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１. はじめに

２.ASD の人の就労の現状

　第４章　ASD の就労について考える

　今回「就労に向けて」の話を進める上で主な対象とするのは、青年期や成人期になってから ASD
の診断や告知を受けた人や、ASD 傾向を持ちながらも診断がない状態で就労がうまくいかなかっ
たり、支援にうまくつながれない人たちです。
　一人ひとり大変さは異なりますが、このような方たちは学校生活や日常生活をサバイブし、その
後の社会生活の中で孤独や混乱と戦っています。
　この章では、ASD の人が就労で課題となるスキルについて、また相談を進める中で ASD の人た
ちを理解するためにできる事について述べていきます。この人たちをどうサポートしていけば良い
のか、私たちが出来る事とは何かを共に考えていただければ幸いです。

★ ASD の人は精神障害者の枠や知的遅れのない発達障害者全体でカウントされているため、ASD
の人だけの実際の数字は不明です。
【参考】
・�障害者別（身体障害・知的障害・精神障害）雇用者数の中で、精神障害者は 7.64%。雇用者実数
で 11.14%。（参考文献４-①）
・�従業員規模 5人以上の事業所に雇用されている障害者数 82万 1000 人。内、精神障害者 20万
人（24.3%）、発達障害者 3万 9000 人（4.75%）。（参考文献４-②）

2-1　ASDの人の雇用率はどのくらい？

2-2　発達障害者の中の ASDの割合は？
【参考】
・小中学校、通常学級在籍の発達障害児の割合は 6.5%。
　内訳は LD4.5%、ADHD3.1%、ASD1.1%
・障害者職業総合センターによる調査では LD,ADHDに比べ ASD86%と割合が多い
・日本学生支援機構による大学在籍の発達障害者学生では約 80%が ASD

　（参考文献４-③）

発達障害学生の支援対象者の中でASDの学生の占める割合は多くなっています。

就労に向けて大切なこととは　　井上明子
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３. 実態調査との関連性

〇�「言葉の理解」は成長（年齢）に従って「抽象的なことでも言葉で理解できる」高いレベルの理
解ができるようになっている。（P9上段）
　�関連分析でも 20年前の報告と比べると上記と同様に「読み書き」「発語」等で言葉・学業面が
向上しています。

　しかし、　ASD の中核障害である下記２項目（①コミュニケーション・対人関係、②所属集団へ
の適応状態）でみると年齢が上がるにしたがって成人期は困難となり、また認知発達が進むにした
がって認知の遅れなしの高機能の方の社会適応が困難になっていくと推察されます。

①コミュニケーション・対人関係では
　・�「年齢別」（P10 上段）でみると、「対人関係がうまくできない」という訴えは、幼児期から
62％と高いが、年齢が高くになるにつれ明らかに増加し、31歳以上では 81％を占めた、成
人期ではより困難な状況になる。

　・�「認知発達別」（P10 中段）でみると、「対人関係がうまくできない」という訴えは「重度」が
最も少なく、中度・軽度・遅れなしに従って増加する。認知発達が進むにしたがってほぼ適応
は下がり、社会適応が困難になっていくと推察されます

②所属集団への適応状態で見ると
　・�「年齢別」（P12 下段）でみると、18歳までは 50％以上が適応できていましたが、19歳以上
では 40％前後に減少し年齢が上がるにつれ社会適応が困難になっていくと推察されます。

　・�「認知発達別」（P13 上段）にみると、「重度」はほぼ適応が 60％を超えるのに対し、中度・軽度・
遅れなしの認知発達が進むにしたがってほぼ適応は下がり、社会適応が困難になっていくと推
察されます

3-2　31 歳以上の成人期の人の親からの主訴　発達段階別問題行動

＜中度・重度群の主訴＞
＊通所先が見つからない
＊通所先での対応の仕方への不満や疑問
＊家での対応について

　　�＜軽度・遅れなし群の主訴＞
＊定型発達の人と同じように働いてほしい
＊一般就労か福祉的就労かの判断について
＊在宅での過ごし方や出かける場所について
＊告知や本人の障害受容のついて

　　　　＜軽度・遅れなしの主訴＞
＊他の人と同じように働きたい
＊迷惑をかけないようになりたい
＊より普通に近づくためにどうしたらいいか
＊仕事はしているが日常の細々とした相談をしたい
＊職場での孤独・孤立・コミュニケーションの辛さ

