 込の価格です。詳しくは、ホームページ https://www.gakuensha.co.jp/ をご覧ください。

聴覚障害

応用行動分析学（ABA）

特別支援教育・療育における

聴覚障害のある
子どもの理解と支援
廣田栄子編著

B

ᵄᢙ㩷㩷㩿㪟㫑㪀

７に示しました。補聴器を使用していない

20

の上部にありますので、ほとんどの音声成

㩿㪻㪙㪀

1,000

2,000

4,000

イヤホン
マイクロホン

接続

90

ワイヤレスマイク
ロホン（送信機）

電波

120

フィッティングを施しておくことが重要です（Clark,

子どもの学習上の課題
について、
「幼児期から
児童期への発達の移行」
に焦点を当て、近年の
知見を元に言語習得の
支援について解説。

（b）

教師の胸元に
装着する

補聴器を使用した中等度難聴の例

）
。

図Ⅰ-８

補聴器の形状、機能、フィッティングについて

⑴

A5 判●定価 3740

ワイヤレス受信機

育活動の上では、補聴器に難聴児に適切な

６

２）耳あな形補聴器

耳あな形は、本体を外耳道に挿入できます。小型で外見も目立ちにくいため、思春期

変換し、②増幅器（アンプ）で電気信号を増幅し、③イヤホンでその増幅された電気信

以降に使用されることがあります。しかし、補聴器の利得（後述）を大きく設定すると、

号を音に変換して出力する仕組みです。

装用時に耳からハウリングが生じやすいのが欠点です。乳幼児～学齢期の間は、外耳道

補聴器の形状には、いくつかの種類があります。子どもにおいては、耳かけ形補聴器

の成長が早く、補聴器の形状が緩くなりやすく度々作り直しが必要になることから、耳

が最も広く使用されます。耳かけ形の他には、耳あな形、ポケット形、ベビー形があり

あな形は低年齢児ではあまり使用されません。

ます。これらの補聴器はすべて気導（＝外耳・中耳を経由する）による補聴器ですが、

３）ポケット形補聴器

ポケット形（箱形）補聴器は、石けんほどの大きさの本体に、イヤホン部・コードが

これらとは別のタイプに骨導を経路にする骨導補聴器もあります。

つながっています。服の胸ポケットに入れて使用します。平成初期の頃までは、乳幼児

１）耳かけ形補聴器

耳（耳介）後部に補聴器本体をかけて、イヤモールド（耳型の耳せん）を外耳道に入

～幼児に多く使用されていました。しかし、服の衣擦れ音が入る、補聴器本体がかさば

れこみます。イヤモールドは、補聴器本体のフックとチューブで結合されます。このイ

りコードも邪魔になるという使用上の煩わしさがあり、一方で耳かけ形補聴器の性能が

ヤモールドは、耳の成長に合わせて、適宜、耳型を採型して作り直します。耳かけ形の

良くなったため、近年は使用されることは少なくなりました。現在でも音量調節などの

利点として、各メーカーの製品レパートリーが最も多い、音の調整機能が高い、０歳児

操作部品が大きくて扱いやすいため、高齢者など手指の巧緻性が低い場合に使用される

から使用できる、ハウリング（ピーという音漏れ）などの装用上のトラブルが少ない、

ことがあります。

ワイヤレス通信などの補聴援助システムとの接続が容易といったことが挙げられます。

４）ベビー形補聴器

ベビー形は、耳かけ形を改造した特注のタイプで、耳かけ形本体部にイヤホン部・コ
24

25

場面緘黙

第5章

表

なったら、視界にないものをマンドする練習を始めます。一番良い方法は、

日付：6 月 6 日

の

円（税込）

マンド（要求言語）

77

表

練習時間：15 分

常に視界にない「活動」をマンドすることです。例えば、ブランコに乗っ

プロンプトなし
（視界にあり）

プロンプトあり
ボール

なうようにします

本

まずティミーにポテトチップを渡し、数回マンドさせます。それでもまだ

ポテトチップ

欲しいというとき、ポテトチップの袋をテーブルの下やテーブルの上にある

キャンディ

ものの後ろに隠します。ティミーがマンドしなかったら、一瞬見せるか、言

ジュース

葉でプロンプトを行ない、ポテトチップをあげます。

ABA（応用行動分析学）
に基づいた VB（言語
行動）指導法について、
わかりやすく解説。す
ぐに実践できるプログ
ラム。

形状と特徴

幅器、イヤホンから構成されます。①マイクロホンによって受けた音信号を電気信号に

76

うになる場合が多いです。視界にあるものを何十個かマンドできるように

ているときに「押して」とマンドするなどです。「こちょこちょ」「あけて」
「動かして」などもよいでしょう。実物を視界から無くすときは、徐々に行

ISBN978-4-7614-0824-4

補聴器のシステム（a）と、補聴援助システム（b）の構成

耳かけ形補聴器の各部位の名称に加え、ワイヤレスマイクロホンを使用す
る補聴援助システムの例

図Ⅰ-８に、補聴器のシステム構成の例を示します。本体部は①マイクロホン、②増

・保護者や専門家がすぐに使える
・ABA の基礎も学ぶことができる
・無発語の子どもへの指導も掲載

メアリー・リンチ・バーベラ著
杉山尚子監訳 上村裕章訳

ボタン電池
（空気亜鉛電池）

70

図Ⅰ-７

（a）

ボリューム

電源スイッチ

110

十分な場合は、補聴器の作動・調整状態を

プログラム
切替スイッチ

増幅器

聞こえる

100

かります。もし補聴器装用時の可聴性が不

フック

イヤモールド

8,000

補聴器を使用した聴力

80

分は増幅されて可聴範囲内に入ることが分

見直す必要があります。聴覚を活用する教

500

聞こえる

聴覚の保健と環境

円（税込）

補聴器装用時の聴覚閾値はスピーチレンジ

250

0
20

⡬ 30
ജ 40
䊧
䊔 50
䊦㩷 60

Ⅰ

から外れていることが分かります。一方で、

125

10
10

範囲内にありますが、子音成分は可聴範囲

ISBN978-4-7614-08225-1

発達障がいのある子のための
言語・コミュニケーション指導

補聴器による聴覚活用と支援

