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〇場面緘黙とは何か

私たちの企画では、“場面緘黙”（ばめんかんもく）とい
う言葉がテーマとなっている。

場面緘黙とは、「家庭ではごく普通に話すのに、幼稚
園・保育園や学校などの社会的な状況で声を出したり話
したりすることができない症状が続く状態」である（か
んもくネット）。

かんもくネット「場面緘黙とは」
https://kanmoku.org/kanmokutoha.html（2021年10月
10日）

https://kanmoku.org/kanmokutoha.html


〇企画の目的

私たちの企画は、「ホームページの
制作」と「コミュニケーションカー
ドの原案作成」の2点を行っている。

それぞれの企画の目的である。



ホームページの
作成について

「みみちゃんのノート」



〇ホームページを通して伝えたいこと

場面緘黙の当事者たちが安心して社会生活を送れ
るようにすること、自分に自信が持てるようにす
ること。

それを実現するために、当事者に対する支援が必
要である。もし身近に当事者がいた場合の支援に
このホームページが役立てられることを願ってい
る。



〇大まかな設定

• 「みみちゃんのノート」というホームページを制作中で年内に
完成させる予定である。(利用アプリ：Ameba Ownd)

• 内容は場面緘黙の啓発を主としている。

• 支援の具体例をクラスメイト、学校の先生、お家の人に分けて
紹介している。

• 対象は小学生から大人まで幅広く設定している。



「みみちゃんのノート」
概要

• 場面緘黙の当事者である“みみちゃん”
を主人公として、当事者の視点から見
た思いを発信する。

• みみちゃんは小学3年生の設定で、同
年代の子どもが見て親近感が感じられ
るようにした。

• 見た人の興味を惹きつけられるように、
カラフルなイラストを多く用いている。



「みみちゃんのノート」ダッシュボード

• ダッシュボードは現在の時点で以下のものがある

〇ごあいさつ〇場面緘黙とは〇悩んでいる人へ〇ギャラリー

〇場面緘黙の支援

支援（学校の先生向け）/(クラスメイト向け）/(お家の人向け）

※・制作状況に応じて変更する場合もある。

・今後、コミュニケーションカードの進捗に応じて、それを報告するためのも
のを追加する予定である



〇ごあいさつ

• 場面緘黙の簡単な説明

• みみちゃんの紹介。みみちゃん
の学校での様子の紹介。場面緘
黙児の学校生活をイメージした。
特に話せないことで困っている
ということを強調した。

• 筆者の紹介

筆者は現在大学で場面緘黙につい
て学びを深めたいと思い、勉強し
ている。



〇場面緘黙とは

実際、場面緘黙の原因ははっきりと分
かっているわけではない。

そのため、読者に誤った情報を伝えな
いために、原因についてはあまり深入
りしないことにした。

この時点で言えることは、当事者は場
面緘黙の状態になるとき、不安や恐怖
を感じているということ。

つまり、当事者は決してわざと話さな
かったりするわけではないということ
を強調する。



〇悩んでいる人へ

場面緘黙当事者に向けてのメッセー
ジである。当事者は子どもから大人
まで幅広い。小学生に伝わるわかり
やすい表現になるようにしている。

強調することは、場面緘黙の状態は
良くなるということ。また少しでも
良いことがあったら、しっかりと自
分を褒め、自信を持ってほしいとい
うことである。



〇場面緘黙の支援

“支援”は“治療”とは異なり、当事
者が精神的に余裕を持てるように
するためのものである。

個人差があり、支援も全ての人に
効果があるとは限らないので、個
人差に応じた柔軟な対応が必要で
ある。

ページを学校の先生向け・クラス
メイト向け・お家の人向けに分け
た。それぞれ身近に場面緘黙の子
がいた場合の時に参考にしてもら
いたい。



〇支援（学校の先
生向け）

場面緘黙の子の状態を観察し、支
援の方向を考えられる一人として学
校の先生がいる。場面緘黙の状態に
は緘動が伴うものから、特定の場面
（みんなの前で発表など）のみだけ
声がでなくなるものまで一人ひとり
個人差がある。