父母から

本人から

3-1　先行研究（1990 ー 1999）と本研究（2000 ー 2019）の比較

32000217 応援ブック_第4章.indd   4732000217 応援ブック_第4章.indd   47 2021/09/21   13:29:522021/09/21   13:29:52



第
４
章
A
S
D
の
就
労
に
つ
い
て
考
え
る

48

　就労支援は、主に就労準備と求職支援、就労を継続させるための支援、うつ病などで休職した場
合に復職へ向けての支援などがあります。それぞれの病状や障害に合わせた支援が必要となります
が、特にここで述べる ASD の人は一見他の人と変わらないように見えたり、他の障害と間違われ
やすいなど、その特性や困っていることに気付かれにくい障害です。
　復職支援では、主にうつ病で休職した方を対象としたリワークプログラムが行われていますが、
その中には発達障害者や未診断の対象者も含まれています。
　
　うつ病を対象としたリワークプログラムには、ASD の人やその傾向を持つ方が乗りにくい現状
があり、ASDに特化したリワーク支援の必要性が指摘されてます。（加藤・五十嵐　２０１５参照）
　支援者は同じプログラムの中においても、平行して個別支援を加えるなど、ASD の人の特性や　
困り感を理解し、その特性に合わせた支援を行うことが求められています。

　仕事が続かない、アルバイトを転々としていることが心配、というご相談が時々あります。
就労継続については、たとえアルバイトなど職を転々としたとしても就労を継続することは意味の
ある事です。
　現代は定型発達者も転職は当たり前、フリーランスや在宅に切り替えるなど働き方にも多様性が
出て、１つの仕事・職場に定着して働き続ける時代ではなくなりました。
　１つの失敗は全ての終わりではなく、何が合うのか・合わなかったのか、何が上手くいき何が問
題だったのかを知る貴重な体験となります。

　普通高校
　　専門学校　
　　　大学
 〔通常の学習主体授業〕

生活・就労に必要なスキル獲得が十分ではな
い場合がある。
それまでに支援を受けずに、または受けられずにな
んとかやってきたゆえに、支援に繋がりにくい。

　  支援校
　　  〔手帳取得済〕
　  〔生活スキル訓練〕
　　  〔職業訓練〕

就労を目指し、生活に必要な訓練、就労に必
要な訓練を受けている。
＊希望しても手帳が取得できずに入学できない
ケースもある。

　

　大学入学早期から学校で関わりを持ち、相談・支援をすることで就労支援に結び
つけるという報告もあります。支援内容や度合いは大学によって異なります。支
援につながるためには、先ず本人や家族から相談を希望することが第一歩となり
ます。

どちらかというと
繋がりにくい！！

どちらかというと
繋がりやすい！！

軽度・高機能の ASDの人の就労を難しくさせている事の一つに上の図のような支援への
繋がりにくさがあります。
しかし、だから発達障害の方は支援校の方がよいということでは決してありません。

４.��ASD の人の困難性とスキル

4-1　高機能・軽度 ASDの就労はなぜ難しいのか

4-2　ASDに合った支援の必要性

4-3　就労継続について

一般雇用
障害者雇用など

就労移行支援
就労継続支援 A 型
就労継続支援 B 型
就労定着支援など

一般就労

福祉的就労
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4-4　ASDの人の就労で必要な９つのスキル・理解とは

　下記のスキルは一般的な就労でも必要なものですが、ASD の人の就労を考える際に焦点化しや
すいスキルとして挙げました。これらは、
　I、質的理解が難しく（分かっていそうで実は分かっていない） 
　　臨機応変や加減が苦手（型通りや過度になってしまうなど）
　Ⅱ、環境や体調変化、対人関係の苦手さから混乱・疲弊してしまい力を出せなくなる
　Ⅲ、相談のタイミングや困っていることを認識することが苦手
　　自分に必要な援助の理解不足など自己理解とも関連したスキル
　であったりします。
苦手な事は周囲がどうサポートをするか、本人・支援者が共に負担の少ない方法を工夫しながら、
少しずつ自立していく事が大切です。

