
知っててお得！ナニコレシリーズ
～境界知能って?～

1

皆様、おはようございます。院生の津禰鹿です。私は境界知能に興味を持ち、境
界知能に関する研究をおこなっています。今回皆様に境界知能をもつ方ってどん
な方なのかについて知っていただきたいと思っています。では、早速「知ってて
お得！ナニコレシリーズ、境界知能って?」に入っていきましょう！

目標
境界知能がどんな対象であるかや境界知能を持つ人が経験する世界を知り、支援
内容やニーズを考えることができる
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2

アウトライン

1.境界知能って？

2.境界知能を持つ方の実際について

3.持っておきたい視点とは？

本日のアウトラインは以下の3パートで進めさせていただきます。
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01
ねらい

境界知能（社会背景、定義等）について
知ることができる

境界知能って？

3

境界知能ってそもそも何？と思われる方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
このパートでは境界知能の社会背景や定義等）についてお伝えしていきます。
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境界知能って？

4

なにか気になる･･･

乳幼児健診の場面

普段の乳幼児健診の場面で、なんだかちょっと気になるお子さんに出会ったこ
とがありますか？

例えば意味のある言葉を言わず言葉の遅れが気になる、幼稚園や保育園で友達
と上手く遊べないなど、発達的にみると通常よりゆっくりめのお子さん。
正常域から大きく遅れているわけではないため、このまま様子を見ていいので
は？というケースです。
もしかするとその子らの中には知的障害という診断はつかないけれど、知能指
数(IQ)が71〜84前後で境界知能に該当するお子さんが含まれているかもしれま
せん。
本日はこの対象の方々について学んでいきます。
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境界知能って？

5

法定健診での健診内容

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」（平成28年度）

スライドは、⺟子保健法で定められている1歳6カ月児と3歳児の健診の内容につ
いて、厚生労働省が示したものです。
皆さんの職場でもここにあげられているような内容について、問診を行い、スク
リーニングをして、カンファレンスで必要と判断されればフォローをしていくこ
とになりますよね。

ところが、「なにかちょっと気になる」と感じても、フォローの条件を満たすと
ころまでには至らなかったり、
フォローになったとしても、その後に発達障害と診断がつかないことで、かかわ
りが途切れるケース。
これまでにご経験なさったことがおありなのではないでしょうか。
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境界知能って？

6

法定健診での健診内容

スクリーニングの対象ではないため
境界知能を確認する問診項目はない

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」（平成28年度）

境界知能はスクリーニングの対象ではなく、また診断を要する対象でもありませ
ん。
ですので、健診の場で、その状態を確認する標準的な問診項目はそもそも設けら
れていない、という現状があります。
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境界知能って？

7

境界知能は保健指導上では
注意欠如・多動症（ADHD）
学習障害（LD）
高機能広汎性発達障害（HFPDD）
と同様に特別の注意をもって発見にあたらねばならない

幼児期に何か対応しないといけない対象とはなっていない

フォローに関する法律はないため

また、軽度の発達障害にあたる（軽度精神遅滞あるいは境界線知能の）幼児は診
断確定の時期が難しいため，
保健指導上では注意欠陥･多動症(ADHD)や学習障害(LD), 高機能広汎性発達障害
(HFPDD）と同様に特別の注意をもって発見にあたらねばならないと、文献では
いわれています。
しかし、境界知能を含み、軽度の発達障害を持つこどもに対するフォローについ
ては、発達障害支援法には定められていないことから、
境界知能だからといって自治体や保健師が、何か対応しなければならないという
ことはないのが現在の状況です。
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境界知能って？

宮口 幸治（2020）, 『マンガでわかる境界知能とグレー
ゾーンの子どもたち 』, 扶桑社．

宮口 幸治,（2019）, 『ケーキの切れない非行少年た
ち』, 新潮新書. 8

法律によるサポートも、診断を要する根拠もなく、保健師や関係職種がちょっと
気になると判断して経過観察することが主な対応となる境界知能のお子さんです
が、
文献では「細やかに発達の経過をサポートしていくことが重要であるという認識
が少しずつ広まって」きていると書かれています。

