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太田ステージ・あそびとうんどう 0～2歳まで

発達支援feel西明石
花田多喜子

歩くまでの発達

3か月～6か月未満

6か月～9か月未満

9か月～12か月未満

8か月頃
お座り 見知り不安

9か月から12か月未満
はいはい→つかまり立ち

1歳から1歳3か月未満
つかまり立ち・伝い歩
き・片手添え歩き・初
期歩行 指さし

参照：保育に役立つ発達過程別の援助法

子どもの姿・あそびと運動・

※3か月から6か月未満

• 首がすわる→寝返りが打てる 移動することができ出す

• 離乳食を始める 3~4か月頃から

• 手指が開いてくるので、握れるようになる

• 自分の手や足を持ってあそぶようになる

• ぐずったり、泣いたり・目線・表情・声で思いを伝えようとする

• 大人は少し高めの声で同じようなことばを繰り返しかけることが大切

「オムツ替えようね」「気持ちいいね」など大人が子どもの気持ちで

自分がやろうとしていることを簡単なことばで話す

目線をとらえて、子どもが見ているものについて話しかける

おおむね6か月から1歳3か月

※6か月から9か月未満

・「見知り不安」人・場所・物

・喃語 大人の話しかける音をまねる

・お腹を中心に方向を変えたり、ずり這い→お座り
・視野がひろがり、手を出してつかむ、他方へ手を持ちかえる

・かき寄せて小さいものを取ろうとする。 手が前に出ることで↓

※9か月から12か月未満

・四つ這い→はいはい→つかまり立ち

・「ちょうだい」と言われた相手に物を手渡せる

・真似ができるようになる。
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1歳から1歳3か月未満

・つかまり立ち・伝い歩き・片手添え歩き・初期歩行

・物の名前が分かり、「○○どこ？」に指さしをするようになる

・物を両手で持って打ち合わせてあそぶ。次々に出して遊ぶ。

・小さなものを指先で挟むようにしてつまもうとする。

・「いないいないばあ」等おとなとのやり取りあそび

・動きのあるあそびを喜ぶようになる。(高い高い)

・ボールあそび・どこかなあそび(タオルをめくって探す)

じっくりあそべない印象の子どもには、

少しでも興味を持った玩具で繰り返し 遊べるように関わる。

• おおむね1歳3か月から2歳未満 ①

・歩き始め、手を使い、言葉をはなすようになることにより、身近な人

や身の回りの物に自発的に働きかけていく。

歩く、押す、つまむ、めくるなど様々な運動機能の発達や新しい行動

の獲得により、環境に働きかける意欲を一層高める。その中で物をや

り取りしたり、取り合ったりする姿がみられるとともに、玩具等を実

物に見立てるなどの象徴機能が発達し、人や物との関わりが強まる。

また、大人の言うことが分かるようになり、自分の意思を親しい大人

に伝えたいという欲求が高まる。指さし、身振り、片言などを盛んに

使うようになり、二語文を話し始める。

• おおむね1歳3か月から2歳未満 ②

・食事含め、生活全般を自分でしようと言う気持ちが高まる。

手づかみからスプーンへ

衣服の脱着 排泄

・あそびと運動

おままごと(再現あそび)

ものをその用途に応じて使うことは名前がわかる前にはできる。

・手遊び 歌遊び リズムあそび 絵本

・手を使うあそび (物を入れる ポットン落とし 積み木 型はめ 見立てあそび)

・かくれんぼ まねっこ (友だちとあそぶ)

・身体を使ったあそび (散歩 園庭 滑り台 紙ちぎり 水遊び等)

あそび

ピアジェの遊びの分類

機能あそび 0～2歳頃

目的なく手足を動かす、物を
つかむ、口に入れるなどの
運動機能や感覚機能を用いる
あそび

感覚運動期

参考：漫画でわかる発達心理学
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「大田ステージにようる自閉症療育の宝箱」より

感覚運動期

0～2歳

周囲の働きかけが重要
自由な運動 繰り返し
スキンシップ 声掛け

「他者と自分を区別」
「物事を予測する」
「ものの形・役割」を
覚えていく。

発達のために必要な条件
外界から取り
込む (認識)

取り囲んでいる
ものをイメージ
して行動

わかること・できることが
増える

働きかけ

Stage1-1
泣いたり足をバタバタ
周りが子どもの要求を察する状
態

Stage1-2
自分の欲しい物に人の手を持っ
ていくクレーン現象や、関係す
るもの差し出す行為
(ジュースが欲しい時にコップを
出しだす)

Stage1-3
クレーン現象以外にも、指さし
や身振り、アーアーと呼びかけ
たりするようになるとStageⅡに
近づいていきます。

「大田ステージにようる自閉症療育の宝箱」より

ことばの基礎となるコミュニケーションの一般的な発達

・3～4か月頃 あやすと声を立てて笑ったり、人を見ると

笑いかけるようになる

声かけにコックリとうなずく

イヤイヤの首振り

親をじっと見たりするようになる

・5～6ヵ月頃 「バーバー」「ダーダー」などの喃語

見えなくなった物を探す (6ヵ月過ぎると)