図Ⅰ-６のスピーチレンジに重ねて、図Ⅰ（裸耳）条件でも母音成分は辛うじて可聴

B5 判●定価 4180

VB 指導法

・最新の基礎知識
・実践のヒントを紹介
・幼児期から児童期を中心に解説

ティミーが進歩しているかどうかはどうしたらわかるでしょうか。どのく

カウンターを使う以外にも、5 つのマンドの対象を書いた表に、子どもが

らい学んでいるかを知るために、データを取ることが重要です。ティミーだ

マンドするたびに記入していくこともできます（表 5-1 参照）。この表を見る

けでなくあなたにとっても重要です。時々、全く進歩がないように感じると

と、他のものより多くマンドしているものがあるかどうかも確認できます。

きもありますが、そのようなときでもデータを見ることで実際にどれだけの

どちらの方法でも、プログラムが効果をあげているか、どのように効果を

ことをティミーとあなたがやってきたかを知ることができるのです。

あげているかを知ることができます。あなたが少し競争心をおもちなら、毎

VB 指導法のすべての領域においてデータ収集は重要なことであり、プロ

日、毎週、マンドを増やしていくことの動機づけにもなります。次のレベル

グラムがより高度で複雑になるにつれ、データをとっていて良かったと思う

のマンド練習に進む前に、子どもの言語の基礎がしっかりできていることを

ことになるはずです。問題行動を数えるときに使ったクリッカーカウンター

確かめなければなりません。「注目」や「情報」をマンドできるようになる

は、進歩を計ることにも使えます。カウンターは、いろいろなお店や www.

までは何年もかかるかもしれません。しかし、それよりもずっと早くあなた

difflearn.com で購入できます。1 日の中で複数のプログラムを行ないますか

とコミュニケーションが取れるようになるはずです。それを信じて元気を出

ら、幾つか用意しておくのもいいですね。マンドの練習中に、子どもがマン

しましょう。これはあなたとお子さんにとって一生をかけたプロセスなので

ドするたびにカウンターを押してください。マンドの練習をしていた時間

す。

と、その隣にマンドの回数を記入しましょう。記入したらカウンターをゼロ

子どもが次のステップに進む準備ができたら、より高度な概念を教えたく
なると思います。しかし、たくさん強化ができるよう、子どものペースで進

に戻し、次の練習に備えます。
マンドの数を数えるのに慣れてきたら、2 つのカウンターを使い、プロン

めることを忘れないでください。たくさんのものや遊びに対して、視界にあ

プトつきのマンド（あなたがポテトチップと言ってお子さんが模倣した回数）と、自

る場合もない場合もマンドできるようになったら、注目を得るマンドを教え

分から言ったマンド（言語プロンプトなしにポテトチップと言った回数）を数えま

始めます。例えば、「ねえ、これ見て」「私のやったこと見て」「見て、牛が

す。最初は、自分から言うマンドの 2 倍はプロンプトが必要になることと思

いるよ」などです。これは難しいです。なぜなら、既に学んできたように、

います。

マンドするには動機づけが必要だからです。食べ物への動機づけを作り出す

言語・コミュニケーション

臨床家のための

言語・コミュニケーション
へのアプローチ

・イラストや図で子どもとのかかわり方が
わかる
・具体的な連携方法を紹介

家庭・園・学校との連携

高木潤野著

第2部

実践編

第5章

Step3

考えた行動の不安レベルを「不安階層表」を用
いて評価する

円（税込）

ISBN978-4-7614-0823-7

研究成果に基づいた
「本人との共同作業で
行う」プログラムを詳
細に解説する。
「話せ
るようになりたい」と
いう思いに応える 1 冊。

エクスポージャー課題（宿題）を設定する

「できそうか」の確認

大伴潔・綿野香・森岡典子編著

していくとよいでしょう。特に 2 から 4 の間に貼られたものについては、
「できる・で
てください。

A5 判●定価 2640

また確認できた「できそうか」の情報は付箋に書き込んでいくとよいでしょう。例え

法がお勧めです。これを何枚分かくり返していくことで、それぞれの行動の不安レベル

ば、「できそうですか？」の質問にうなずいたり、肯定的な答えが返ってきたものは小

を把握することができます。

さく○をつけておきます。
返ってくることもあります。この作業を進めながら、本人と共同作業で「できそうなこ
と」を見極めていきましょう。
□レベル 1 ～ 2：できること

子どもの発見や喜びを
伝えたくなるような環
境の作り方から、支援
者同士が子どもの経験
を豊かにするためのか
かわり方を解説。

不安階層表と付箋について

（楽にできる、普通にできる）

□レベル 3：できるかもしれないこと

不安階層表は使いやすいものを作って使っていただければ結構ですが、私は「学校で
話せない子ども達のために」で公開されている「どきどき不安きんちょう度チェック

（難しいけどやればできそう）

□レベル 4 ～ 5：できないこと

シート」の一部を用いています。詳しくは第 8 章 120 ページで説明しました。
付箋は、2.5cm × 7.5cm くらいのものが使いやすいと思います。

（難しすぎる、緊張する）

はるかさん以外の4人の誰かに
声であいさつする

高木に、声で
「はい」
「いいえ」でこたえる

貼るときは各レベルの線の上に貼っ

はるかさんに
声であいさつする

てもよいことも説明します。

はるかさんに
「話す練習がしたい」と伝える
はるかさんに LINE を送る

高木に、口パクで
「はい」と答える

クラスの人に
授業のことで LINE を送る

はるかさんに口パクであいさつ
お母さんと 2 人で
ここ（相談室）で話す

小百合さんの事例（セッション 2）の不安階層表

84

円（税込）

ISBN978-4-7614-0822-0

同じレベルに貼られている付箋でも、「できそうかどうか」を聞くと異なる答えが
ここで使っている不安階層表は 5 段階に分かれているので、私は次のように説明し
ています。

