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ー２回目：行動の具体化とほめかたー

鳥取大学医学部 井上雅彦研究室

今日のメニュー

 前回の復習（ＡＢＣ分析）

 行動の具体化

 発達障害の子への「ほめ方」と「叱り方」

 ABC分析

前回の復習

「今日は買わないよ」
と言われる

床に寝転がって
泣き叫ぶ

おもちゃを
買ってもらう

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

Aちゃんとママはスーパーに買い物に行きました。Aちゃんがおもちゃ売り場
の前で立ち止まったので、お母さんは「今日は買わないよ」と声をかけまし
た。するとAちゃんは床に寝転がって泣き叫びました。お母さんは恥ずかし
いので、「今日だけだよ」とおもちゃを買いました。

ストラテジーシート

ABC分析

行動の具体化

行動の具体化

 記入する行動はより具体的に。

 誰でも正確にイメージできるように。

× パニックになる

○ 叫びながら走り回る

 「～しない」でなく、しないで何をしているのか？を
記入する。

× ごはんを食べない

○ ごはんを食べずに、ゲームをしている

あいまい語に注意！

 普段よく使う｢きちんと｣｢ちゃんと｣｢しっかり｣など
の言葉は要注意！！

例）おふろできちんと 体を洗う

お手伝いで きちんと タオルをたたむ

これらは達成の基準があいまい、文脈によってす
べきことが変化するなどの理由から、その場で何
を求められているのかを共通理解しにくい言葉。
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行動を具体化する練習 １

 （例）パニックになる
→ 人をたたいたり蹴ったりする

何をするのも遅い
→ 朝の着替えに１時間もかかる

 交通ルールに違反する

 ダイエットをする

 多動である

行動を具体化する練習 ２

 朝、ちゃんと起きる

 歯磨きをいい加減にする。

 ちゃんと幼稚園の用意をする。

 手をきちんと洗う

 部屋をきちんと片づける

ABC分析のメリット

 行動を「前」「行動」「後」の３つにわけることで、行
動の機能や自分や周囲の対応に気づくことがで
きる。

 行動の前後を知ることで、おこり

やすい状況を予測したり、対応を

事前に考えておくことができる。

まずは前後の関わりをかえる

 子どもから「行動」をかえるのは大変難しい

 子どもの行動を変えるには、まずは大人の関わり
方をかえていくことが大切。

 大人が自然にできるよいかかわり方

が、子どものよい行動を維持すること

ができる。

プラスの対応

 行動のすぐあとにプラスの対応をすることで、その行動
が増えたり、上手にできるようになったりする。

 行動を増やしたいときには、プラスの対応を。

 上手なかかわりの第一歩は「プラスの対応をすること」。

手がかり
きっかけ

行動
結果

周囲の対応

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

身近なことで考えてみよう

料理番組を
みる

料理をつくる
「おいしいね」と
家族に言われる

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

料理番組を
みる

料理をつくる
「これ、あんまり
おいしくないね」
と家族に言われる

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

また作ろう。
定番レシピに
しようかな

この料理は
もう作らない。
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身近なことで考えてみよう

髪の毛がのびる 新しい美容院に
いく

友人に
「その髪型いいね」

と言われる

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

髪の毛がのびる
新しい美容院に

いく

「前の髪型の
ほうがよかったね」
と友人に言われる

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

また次もその
美容院にいっ
てみよう

この美容院は

もう２度といか
ない

子どもも大人と同じ

先生と会う
「おはよう」と
声をかける

「おはよう」と
笑顔でかえして

もらう

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

先生と会う
「おはよう」と
声をかける

無視される

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

嬉しい。

次も大きな声
で挨拶しよう

いやな気持ち。

この先生に会
うの嫌だな

行動が増えること、減ること

 「行動のあとに起こること」によって、「直前の行
動」が変化します。

➊ よい結果 生じる 「またやろう」

行動が増える➋ 嫌な結果 なくなる

➌ よい結果 なくなる 「もうしない」

行動が減る➍ 嫌な結果 生じる

手がかり
きっかけ

行動
結果

周囲の対応

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

子どもにとってよいのはどれ？

➊
宿題をすると、ほめられる・点が上がる。

良い結果 生じる

➋
宿題をすると、嫌なお手伝いをしなくてすむ。

嫌な結果 なくなる

➌
宿題をしないで遊びに行くと、お小遣いを減らされる。

良い結果 なくなる

➍
宿題をしないで遊びに行くと、怒られる。

嫌な結果 生じる

プラスの関わり

➊
宿題をすると、ほめられる・点が上がる。

良い結果 生じる

プラスの関わり

 子どもが自信を持って取り組め、次につながる。

 この関わり方は、対応する大人と子どもとの関

係を悪くせずにすむ。

「ほめる」という、プラスの関わりによって、子どもの
よい行動を増やそう。
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上手なほめ方のポイント

