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Summary
自閉スペクトラム症（ASD）の特性を持つ人は，自分

や他者に対する理解や相互的なコミュニケーションのや
り方がユニークであるがゆえ，様々な社会的な適応場面
において困難な状況に直面することが多い．中でも学校
という大きな集団の中で，同年代のクラスメイトや仲間
との関わりにおいて，友だち作りや友だちとの良好な付
き合いを継続することが難しく，孤立しがちである．多
くの子どもたちが友だちを作り，社会的な交流を活発に
行う際には，友だち作りが成功するための方法，法則が
あり，またそうするためのモチベーションが存在する．
その法則を，ASDの人の学び方に合わせた工夫を盛り込
んで共に考え身につけるトレーニングプログラム
PEERSがカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）
で開発され，世界中で実践され，本邦においてもその有
効性が実証されている．プログラムの実施方法や参加者
が何を学ぶかを筆者らの実践とともに詳説し，今後の展
望をまとめた．

キーワード：自閉スペクトラム症，思春期，PEERS®

プログラム，SST, エビデンス

背景
思春期に1人または2人の親しい友人がいること
は，その後の人生において自己の調整や対人的な能
力の発達を予測し，様々なストレスの影響を緩和す
ることができる（Buhrmester, 1990）．またそれは
自己肯定感や自立と正の相関があることが指摘され
ている．思春期の子どもの多くは良い友だち関係を

築き，それを継続し，適度に友だちに受け入れられ
る経験をしているが，およそ3分の1の子どもは，
仲間から無視されたり排除されたりすることで友だ
ちとの関係がうまくいかないと感じている
（Laugeson, 2013; 辻井ら，2017）．いじめ被害のリ
スク要因として，孤立と抑うつの高さが挙げられて
いる（Kljakovicら，2016）．すなわち友だちがいる
ことはいじめにあうリスクを下げることにもつなが
る．
発達相談等の臨床現場では，“いつも一人で過ご
し，集団活動に馴染めない，友だちがなかなかでき
ない”というお子さんが相談対象として挙がること
がしばしばある．巡回相談等で幼少期のみならず，
小中高校においても，担当の先生から「クラスの中
で暴言を吐いて孤立している」という生徒の話を聞
くことがある．彼（彼女）らは「しゃべりたかった
のに相手が無視した」と言うなどクラスメイトと関
わりたい思いを持っているにもかかわらず，残念な
がらそれが周囲に伝わりづらい事例が多く見受けら
れる．
自閉症スペクトラム（以下ASD）の特性のある児童
生徒は，交友関係の全体的な質の低下があり，仲間付
き合いが乏しく，友人の中にいることで得られる安全
が得られず，より孤独を深めている（Baumingerら，
2000）と言われている．思春期の子どもの場合，最
大で通常の 4倍のいじめ被害率が示されており
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（Carter, 2009），日本においても，幼児期から学齢
期の子どもを持つ保護者へのアンケート調査の結
果，ASDの特性がいじめ加害や被害に影響があり，
特にいじめ被害への影響が強かった（田中ら，
2015）．Foxら （2005）はいじめ被害者の社会的スキ
ルが非被害者に比べて欠如していることを示し，社
会的なスキルの介入による被害リスクの軽減を提案
している．Baumingerら （2000）は，ASDの子ども
や青年は一般的に仲間との社会的関係を築くことに
関心を持ってはいるが，そのためのスキルが不足し
ていることを調査結果より指摘した．さらに成人し
て後も，課題を抱え続けることが追跡調査により調
べられており，Howlinら （2004）はASDの特性が
ある場合，楽しみを共有する友情を持ったのはわず
か15～20％であることを報告している．友人との
適切な社会的関係を築く際の困難は，ASDの特性
のある人にとって一次的な課題の一つとされてい
る．
特に高機能ASDの特性がある人は，一般社会の
中でライフイベントを経験する度に大きなストレス
とフラストレーションを抱えることが多い（田中，
2001; Sterlingら，2008）．ASDの青年は社会的な
認知の乏しさがあると同時に自らの社会的な障害を
ある程度認識しており（Chang, 2013），高い認知能
力と社会的スキルを持つ場合は，より社会的な環境
に身を置くことで仲間との違いを認識しやすい．
Hedleyら （2006）は，自己と他者との間の非類似性
の認識が，高機能ASDの人における抑うつ症状に
関連していることを示した．
思春期は，ASDの特性のある人が少なくない割
合でうつ病や不安症などの他の併存症を経験し始め
る時期である．岡本ら（2017）はASDをもつ子ど
もは身体感覚の特異性と，周囲との不適応などのス
トレス反応として心身症症状を呈しやすいこと，適
切な対応がなされずにいると思春期や青年期になっ
て抑うつや不安といった感情面での問題が生じるな
ど，より問題が複雑化していく可能性を指摘してい
る．友情はメンタルヘルスの問題に対する保護要因
であることがわかっており（Millerら， 1976），ASD