85

73

てみましょう。この場面は大人に「もういっかい」と再構成を依頼するコミュ

ブロックを容器の陰や机の下にそっと隠して「青

ニケーションの機会にもなります。構成模倣を促して視覚認知を利用した活動
に展開するのもよいでしょう。

う。子どもが隠されていたブロックを発見したとき
「おーい」と呼ぶ

に「あった！」と子どもの目線での状態を代弁する

ブロックとセットになっている人形を使います。

と「ある／ない」の表現のよいお手本となります。

子どもが乗り物（船など）に見立てたブロックを動
要求することばを経験する（「あけて」など）

か し て、 部 屋 の 少 し 離 れ た と こ ろ に い る 人 形 を

ブロックの容器を開ける場面は援助希求のよい機会となります。大人の存在

「おーい」と呼ぶと、人形が「はーい」と返事をし

に気がつかず 1 人で解決しようとしている場合は、大人が手伝ってみせると

て乗りに来るという設定です。「遠くにいる人形を

いいでしょう。子どものとなりに座る保護者に、事前に子どもの代弁を依頼し

呼ぶ」という演出は発語を促す自然な機会となりま

ておきます。
「開かない」と呟いている場合は「手伝って」とより明確に相手

す。
「おーい」の音声だけでなく両手のひらで口を囲む身振りなど動作を含め

に伝えることを目標とします。「足りない」「ない」

て「模倣」を目標としましょう。大人は人形の声色を作りながら操作したり、

も同じように「ちょうだい」と相手に言うことが目

登場の仕方を工夫したりします。複数の人形を使うことで繰り返しの文脈を利

標となります。半透明で中身が透けて見える、振っ

用することになり、子どもの積極的な参加が期待されます。なお、子どもの様

たら音がするなど視聴覚的な手がかりが得られる素

子に合わせて「ちょうだい」のサインや音声を促したり、
「犬」
「帽子」など人

材の容器だと注意が持続しやすく、子どももあきら

形の特徴に合わせた身振りサインを促したりする展開も考えられます。

めずに挑戦します。
「協力」を経験する
車のやりとりを経験する

子どもの作品が崩れそうになったら大人がサポート

付属のタイヤパーツを使って大人が車を作り、ボールのやりとりのように子

します。これをきっかけに大人も子どもに「倒れそう

どもと転がしあいをします。車の動きに合わせて「ブッブー」
「コロコロ」な

だから手伝って」とサポートを依頼しましょう。どん

どオノマトペを使うと、大人に注意を向けるきっ

な作品にするかイメージを共有し、子どものイメージ

かけとなります。繰り返し行なうと大人の発声を

を言語化して聞かせながら（「赤いタイヤを集めている

期待して子どもが目を合わせてくることもあるで

のね」
）2 人で 1 つの作品を作るように導きます。分

しょう。動作に合わせたシンプルな音声刺激をきっ

業や相手への指示を経験することで協同遊びへの移行

かけに音声模倣が出ることも期待されます。思い

が期待されます。

がけない場面（車が倒れて壊れてしまうなど） では
子どもの表情に着目して「わー！びっくりした！」と代弁したり共感したりし

_22550179.indb

構音障害

環境づくりからの子どもへのアプローチ

「あった・ない」を経験する
い四角、ないね」と代弁し一緒に探してみましょ

きている」か、「できそう」か、「できなさそう・できない」かを 1 つずつ確認していっ

【Step2】までで考えた行動の一つひとつを付箋に書き、本人に渡して貼ってもらう方

Ⅱ

72

ただ貼ってもらうだけでなく、その作業をしながらそれぞれが「できそうか」を把握

ある程度行動の選択肢を考え出すことができたら、
「不安階層表」（資料編参照） と
「付箋」を用いてそれぞれの行動の不安レベルを本人に評価してもらいましょう。

B5 判●定価 2530

人とのかかわりで育つ

・具体的なプログラム
・資料も満載
・当事者自身も活用できる

場面緘黙
改善プログラム

72-73

2021/03/23

17:01:48

聴覚情報処理障害

わかりやすい

側音化構音と口蓋化構音の
評価と指導法

聴覚情報処理検査
（APT）マニュアル

・写真が満載
・具体的なステップ指導を紹介
・50 の Q&A と 17 のコラム

舌運動訓練活用法

山下夕香里・武井良子・
佐藤亜紀子・山田紘子編著
B5 判●定価 3960

第3章

78

舌運動訓練

79

から「丸く平ら舌」を行うと効果的である。

円（税込）

ISBN978-4-7614-0818-3

指導が難しいとされて
きた側音化構音と口蓋
化構音のわかりやすい
評価から具体的な指導
法までを解説。指導の
悩み Q&A も多数収録。

Step4

丸く平らな舌でお皿＊

目

的

舌の縁形成

方

法

丸く平らな舌で、舌の縁を

＊舌の縁があり、中央に凹みがある形を
「お皿」とする。

ば 凹 ま せ る（ 平 ら は 必 須 ）

B5
図 3-36

（図 3-34）
。
舌の前方は平らだが、奥舌

達成の目安

の状態が確認できない（図

□ 奥舌は平ら、できれば凹ませる。

図 3-34

□ 迷わずすぐできる。
□ 10 秒間維持できる。

口蓋垂が見えて奥舌は平らになっ
ている。舌の縁がはっきり見えて
舌の中央に凹みが見える（完成型）

もらい、ペンライトで照ら
して奥舌の状態を確認す
る。

維持している間は静止できる。
□ 安定して 3 ～ 5 回できる。

図 3-37


舌の前方は平らだが、
奥舌の状態が確認できない

ことばかけ・実施ポイント （Q14、Q17 参照）
ことばかけ

指導が必要な状態

解説

「舌を前に出して、横に広げて、丸い平らな舌を 平らな舌ができない場合は「舌を出して横に広げ
作ってね」
「はい、できました」
「そのまま舌の る」に戻る。奥舌が盛り上がる場合は、
「舌を思
先っぽをちょっとだけ上に向けて、真ん中が凹ん い切り前に出す」まで戻る。
だお皿を作りましょう」
舌の中央を凹ませるのではなく、舌の先を上向き

舌の前方は平らに見えるが、舌背中央部か
ら奥舌が盛り上がっている（図 3-38）。
【対応】ペンライトと鏡を用いて奥舌が盛

「舌の先を少しだけ上に向けるとお皿ができます にすることで自然に中央の凹みができる。奥舌が
よ」
「舌の真ん中の凹んでいる部分にちっちゃな 盛り上がらないように常にペンライトで確認する。
お菓子のせられるかな」
「先生が 5 数えるけど、