〇相談スキル・援助要請スキル　〇コミュニケーションスキル　
〇職業環境変化への適応スキル　〇対人関係スキル　
〇状況判断スキル　

〇ソフトスキル　
　日常生活や就労継続のためにも大切なスキル。ここがおろそかだと十分に力を発揮できません。
ルールやマナーを守る・余暇活動・健康や身だしなみ維持・予定・時間の管理・金銭管理などの自
己管理、意思決定その他生活の上で必要なスキル。大人になってもサポートや視覚化などの工夫が
必要な場合もあります。

〇ハードスキル　
　実際の仕事に必要な作業能力。優れている ASDの人は多い。（ソフトスキルとペアで紹介される
ことが多い）

〇ストレス対処スキル
　好きな事、気持ちの切り替え方、リラックス法、自分なりの体を休める方法などを知り必要に応
じて使えるスキル。
　たとえ仕事で他の人よりできない事があっても、趣味のために仕事を頑張れるなら、その人らし
く生きることにつながります。支援者・家族は、児童期・思春期から一緒にいろいろと試したり、
本人の興味・関心を尊重して関わっていきましょう。

〇自己理解
　自己理解は、行動コントロールや他者理解などにも
関係のある生活全般に影響する課題です。
しかし ASDの人にとっては難しい課題でもあるため、
今回就労に必要なスキルを考えるにあたって特に重点
をおいてすすめていきます。

瞑想は私に合っていました。
平日は動画で一人で出来るのも良いです。

『自己理解の 3視点』
（引用文献４-④内閣府ユースアドバイザー養成プログラム（改訂版）
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　ASD の人の就労で自己理解は重要な課題とされています。その背景には、障害者雇用選択、そ
れに必要な手帳の取得、本人からの申し出に基づく合理的配慮のためには自己の特性理解や障害受
容が必要となる、ということがあります。
　しかし、自己理解に関わる「自己を客観的に見つめること・他者の視点から考えること」、「自己
の心身の状態を的確に捉えること」などは、相談に訪れる ASD の人にとって、それまで気づくこ
とが難しかった課題であったり、気づいた後も一人で行う事が難しい課題でもあります。
　周囲や支援する側は常にその難しさを十分に理解し、自己理解ができなければ先に進めない、と
いった視点に捉われずに支援をすることが大切です。

　自分自身を分析することで様々な面から自己を確認し客観視出来るようになること（厚労省　明
日から使える！キャリア教育～実践編～）
　いくつかの手段により、自分の気質、性格、ある種のタイプ、価値観、考え方、態度・行動など
を深く知り、それを自分自身が納得して受け止めている状態のこと。
（内閣府、ユースアドバイザー養成プログラム　改定版２　自己理解・自己知覚）

　必ず受けなければならない、という位置づけで考えないことです。
　障害者雇用などの制度を利用する際には診断・手帳取得が必要となりますが、あくまでも本人と
家族が選択すべきものです。本人が望まない場合には、その内面の葛藤や苦しみを理解し、その心
に寄り添い、本人の思いや困っている事、得意・不得意、できること・できない事などについて対
話を進めることを大切にしましょう。障害受容にはプロセスがあり、時間のかかるものです。
家族が望んで本人に告知をした場合でも、本人が受け止められずに苦しみ、かえってこじれてしま
うケースも少なくありません。
　告知を受けて良かった、納得できたというケースもあります。その場合ある程度自己理解が進ん
でいることが多いと思います。

反抗的になる
対話ができない

診断を受けたのは親
の育て方のせいだ。
周囲の無理解のせい

だ。

もう終わりだ。自
分は障害者の烙印
を押されてしまっ
た。私は何もでき
ない人間なんだ。

今まで普通に生きて
きた！自分は障害者
ではない。他の人と
同じように働けばい

いんだ。 無理をして、上手くいかな
い繰り返しで疲弊する。

自己肯定感の低下

無気力になる
反抗的になる

対話がなくなる

本人の望まない診断・告知を受けたとき

５. 自己理解の重要性

5-1　一般的にいわれる自己理解は・・・

5-2　ASDの自己理解は・・・

5-3　診断・告知・障害受容について気を付けたいこと
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5-4　ASDの自己理解の難しさ

