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           配付資料「軽度発達障害と思春期対応」 

 

 思春期の４、５年は本人自身が混乱しており、親たちは思春期の娘や息子を持て余す。 

思春期、ティ－ンエイジャ－たちの反抗や、感情の起伏の原因を、一般には思春期ホルモ 

ンのなせる業だという。しかし、最近のアメリカの児童精神科医の脳科学的な解明によれ 

ば、思春期ホルモンは身体の発達に関わっているが、脳内の変化とは関係がなく、脳は脳 

自身のプラン通りに発達しているようだ。リサ－チ結果によれば、思春期時代の無謀な行 

為は、単にホルモン増加ばかりでなく、制御装置である「認知能力の欠乏」も原因である 

という。（◎思春期に統合失調症や双極性障害を起こしやすく、衝動的自殺も多い） 

 

 思春期と脳内の変化：Ｄｒ． Ｊａｙ Ｇｉｅｄｄ（ギ－ド）Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎ 

ｓｔ．ｏｆ Ｍｅｎｔａｒｌ Ｈｅａｌｔｈの児童精神科医は、１９９１年から１３年の 

間に、１８００人の十代の脳内発達研究リサ－チを、ＭＲＩで行い、同被験者の脳伝図を 

２年ごとにアルバムにしてきた。Ｇ博士はもともとＡＤＨＤと自閉症の研究者。 

 

 こうしたリサ－チ以前には、ジャン・ピアジェをはじめ、他の専門家たちは、人間の脳 

は１２歳までにピ－クに達して、そこからの大きな変化はないと考えられていたが、実は 

そうではないことを Geid 博士は発見している。 

     

 最近の十代の脳の研究で判明したことは、子供の脳は幼少期を過ぎるとほとんど発達を 

見ないことである。６歳までに大人の脳のサイズの９０％から９５％まで成長するが、そ 

の後は、これまで推理されていたようなものではない。人間の脳は胎内で妊娠３ヵ月目か 

ら６ｶ 月までに、脳細胞が分裂増殖がマキシマムまで行われる。誕生１ヵ月前になると、 

不要な細胞の間引きが行われる。＊自閉症の原因はその間引きが少な過ぎたか、多過ぎた 

かにあるというのが、神経外科医たちの共通意見となっている。 

 

 前頭葉は３歳までに大人の脳の９０％の発達を遂げる。このことは誕生から３歳までの 

養育がいかに重要であるかを示唆している。 

 

 生後二度目の間引きが行われるのが思春期で、この時の間引きは脳の細胞ではなく、シ 

ナプシス（結合部分）の間引きが行われる。子どもの脳は６歳から１２歳までにニュ－ロ 

ンが藪のように発達し、その一つ一つが別のニュ－ロ－ンと結びついて神経伝達経路を増 

加させる。それがピ－クに達する年齢は女子で１１歳、男子で１２歳半頃。そこから、重 
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大なシナプシスの間引きが始まり、２０歳くらいまでに次第に完了していく。 

 

＊小脳は生体上の体験と精神生活をコ－ディネ－トする重要な部分だが、何が「間引き」 

を発生させるのか、まだ、解明されていない。 

 

＊脳がどんな状態で治まるにもせよ、脳の生体上の成熟は後頭部から前頭葉へと移動して 

いく。（これが、思春期の暴走の解説になる。思春期の脳はまだ前頭葉まで成熟していな 

いために、感情の抑制、倫理判断、スリル願望など、思春期ホルモンと相まって噴出） 

 

＊思春期ホルモンは脳の発達とリンクしていない。脳は既に組み立てられたプログラムに 

順じて変化する。思春期ホルモンは身体の発達として現れ、食事、環境、社会体験などに 

影響される。知的障害者も正常な身体的発達を遂げる。 

 