り上がっていることをフィード
バックする。「舌を思い切り前に出

お皿の舌で頑張ってね。そうそう、舌の奥が盛り
上がらないようにしてね」

す」「舌を出して横に広げる」を数
回繰り返した後、再度行う。難し

担当者が舌の形を実際に見せたり、図に描いて説明する（図 3-35）
。

い場合は、
「舌を思い切り前に出

舌の中央が凹んでいるとリンゴが落ちないが、盛り上がるとリンゴが落ちると説明す

す」まで戻り、その後「舌を出し

るとわかりやすい（図 3-36）
。

図 3-38

て横に広げる」「丸く平らな舌」を
確実に達成させる。

舌の前方は平らに見えるが、舌
背中央部から奥舌が盛り上がっ
ている

感覚と運動の高次化理論
からみた

発達支援の展開

子どもを見る眼・発達を整理する視点

池畑美恵子著

吃音

保育者ができる

気になる行動を示す
幼児への支援

応用行動分析学に基づく実践ガイドブック

B5 判●定価 2420

円（税込）

ISBN978-4-7614-0816-9

「感覚と運動の高次化
理論」を通した子ども
の読み取り方から臨床
実践までを整理した 1
冊。「高次化理論」初
学者に最適な書。

B5 判●定価 2090

円（税込）

ISBN978-4-7614-0821-3

現場で子どもたちの示
す問題に関する事例を
示しながら、問題解決
に必要な、行動を分析
する方法を応用行動分
析学の視点から解説。

Tel 03-3263-3817
Fax 03-3263-2410

行う。
スピーカーにて音場で検査音を提示する場合には、スピーカーより 1m の距離に着席
させる（図 3︲1）
。また、騒音計を用いてスピーカー出力がオージオメーターのダイヤ
ル値と一致するように校正した上で実施する。

3
図 3︲1

スピーカー提示条件

図 3︲2 ヘッドホン提示条件
（検査者操作の場合）

図3

図 3︲3 ヘッドホン提示条件
（被検者操作の場合）

検査提示条件

の

と

て

する

聴力正常で聞き取り困難を訴える APD 例に対して簡易検査としてする場合には、
パーソナルコンピューターにヘッドホンを接続し、直接提示して結果を検討する方法が
ある。事前に標準純音聴力検査において、聴力が正常であること、左右耳差がないこと

面を対象児者側に向けて実施する。オージオメータを介した方法で提示することで、対

を確認することが前提である。左右耳差がある場合には、結果に影響する可能性がある

象児者ごとの提示音圧を統制し、聴力レベルやその左右耳差に応じて調整することができ

ため、2 の精密検査としての実施により左右耳に提示される音圧がそれぞれの閾値上同

る。

程度になるよう調整して実施することが望ましい。

本検査では両耳に別々の音源を提示する場合があるため、使用するオージメーター

簡易検査として実施する場合のヘッドホンについては、ステレオ出力が可能であるも

は、外部入力が 2 チャンネルあるオージオメーターを選択する必要がある。オージオ

の、オーバーイヤーのもの、極力性能の良いものを選ぶ方が良い。提示音圧について

メーターによっては、最低限の検査として外部入力の語音聴力検査用 CD の音声を提示

は、正確な音圧を測定できないため、パーソナルコンピューターの音圧を微調整して、

するための外部入力が 1 チャンネルしかない機器もあるため、使用するオージオメー

対象児者が感じる MCL で提示できるようにする。

ターのチャンネル数の確認が必要である。また補聴機器の装用効果を測定する場合に、
音場でスピーカーにて提示することも選択肢のひとつといえる。その際には、オージオ
メーターそのものにスピーカー出力が可能かどうかも確認する。
パーソナルコンピューターの音声出力とオージオメーターの接続については、それぞ

教示方法は各検査で異なるため、第 6 章の各検査の箇所を参照する。教示が明確に

れのコネクタの形状にあわせてケーブルを用意する。校正音を再生し、オージオメー

伝わらない場合には、検査で求められる内容が分からずに答えられないことも考えられ

ターの VU メーターが 0 になるよう調整し、検査音の出力音圧が統制されるようにす

る。このため、教示を理解できるように分かりやすく伝える必要がある。特に聴覚障害

る。提示音圧は、40dBSL とする。しかしながら、聴覚障害児者に実施する場合、

児者、APD 児者を対象とする場合には、口頭での教示が聞き取れない、分からないこ

40dBSL では補充現象のためにうるさ過ぎてしまうこともあり、閾値上の音圧が快適レ

とも想定される。その際には文字で提示するなどの代替手段を用いた教示を行うことも

ベル（Most comfortable level）となるようにするか、あるいは 40dBSL から音圧を 5dB

重要である。小児への教示においては、状況に合わせて分かりやすく説明できるように

ずつ低下させて適切な音圧を求める。提示音圧を変更した場合には、その旨を記載して

気をつけ、教示の仕方が結果に影響しないようにする。

注

dBHL は平均的な正常聴力者の聴覚閾値を基準にした単位であり、40dBHL はオージオメーターのダイヤ
ル値そのものである。dBSL は個人の聴覚閾値を 0dB とした単位であり、ここでの 40dBSL は対象児者の
聴力レベルに、40dB の音圧を加えたレベルを指す。

20

第4章

聴覚情報処理検査を行うにあたっての準備と実施

21

言語障害

学齢期吃音の指導・ 基礎からわかる
支援 改訂第 2 版
言語障害児教育
ICF に基づいたアセスメントプログラム

小林宏明著

野呂文行・高橋雅江監修
永冨大舗・原口英之編著

おくようにする。対象児者への提示については、オージオメーターの気導受話器により

1m

ス

2420 円（税込）

聴覚障害、一側性聴覚
障 害、APD な ど、 聞
き取りに困難さを抱え
る方の評価に用いるこ
とで、聴覚特性の一端
を把握する。

3-37）
。口を大きく開けて

□ 丸く平らな舌で舌の縁ができる。

判●定価

ISBN978-4-7614-0819-0

お山の舌だとリンゴが落ちる！

幼児支援

感覚と運動の高次化理論

加我君孝監修
小渕千絵・原島恒夫・田中慶太編著
坂本圭・小林優子著

図 3-35 「丸く平らな舌でお
皿」のイラスト例

作る。奥舌は平ら、できれ

・どの年代にも実施が可能
・ソフトウェアや検査音はダウンロードで
きる
・検査条件は選択・変更可能

日本言語障害児教育研究会編著
B5 判●定価 3960

円（税込）

ISBN978-4-7614-0764-3

アセスメントから指
導・支援の実践方法ま
でを具体的かつ、分か
りやすく解説。資料が
学苑社サイトからダウ
ンロードできる。

A5 判●定価 3850

円（税込）

ISBN978-4-7614-0791-9

全国の担当者に向けて
研鑽の場を 50 年間提
供し続けてきた研究会
による「押さえておき
たい基礎と要点」をま
とめた１冊。

〒 102-0071 東京都千代田区富士見 2-10-2
E-mail: info@gakuensha.co.jp https://www.gakuensha.co.jp/