子どもにとってプラスの関わりとなるような上手

なほめ方には、次のようなポイントがあります。

➊ よい行動をしたすぐ後にほめる。

➋子どもがわかる言葉や表現を使う。

➌子どもにあったほめ方をする。

➍具体的に何がよかったのかを伝える。

言葉以外でほめる

子どもがしてもらったり、もらったりして「うれしい」と思
えるものや、楽しいと思える活動を一緒にすることも
｢ほめる｣と同じ効果があります。

好きな関わり方は？

好きな活動や遊びは？

好きな食べものは？

好きなキャラクター、対象（電車、恐竜など）

自己コントロールを育てるほめ方

約束が守れたらシールやマグネットを渡す。

スーパーなどのポイントカードのように、集める

と好きな活動やものと交換できる。

自己コントロールを育てるほめ方

 その場でものや活動を用意しなくてよい。

 目標をもたせることができる

 目標を達成するまで、好きな物を活動を我慢さ

せることができる。

 将来、就労したときに、給料のしくみを理解し

やすくなる。

トークン・システムのコツ

➊初めは、好きな活動やものを簡単にもらえるよ

うにする。

➋ポイントを貯めるとどんな活動やものを手に入

れられるかを、先に知らせておく。

➌好みの活動やものを選べるようにする。

➍課題の種類や量など難易度によって、一度にも

らえるポイントに差をつける。

➎シールやマグネットを渡すときに、同時に言葉

や態度でもほめる。

ほめているけど効果がない？

 子どもの視点から見ると褒められたことにはなっ
ていないこともあります。

 一人ひとりの子どもによって「好み」は違います。

 好みは常に変化し、飽きてくることも･･･。

ゴミが落ちている ゴミをひろう
先生が「えらいね」
と頭をなでる

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

頭をさわられ
るの大嫌い

びっくりした
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叱っているけど効果がない？

 子どもの視点から見ると叱られたことにはなってい
ないこともあります。

 「注目」の機能がある場合には、「叱る＝注目する」
となり、プラスの効果と同じ効果があります。

 「行動」の機能の見極めが大事。

帰りの集まりの
とき

高いところに
登る

叱られる

Ａ：事前 Ｂ：行動 Ｃ：事後

先生がこっち
むいてくれて
嬉しい

みんなに
注目されて
ラッキー

ほめることの意義

➊一人でできるようになるためには、集中して練

習する期間が必要。

➋困難なことにチャレンジするときには、最初の

段階でほめて励ますことが大切。

➌一人でできるようになり自信がつけばその行動

自体が楽しみになり、ほめられることは重要で

なくなる。

ほめることが見つからないとき

 いいところを探してほめる。

 ほめるハードルを下げる。

 困った行動をしていないことをほめる。

いいところを探してほめる

私たちは、ついつい｢困った行動｣に注目してしまい、

｢よい行動｣があっても気づきにくくなっています。

意識的によい行動に目を向けてみましょう。

よい
行動

困った
行動

よい
行動 困った

行動

もったいない失敗例

はなちゃんは今日はお母さんに「お片づけして」と言われたら、
すぐに片づけることができました。お母さんは「今日はすごい
ね。いつも今日みたいにできたらいいのにね。」と言いました。

 いつもよりよい行動ができたときには、いつもより
たくさんほめる。

 一言つけ加えてしまうことによって、

プラスの対応のはずがプラスでなく

なってしまうことも。

考えてみよう！

たろう君が、部屋いっ
ぱいにおもちゃを広げ
て遊んでいます。お母
さんが「ごはんよ｣と
声をかけました。
いつもはおもちゃの片
づけどころか、呼んで
もなかなか遊びをやめ
られません。
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練習①：ほめ言葉を考えよう