5-5　ASDの自己理解を深めるために気を付けたいこと

〇自己分析
　自分の考え、感じ方が曖昧だったり、よくわからない場合があります。自分を客観的に見ること
が苦手です。
　（例）ある物や人物について頻繁に嬉しそうに話すので ･･･　　　　　　　　　（例）自分では原因がよくわからない

　支援者は自己理解を深めることの目的が、「障害受容」や「定型発達者に合わせて働くため」に
焦点化しすぎないように気を付けましょう。
　自己理解は、誰にとっても自分らしく生きるための道しるべとなります。ASD の人にとっては、
自己を見つめ直すことで生きにくさなどへの新たな気づきにもつながります。
　しかし ASD の自己理解は、独自のものであり、定型発達者のそれとは多少道筋が異なる場合が
あります。支援者は、常に彼らの心に寄り添い、理解し、彼らの自己理解が深まるためのサポート
を続けることが大切です。

〇他者からのフィードバック
　過去の上手くいかなかった体験から自己肯定感が低下、または相手の立場に立って考えることの
苦手さから言われたことを受け入れにくいなどが考えられます。

僕は人の話は
とても良く

覚えています。

人の話を聞いて
いない。言って
行動していな
い・聞いてない

と言う。

本人

家族

何気ない会話や言わ
れた事を何年も覚え
ている＝人の話を覚

えている。

苦手な内容だっだた
め覚えていない、ま
たは他の事を考えて
聞いていなかったの
かもしれない。本人
は自覚がない。

人の話を聞いて
いない。

言っても行動し
ない・聞いてい

ない。

その芸能人が
好きなんですね？

そうですか。
同じ考え
だったから
ビックリし
たんですね。

あの芸能人が自分と
同じ考えを話してい
てビックリしたんで
す。それで、その芸

能人はいつも…

好きではなく同じで
ビックリしたんです。
好きとか嫌いは良く
わかりません。

お仕事が大変
なんですか？

仕事が終わって帰る
と何もできません。

大変なのか・・・

ちょっと分かりません。

相談者

相談員

相談者

相談員

うまく出来ていること
など何もないのに。

以前失敗をしてるか
らできていないのに。

あ、そうなん
ですか！

嬉しいです！
少なくとも
私には伝わ
りましたよ。

伝え方が上手に

なりましたね。

なぜ上手になったと思ったのか
その根拠を示すと伝わりやすい。

相談員相談者

32000217 応援ブック_第4章.indd   5132000217 応援ブック_第4章.indd   51 2021/09/21   13:29:542021/09/21   13:29:54



第
４
章
A
S
D
の
就
労
に
つ
い
て
考
え
る

52

　　　　　　　　　　　　　　　　　注：アプローチの仕方はこれが全てという訳ではありません。

個別相談やカウンセリング
できている事やうまくいった体験の評価と活用、本人や周囲が困っている事を探り
対策を考える、体験の語り、適性検査や性格検査、ワークシート、ナビゲーションブッ
クやサポートブック作成等やり方はいろいろ。

身体感覚・体の問題
作業療法士に相談する、整体で力の入っている部分を教わり整えてもらう、個別カウ
ンセリングや相談で体や感覚の問題を相談し対応を考える。

知識を深める
書籍や講座などを通して自己理解に必要な課題についての一般的知識を学ぶ。

アルバイト・インターン・同世代との関わりから自己理解が進む場合もある。
（2017、桒木・苅田）

当事者研究
当事者が直面する困難を、仲間や支援者と連携しながら「研究」という視点で捉え、
問題の解明や解消に取り組む試み

当事者同士の集団プログラムや関わり
グループワーク、心理劇・ロールプレイ、遊びやゲームを通してなどの報告がある。
また、学童期から障害特性に合わせた適切な支援を受けることで、青年期の自己理解
の準備となる。（「青年期の自閉症スペクトラム症害を対象とした集中型「自己理解プログ
ラム」木谷ら　２０１６）

個  別

集  団

得意・不得意
 強味・弱みを知る

感情・身体感覚の
気づき

自己と他者の
同じ点・違う点を知る

身体問題への
気づき

他者から見た
自分を知る

得意な事、一人で出来る事、援助・配慮が必要なことを知り、工夫をしたり
職場に伝えることにつなげる。自己肯定感にもつながる。

自分の感情、痛み、疲れ、物の聞こえ方、見え方など様々な感覚での過敏さ
と感じにくさ、他者と異なる特性を持っている場合があるが、本人がそれに
気が付いていないこともある。