＊最近の調査によれば、思春期ホルモンは「間引き」時代の脳のどの受容体にもくっつい 

て、ム－ドや興奮を抑えるセロトニンや他の脳内伝達液を乱していることが分かった。 

 特に感情を刺激する分泌機能に影響を与えている。従って、ティ－ンエイジャ－はその 

感情を発散する機会を狙っている。このことが、ティ－ンをリスクに追い込む。 

 

＊従来、ティ－ンがドラッグやアルコ－ルに手を染めるのは、ピア・プレッシャ－（仲間 

からの押しつけ）による思春期体験と心理専門家は考えてきたが、今回の調査で、思春期 

ホルモンがド－パミン豊富な脳をより刺激して、中毒症状にのめりこませるようになるの 

ではないかと、推理されるようになった。 

 

           ティ－ンの表情を読む能力について 

 

＊ティ－ンは顔の表情を読むとき、感情を司る「扁桃」に依存。大人は扁桃には少し依存 

し、主に前頭葉を使っている。そうすることで客観的な判断ができる。 

 

＊ティ－ンはしばしば表情を読み違える－－怒りや反感を持たれていないのに、他人のシ 

グナルをそんな風に誤解する傾向。 

 

      ティ－ンにもっと重要な課題をやらせるのは何故困難なのか 

 



3 

 

＊動機づけ。前頭葉にあり報酬を望む動機づけをする中核側座核が未熟なせいと考えられ 

る。ティ－ンの中核側座核は、大人のそれに比べて機能が弱いことが判明。ティ－ンは努 

力よりも「興奮（報酬）」を求め易い。だから、ティ－ンにやる気を起こさせるには、遠 

い将来に予期される結果よりも、即座に利益と対面させるほうが効果がある。 

 

＊就寝時間の厳守。ティ－ンはよく夜更かしをする。何故か？ 睡眠は「寝よう」という 

前頭葉で行う意志的な行動よりも、脳基底にある松果体から分泌されるメラトニン量と深 

く関わっている。辺りが暗くなると松果体から分泌されるメラトニンが増加し、体全体が 

入眠準備に入る。Ｂｒｏｗｎ ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙのＭａｒｙ Ｃａｒｓｋａｄｏｎの 

リサ－チによれば、ティ－ンの松果体は、大人やティ－ンより若い者たちのそれよりもゆ 

っくりとメラトニンが増加するという。つまり、ティ－ンの松果体は睡眠準備プログラム 

が遅く組んであることが、夜更かしの原因と考えられる。 

 

 

     ティ－ンの脳発達の特異性から見た、児童期のメンタルの疾病や 

            認知不全が起きるタイミング 

 

＊ＡＤＨＤや Tourette 症候群は典型的に７歳までに起きるが、一部の科学者は、それは脳 

内の分裂増加の時期と関わっているのではないかと言う。この二つの症状は遺伝的要素が 

強いものの、その時期は特にド－パミンが豊富な脳の皮質が急激な変化を遂げることによ 

って、運動機能（多動）やティックが過剰な刺激を受けるためではないかと。 

 しかし、思春期に入ってからこの症状が消えることがあるのは、思春期に脳内の「間引 

き」が行われて、調整されるからではないかと推理されている。 

 

＊一方、統合失調症は前頭葉の「間引き」が進む頃に起きる。仮説だが、統合失調症は本 

来遺伝的要因を抱えているもので、それが「間引き」という変化を受けて表に浮上するの 

ではないか？ と言うのも、健常者の脳の灰白質の減少率は平均１５％だが、統合失調症 

者の前頭葉の灰白質は２５％も失われている。 

             

             では、親はどうすればいいか？ 

 

 最近のティ－ンの脳科学のリサ－チ結果によれば、人間の脳は２５歳でやっと生体上の 

成熟を遂げることが判明した。Ｇｅｉｄｄ博士は言う「親は子にきちんとできないなら出 
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ていってくれと言い渡すことができるが、脳は間違いを起こしながら最大限の発達をする 

ものである。だから、親が忍耐と愛を以て、ティ－ンが計画的な行動に従うことや、時間 

の配分などをきちんとできるようにすることが、より効果的なヘルプになるであろう」 

 