みなさんはここにお示しした本をご覧になったことや、お読みになったことがあ
りますか？
最近、境界知能やグレーゾーンに焦点を当てた本や文献が多く見られるようにな
りました。
この本を書かれた宮口先生は、立命館大学の教授で、一般社団法人日本コグト
レ：認知トレーニング(COG-TR)学会を創設なさっている臨床心理士の方です。
このように、教育や心理の領域では、近年注目されてきている対象といえます。
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境界知能って？

9

医療や保健分野では、まだ広く知られていない、、、
だから！

今回、境界知能がどんな対象なのかを
知ってもらいたい！

宮口 幸治（2020）, 『マンガでわかる境界知能とグレー
ゾーンの子どもたち 』, 扶桑社．

宮口 幸治,（2019）, 『ケーキの切れない非行少年た
ち』, 新潮新書.

しかし、医療や保健の領域ではまだあまり書籍や文献も少なく、境界知能という
概念が広く知られていない状況にあります。
そこで、本日は、境界知能をもつこどもがどのような対象なのかをお伝えする機
会を持つことにしました。
皆様が、これまで関わってこられたお子さんの中に境界知能の方がいたかもしれ
ない、と思いながら聴いていただければと思います。
のちほど、境界知能の当事者の方もご紹介し、これから私たち保健師がどのよう
な視点をもって境界知能をもつ方に関わる必要があるのかについて、一緒に考え
ていく機会となればと思っています。
そこで、まずは、境界知能とはどのような対象なのかについて知っていただくた
めに、境界知能の定義や背景、文献で明らかになったことをご紹介します。
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10

背景

アメリカ精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル
（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : DSM）の変遷

まずは、境界知能がど今まで医療ではどのように扱われてきたのか、アメリカ精
神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル（Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders : DSM）の変遷を用いて説明します。
DSM-5以前までは、IQ値によって知能能力障害の重症度を分類していて、DSM-
Ⅱまでは今でいう境界知能の方は、軽度精神薄弱や境界精神遅滞精神疾患として
診断されていましたが、それ以降境界知能は精神疾患として除外されています。
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背景

IQ値が71〜84であれば
境界知能と定義

アメリカ精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル
（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : DSM）の変遷

DSM-IV-TRには境界知能を障害として診断していませんが、境界知能の定義と
してIQ値が71〜84とされていました。
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12

背景

IQ値が71〜84であれば
境界知能と定義

アメリカ精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル
（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : DSM）の変遷

障害と診断されず、公的な支援を受けることが
できない対象である

つまり、境界知能の方は、以前までは障害として診断され公的な支援を受けるこ
とができる対象でしたが、現在では障害と診断されることなく公的な支援を受け
ることができない対象であるといえます。

12



13

背景

髙橋三郎ら,（2014）, 『DSM-5 精神疾患の分類と診
断の手引』, 医学書院.

境界知能

対人関係 虐待

経済 人生の危機

また、DSM-5にはこのように診断基準が分かれており、境界知能は、22の「臨
床的関与の対象となることのある他の状態」と位置付けられています。この、
「臨床的関与の対象となることのある他の状態」は、対人関係や虐待、経済、人
生の危機など多くの生きていく上での課題を取り扱っています。
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14

その人の境界線の知的機能が臨床的関与の対象となっている、または
その人の治療と予後に影響を及ぼしている場合に用いることができる

背景

境界知能があっても、生きていく上での課題がないと判断された
場合は、医療の対象とならない場合もある

さらに、臨床的関与の対象となることのある他の状態は、その人の境界線の知的
機能が臨床的関与の対象となっている、またはその人の治療と予後に影響を及ぼ
している場合に用いることができるものとされています。
つまり、境界知能があっても、生きていく上での課題がないと判断された場合は、
医療の対象とならない場合もあります。
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境界知能を持つ人々の割合は、「IQが正規分布することから理論的には13.6％
となり、精神遅滞全体よりもはるかに頻度が高い」（竹下ら、1998）

出典： NHK Web特集 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210730/k10013164861000.html （最終閲覧日：2022/06/20） 15

背景

境界知能を持つ人々の日本での割合は、「IQが正規分布することから理論的には
13.6％となり、精神遅滞全体よりもはるかに頻度が高い」（竹下ら、1998）と
言われています。図にお示ししているように約14％の1700万人の方が境界知能
であると考えられ、診断されることなく支援を求めても気づかれず支援が受けに
くい人々が多数存在していると考えられます。