自分なりの方法で適応してきたため、自分は他者と何がどのように違うのか
（良し悪しではなく）は分かりにくい。
他者について知る事で自分の生きにくさの原因に気づきやすくなる。

身体感覚の気づきにくさから、体調不良や病気の予兆などへの気づきにくさ
がある。自己流の対処で改善しなかったり悪化させてしまうことがある。

自分は周囲からどのように見えるかを考えることが難しい、または敏感すぎ
る。

5-6　ASDの自己理解のためのアプロ―チの例

5-7　ASDの自己理解を進める上で大切な視点
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話を聞く時のポイント！
●たとえ一方的な考え方だと感じても、受容的、共感的に耳を傾け続ける。
● �ASD の人の言葉と気持ちや感覚が一致していない事がある。一見関係のない話のようでも、実
は伝えたいことの本質が隠れている場合がある。質問をしながらそのズレを確認し、本質を捉
えフィードバックしていく。

●本人の感情や特性を考慮し理解すること、できている所や得意なことを見つけ伝えていく。
● �ASD の人の心を理解し寄り添うために、ところどころで支援者の理解は合っているか、支援者
のコメントをどう感じたか、コメントから何を理解したのかを聞いていく。

私も似た体験
があります。

私は…

一般常識や相手の気持ちを伝えたくなっても一先ず我慢。

ASDの方の話は、ご本人の立場からの真実。その真実に耳を傾ける。

そうなんですね。

それは辛い
ですね。

あなたは○○と
思ったんですね。

きっと相手はあなたが
心配でそんなことをし
たのだと思いますよ。

話を聞いてく
れない。理解
していない。

○○という風にし
たら良かったかも
しれませんね。

聞いてもらえ
た。伝わった。

話を整理します。
違っていたら

言って下さいね。

➁感情・認知・感覚特性への考慮

話を聞く時のポイント！
● �ASD の特性を理解した上でその人の気持や考えに関心を持つこと。良い悪いなどの価値観を交
えないで聞く姿勢を持つ。

● �ASDの人の話す言葉は、説明不足や感情・感覚と一致していない場合がある。相談者の持つ感情・
認知・感覚特性や詳しい状況を知るために、具体的に１つ１つ聞きこんでいく事が大切。

●支援者が理解した相談者の状況や状態を伝える。必要に応じて他者の場合はどうなのかを伝える。
●いつ、何をどのようにすると良いかもしれないといった具体的なアドバイスをする。

本人の感情や特性は考慮されておらず、単なる情報提供になってしまっています。仮に相談者
が「わかりました」と答えた場合でも、その後この助言に触れなくなる、やっていませんと言
われる、効き目がなかったと怒られるなどの可能性が高いです。

6. 対応の４つのポイント
①理解されている安心感

②仕事が終わって帰宅
したら何もできません。

④そうですね。お風呂
に入らないで寝てしま
う日もあります。でも
寝られないけど。

⑥そうなんだ。

⑧そんなことで
きませんよ。

①仕事の後、好きな
ことをするとリラッ
クスできますよ。

③ご飯を食べたりお風
呂には入れてますか？

⑤寝る前にぬるめのお
風呂にゆっくりつかる
と眠りにつきやすくな

りますよ。

⑦寝る時にアロマを焚い
てみてはどうですか？効
く人多いそうですよ。

相談者

相談員

Ｐ53 下段差し替え

考慮がされていない例
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考慮がされている例

①仕事が終わって帰宅したら何もできません。
　どうしたらいいんですか？

⑤�キチンと家事をして、規則正しい生活をし
なければ社会人としての自覚が足りないと
言われるからです。

⑧�嫌味というのは誰からどんなセリフを言
われるんですか？

②�帰宅して何もできないことに困ってい　
らっしゃるんですね。

⑥�私が状況をきちんと理解するために、少し
お仕事の内容を教えていただけますか？

⑩そんな風に言われると嫌ですよね。

④なぜ社会人として失格だと思われますか？

⑬�初めに研修がありました。マニュアルはあ
りません。上司からホウレンソウが大事だ
と言われます。

⑨�上司がこれはここじゃないです！とか、前
に同じこといったよね、とか。

⑦ �PC の入力と資料を決まった所にいれます。
資料は失敗すると嫌味を言う人がいます。

⑪はい・・・。

③そうなんです。社会人として失格です。

⑭�仕事は大変ですよね。そんな中、帰宅し
たら何もできないくらい頑張っていらっ
しゃるんだと私は思いました。疲れが溜
まっているのかもしれませんね。体のケ
アから考えていく、というのも一つの方
法ですがいかがでしょうか？