            十代の子を持つ親へのアドヴァイス 

 

  テンプル大学心理学教授Ｌａｕｒｅｎｃｅ Ｓｔｅｉｎｂｅｒｇの、最新の科学的脳 

リサ－チに基づいたアドヴァイス： 

 

１）多くの親が子供がティ－ンになると、もう親としてできることはないと思っているよ 

うだが、これは、間違い。最新の脳研究によれば、親業は十代を通して行われなければな 

らないことが判明。 

 

２）愛しすぎるということはない。ティ－ンの子供に対しても、愛情の表現を惜しむべき 

ではない。人前で表現されると、ティ－ンは照れるかもしれないが、決して傷つけるよう 

なことはあり得ない。 

 

３）常に関わっていること。幼児期には関わっていた多くの親たちが、ティ－ンになった 

子供から手を引くことが多い。それは間違い。ティ－ンの子供との関わりこそ、より深く 

なければならない。学校行事に関わり、子供の友人たちのことを良く知り、ティ－ンの我 

が子たちと共有の時間を持つこと。 

４）親業を柔軟に。親の態度は発達レヴェルに合わせること。ティ－ンになると、納得の 

いかない親の姿勢に対してチャレンジするようになる。 

 

５）限界を教えておく。子供にとって最も親から必要とするものは「愛」であり、「構造 

的環境」である。ティ－ンもル－ル厳守が必要。親は確固とした態度と公平さを持たねば 

ならない。ティ－ンが精神的に成熟するに従って、少しづつ手綱をゆるめ、その「ゆるみ 

」を子どもが悪用するようだったら、又、２、３カ月引き締めて様子を見る。 

 

６）「自立精神」を養わせる。多くの親がティ－ンの自立への欲求態度を、反抗、不敬、 

不従順などと誤解するが、ティ－ンが「自立」を試みるのは発達の印である。ティ－ンが 

つまらないことに誘惑されないような自己判断能力を身につけることができるよう、親子 

間に心理的な距離を置くことも必要。 
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７）親は自分の決断について説明する。親にはティ－ンに対して期待というものがある。 

その期待にティ－ンが添うためには、親の決断やル－ルが明快で公平であるべき。子供が 

客観的な力を得てくると、親の「私の言うことを聞け」は通じなくなる。 

 

 こうしたアドヴァイスは、発達障害を持ったティ－ンにも適用することができる。 

 

            ＬＤ，ＡＤＨＤ，自閉症の思春期 

 

 ・思春期に見られる症状：アメリカのマクラッケンの調査論文－－児童期のＡＤＨＤの 

６０％－８０％が、思春期に持ち越し。ＡＤＨＤ中心的な症状（不注意、多動、衝動性） 

に加え、中には、二次障害として、非行、セルフエスティ－ム（自己評価）の低下、学業 

成績の低下、行為障害、薬物乱用などが見られるようなケ－スもある。 

 しかし、こうした二次障害はＡＤＨＤの反抗、攻撃性の度合いによると言われている。 

ＩＱの程度や両親の精神医学的問題なども、危険因子として挙げられているが、マイナス 

因子ひとつだけが原因というわけではない。 

 

 自閉症分野で良く知られている英国のロ－ナ・ウイングは、自閉症者が思春期に入った 

時に見せる対人関係の変化を５つの型に纏めている：・孤立型  ・受動型  

・積極－奇異方  ・尊大型  ・知的能力に相応した適切な関係が持てる適切方 

 