の特性のある思春期の児童生徒の友だち作りをサ
ポートすることで，この問題を軽減できる．
高機能ASDの社会性の課題に対し，一般的に実
施されている介入はソーシャルスキルトレーニング
（social skills training以下 SST）である（藤野，
2013）．SSTは，Millerら（2014）の介入研究のレ
ビューによると，これまでの多くの研究の対象は幼
児や小学生が主であったが，昨今は思春期や青年期
のニーズに応えて，この年齢層の社会的スキルを促
進する介入研究が急速に拡大している．ASDに対
する心理社会的介入研究の方法として，ランダム化
比較試験（randomized controlled trial以下RCT）
やコミュニティでの実践，介入プログラムのマニュ
アル化などを奨励するガイドラインがまとめられ
（Lordら，2005），より厳密な研究手法に移行して
きている（Miller, 2014）．とはいえ，臨床的なニー
ズに沿った取り組みをしようとすると徹底したラン
ダム化の実施はフィットしにくく，「科学的に効果
が実証された」SSTはまだ少ない（前田，2018）．櫻
井（2018）は，1990年から2017年にかけて日本で
行われたASD児に対するコミュニケーション指導
に関する主要な研究を調査し，ASD児が生活する
場に近い状況で実践的なスキルを獲得できること，
集団の中におけるコミュニケーションの難しさを変
化，軽減させていくことが教育学的アプローチとし
て必要であることを指摘している．藤野（2013）は，
対象者の個別の課題に対する包括的な支援の意義に
も触れ，確実で客観的なエビデンスを得るかという
技術的な問題の議論と，生涯発達におけるQOLや
well-beingの理念の上に立った議論の双方の必要性
を提唱している．

友だち作りのためのSST：PEERS®プログラム

PEERSプログラム（Program for Education and 
Enrichment of Relational Skills 以下 PEERS; 
Laugesonら，2010）は，ASDの特性に合わせて作
られた友だち作りのためのプログラムである．科学
的に効果が実証された数少ないソーシャルスキルト
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レーニングであり，かつコミュニティにおける実践
により実際の生活の場面で成果を得られる仕組みが
ある．また欧米やオーストラリアだけでなく，アジ
アも含め世界各国で既に実施され，日本でも自閉ス
ペクトラム症のある子どもにおいてその有効性が認
められている（Yamadaら，2019）．
本プログラムは，友だちを作り良好な関係を維持
することに関連するスキルに焦点を当てており
（Laugesonら，2010），知的障害のないASDを持つ
青年のプログラム終了直後の介入効果だけでなく
（Dolanら，2016; Laugesonら，2009, 2012; Shum
ら，2018; Yooら，2014），介入後1～5年経った後
であってもその効果が持続していることが確認され
ている．さらに，PEERSは社会不安の軽減を本来