⑫�お仕事のやり方はどなたが、どのように
教えてくれるのですか？
　マニュアルなどあるのですか？

相談員 相談者

規範意識、完璧思考が強い方なのだな

目的の説明と客観的情報整理

本人は嫌味ととらえている。
でも上司は仕事について
助言・指導しているだけかもしれない
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一つ一つの状況理解のために聞きこむ。

感覚特性・身体問題を知る

他者について知る

具体的アドバイス

度々確認をし、相談者（ASDの人）がどう感じたか、何を理解したのかを支援者が理解すること。
このやり取りが大切。
話すことに慣れていない相談者には少しでも何か言いたそうならば優しく促し聞く姿勢を示す。

休憩を勧める　例

⑪�８時間の仕事の間１回 10分だけの休憩だ
と少ないのかもしれませんね。

⑨何分くらい休憩しますか？

⑦午後は何回取れますか？

⑤午後は取れますか？

③午前中は何回とれていますか？

①休憩は取れていますか？

⑭トイレには行っています。
　トイレは休憩ではありません。

⑩ 10分です。

⑧ 1回です。

⑥午後取れます。

④午前中は取れません。

②取れています。

⑮�そうですね。でも行く途中にちょっと
ストレッチをしたり、トイレで２，３分
ぼーっとするのは休憩の代わりになる事
があります。

　ここまでについてどう思いますか？

⑬�私は疲れたと感じたらその都度数分トイ
レやお茶休憩しますよ。少なくとも１日
５，６回は取ります。

⑫�ずっと同じ作業をしていると目や肩が凝
ります。あなたは集中していて疲れに気
付きにくいのかもしれませんね。

相談員 相談者

ここで会話を終わらせない。「取れている」と言われても会話を進めると ･･･
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上司とのやりとり　例

ここではメモを取れば指示通りにできるようになる、という前提で話を進めてしまっています。

そもそもメモが取れれば問題は解決するのでしょうか。この問題の背景にあるものは何かをきちんと

見極めなければ、ご本人に役立つ支援にはなりません。

⑧はい。

①上司にメモを取れと言われて困っています。

⑦�なるほど。ではどうしたらメモを取れる
ようになるのかを一緒に考えましょう。

⑥�上司から「やることを忘れて指示通りでき
ないでしょ」と言われました。

④�朝のミーティングでメモを取っている人も
いますが僕はできません。

⑤なぜメモを取るように言われたのでしょうか。

③どんな時メモを取れと言われますか？

②そうですか。メモが取れないのですね。

相談員 相談者
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⑳うーん、１回ずつ、、、かな。

⑱そうです。

⑭わかりません。いろいろです。

⑨上司にメモを取れと言われて困っています。

⑰�指示が１つならメモがなくてもできるん
ですね。

⑮�いつも１つ目は覚えてやっているんです
か？それとも途中で忘れますか？

⑫�上司は指示したことを忘れないでやって
ほしいのですね。

⑯�最初の指示は覚えていますが、それをやっ
ていると他を忘ることがあるんです。

⑬いつも指示は何個くらいでますか？

＜例えばこのように進める ! ＞

状況理解の質問

できている所を伝える

実際にはもう少しやりとりを重ね、時間をかけて進みます。

⑲�例えば、指示を一つずつ言ってもらう方
法、または、1回ではなく、指示を何回
か繰り返してもらう方法等あると思いま
すが、どちらがいいと思いますか？その
ほかにアイデアがありますか？

⑪�わかりません。上司から「やることを忘れ
て指示通りできないからメモをとればいい」
と言われました。

⑩�上司からメモを取れと言われて困っている
んですね。上司はなぜメモを取れというの
でしょう。

他者の意図・気持ちを伝える

相談員 相談者
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認知・感覚特性や体調・健康管理状態などによって対応は変わる。