一番伝えたいことは、上記のこと
に注意して、本人の思いを尊重した
柔軟な対応を考えていってほしいと
いうことである。



〇支援（クラスメ
イト向け）

毎日同じ教室でクラスメイトに知って
おいてほしいことを紹介している。

場面緘黙の子は嬉しい、悲しい、感謝
の気持ちなどを心の中で感じているが
言葉では伝えることができない。

返事がなくても積極的に話しかけ、か
かわりを持ってあげてほしい。話せな
いという理由で排除しないでほしい。

話す以外の手段（頷き、紙に書くな
ど）でコミュニケーションが取れる場
合もある。



〇支援（お家の人
向け）

場面緘黙は、家では話せるが学校
で話せないという点で、お家の人
は場面緘黙の子の学校で話せない
ということの実感がわかないかも
しれない。

学校の先生と情報交換をし、子ど
もの状態を理解し一緒に支援につ
いて考えてほしい。

強調することは、上手くいかなく
ても子どもを叱ったり責めたりし
ないこと。また自分のことも責め
ないでほしいということである。



〇ホームページ完成後の予定

• このホームページが完成したら存在を多くの人に知ってもらう
ために、SNSで宣伝を行う予定である。

• 親の会の人たち、筆者の地元の親の会の人たちにも是非見てい
ただき、感想を聞きたい考えている。

• 使用しているアプリではブログの機能があり、コメントを受け
付けることができる。そこに意見や要望などがあれば必要に応
じて、情報を更新していく。



コミュニケーション
カードの原案作成に
ついて



コミュニケーションカード原案について

• 目的

→場面緘黙の子ども向けのコミュニケーションカード(カードに
書かれている質問について答えていくゲーム)を作成し、症状の
改善に役立ててほしい

• 本年度はその原案を作成し、場面緘黙の症状がある子どもたち
に実際に評価してもらいデータを集計するところまで行う



コミュニケーションカード
の原案作成の流れ

• 既存のコミュニケーションカードの質問を
「単語で答えられるもの」と「文章でしか
答えられないもの」に2種類に分類。

<使用したコミュニケーションカード>

• きいて・はなして はなして・きいて
トーキングゲーム

• えらんで きめて つたえるゲーム すきなの
どっち

• ちょこっとチャット

• こころかるた (全年令向け)
https://www.hyakuchomori.co.jp/toy/p/4580
147461408.html より引用

https://www.hyakuchomori.co.jp/toy/p/4580147461408.html


コミュニケーションカード
の原案作成の流れ

• 実際に自己評価やディスカッショ
ンを行い、答えやすさやの観点か
ら以下のようにさらに細かく分類
した。

※まだ最終決定しておらず、今後内容が
変更する可能性がある。

分類：単語 ①二択で答えられるもの(はい/いいえ、選択肢) 
        例：「パンとご飯どっちが好き？」「ペットは、いる？」 
      ②回答の範囲が狭いもの(ジャンルが特定されているもの) 
        例：「好きなくだものは？」「宿題は、いつ、どこでやっているの？」 
      ③回答の範囲が広いもの 
        例：「今、一番欲しいものは？」「今、ハマっているものは何？」 
 
   文  ①実際に体験したこと 
        例：「夏休みや冬休みで、楽しかった思い出は？」 
          「いままでで、いちばんうれしかったことは？」 
      ②もし～だったらどうしたい？ 
        例：「自由時間がたくさんあったら何をしたいですか？」 
          「10 年後の自分に会えるとしたら、どんなことを話したい？」 
 
   お題 ある文章(単語)に対して自分の考えを言う 

        例：「あなたの一番お気に入りの時間について話してく 



質問数・評価方法・対象者

• 質問数：30～50個くらい(予定)

• 評価：5段階

0．答えられない

1．答えにくい

2．やや答えにくい

3．やや答えやすい

4．答えやすい

• 対象者：小3・4年生～中高生

(場面緘黙の症状が現在ある子ども)

→場面緘黙の子どもをもつ親の会など
を通じて評価の協力をお願いする



今後の予定

• 場面緘黙の子どもに評価してもらうために大学の倫理審査を受
ける

→倫理審査に必要な書類の作成(倫理審査申請書、計画書など)

・ホームページでコミュニケーションカード作成の取り組みを紹
介する



〇現在時点で購入済みの材料・資料

• イラスト制作費

• Tooコピックチャオ７２色Aセット¥27,900

• Tooコピックペーパーセレクション画箋紙¥550×３

• 富士通スキャナーScanSnap iX100黒色FI-IX00A¥21,000

• カード制作費

• エーワン名刺マルチカードアイボリー厚口100枚分¥420     



• 場面緘黙の子どもの治療マニュアル‐統合的行動アプローチ
‐,Bergman,R,Lindsey ¥1,980

• 場面緘黙へのアプローチ—家庭と学校での取り組み(DVD付),
セージ,ローズマリー¥3,960

• どうぶつのかたち練習帖,秋草愛¥1,518

• Wixでホームページ制作〈2020年版〉－初心者でも今すぐ使え
る！,洋平，神戸¥3,080

• 場面緘黙時の思春期と二次障害予防のシナリオ,小栗正幸¥2,096

• 子どもの発達障害と情緒障害(健康ライブラリーイラスト版),杉
山登志郎¥1,320

• 特別支援学校・特別支援学級・通級による指導・通常の学級に
よる支援対応版 知的障害/発達障害/情緒障害の教育支援ミニ
マムエッセンス 心理・生理・病理、カリキュラム、指導・支
援法，渡辺貴裕 ¥2,970



• 入門 自閉症・情緒障害特別支援学級 小学校:今日からでき
る！自立活動の授業づくり 斎藤玲子 ¥2,090

• 先生とできる場面緘黙の子どもの支援,クリストファー・Aカー
ニー ¥2,420

• 場面緘黙支援の最前線:家族と支援者の連携を目指して,ベニー
タ・レイ・スミス ¥3,960

• 場面緘黙児の心理と指

• 導―担任と父母の協力のために,河合芳文¥3,080

• 合計79,444