 ・思春期に見られる心理的問題：思春期は身体の二次性徴が発達する時期で、身体の発 

達に心理的についていけないために、大いに不安定になりがち。ＬＤやＡＤＨＤを持つ男 

児や女児は、もともと「社会性」という部分で、２、３歳幼いために、彼らの思春期は、 

心と身体のギャップがより大きい。人づきあいの中での失敗に対して自覚も薄いために、 

周囲からの嘲り、叱責、排除などを受けることが多くなるにつれて、自信を失いがち。ま 

た、自分は不当に扱われていると感じて、鬱状態に陥ったり、反発感や不信感をつのらせ 

たりする。 

 高機能自閉症者（ＩＱ７０～７５）やアスペルガ－型の自閉症者が、精神科的な問題－ 

「うつ病」に陥ることや、重度の自閉症者の生活環境が適切でなかった場合、「強度行動 

障害（乱暴な行為、自傷癖）」などが現れることが知られている。 

 また、広汎性発達障害（自閉症三つの行動特徴－＊対人的相互交渉における質的な障害 

＊意思伝達の質的障害 ＊行動、興味、活動が狭く、反復的で常同的なパタ－ンが、入り 
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交じり、どれも明確に自閉症を示唆しない）者は、思春期以降、フラッシュバックに襲わ 

れることがある。それに対応するには、フラッシュバックの引き金になるような刺激を避 

けることや、抗うつ剤の一種フルボキサミン（ＳＳＲＩ）の投与や、精神的に快適な生活 

環境を整備し、維持すること。 

 

 ２０１０年、浜松医科精神神経科の森則夫教授らの研究によって、脳内セロトニン・ト 

ランスポ－タ－密度同定に世界初の成功。アスペルガ－症候群の特徴である「こだわり」 

は脳の視床でのセロトニン・トランスポ－タ－量の低下と関連していることが PET(陽電子 

放射断層撮影）で明らかにされた。 

 

 ・思春期を支える基本的ニ－ズ：アメリカのウエイスやその他の追跡調査－－ＬＤ・Ａ 

ＤＨＤ者の中で、社会に適応できた人たちには、成人期に「自分を信じて、支えてくれる 

人がいてくれた」ことを告白。 

 

 ・学習の場で、教師たちがそれぞれの学習パタ－ンに応じた教育指導を行う。高学年の 

ＬＤ，ＡＤＨＤ，自閉症生徒は板書の書き取りや、聞きながらメモをとることが不得手な 

ため、学業が進まず、フラストレ－ションがこの面からも高まる傾向があるので、授業を 

録音させることや、メモ取りのヘルプが必要であること知っていて欲しい。 

 

         アメリカで起きたＡＤＨＤ・ＬＤ思春期への関心 

 

 アメリカの校内乱射事件とＬＤ，ＡＤＤ，ＡＤＨＤ，精神病、広汎性発達障害との関連 

調査が深まったのは、１９９９年４月、コロラド州のコロンバインで起きた、二人のティ 

－ンエイジャ－の乱射殺人事件が発端。その後に続いた類似の事件が、発達障害児の二次 

障害を起こさせないことが重要であることを示唆。 

             

           ＡＤＤ，ＡＤＨＤとＬＤの原因の相違 

 

＊ＡＤＤ，ＡＤＨＤは、新陳代謝の異常（脳内の神経伝達物質のセロトニン量が不足）に 

よるもの。ド－パミン DA 受容体の変異やド－パミン・トランスポ－タ－遺伝子の影響とい 

う報告もあり、最新の画像技術を使った研究から、脳の中の注意を司る領域が縮小してい 

ることも分かった。又、その他に胎児の時、子宮内で受けた化学物質による影響（薬物、 

食品の化学添加物、酒、タバコ、環境ホルモンが胎児の甲状腺異常を引き起こしている、 
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など）、出産時のトラブル、などもある。              

 

＊ＬＤは中枢神経の障害で、大脳皮質の機能障害。遺伝、胎児の時子宮内で受けた化学物 

質による影響（薬物、食品の化学添加物、酒、タバコなど）、出産時のトラブル。 

 

               暴発しやすい男の脳 

 

 普通の男児でも、その脳は女子のそれよりも暴発しやすいことはよく知られている。男 

女の脳の脳梁のサイズや、脳梁の中の大動脈のサイズに差があり、女の脳が右脳と左脳の 

情報を素早く交換して効率よく機能するのに比べて、男の脳は一極集中型。 

 