「物の永続性」に気づく
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• 8～9か月頃 邪魔になるものを退けて(手段)

物を取る(目的)行動が芽生える 「手段と目的の分化」

※第一の節目

クレーン現象が短期間 試行錯誤

要求手段として「指さし」

※コミュニケーションのサイン

指さしたり、「アーアー」とお母さんの注意を引き

関心を共有しようとする身振り

• 1歳頃 「ママ」「ワンワン」「マンマ」などの意味のある

言葉を話すようになります。

この頃の言葉は「ママ」という一語で

「ママ、抱っこして」「ママ、ねんね」という意味

を持っていたりするため、

「一語文」とも呼ばれています。

※まだ、本来のシンボルとして使われていない。

無シンボル期

• 1歳半頃 「この世の物には名前がついている」大発見をする

直観的に、身の回りのすべての物に一般化された名前をつけられることに
気づき、「これなあに？」を連発するすることがよく見られるようになる。

※第2の節目 シンボル機能の芽生えの時期 → StageⅡ

名詞・動詞が使えるようになる

「ママ、ねんね」など二語文で要求表現ができるようになる

→ 言葉がコミュニケーション手段の中心となってくる

Stage-Ⅰ
1歳半くらいまでの
まだ言葉が出てない乳幼児期に相当

体全体の感覚や動きの感じで世界を捉
えていて、まだ物に名前のあることに
気づいていない段階

言葉をしゃべらない
模倣 指さし
おもちゃあそびがない

「大田ステージにようる自閉症療育の宝箱」より
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環境 かかわり方の工夫

•気が散らないような

•座る位置

•立ち位置

•見通し

•見てわかる

•シンプルな声かけ

•活動の区切り － 流れ

(あそびの)プログラム

•やってみたくなる工夫

•子どもの得意なこと苦手なことを知る

•ねらいをもってあそぶ →

あそびの導入

•信頼関係を築く

1 あそんでいるところにおじゃまさせてもらう

2 遊びの提案をしてみる

3 用意したものをあそびに発展させていく

1-1 人との愛着を高め、意欲を育てる

① 身近な人との安定した関係を育む

・家族がともに楽しく遊ぶ

・スキンシップのある遊びをする

② 人や物への意欲を育て、要求を引き出す

・「もっとやって」という意欲を育てる

・指さしの理解を促し、要求手段に使えるようにする
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1-1 ふれあいあそび

•この人おもしろい 心地よい 信頼関係

・一本橋こちょこちょ 「もう一回！」

・だいこん とんとん

・スカーフ ①おにぎり ぽん！ ②ふわふわぽーん

・ふうせんふー 膝にのせてあげていく

・お舟シリーズ ①ひざゆらゆら ②ぎっちらこ 向かい合

・大型ばす

・げんこつやまのたぬきさん

・とんとんとんとんあんぱんまん 等など

1-2 言葉をはじめとするシンボル機能の芽生えを促す

① おもちゃや身の周りの物に興味をもつようにする。

・感覚おもちゃであそぶ

・物を機能をもって遊ぶ ☆ → 日用品の機能 おままごと等

② 模倣を促す

・手遊びなどを楽しみながら模倣を促す ☆

・集団の大きな流れに合わせる

③ 物に名前をあることに気づかせる

・絵本や写真などを見ながら言葉をかけえ理解を促す ☆→※

・生活する中で声かけを意識して行う →◇

・分類やマッチングをとおして物の名前を教える ☆ →□

1-2-② 模倣 手遊び 例

とんとんあたま

う～～～んぱっ！

ひげじいさん のびるバージョン

ぱんだ うさぎ こあら

ころころたまご

グーチョキパーで

いわしのひらき

③ 物に名前をあることに気づかせる

※絵本や写真などを見ながら言葉をかけて理解を促す

絵本を指さししながら物の名前を言う

絵に身振りを添えて もぐもぐおいしいね。飛行機ビューン

◇生活する中で声かけを意識して行う 物を扱う時

初めは 「ごくごく」「飲もうね」 短いことばかけから→

「これはコップだね」「ごくごく飲もうね」

・言葉以外で要求してきたら (クレーン等で)

「○○がほしいの？」と物の名前を言う

□ 分類やマッチングをとおして物の名前を教える 2～3種類

・「バナナ」ください 「黄色いばななください」「丸いりんごください」

・色分類 同じ形で色が違うもの(ブロック)

・形分類 いろいろな形の物を2色ずつ用意して、色を増やす

・実物や絵カードの中から同じものをマッチングして名前を教える

「○○と○○は同じだね」

1ばん実物
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物を手掛かりにコミュニケーションや見通しを伝える