の目的としてはいないものの，待機リストの対照群
と比較して不安症状が大幅に減少することが示され
ている（Hillら，2017; Schohlら，2013）．
プログラムは週1回の1セッション90分のセッ

ションに子どもグループと保護者グループに別れて
それぞれが同時に同じ内容について学ぶ．各セッ
ションで取り扱う内容は，表1の通りである．

Yamadaら（2019）で使用された効果の指標は，対
人応答性尺度（SRS-2），ソーシャルコミュニケーショ
ンアンケート（SCQ），PEERSのために開発された
Social Skills Knowledge（TASSK），Quality of Play 
Questionnaire-Adolescent（QPQ-A）， Quality of 
Play Questionnaire-Parent（QPQ-P），Vineland社
会適応尺度第2版（VABS-2），および子ども行動

表1　PEERSプログラムのセッション概要

セッション 学習項目 具体的な内容

1 プログラムの紹介と会話のス
キル1：情報交換

共通の興味を見つけて友達と会話をしながら情報交換する方法を学ぶ

2 会話のスキル2：双方向会話 友達との会話の双方向性の重要な要素を学ぶ　保護者は友達作りができ
そうな活動場所を探し始める

3 会話のスキル3：電子通信コ
ミュニケーション

メールやメッセージ，インターネットを使ったコミュニケーションの仕
方と，友達は選択であることを学ぶ

4 自分に合った友達を選ぶ どんな友達グループがあるか，自分に合うのはどんな友達か考え，友達作
りができそうな興味のある課外活動を探す

5 ユーモアの適切な使い方 自分のユーモアが適切かどうか，聞き手の反応に注意を向ける

6 仲間に入る1：会話に入る 友達同士の会話に参加する際のはじめのステップについて学ぶ

7 仲間に入る2：会話から抜け
る

友達同士の会話に参加した際に受け入れられたかどうか評価する方法や
上手な抜け方について学ぶ

8 一緒に遊ぶ 友達と一緒に遊ぶためのプランの立て方や振る舞い方を知る　保護者は
適切な介入方法を学ぶ

9 スポーツマンシップ 公平に楽しく遊ぶためのスポーツマンシップについて学ぶ

10 拒否1：からかい言葉・とま
どい言葉への対応

からかい言葉ととまどい言葉の区別を知り，双方に対する効果的な対応
を練習する

11 拒否2：いじめや悪い評判へ
の対応

いじめへの対処方法と，悪い評判を変えるためにまず何をしたら良いか
知る

12 思いのすれ違いへの対応方法 友達と思いがすれ違って対立したときにどう対応すれば良いか学ぶ

13 うわさやゴシップへの対応方
法

元のうわさを否定し，同時にそのゴシップの信頼性を下げる方法を知る

14 プログラムの終了と卒業式 これまでの主な内容を復習し，卒業式を行う
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チェックリスト（CBCL），バールソンうつ尺度
（DSRS-C）をであった．これらの指標のほとんどは，
これまでのPEERS研究（Laugesonら，2012, 2015; 
Mandelbergら， 2014; Schohlら， 2013; Yoo ら，
2014）から選択，もしくは類似の質問紙を選択し
た．介入群と介入遅延群の比較により，遊びの質や
社会性・対人応答性が改善し，社会的なソーシャル
スキルに関する知識が向上するといった効果が認め
られている．

PEERSの対象となるのは，社会的な場面での課
題があり，友だちを作りたいと思っている，セッ
ション中の言葉でのやりとりが可能な知的な遅れの
ない（IQ＞70）の児童生徒とその保護者である．イ
ンテーク面接では，必ず子ども本人と保護者それぞ
れに対しプログラムの内容を説明し，本人に参加の
意思があることを確認する．苦手なことに対峙しス
キルを身につけるのは簡単なことではなく，本人に
とっての意義をある程度見出していることが重要な
参加条件である．特に，介入前に社会的スキルをい
くらか身につけておりかつ自己認識としての社会性
が低い子ども，目上の人とのコミュニケーションが
良好で葛藤下での自己調整能力が高いと保護者から
評価された子どもはより大きな成果を得る（Chang, 
2013）．