15

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210730/k10013164861000.html


出典：『マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち』（宮口幸治著／扶桑社）

発達障害との違い

16

背景

発達障害との違いについて宮口先生によると、この図のように、発達障害の子ど
もには、知能が正常域にある子もいれば、境界知能の子も知的障害の子もおり、
逆に知能が平均より高い子もいる、と言われています。

出典：『マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち』（宮口幸治著
／扶桑社）
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00369/052700021/?SS=imgview&F
D=-1039926986（最終閲覧日：2022/06/20）
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出典：『マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち』（宮口幸治著／扶桑社）

発達障害との違い

17

背景

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

また、この図を用いて障害者手帳が取得できる範囲をお示しすると、このように
なります。知的障害（①）と診断された子どもは、療育手帳がとれれば福祉サー
ビスを受けることができ、発達障害（②）で精神障害者保健福祉手帳をとること
もできます。

メモ
出典：『マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち』（宮口幸治著
／扶桑社）
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00369/052700021/?SS=imgview&F
D=-1039926986（最終閲覧日：2022/06/20）
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出典：『マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち』（宮口幸治著／扶桑社）

発達障害との違い

18

背景

支援から漏れる

そこで問題なのが、発達障害ではない境界知能の子どもたち（③）です。境界知
能（③）では、手帳を取ることができず、知的障害の子が受けられる支援と発達
障害の子が受けられる支援の両方から漏れてしまいます。
しかし、社会的な生活を送る上での困りごとは、知的な障害から生じる部分がほ
とんどです。知的な能力が低いと、それだけで生きにくさが増えてしまいます。
そのため、知的障害の程度を知ることは重要だと宮口先生は仰っておられます。

出典：『マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち』（宮口幸治著
／扶桑社）
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00369/052700021/?SS=imgview&F
D=-1039926986（最終閲覧日：2022/06/20）
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知的発達の捉え方

19

言語理解
語彙の豊かさや

言葉による推理力

処理速度
情報処理のスピード

筆記能力

ワーキングメモリー
聴覚情報から必要な情報を選別し

保持しながら処理する力

知覚推理
視覚情報処理

知能指数（IQ）

など、、
松田修. (2013) 日本版WISC-IVの理解と活用. 教育心理学年報 52 巻 p. 238-243 を基に作成

背景

知的
構造

先ほどから述べていた知能指数、いわゆるIQには様々な能力を総合したものにな
ります。これらは一例となりますが、視覚・聴覚から情報を処理する力や言語の
能力、情報処理の能力など様々な能力を総合した結果、IQが出されます。このよ
うな能力のことは「知的構造」と呼ばれます。

メモ
松田修. (2013) 日本版WISC-IVの理解と活用. 教育心理学年報 52 巻 p. 238-243 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/52/0/52_238/_article/-char/ja/
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知的発達の捉え方

20

言語理解
語彙の豊かさや

言葉による推理力

処理速度
情報処理のスピード

筆記能力

ワーキングメモリー
聴覚情報から必要な情報を選別し

保持しながら処理する力

知覚推理
視覚情報処理

知能指数（IQ）

など、、
松田修. (2013) 日本版WISC-IVの理解と活用. 教育心理学年報 52 巻 p. 238-243 を基に作成

背景

知的
構造

同じ境界域のIQを持っている子どもでも、
得意なこと苦手なことは違う可能性がある！

ということは、同じ境界域のIQを持っている子どもでも、得意なこと苦手なこと
は違う可能性があるということが考えられます。そのバラツキがあると、本人も
もどかしい思いをしたりや特定の活動や場面に強い苦手意識を持ってしまってい
たり、集団の中で情緒的に不安定な状態になっていたりする可能性があると考え
られます。

メモ
松田修. (2013) 日本版WISC-IVの理解と活用. 教育心理学年報 52 巻 p. 238-243 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/52/0/52_238/_article/-char/ja/
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• Minna Peltopuro らの研究によると、境界知能を持つ多くの人々がライフコース
で大きな困難に直面していることや認識されないことが多く、サポートが提供さ
れないこと、境界知能を持つ人々が直面している日常的な問題が明らかにもかか
わらず、この問題はほとんど研究されていないと述べられている（Peltopuro M
et al., 2014）。