・次にする実物を見せて言葉を添える

おやつを見せながら「つぎはおやつだよ」と伝える。

・指さしの理解を促し、要求手段に使えるようにする

指さしたものを一緒に見る

「どっちがいい？」と好きな物や苦手な物を出して指さしを出しやすくする。

大人が指さした物の方を見るだけでなく、
大人の顔も見て見かわす行為があると、
一緒に同じ物を見るという二人の関係
が深まります。

StageⅠの療育の留意点

•慣れた場所や場面では落ち着いて行動できるようにする

•短い言葉かけにより、言葉と物や行動を一致させる

•繰り返し根気のよい働きかけをする

•療育者は情緒を安定させて関わる

言葉だけでは上手く理解できないことが多いので
手順を具体物でもはっきりわかるように提示する。
慣れた場所や場面であれば落ち着いて行動できるようにする

言葉だけではうまく理解できないとはいえ、ことばかけは非常に大切
行動を促す時には実際の行動を見せたり、指さしを添えながら、はっきりと
簡潔な言葉で表現する

支援する側も楽しく楽しく！

Stage-Ⅱ 1歳半～2歳ぐらい

シンボル機能の芽生えの段階

単語やオウム返し

過去の体験の記憶からこうなるはずと
分かってくるためにこだわりがつよく
なることがあります。
前との違いを説明してもまだ理解でき
ないことが多いので、ある程度は受け
入れつつ理解力が伸びてくるのを待ち
ましょう。

「大田ステージにようる自閉症療育の宝箱」より

StageⅡの療育の構成 1 ☆は重点課題

1 言葉だけでなく、模倣・指さしなど多くの側面からシンボル

機能の芽生えを促し、確実にする。

① 物に名前があることの理解を確実にする

・単語レベルの言葉を確実にする ☆

・色や形の名前の理解を育てる ☆

・絵本を読み聞かせる

② 模倣ややりとり遊びを促す

・動作や指の真似を促す

・やりとり遊びを楽しむ

③ 遊びや興味の範囲を広げる

・子どもの喜ぶ遊びや好きなおもちゃでイメージの世界を広げる☆
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StageⅡの療育の構成 2 ☆は重点課題

2 人への関心の芽生えを良い方向に育てる

① 身近な大人やこどもとのコミュニケーションを広げる

・日常生活での家族との関わりを深める

・子どもへの関心を育てる ☆

・4～5人の小集団の中で行動できるようにする ☆

StageⅡの療育の構成 3 ☆は重点課題

2 日常生活の範囲での適応行動を身につける

① 言葉かけだけで、日常生活の行動がとれるようにする

・徐々に身振りや指差しの補助を減らして、言葉かけだけで分かるように☆

② 身辺処理のスキルの確実にし、良い生活習慣を確立する

・衣類の着脱 食事 排泄などの身辺スキルを確実にする

③ 家事のスキルを身につける

・家事を手伝う習慣をつける ☆ お仕事

StageⅡの療育の留意点

• 子どもは言葉の分かる部分のみから理解して行動していること

を心に留めましょう

• よい行動パターンを身につける

• 分りやすく環境を整える

プログラム例

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

①導入 手遊び 動作模倣
はめ板 クーゲル
バーン

手遊び
動作模倣

パズル
構成

手作業
やさしい言語課題

②主要 御用学習
絵カード指さし
色や形分類等

用途や動作を質問
して絵カード選ぶ
初歩の概念

③作業スキル ボタン
はさみのり
点つなぎ等

つまむ
簡単な図形描写

文字の練習
製作やお絵描きの
スキル

ソーシャルスキル
二人でのやり取り

④終了 くすぐり 手遊び
ゆらす 抱っこ

羽目板 紐通し
手遊び 玩具遊び

マトリックス
パズル 構成

ゲーム等
トランプ かるた

自閉症のStage別発達課題 より
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あそびがはぐくむもの

あそび＝たのしい→あ～楽しかった！ (達成感)

あそびで育つもの

身体が育つ・・身体を知る 粗大・微細・協調運動 柔軟性

リズム感 バランス

知覚が育つ・・見る 聞く 触る 色・形・音・数える等・・

社会性が育つ・ルールが分かる コミュニケーション等・・・

子どもの遊びの発達

引用：オレンジスクール

その他 遊びの紹介 1 子どもが喜ぶ感覚運動あそびより その他 遊びの紹介 2 子どもが喜ぶ感覚運動あそびより
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ふれあいあそび 1
脳を鍛えるじゃれつきあそびより

ふれあいあそび 2
脳を鍛えるじゃれつきあそびより

ふれあいあそび 3

飛行機
ビューン

豚の丸焼き～

ひこうき

ジェット
コースター

脳を鍛えるじゃれつきあそびより

ありがとうございました

参考書籍
自閉症のStage別発達課題
太田ステージによる自閉症療育の宝箱
ココロとからだほぐしあそび
漫画でわかる発達心理学
脳をきたえる「じゃれつきあそび」
子どもが喜ぶ感覚運動あそび