吃音のアセスメント

吃音のアセスメント

CALMS

（カルムズ）

吃音のある学齢期の
子どものための評価尺度
E・チャールズ・ヒーリー著
川合紀宗訳
B5 判変形ケース入り
定価 8360

円（税込）

ISBN978-4-7614-0808-4
理論・解釈・臨床マニュアル
／実施・採点マニュアル

＊記録用紙

（定価 4950 円（税込））は別売

CALMS 評価尺度では、吃音を構成する要
因（構成要素）を、吃音のある子ども自
身の、①吃音に関する知識や認識（知識・
認識面）
、②吃音に対する感情や態度（心
理・感情面）
、③全般的な言語能力（言語
能力）
、④発話時の感覚運動制御（口腔運
動能力）
、⑤会話する場面や状況、聞き手
のタイプによる影響（社会性・社交性）
の 5 つに分類し、すべての構成要素の下
位項目の評価そして①〜⑤の構成要素ご
との評価を行うことで、本人にとって得
意な構成要素と苦手な構成要素を指導者
と本人の双方が把握し、臨床指導に生か
していくことを目的としている。

吃音の
合理的配慮
菊池良和著

A5 判●定価 1980

堅田利明・菊池良和編著
四六判●定価 1870

はやしみこイラスト
四六判●定価 1430

吃音支援入門
菊池良和著
A5 判●定価 2090

幼稚園や学校でおしゃべり
できない子どもたち
かんもくネット著 角田圭子編
B5 判●定価 2090

円（税込）

ISBN978-4-7614-0711-7

保護者と教師が場面緘
黙を分かりやすく理解
するための基本的な情
報を網羅。
「話さない」
のではなく「話せない」
子どもたちのために。

菊池良和編著
A5 判●定価 1650

円（税込）

合理的配慮から支援計画作成まで

高木潤野著
A5 判●定価 2200

円（税込）

ISBN978-4-7614-0788-9

数多くの場面緘黙の
ケースと関わってきた
著者ならではの実践を
もとに、学校でできる
取り組みなどを具体的
に紹介。

Tel 03-3263-3817
Fax 03-3263-2410

円（税込）

臨床家 17 名が、初回
面接の心得を伝授。親
子の心のつかみ方、次
の面接へのつなぎ方な
どのテクニックを惜し
みなく紹介。
吃音

クラタリング

吃音のある学齢児のための

特徴・診断・治療の最新知見

態度と感情への支援

［早口言語症］

Y・ヴァンザーレン／ I・K・レイチェル著

森浩一／宮本昌子監訳
B5

判●定価

ワークブック
Ｌ・スコット編

長澤泰子監訳

Ｋ・Ａ・クメラ／ Ｎ・リアドン著

中村勝則／坂田善政訳

4180 円（税込）

B5 判●定価 2750

ISBN978-4-7614-0800-8

円（税込）

ISBN978-4-7614-0773-5

クラタリングの本質と
なる病態のモデルを提
示し、そこから診断と
鑑別と治療の正しい手
順と方法について、具
体的・詳細に論じた。

吃音に対する態度と感
情の実態把握と支援の
方法を、指導にすぐに
使える教材と豊富な指
導事例と共に、わかり
やすく解説。
場面緘黙

場面緘黙

場面緘黙への対応

B5 判●定価 2530

ISBN978-4-7614-0774-2

「子どもが、からかわ
れたらどうしよう」と
心配な親御さん、吃音
の相談に戸惑う医師や
ST、ことばの教室の先
生のための 1 冊。

「なぜ声が出ないのか、
どうすればよいのか」
を具体的にわかりやす
くマンガで説明。適切
な対応の手引き書とな
る。

学校における

初回面接のテクニック

ISBN978-4-7614-0765-0

円（税込）

場面緘黙

場面緘黙 Q & A

菊池良和著

備えあれば憂いなし

ISBN978-4-7614-0755-1

誰にも話せなかった場
面緘黙の悩み。同じ悩
みをもつ人へ「あなた
は孤独ではない」と語
りかける。「声になら
ない声を伝える」

吃音

吃音

A5 判●定価 1650

ISBN978-4-7614-0813-8

「就職」という大きな
イベントに、悩みなが
らも吃音と上手く向き
合い働く 20 人を紹介。
働くことを応援するた
めのサポートブック。

小児吃音臨床の
エッセンス

医学者としての冷徹な
目と吃音体験者として
の熱い思いが絡み合っ
た「吃音ドクター」に
よる吃音支援の入門
書。

マンガでわかる場面緘黙

円（税込）

ISBN978-4-7614-0809-1

吃音の
リスクマネジメント

円（税込）

どうして声が出ないの？

A5 判●定価 1760

「練習課題」
「応用課題」
「吃音 Q&A」によって、
余分な力を抜いた話し
方を日常の困る場面で
使えるようにするため
の書。

ISBN978-4-7614-0745-2

1760 円（税込）

円（税込）

吃音