• 境界知能は「特定の公衆衛生、教育および法的注意を必要とする健康メタ状態」
（Luis Salvador-Carulla et al, 2013）と定義

• 保健師は「公衆衛生を担う人材の中でも重要な役割を担う職種として大いに期
待」（金藤ら，2011）され、また「公衆衛生看護を実践する主な看護職」
（麻原ら，2014）である

背景

21
保健師は境界知能をもつ人々を把握し、関わる必要がある職種の一つ

先行研究によると、境界知能を持つ多くの人々がライフコースで大きな困難に直
面していることや認識されないことが多く、サポートが提供されないこと、境界
知能を持つ人々が直面している日常的な問題が明らかにもかかわらず、この問題
はほとんど研究されていないと述べられています。
また、境界知能は「特定の公衆衛生、教育および法的注意を必要とする健康メタ
状態」と定義されています。つまり、教育だけでなく、公衆衛生など社会的な面
からも注意して見守っていく必要がある対象だと考えられます。
さらに、保健師は「公衆衛生を担う人材の中でも重要な役割を担う職種として大
いに期待」され、「公衆衛生看護を実践する主な看護職」であるといわれていま
す。そのため、保健師は境界知能をもつ人々を把握し、必要時関わる必要がある
職種の一つと考えることができます。

21



文献レビュー

22

境界知能を持つ人は“関わる必要がある対象“ということをお伝え
してきましたが、現時点でどのような境界知能に関する研究が
行われているのでしょうか？

境界知能を持つこどもの対象理解をするために
海外の文献レビューを行いました

そこで！！

境界知能を持つ人は“関わる必要がある対象“ということをお伝えしてきましたが、
現時点でどのような境界知能に関する研究が行われているのでしょうか？そこで、
境界知能を持つこどもの対象理解をするために海外の文献レビューを行いました。
海外にしたのは、日本では境界知能に焦点を当てた研究が少なく、レビューでき
なかったためです。
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文献レビュー：文献採択

• データベース：PubMed

• 検索日：2021年08月15日

• 検索式：((Borderline Intellectual Functioning[Title]) OR 
(Borderline Intelligence[Title])) OR (Borderline IQ[Title])) OR 
(Borderline Mental Retardation[Title]) AND (public health)
絞り込み：過去10年以内

→34件検索

PubMedを使用し、スライドにお示ししている検索式で文献検索したところ、34
件の文献が得られました。
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採択基準
「境界知能に焦点が当てられていること 」
「境界知能に関する知見が述べられていること 」
「治療効果など医学的介入ではないこと」
「対象者の年齢がわかること」

文献レビュー：文献採択

その後、4つの採択基準を使用してスクリーニングを2回行い、最終的に25の文
献を採用しました。採択基準は「境界知能に焦点が当てられていること 」「境
界知能に関する知見が述べられていること 」「治療効果など医学的介入ではな
いこと」「対象者の年齢がわかること」です。

24



結果

25

文献なし

年齢

文献レビュー

これは採択した文献を対象年代ごとにプロットしたものです。就学期前に焦点を
当てた研究はないことがお分かりいただけると思います。
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【親子関係】

【境界知能を取り巻く養育環境】

【境界知能による発達への影響】

文献レビュー

境界知能をもつ子供の対象理解について述べられている部分に関して大きくこの
3つのカテゴリーが生成されました。これらのカテゴリーについて次のスライド
からレビューした文献の中から抜粋して紹介していきます。
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番号 筆頭著者 タイトル

１ Fenning RM, 2014 Parent-child interaction over time in families of young children 
with borderline intellectual functioning

２ Água Dias AB, 2019 Memory and linguistic/executive functions of children with 
borderline intellectual functioning

３ Szumski G, 2018
Predictors of success and quality of life in people with borderline 
intelligence: The special school label, personal and social 
resources

４ Hassiotis A, 2019
Association of Borderline Intellectual Functioning and Adverse 
Childhood Experience with adult psychiatric morbidity. Findings 
from a British birth cohort

５ Wieland J, 2019 Focus on borderline intellectual functioning in mental health care

６ Vervoort-Schel J, 2021
Prevalence of and relationship between adverse childhood 
experiences and family context risk factors among children with 
intellectual disabilities and borderline intellectual functioning