PEERS®プログラムの特徴

1）予測可能で現実的なステップ
PEERSプログラムで取り扱う内容は，社会性に
課題のある思春期の子どもたちがつまづきやすい
様々な友だちとの関わり場面に使うスキルである．
実際に友だちを作り，友だちと良い関係を継続して
いる人のやり方を方略として取り入れる．大人が良
かれと考えて指導する，例えば「話しかけたい相手
に近づいていって挨拶して自己紹介」というアドバ
イスは，通常の思春期の仲間に対して行うやり方と
しては奇妙な印象を与え，たいてい友だち作りに失
敗する．PEERSではうまく友だちを作っている人
たちの振る舞いを，一連のステップにして具体的に

学ぶ．例えば，仲間同士の会話に途中から加わる場
面では，最初に慎重に誰が会話をしているか見て話
の内容に耳を傾けることを求められる．これはさり
げなく行われる必要があり，例えば携帯電話やゲー
ムデバイスなどの小道具を使用すると，盗み聞きを
しているのではないように見せることができる．話
を聞いている間，話題が何であるか聞き取り，共通
の興味を通して会話に貢献できる情報などが自分に
あるかどうかを確かめる．参加できそうだと思った
ら，仲間同士の会話を中断しないように会話が途切
れる間を待ち，次に，その仲間達への関心を示すた
めに，少し近づく（腕を伸ばした距離が目安）．次
に，話題に関連したコメントや質問をしたり，共感
するなどのポジティブな発言をして参加する
（Laugesonら， 2010）．この具体的なルールと実際
に有効な社会的スキルの複雑な要素は，参加者特性
に合わせてCBT戦略を使用して理解しやすいス
テップに分けて教示される．ASDの特性のある人
は，しばしば，答えがはっきりしているもの，数字，
論理への親和性が高い．これらは人の気持ちのよう
な見えないものや場合によって変化するものと違
い，予測可能でわかりやすいと考えられる．場面や
人によって異なる社会的なスキルも，より明確な法
則やステップに分けて捉えることで予測可能とな
り，ASDの人にとっても扱いやすいものとなると
考えられる．スモールステップによる学習は，目標
行動をいくつかの段階へ細分化し，できそうな課題
から取り組みを促す（Simonら，1976）．これによ
り状況が整理され，目的達成への動機が高まり，自
己効力感を促進する（瀧川，2016）．加えて社会性
に困難を抱える人は，ルールに忠実に従おうとする
傾向があることがわかっており，本プログラムで学
んだルールやステップを使って実践することは「わ
かりやすい」と参加者に評価されている（Laugeson, 
2013; 辻井ら，2017）．複雑な社会的な振る舞いを
簡単な単語でわかりやすく表現した「共通の興味」
や「情報交換」などの「バズワード」は標語のよう
にしてセッションの中で繰り返し表現され，参加者
自身も使用する．
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2）認知行動療法（CBT）の仕組み
PEERSのメソッドには，先に触れたスモールス