エビデンスに基づいた

先輩から学ぶ上手に働くコツ

ISBN978-4-7614-0797-1

吃音のある子どもへの
具体的な支援方法をマ
ンガで解説。吃音の誤
解と正しい情報を知れ
ば子どもの接し方がわ
かってくる。

金原洋治監修 はやしみこ著
かんもくネット編

場面緘黙

A5 判●定価 1760

円（税込）

ISBN978-4-7614-0777-3

場面緘黙

四六判●定価

吃音

飯村大智著

尾木ママこと尾木直樹
氏推薦 ! NHK E テレ
「ウワサの保護者会 気づいて ! きつ音の悩
み -」著者出演から生
まれた本。

入江紗代著

再構成とともに記録の記載例、
CD-ROM（スピーチサンプル）
に加え DVD（症状サンプル）
を付加した。

安田菜穂・吉澤健太郎著

円（税込）

かんもくの声

円（税込）

ISBN978-4-7614-0782-7

菊池良和著

ISBN978-4-7614-0817-6

場面緘黙

B5 判変形●定価 5500

吃音と就職

吃音

暮らしから社会へつなげるために

解説

吃音の発声・発音練習帳

「法律に基づいた支援」
を念頭におき、効果的
な吃音支援を実現する
ために、合理的配慮の
具体例や法律そして資
料を紹介。

吃音のある子どもと
家族の支援

幼児版・学童版・中学生
以上版の３種の検査図版
がセット。

自分で試す

円（税込）

吃音

第 2 版より検査図版と解説が別売りと
なった。
第 2 版での主な修正点
1.「 吃音症状および非流暢性の分類」の
再構成。 2. 重症度プロフィールの再構
成。 3. 記録まとめと記録用紙の一部修
正と記載例の付加。 4. 初版と同じスピー
チサンプルの CD-ROM に加え、第 2 版
の「吃音症状および非流暢性の分類」に
準じた症状サンプルの DVD を作成、付
録とした。

円（税込）

ISBN978-4-7614-0781-0

子どもの吃音
ママ応援 BOOK

ISBN978-4-7614-0807-7

保護者の声に寄り添い、学ぶ

B5 判変形●定価 15400

小澤恵美・原由紀・鈴木夏枝・森山晴之・大橋由紀江・
餅田亜希子・坂田善政・酒井奈緒美著

吃音

吃音

吃音

検査図版

吃音検査法 第 2 版

先生とできる
場面緘黙の子どもの
支援

場面緘黙支援の最前線

K・A・カーニー著
大石幸二監訳 松岡勝彦・須藤邦彦訳

ベニータ・レイ・スミス
ジーン・グロス序文

A5 判●定価 2420

円（税込）

ISBN978-4-7614-0770-4

学校で話せず、不安な
思いをしている子ども
に対して先生ができる
ことは何か。行動理論
に基づいた様々な解決
方法を紹介する。

家族と支援者の連携をめざして

アリス・スルーキン編

かんもくネット訳

A5 判●定価 3960

円（税込）

ISBN978-4-7614-0789-6

場面緘黙の海外研究を
踏まえ、最も効果的な
支援の方向性を示す。
様々な専門領域による
支援法の研究、そして
連携が必要である。

〒 102-0071 東京都千代田区富士見 2-10-2
E-mail: info@gakuensha.co.jp https://www.gakuensha.co.jp/

言語のアセスメント

解説書

ＬＣＳＡ

学齢版

言語・コミュニケーション発達スケール

大伴潔・林安紀子・橋本創一・
池田一成・菅野敦編著

言語のアセスメント

アセスメントにもとづく

学齢期の言語発達支援
LCSA を活用した指導の展開

大伴潔・林安紀子・橋本創一編著

ＬＣスケール 増補版

言語・コミュニケーション

言語・コミュニケーション発達スケール

発達の理解と支援

大伴潔・林安紀子・橋本創一・
池田一成・菅野敦著

大伴潔・林安紀子・橋本創一編著

LC スケールを活用したアプローチ

B5 判変形（解説と絵図版のセット）

B5 判変形（施行マニュアルと課題図版のセット）
定価 5500

解説書

円（税込） ISBN978-4-7614-0750-6

B5 判●定価 3080

円（税込）

定価 5280

円（税込） ISBN978-4-7614-0752-0

B5 判●定価 3080

ISBN978-4-7614-0796-4

小学校第１学年から第
４学年の児童対象。サ
マリーシート作成用ソ
フトや記録用紙が学苑
社サイトからダウン
ロード可能。
シリーズ きこえとことばの発達と支援

特別支援教育における

構音障害のある子ど
もの理解と支援
加藤正子・竹下圭子・大伴潔編著
B5 判●定価 3850

言葉に課題のある学齢
児 を 想 定 し、LCSA を
用いて明らかになる言
語面のプロフィールか
ら支援の方向づけを行
い、指導の方法を解説。
シリーズ きこえとことばの発達と支援