今日は、いつもと
少し違うようですよ。
あなたならどんな言葉で

ほめますか？

答え①：ほめ言葉を考えよう

・いいお返事ができたね。
・すぐに遊びをやめれたね。

まずは、いつもよりがんばれたことをほめて、

認めてあげましょう。次の目標は、毎回この

行動ができるようになってから取り組みます。

練習②：ほめ言葉を考えよう

今度はどんな言葉で
ほめますか？

いつもはおもちゃの片づけどころか、呼んでもな

かなか遊びをやめられないたろう君です。

答え②：ほめ言葉を考えよう

・自分からお片づけができ
てすごいね
・上手にお片づけができて
いるね

ほめるハードルを下げる

学校に行きにくい じろう君
じろう君は朝になると、学校に行きたくないなあと思い
ます。学校に行くと思うと、胸がどきどきして、すごく緊
張します。じろう君はお父さんやお母さん、学校の先生と
話をして、制服を着て、教室に行くという約束をしました。
なんとかがんばって、制服を着て、校門まで歩いていきま
したが、少し遅くなってしまいました。途中で入るのはい
やだなと思うと、じろう君はがんばれる限界で、学校の中
には入らずに家に帰りました。

ほめるハードルを下げる

教室に入る

制服を着る

校門まで行く

ＯＫ

ＯＫ

普段 今日 約束

じろう君にどのような声かけをしますか？

ハードルをさげると,こんなにほめるポイントが増えますね!
目標設定のときには達成しやすい目標にすることも大切です。
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もし失敗したって、大丈夫！
失敗体験を成功体験に

約束を守れなかった
のね！せっかく制服
も着られたのに！！
何やってるの！

よくがんばったね！
校門まで行けたんだね。
制服も着られたなんて
すごいじゃない！

ＡもＢも学校に行くという約束を守れなかった場

面を、フィードバックしたものです。

本人が｢次はがんばろう｣と思える言い方で伝える

ことはとても大切です。

していないことをほめる

友だちとケンカをしていないことをほめることで、ケンカを
している時間が相対的に少なくなる。

困った行動をしたときに対応するのではなく、
困った行動をしていないときにほめる。

仲良くあそべ
ているね！

仲良く遊ん
でいる時間

ケンカして
いる時間 その他

仲良く遊ん
でいる時間 その他ケンカ

の時間
仲良しっていい
ことなんだ！

できなかった時に考えること

 行動の後にプラスの対応をおこなっているか？

 本当に子どもにとってのプラスの対応か？子ども
を喜ばせることにつながっているか？

 子どもにとって困難すぎることを要求していない
か？レベルは高すぎないか？

 自分は笑顔で対応できているか？

叱り方について

 何をしてはいけないのか、を具体的に伝える

 禁止するだけでなく、何をしたらいいのかもあわせ
て伝えることは大切

 「してはいけないこと」「しないといけないこと」は事
前に伝えておくことが大事
例：買い物に行った時にエスカレーターで遊ばない
家を出る前に視覚的に確認

車を降りる前にも再度お約束を確認

店に入る前に再度確認

守れたらプラスの対応を。

無視や罰の特性

 叱ったり罰を与えることは一時的には効果がある
が、再び復活してくる

 叱ったり罰を与える人の前ではしないが、他の人
の前ではするなど、人によって対応を変えるよう
になることも（根本的な解決にはならない）。

 無視をすると一時的に増えるが徐々に減ってくる
。しかし生活の中でとりいれるには難しい。

「ダメ」ではなくて･･･

 具体的に何をしていいのかを伝える

 「散らかしてはダメ」ではなくて、「この箱の中にいれ
てね」

 「走ってはダメ」ではなく・・・→

 「大きな声を出してはダメ」ではなく･･･→



2020/10/11

8

次回

 次回は12月8日（水）16:00～です。

 今回のホームワークは記録のとりかたの練習です。

 今回は一つの行動を選んで、記録をとる練習をし
たいと思います。

「記録をとる」ということ

 行動を正確に知るためには「記録をとる」ことがと
大切！！

 「記録」＝「事実」なので、記録をとることから始め
ましょう。記録をとることから見えてくることも・・・。

 いろいろな記録の方法がある

夕食のとき席を立って歩き回る→着席時間

勉強のときに大声をあげる→回数

着替えに時間がかかる→着替えに要した時間

例えば・・・

 記録をとることで傾向が見えてくることも・・・

 夕食時に座れないことが判明→なぜ？

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目

朝食 20分 15分 15分 23分 13分 27分

昼食 15分 21分 18分 23分 14分 13分

夕食 5分 9分 6分 7分 9分 8分

ホームワーク

 まずは記録をとることを体験してみよう。

 例えば「逸脱」の数を数えることを目標にした場合
、１週間「設定遊びの時間」「給食の時間」「帰りの
集まりの時間」の３場面で、逸脱をする数を数えて
ください。

 「正」の字でメモをとっていって、後で数をまとめて
いくとわかりやすいです。

記録の例