自己肯定感を高めるポイント
　・支援者や家族は、自己理解を獲得すべきものとして押し付けにならないように注意が必要です。
　・押し付けたり、無理な引き上げを図ると、本人の自己肯定感の低下や不満・不信感につながり
　　ます。
　・特性を考慮し理解すること、できている所や得意なことを見つけ伝えていく事が大切です。
　・大切なのはその人らしさを尊重し認めること、今できていることを評価すること、特性を踏ま　
　　えて工夫し、問題を少しずつ乗り越える体験を増やすことです。

③自己肯定感

今は体のケアが優先だか
ら家事ができなくても、
それは社会人失格という
事にはならないんだ。

それくらい頑張ってい
るということなんだな。
確かに嫌でも出勤はで

きているな。

帰宅して何もできないの
は僕がダメだからじゃな
くて、疲れが溜まってい

るからかもしれないのか。

帰宅したら食事と入浴を済ませ、○時に布団に入る
ことからやってみることにしました。

体調について確認する健康グラフを作ってもらいました。
帰宅後の疲労度（０～１００％）、嫌味を言われたかど
うか、帰宅してからの活動を１週間続けて記入し、あ
とは相談の時に支援者と一緒に見ながら確認してもらう
ことになりました。

仕事中も１０時と１５時に１０分席を離れて休憩室
に行くことにしました。上司には予め、休憩に行き

ますと伝えて許可をもらいました。

週２回は整体に行くことにしました。全身がすごく
凝っているようで、「相当疲れが溜まっていますよ。
頑張っているんですね。」と言われました。

　こうなった時はこうする、という具体的な行動をアドバイスをする。やってみて上手くいっ
た結果や体験を得る。うまくいかなかった場合は再度聞き込み、別の方法を一緒に模索する。
また、日ごろから入浴・アロマ・ヨガ・ストレッチ・瞑想・趣味など自分に合ったリラックス
方法を探しておくのも良いでしょう。

聞くだけ、書くだけならきちんとで
きるが、同時が苦手とわかりました。

あらかじめ箇条書きメモにしてもら
い、聞くことに集中すると、指示通
りにできました。

指示が1つなら覚えているの

で１つ終わってから次を聞
くことにしました。

１つ１つ指示を聞くのが大変
なので、私はあらかじめメモ
をもらい、指示はボイスメモ
に録音して後から聞くことに

しました。

毎日疲れて、睡眠も上手くとれて
いませんでした。休みをもらい、
病院で薬をもらうことにしました。
人の多い部署でつらかったので人の
少ない部署に変えてもらいました。
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④継続的支援 ずっと続くサポートを必要としています。

職場で急に面談
と言われ、普段
困っている事を
話すように言わ
れましたが、急
なので何も話せ
ませんでした。

それで具合が
悪くなって、
どうしたらい
いでしょう

定期的な相談が
出来る場

家族以外で話せ
る・相談できる場

緊急での困りごと
を相談できる場

毎日帰宅する
と２時間話を
聞かされます。

誰も話を聞い
てくれない。

誰かと話
したい

⇒回数や時間の長さなどはある程度決めておいた方が良い。　
⇒金銭的な負担が大きいと続けられない。
緊急時の相談のタイミングを知らせるような、嫌がられない程度のおせっかいも時には必要！

サポーターの輪を広げたい！

　ご相談を受ける中で伝わってくるのは、人生の途中から ASD の人として生きなければならない
苦しみや戸惑い、自分の言い分が単なるわがままとして受け取られてしまう辛さや怒り、難しいと
わかっていても「このくらい我慢しなさい、理解しなさい」と言わなければならないご家族の苦し
み・やるせなさ・ジレンマなどです。
　職場や相談場所で十分な理解を得られず、本人や家族が相談や説明を遠慮せざるを得ないといっ
た状況も聞かれます。
　私たち支援者はどうすれば ASDの人たちをより理解できるのか、周囲に理解してもらえるのか。
共に考えて下さるサポーターがもっともっと増え、ASD の人たちの就労への道が更に開けること
を願います。

7. 最後に・・・
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