特別支援教育における

言語・コミュニケーション・
読み書きに困難がある
子どもの理解と支援
大伴潔・大井学編著

円（税込）

クイズで学ぶ
ことばの教室

基本の「キ」

四六判●定価 1980

円（税込）

障害児の発達臨床Ⅱ

宇佐川浩著

宇佐川浩著
円（税込）

A5 判●定価 3080

発達支援実践塾
開けばわかる発達方程式

木村順・川上康則・加来慎也・
植竹安彦編著 発達障害臨床研究会著
A5 判●定価 1650

円（税込）

ISBN978-4-7614-0760-5

基礎編、解説編、実践
編に分け、「感覚と運
動の高次化理論」と「感
覚統合理論」の視点か
ら、子どもの発達支援
を具体的に解説。

支援ハウツーの編み出し方
木村順著

誰でも使える
教材ボックス

奈良県立奈良養護学校編 高橋浩・藤川良純・
西端律子・太田和志・鴨谷真知子著

小渕千絵・原島恒夫編著

教材共有ネットワークを活かした発達支援

B5 判●定価 2420

円（税込）

ISBN978-4-7614-0775-9

親支援の在り方や発達
のつまずきの見抜き
方などについて、ハウ
ツー本には書かれてい
ない指導法を編み出す
視点について解説。

Tel 03-3263-3817
Fax 03-3263-2410

APD［聴覚情報処理障害］の
理解と支援

円（税込）

A5 判●定価 2420

ISBN978-4-7614-0792-6

円（税込）

ISBN978-4-7614-0785-8

教材をデータベース化
した連動サイト「教材
共有ネットワーク」の
活用方法も含め、「作
りやすくて使いやす
い」教材を紹介！

聴力が正常とされてい
るにも関わらず、きき
とり困難を抱える人た
ちの症状、評価そして
支援までを最新の知見
をもとに解説する。
感覚統合

〈発達のつまずき〉から
読み解く支援アプローチ
川上康則著

四六判●定価 1650

さまざまな特性のあ
る、虹色のこどもたち
の感じ方・考え方を理
解し、仲間同士で助け
合うための方法を提案
する。
聴覚情報処理障害

発達支援

発達支援実践講座

円（税込）

ISBN978-4-7614-0814-5

きこえているのにわからない

発達臨床の問題や自閉
症児・軽度発達障害児
に対する感覚と運動の
高次化アプローチから
みた支援と臨床論、教
材・教具論などを解説。
発達支援

B5 判●定価 2200

円（税込）

人工内耳や補聴器を効
果的に使うためには、
術後のリハビリテー
ションが不可欠であ
る。ＳＴによるアイデ
アを紹介。

円（税込）

実践家（教師・保育者・支援者）へのメッセージ

星と虹色なこどもたち

「自分に合った学び方」
「自分らしい生き方」を見つけよう

ISBN978-4-7614-9603-6

ISBN978-4-7614-0705-6

行動の発達的意味を問
いつつ、つまずいてい
る発達要因間の絡みや
その発達プロセス、感
覚と運動の高次化発達
水準について解説。

具体的な指導ステッ
プ・プログラムとその
効果的な遊びをセット
にし、イラストを満載
して平易に解説。構音
障害の基本書。

星山麻木著 相澤るつ子イラスト

感覚と運動の高次化理論

感覚と運動の高次化に
よる発達臨床の実際

ISBN978-4-7614-0704-9

発達支援

B5 判●定価 2670

「見えにくい」と言わ
れる難聴の子どもが抱
え る 問 題 を、30 の 項
目と 10 のトピックな
どでわかりやすく簡潔
に説明。

障害児の発達臨床Ⅰ

A5 判●定価 3080

家庭でできるドリルブック

ISBN978-4-7614-0719-3

円（税込）

ISBN978-4-7614-9207-6

特別支援教育

城間将江・氏田直子・
井脇貴子・中村淳子著

感覚と運動の高次化理論

A5 判●定価 3738

「とらえどころのない」
といわれてきた発話症
状以外の部分にも着目
し、最新の知見を織り
交ぜながら吃音支援の
方法について詳述。

白井一夫・小網輝夫・
佐藤弥生編著

ことばの教室を初めて
担当した先生が、クイ
ズを通して研修できる
ように構成。理解を促
す動画や教材なども紹
介し、指導に役立てる。

音の出し方とそのプログラム

円（税込）

人工内耳

B5 判●定価 1650

構音障害の指導技法

ISBN978-4-7614-0754-4

人工内耳装用者と
難聴児の学習

円（税込）

感覚と運動の高次化か
らみた子ども理解

B5 判●定価 3850

構音障害

湧井豊著

難聴児・生徒理解
ハンドブック

ISBN978-4-7614-0794-0

感覚と運動の高次化理論

吃音・流暢性障害のあ
る子どもの理解と支援

ことばの発達に遅れの
ある子どもや自閉症ス
ペクトラムなどの子ど
も、読み書きに難しさ
のある子どもへの評価
から支援を解説。

通常の学級で教える先生へ

髙川康著

特別支援教育における

円（税込）

聴覚障害

言語障害

シリーズ きこえとことばの発達と支援

ISBN978-4-7614-0739-1

構音の状態と発達に合
わせた指導目標の立て
方から指導の原則・ポ
イントまで、正しい構
音に導くためのアプ
ローチを紹介。

認知や社会性などの研
究領域の知見も交え
て、発達過程の理解を
深めるための情報を整
理。子どもに合った支
援につなげるために。

０〜６歳の乳幼児対
象。報告書サンプルや
記録用紙が学苑社サイ
トからダウンロード可
能。

小林宏明・川合紀宗編著

B5 判●定価 3300

ISBN978-4-7614-0746-9

円（税込）

ISBN978-4-7614-0810-7

子どもに優しくなれる

感覚統合

子どもの見方・発達の捉え方
石井孝弘著

A5 判●定価 1650

円（税込）

ISBN978-4-7614-0731-5

27 の具体的な子ども
たちの姿を取り上げ、
つまずきのサインの読
み解き方と、指導や支
援の具体的な方向性を
示す。

A5 判●定価 2200

円（税込）

ISBN978-4-7614-0758-2

発達を捉えるためには
欠かせない感覚統合に
ついて、具体例を交え
ながら優しく解説し、
笑顔でいられるための
かかわり方を紹介。

〒 102-0071 東京都千代田区富士見 2-10-2
E-mail: info@gakuensha.co.jp https://www.gakuensha.co.jp/

吃音の絵本

場面緘黙の絵本

発達障害の絵本

そらをとびたかった

ペンギン

だれもが安心して存在できる社会へ

申ももこ作 shizu 協力
はやしみこ絵 佐藤恵子解説
B5 判●定価 1760

なっちゃんの声
学校で話せない子どもたちの
理解のために

はやしみこぶんとえ 金原洋治医学解説
かんもくネット監修
B5 判●定価 1760

円（税込）

ISBN978-4-7614-0735-3

とべないペンギン、モ
モが主人公の絵本。解
説も収録。多様性を尊
重し受容することを考
える。星山麻木先生（明
星大学教授）推薦 !