文献レビュー：結果抜粋

27

これらが今回結果として紹介する文献の一覧です。
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28

【親子関係】
• 精神遅滞のある子供の親は、ポジティブで敏感な子育てのスコアや関与が
少ないことを示している。（文献１）

• 境界IQを持つ子供は、就学前の期間の終わりまでに進行中であるように見
える有害な家族プロセスのリスクがある可能性があることを示唆している。
（文献１ ）

• 5歳でIQが境界線にある子供の⺟親の間で観察された積極的な関与の著し
い欠如は、学校への移行に関連する困難に起因する可能性がある。
（文献１ ）

文献レビュー：結果抜粋

親子の関係のカテゴリーでは、積極的でない子育てや子どもへの関わり、家族プ
ロセスのリスクがあることが述べられていました。
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29

【境界知能を取り巻く養育環境】
• 精神遅滞の「不可視性」がこれに影響を及ぼし、親は遅滞が何を意味

するのか、そして遅滞の経験を持つ子供たちがどのような問題を抱えて
いるのかを十分に理解していない。（文献５）

• 平均的な知能を持つ仲間よりも貧しい社会経済的条件下で成⻑する可能
性がある。（文献５）

• 同級生よりもACE（逆境的小児期体験）にさらされる可能性が非常に高
く境界知能の子供がID（知的障害）の子供より平均してより多くのACE
を経験している。（文献６）

• SES（社会経済的状況）が低い親は、SESが高い親よりも障害児の養育
に関与しない傾向がある。（文献３）

文献レビュー：結果抜粋

境界知能を取り巻く養育環境では、境界知能の不可視性や境界知能をもつ子供の
親が境界知能であることが何を意味し、子どもがどの様な困難を抱えているのか
を理解できていないことが述べられていました。また、境界知能を示す子どもた
ちは、平均的な知能をもつ子供よりも貧しい社会経済的条件下で成⻑する可能性
や、ACE（逆境的小児期体験）にさらされる可能性があり、境界知能の子供がID
（知的障害）の子供より平均してより多くのACEを経験していると述べられてい
ます。さらに、SES（社会経済的状況）も養育に関係するといわれています。
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30

【境界知能による発達への影響】
• 社会的スキルが低く、一人で遊ぶことが多く、自信がなく、学校での問題が

多く、心理的問題のリスクが高くなる。また、平均的な知能を持つ仲間より
身体的問題のリスクが高い。（文献５）

• 成人期の障害は小児期の発達過程の混乱に起因することが多いと主張されて
いる。（文献４）

• 短期記憶の不足があり、複雑な情報が聴覚的に提示されると不利になる可能
性がある。（文献２）

• 境界IQの子供は、５歳で観察された困難な行動のレベルで他の子供と異なら
なかったが、通常発達している子供と比較して、時間の経過とともに困難な
行動の有意な増加を示した。（文献１）

文献レビュー：結果抜粋

境界知能による発達への影響では社会的スキル、心理的問題、身体的問題のリス
クが高くなること、成人期の障害は小児期の発達過程の混乱に起因することが多
いと述べられています。また、短期記憶の不足があり、複雑な情報が聴覚的に提
示されると不利になる可能性があるとされ、境界知能の子供は、５歳時点では他
の子供と異ならなかったが、通常発達している子供と比較して、時間の経過とと
もに困難な行動の有意に大きな増加を示しているといわれています。
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パート１の要点

31

公的な支援から
漏れやすい対象 知的発達には「知的構造」

という様々な能力で構成さ
れており、個人差がある

成⻑していく過程で様々な
困難にあっている可能性が

高い対象

ここまでお伝えしてきたことから境界知能という対象についてまとめると、
境界知能は人口の約14％いると推測されているが、公的な支援から漏れやすい
対象であること
知的発達には言語理解、ワーキングメモリ、処理速度などの「知的構造」という
様々な能力で構成されており、生活の中で得意/不得意のばらつきがあり、本人
も不安定な状態になっていたりする対象であること
境界知能は【親子関係】【境界知能を取り巻く養育環境】【境界知能による発達
への影響】など成⻑していく過程で様々な困難にあっている可能性が高い対象で
あることが分かりました。
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パート１の要点