 子どもたちの心理発達に関して、女子の場合、最初の危機は大体思春期の初めに現れる 

が、男子の場合は最初の危機がもっと早く、５歳－７歳（ギリガンの研究）だと言う。男 

児の二度目の危機は思春期の初期に巡ってくる。この時期、彼らは身体の発達に心がつい 

ていけない。テスタストロン・ホルモン（男性ホルモン）が、怒濤のように彼らを襲い、 

「本物の男になりたい」という気持ちをつのらせ、いよいよ親との分離段階に入るので、 

親にとっては手ごわい相手になっていく。つまり、コミュニケ－ションの取りにくい「反 

抗期」だから。この時期を「反抗期」と呼ぶのは、彼らが親に反旗をひるがえして、独立 

の試みを果たそうとするからである。従って「キレやすく」「秘密を持ち始め」「話しか 

けを拒み」、扱いにくい相手になる。 

 

 女子も同じように思春期は反抗期でもあるが、一般的に男子のそれよりも激しくない。 

 

 それまでに、普通の子どももＡＤＤ，ＡＤＨＤ，ＬＤの子どもも、親子、教師と生徒、 

仲間同志の関わりの中で、しっかりした絆が培われていれば、「健康な反抗期」を経て社 

会的人間への成長を遂げることができる。特に親子間の絆の確かさが、大きなよりどころ 

になっていく。その基盤がゆらいでいるのであれば、関わり方を思春期前に巻き戻して、 

修復する必要があるが、もう幼児ではないために、そのやり方に一工夫も二工夫も必要。 

 もし、その子に信頼している指導性を持った大人がいたら、その人物が親に代わってコ 

ミュニケ－ション相手になってくれることで、親子間のテンションがやわらぐ。 

 

 アメリカの１万人以上のティ－ンエイジャ－を、１０年以上に渡る追跡調査によれば、 

思春期に大きく踏み外すのは全体の５％であり、そのグル－プは後々犯罪行為を起こす傾 
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向が高かった。 

             

         思春期と取り組むための生活に取り入れる知恵 

 

１）食事の見直し：キレやすい子供と食事。ＡＤＤ，ＡＤＨＤ児の脳には神経伝達物質で 

あるセロトニンが不足している。又、キレやすい子供の脳にも同じようにセロトニンが不 

足していることが、数々の研究調査で証明されている。アメリカのエ－ル大学では自閉症 

の成人１７人にセロト－ニンを作る、トリプトファンの少ない食事を続けさせたところ、 

イライラした行動や自傷行為が増加した。 ＊トリプトファンの多い食品：バナナ、タ－ 

キ－、いも類、穀物類、小麦胚芽、大豆、海苔、ミルク、ナッツ、ゴマ、鰹、まぐろ、チ 

－ズ、蕎麦など。但し、トリプトファンやグルタミン酸は焦げると発癌物質に変化するの 

で、調理の際に気をつけること。 

 

 ＊乱暴な性格が形成されるのは、遺伝子と育て方の他に、栄養のバランスも原因として 

考えられることが、アメリカのイリノイ州の健康リサ－チ協会の研究で判明。日本でも福 

山市立女子短期大学教授、鈴木雅子の「食生活の悪い子供ほどキレやすい」という報告が 

ある。イリノイ州の健康リサ－チ協会は暴力的な男性１３５人と、そうではない男性１８ 

人の血液検査を行ったところ、前者は後者に比べて亜鉛が少なく、銅が多かった。男性が 

乱暴であればあるほど、亜鉛と銅の比率の差が激しかった。亜鉛は脳の機能に大きな役割 

を果たす。銅が高い割合を占めると過度に活発になって、精神分裂になる恐れがある。加 

工食品に頼りすぎると亜鉛の摂取量が少ない。＊亜鉛の多い食品：牡蠣、肉類、くるみの 

油、魚介類。 

 