学校や幼稚園で話した
くても話せない場面緘
黙（ばめんかんもく）
の子どもを理解するた
めの絵本。医学解説も
収録。
発達障害

発達障害

公認心理師・臨床心理士のための

るいちゃんの
けっこんしき

生きる冒険地図

きだにやすのり作 木谷アンケン絵

プルスアルハ著 細尾ちあき文と絵

どもってもつたえたいこと

円（税込）

ISBN978-4-7614-0790-2

子どもの福祉・貧困・虐待

B5 判●定価 1760

円（税込）

A5 判●定価 1320

ISBN978-4-7614-0786-5

「どもっていたって
ちゃんと 伝わるわよ」
吃音（きつおん）のあ
る女の子の実話をもと
にした、勇気と友情の
絵本。

頼れる大人がいない子
どもたちへ、その日を
生きぬく「知恵と工夫」
をつめこんだ一冊。日
常生活の知恵からリス
ク回避方法まで指南。

学苑社

発達障害

発達障害のある子と

円（税込）

ISBN978-4-7614-0806-0

保育

家族が幸せになる方法

インクルージョンを基盤とした理解と支援

コミュニケーションが変わると
子どもが育つ

14 歳からの
発達障害サバイバルブック

カンファレンスで深まる・作れる

発達障害者＆支援者として伝えたいこと

個別の保育・指導計画

大石幸二監修 山崎晃史編著

原哲也著

難波寿和著

大石幸二監修 遠藤愛・太田研著

発達障害論

A5 判●定価 3080

四六判●定価 1760

円（税込）

自閉スペクトラム症

自閉症児のためのことばの教室

ラクな気持ちになるためのヒント集

発語してから会話・概念獲得への
32 〜 60 ステップ

J・ショウル著 大石幸二監訳

石井聖・羽生裕子著

B5 判変形●定価 2750

円（税込）

新発語プログラム②

B5 判●定価 2420

ASD のある子ど
もが、からだや
気持ちを調整す
るためにできる
簡 単 な 方 法 を、
ピクトグラムや
イラストで示す。
保護者支援

当事者であり臨床発
達心理士でもある著
者が、７カテゴリー・
74 項 目 に つ い て、 イ
ラストを交えながら一
問一答形式で解説。

個別の保育・指導計画
の作成方法、カンファ
レンスの進め方まで、
具体的な事例を示高め
ながら支援に生かすた
めの方法を解説。

特別支援教育

自閉症児のための
明るい療育相談室

障がいのある子との

奥田健次・小林重雄著

藤野博編著 奥田健次・藤本禮子・
太田一喜・林琦慧著

親と教師のための明るい ABA 講座

円（税込）

配慮を要する子どもの
保護者とつながる３つの技術

発達障害の子どもの育ちを
応援したいすべての人に

A5 判●定価 1760

保護者支援

中川信子著
円（税込）

施設職員

ABA 支援入門

行動障害のある人へのアプローチ

村本浄司著
円（税込）

ISBN978-4-7614-0812-1

強度行動障害に取り組
む施設職員待望の１
冊！ 著者の長年の実
践研究の裏付けがある
理論と方法とアイデア
を紹介。

サインを逃さず、タイミングよく話しかける技術

円（税込）

Tel 03-3263-3817
Fax 03-3263-2410

円（税込）

インクルーシブ教育

井上雅彦・吉川徹・
日詰正文・加藤香編著

厚生労働省の発達障害
支援の重点施策として
多くの自治体で研修が
実施されているペアレ
ント・メンター活動に
ついて。

B5 判●定価 2750

身近な事例によって行
動分析学の基本を学習
し、エクササイズとプ
ログラム学習を活用す
ることで効率よく知識
を身につける。

井上雅彦・吉川徹・加藤香編著

円（税込）

行動分析学
ワークブック

発達段階に合わせた
111 の具体的なコミュ
ニケーション場面か
ら、無理なくできる話
しかけ方・働きかけ方・
環境の工夫を紹介。

ペアレント・メンター入門講座

ISBN978-4-7614-0759-9

プログラム学習で学ぶ

ISBN978-4-7614-0783-4

ペアレント・メンター
活動ハンドブック

B5 判●定価 1760

発達に遅れのある子ど
ものコミュニケーショ
ンやことばの力を、遊
びの中で伸ばすための
考え方や具体的な遊び
方を紹介。

ISBN978-4-7614-0725-4

保護者支援

親と地域でつながる支援

円（税込）

ISBN978-4-7614-0712-4

吉野智富美・吉野俊彦著
A5 判●定価 2200

「 専 門 家 と 保 護 者 が、
子どもを真ん中に、三
人四脚で進む姿こそが
真の保護者支援につな
がる」と説く著者によ
る 40 の回答集。

日本ペアレント・メンター研究会著
A5 判●定価 2750

言語指導プログラム 111

円（税込）

保護者支援

応用行動分析学（ABA）

ことばの発達に遅れのある子のための

ISBN978-4-7614-0798-8

「つながる▶引き出す
▶つなげる」３つの
キーワードで、保護者
に寄り添う面談の技術
を達人がわかりやすく
解説。

B5 判●定価 2200

行動分析学

長澤正樹著
四六判●定価 1760

ISBN978-4-7614-0811-4

達人の技から学ぶ楽しいコミュニケーション

何千人ものクライアン
トと対峙してきた臨床
家・自閉症研究者であ
る二人の著者が、読み
や す い Q&A 方 式 で、
読者の悩みに答える。
コミュニケーション

Q&Aで考える

大石幸二監修 竹森亜美・
須田なつ美・染谷怜編著

円（税込）

遊びサポートブック

ISBN978-4-7614-0721-6

ことばが話せるように
なってからの学習課題
について、会話が成立
するまでを重点的にス
モールステップ化しプ
ロセスをまとめた。

先生のための

保護者相談ハンドブック

A5 判●定価 2750

ISBN978-4-7614-0787-2

保護者支援

円（税込）

ISBN978-4-7614-0802-2

円（税込）

ISBN978-4-7614-0805-3

B5 判変形●定価 1980

ISBN978-4-7614-0780-3

自閉スペクトラム症

ビジュアルブック

ASD の君へ

A5 判●定価 1980

「発達障害のある子」
と「子どもと生きる家
族」が幸せを育ててい
くにはどうしたらいい
か？ 専門家が書いた
応用の効く実践書。

個人の特性にのみ問題
を還元しない生態学
的あるいは関係性の視
点を重視した、インク
ルーシブな環境を実現
するためのテキスト。
自閉スペクトラム症

円（税込）

ISBN978-4-7614-0801-5

ISBN978-4-7614-0804-6

高橋稚加江イラスト

配慮を要する子どものための

発達障害の子どもをもつ
親が行なう親支援
B5 判●定価 2090

インクルーシブな
学級づくり・授業づくり
子どもの多様な学びを促す合理的配慮と教科指導

T・J・カルテン著
円（税込）

川合紀宗訳

B5 判●定価 4180

円（税込）

ISBN978-4-7614-0740-7

ISBN978-4-7614-0778-0

ペアレント・メンター
の活動に興味をもつ親
御さんや支援機関の方
などに合わせて、基礎
的な知識から運営や課
題までを解説。

教科教育と特別支援教
育の連携による学びを
促進するために、教員
個人の努力に依存する
ことない教育システム
の在り方を考える。

〒 102-0071 東京都千代田区富士見 2-10-2
E-mail: info@gakuensha.co.jp https://www.gakuensha.co.jp/