32

公的な支援から
漏れやすい対象 知的発達には「知的構造」

という様々な能力で構成さ
れており、個人差がある

成⻑していく過程で様々な
困難にあっている可能性が

高い対象

では実際に境界知能の方は生活の中で
どのような経験をされているのでしょうか？

ここまでで境界知能を持つ方がどのような対象なのかについて、知っていただけ
ましたか？
では、ここからは実際に境界知能を持つ方のお話をご紹介します。
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03
ねらい
境界知能の可能性がある対象に関わる際に
持っておきたい視点を考えることができる

持っておきたい視点とは？

33

パート１，２で境界知能の方について対象理解はできましたでしょうか？ここか
らは、今後、境界知能の可能性がある対象に関わる際に持っておきたい視点につ
いてみなさまと一緒に考えていきたいと思います。
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持っておきたい視点とは？

34

就学期前にアセスメントを行い適切な関わりを行うことは、
今後の本人や家族の成⻑にも良い影響を与えられると考えられる。

• 就学期前の境界知能の子どもは親子の関係性や育児環境・
ACEなどから影響を与えられる

• 「境界知能」は見えにくく、親の理解が不足する
必要時の関わりが見過ごされ、その後の成⻑に困難が生じる恐れ

就学期前の境界知能の子どもは親子の関係性や育児環境・ACEなどから影響を与
えられていることが述べられています。
また、「境界知能」の状態が見えにくいこと、親の理解が不足していることが述
べられており、それらは必要時の関わりが見過ごされる要因の一つとなると考え
られます。必要時に関われないことでその後の成⻑に困難を生じるリスクが高く
なります。
そのため、就学期前にアセスメントを行い適切な関わりを行うことは、今後の本
人や家族の成⻑にも良い影響を与えられると考えられます。
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35

持っておきたい視点とは？

• 保育園・幼稚園・小学校の先生と共通認識をもつ
境界児は、普通の保育園や幼稚園に通っていることが多い

→境界児の特徴を共有し、関わりの方向性を一緒に検討していく

• 集団場面の行動も観察する
心理検査や面接など、枠組みの明確な場面では問題がみえにくい

→行動観察で全体像が把握できる

自由遊び、課題活動、またそれらの活動の切り替わりの場面における
指示理解の状況や感情のコントロール、他者とのコミュニケーション能力

前川喜平、落合幸勝（2010.9）『乳幼児健診における境界児−どう診てどう対応するか』 診断と治療社. P125から引用

また、『乳幼児健診における境界児−どう診てどう対応するか』の書籍で紹介さ
れている、「境界児の知的発達の促し方」の節では、
境界児は普通の保育園や幼稚園に通っていることが多く、境界児の持つ特徴につ
いて保育園、幼稚園、学校の先生方と共通認識を持ち、支援の方向性を一緒に検
討できる体制づくりがとても大切であり、
また境界児のなかには、心理検査や面接といった枠組みの明確な場面では問題が
みえにくいという子どももおり、集団場面の行動観察をあわせて初めて全体像を
把握できることが多いです。そのため、できるだけ現場を訪問して、幼児であれ
ば、自由遊び、課題活動、またそれらの活動の切り替わりの場面における指示理
解の状況や感情のコントロール、他者とのコミュニケーション能力について観察
させてもらうようにするといいと言われています。
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36

持っておきたい視点とは？

• 境界児は周囲の動きから遅れをとることが多く、自尊心が傷つ
きやすい

• 小さな成功体験を積ませ、自信と意欲を引き出す

• 認知処理の特性を見極め、子どもの｢ストレングス」を把握
→両方にアプローチを行う

前川喜平、落合幸勝（2010.9）『乳幼児健診における境界児−どう診てどう対応するか』 診断と治療社. P125から引用

境界児は周囲の動きから遅れをとることが多く, 自尊心が傷つきやすいといわれ
ています。境界児の発達支援は,子どもの気持ちに寄り添いながら小さな成功体
験を積ませ、 自信と意欲を引き出していく 支援が必要です。また、子ども本人
の困り感の背景にある認知処理の特性を見極めるとともに、得意なことや好きな
ことなど子どもの｢ストレングス」 を把握して、その両方にアプロー チしてい
くことが大切であるといわれています。
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