 ｍａｇｎｅｃｉｕｍを加えたＭｅｇａｖｉｔａｍｉｎ Ｂ．６の服用は、自閉症に効果 

があることで知られているが、ＡＤＤ，ＡＤＨＤ，ＬＤ児の多動を抑え集中能力を高める 

効果がある。６０ポンドの子供なら Viamine B 6 を最大量５００mgms。勿論、こうした代 

替治療がすべての子供に効果があるわけではない。 

  

 アメリカには栄養素の組み合わせで集中能力を高める方法として、Super Nu-TheraPowd 

er を販売しているクリニックもある。 

 

２）リタリン、コンサ－タ、ストラテラなどの服用者は、タバコやアルコ－ルに手をつけ 

ないこと。１９８０年代の終わり頃、アメリカではリタリンを服用しているプリティ－ン 
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やティ－ンエイジャ－たちの中で、タバコ、アルコ－ルの乱用が多く見られ、更にそれが 

ドラック乱用につながっていったことが問題になった。調査の結果、リタリンとニコチン 

やアルコ－ルを併用すると、恍惚とした状態になりやすいことが分かった。従って、より 

恍惚の状態を求めて他のドラッグ（コカイン、マリワナ、クラックなど）に走ることも判 

った。 

    

 ＊親は思春期の子供たちの交友関係に目を配っておくこと。悪友の影響で酒、タバコに 

ひきこまれる危険を常に自覚しておくこと。社会全体がティ－ンの誘惑を制御できる機能 

を備えておく必要がある。特に、日本の子どもたちは、親に相談をしない傾向が強いこと 

は、国際比較調査で明らかにされているので、目配りが必要なのだが、発達上の特別なニ 

－ズを持っている子どもと親の関わりは、逆に深くて臨床的であることと、子ども自身の 

心理的幼さが、プラスに動くという可能性が高い。 

 

３）前述の処方薬を服用している場合、思春期前から大きく変化する新陳代謝によって、 

それまでの処方が思わしい効果をあげなくなることがあるので、注意深い観察が必要。更 

に、アメリカで１９９７年から１９９９年春までに校内乱射事件を起こした１１人のティ 

－ンエイジャ－たちの処方薬は、それぞれがリタリンやプロザックなど、様々な種類のも 

のに変化しながら続けていたことが分かる。その理由を、ある精神科医は「鬱病とＬＤ、 

ＡＤＨＤの見分けが困難なため、処方薬を誤る傾向がある」と言う。 

 

 現在アメリカでは子供たちの２０％ぐらいは「鬱病」だという報告があり、ＬＤに関し 

ては先進国のこの国でも、精神科医たちがＬＤ、ＡＤＨＤと「鬱病」の選別に迷っている 

ということは、ＬＤに関しては後発国の日本では、更に困難であろうことが予想される。 

特に思春期に入ってから発症する「行為障害」の予兆については、目配りが重要。 

 

 ＢＰＤ（Ｂｉｐｏｌａｒ Ｄｉｓｏｒｄｅｒ）双極性障害を見分ける必要性。その症状 

によって処方薬や養育、教育内容の吟味が必要だから。アメリカでは５歳前の幼児たちの 

Ｂｅｈａｖｉｏｒａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｌ Ｄｉｓａｂｉｌｉｔｙ（まだ、公 

的に認められていない名称で、「行為発達障害」）の検察が、小児科医の間で活発になっ 

ている（２００２年４月 バ－ナ－ド・アインシュタイン医科大学付属研究所の早期介入 

ロ－ズ・ケネディ－・センタ－の講座） 

 

４）思春期と性教育。「性教育」は親にとっても教師にとっても苦手な分野だが、これを 
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素通りすることはできない。体と心理の発達レヴェルに応じた対応を、性教育を重点的に 

行っている組織や、教師たちに依頼する。親が子供の頃から折々に教えていても、「性」 

と体の関わりが、社会の中でどんな風に扱われるべきかを基本に据えるべきである。 

 男子の性の変化は、即、快感に結びついているために、その対処法について、また、女 

子の場合は妊娠という命を育む大事業の意義について、しっかりと教えておくこと。男子 

の思春期は、父親の出番。自閉症思春期には、性的好奇心とも見られる不適切な行動が見 

られることがある。例－特定の女子の髪をなでたり、顔をくっつけたがったりする行為が 

、実は髪の感触が好きだったとか、匂いに囚われていただけだったり。そんな場合は代わ 

りになる物を与える。双極性障害ティ－ンは特に性的欲望が高い傾向を見せる者がいる。 

参考書：ＹＡＨＯＯで検索。 

 

５）お小遣い。家の中でのお手伝いそれぞれについて報酬額を決めて渡し、そのお金の管 

理の仕方を親子で計画する。このことは将来の経済設計の基本的な態度を涵養する。計数 

ＬＤ児にとっては実践的体験となるメリットがある。 

 

６) 遊び仲間や趣味仲間を作る。思春期前から親と仲間の支えの両方があれば、情緒的な 

安定が得られる。もしその仲間遊びが、大人のコ－チがついているような種類のものであ 

れば、社会のル－ルになじむ滑走路としての効果がある。 

 

７) 進学や就職準備。ＬＤ児、ＡＤＨＤ児、自閉症児が、例え高校、大学への進学可能性 

をはらんでいたとしても、その後に必ず就職問題が待っている。就職か進学かの問題は、 

子供それぞれの適性に応じて、現実的な選択をすることと、道は一つしかないと決め込ま 

ないこと。基本的な条件を年少の頃から身につけさせておくこと。１）に社会性、２）に 

も社会性そして、腕に技術。この社会性にはコミュニケ－ション・スキルが伴われている 

ことが重要。 

 

 自閉症児の社会適応の予後の良さは、その子どもが５歳までにコミュニケ－ション可能 

な言葉を持っていることと、全般的知能の高いことが関連すると言われている。 

 

 参考資料：日本自閉症協会出版「自閉症ガイドブック ｼﾘ-ｽﾞ３ 思春期編」８００円 

 

                性教育関連図書 
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「十代の心と身体のガイドブック」誠信書房 ６０９０円 監訳者；関口進一郎 

 思春期の子どもの心身の問題や親の接し方などについて、全米約５万７千人の小児科医 

療専門家、６人の編集委員の知恵が凝縮された米国小児科学会編。本書の内容は１３歳か 

ら１９歳までの十代の心身の発達と心理・タバコ・薬物・事故・性・病気・人間関係まで 

カバ－している。医療従事者、教師、養護教諭たちの必読書。 

 

「SEX & BODY 十代の性とからだの常識」NHK 出版 河野美代子監修。 

 十代の子ども向けに、分かりやすい言葉とイラストで解説されている。 

 

「すぐ授業に使える性教育実践資料集」小学館発行 財団法人 日本性教育協会編 

    小学校版１５００円＋税 中学校版１６００円＋税 

 本書は性教育の指導経験の浅い教師であっても、すぐに計画立案、授業実践が可能にな 

るよう、・特別な時間を使わなくても、現在の教科、学活などの時間の中で性教育の授業 

はできること、・実践例を基にした具体的な指導案を提示し、すぐに授業実践に利用でき 

ること、・教材、教具についてもすぐに利用できるよう、ワ－クシ－ト利用などの具体的 

な形で配慮して、学校現場で使いやすいように工夫されている。 

 

「ティ－ンズの生理＆からだ＆ココロの本」かもがわ出版 １５７５円 対馬ルリ子・他 

 女の子から女性に変化するティ－ンズのからだと心の悩みに婦人科医が答える本。 

 

「知って防ごう性感染症 現状と対策」高校や医療関係者に無料配付 問い合わせ先：日 

本医師会。日本医師会市民公開講座内容。１０代の間に広まっている性感染症に関する調 

査報告、及び１０代に向けて性感染症を防ぐための指導が織り込まれている。 

 

＊本の解説は、それぞれの広告内用に基づく。 

 