テップによる学習のほかにもいくつかの有効な認知行
動療法（cognitive behavioral therapy以下CBT）の
原則が利用されている（Laugesonら，2014）．グルー
プ形式での介入は，個別の介入と同様の効果が得ら
れるとされており（福土ら，1984; 佐藤ら，2009），
PEERSの8～10名程度の小グループである程度の
時間で区切ったやり方で成果をあげている．また指
導法を学んだセラピストや教師などがセッション
リーダーとなり積極的にスキルを教えるが，参加者
に考えることを導くソクラテス法という質問形式を
取り入れて具体的なルールとステップが扱われる．
ソクラテス的質問（Socratic Questioning）は，心理
療法において専門家がクライアントと協力して課題
を解決していく方法として一般的なCBTの手法で
ある．比較的高い認知レベルのやりとりとなり対象
が幼児や言語能力が極端に低い場合には向かないが
（Overholser, 1993），PEERSでは児童生徒に能動
的に考えてもらう質問をセッション中に何度も用い
る．一般的な講義形式ではなく，この質問スタイル
を使用することにより，リーダーとの話し合いを通
じてルールやステップを作っていくことで，参加者
は課題への関与や注意力が高まるだけでなく，自分
の学んでいることをより信じやすくなる（Laugeson
ら，2014; Yamada, 2019）．
社会的な行動の良い例と悪い例はそれぞれ，教示
を担当するセッションリーダーや学びをサポートす
るコーチ（いずれも大人）によるロールプレイでデ
モンストレーションされる．ロールプレイを見るこ
とで参加児童生徒は具体的な社会的行動をイメージ
しやすくなり，客観的に評価できる．悪いロールプ
レイでは，何が悪いのか，どのステップを抜かして
しまったのかなどを参加児童生徒に尋ねる．また次
に見る良いロールプレイの後には，コーチやリー
ダーがしたことの何が正しかったのか，どのステッ
プを踏んだか等を尋ねる．これらの質問は，新しい
スキルを習得する上で非常に重要な，教示内容を繰
り返し認識する機会を提供し，新しく学習されたス

テップの理解をより確実なものにするのに役立つ．
教示する主要な認知スキルには，社会的知覚（正
確な情報処理），社会的認知（他者の視点のとり方），
および社会的問題解決（行動の社会的妥当性の判断
とそれに応じた行動）が含まれる．これらについて
CBT技術を活用し参加児童生徒へ介入することで，
社会的認知スキルが向上する（Bauminger, 2007）．
PEERSでは，社会的手がかり（社会的認知）を読
むために，ロールプレイを見ながら「会話をしてい
た人たちは私と話がしたいと感じたと思います
か？」「それはどのような様子からわかりますか？」
といった社会的認識に関して質問がなされる．加え
て，セッション中，会話相手が自分に話かけている
かどうかという手がかりと，アイコンタクトがある
かどうか，そして相手の体が自分の方に向いている
かどうかというボディランゲージの3つを確認する
ように教示される．相手との関係の構築や維持を目
的とする際には，相手の視点を認識する能力を向上
させるために，これらの社会的なサインの評価がと
ても重要となる．

PEERSで使用される別の一般的なCBTテクニッ
クとして，「行動リハーサル」が挙げられる．学んだ
社会的なスキルを，PEERSに参加している仲間と
一緒に実際に練習する行程であり，誤りがあれば
フィードバックされ，修正しながら，新しく学んだ
スキルを練習する．Whiteら （2010）は，仲間と一
緒にスキルを練習すると，スキルが現実世界の場面
で一般化する可能性が高まることを指摘している．
また各セッションでは毎回次のセッションまでに取
り組む宿題が出される．宿題を通して繰り返し練習
することで，スキルの習得が促進される．次のセッ
ションでは最初に宿題の振り返りの時間があり，う
まくいっているか確認しながら，修正すべきところ
はセッション中，あるいは個別に指導を受ける．
既存のソーシャルスキルプログラムについては，
その日常場面への応用や困難さの本当の解消につな
がるのかどうか等多くの懸念が表明されているが，
CBTに基づくものは，ASDの青年における社会的
な困難さを軽減するための治療法を保証するものと
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して認められている（Laugesonら， 2014；Yamada, 
2019）．また，近年心理領域で注目されている課題
に情動の調整がある（藤野，2013）．情動調整機能
が他者と関わる際の社会性と強く関連することが指
摘されており（別府，2018），PEERSが対象として
いる子どもの振る舞いには，「落ち着く」といったス
テップが含まれるものがいくつかある．実施のセッ
ションで，特に保護者からこの部分が一番難関とい
う感想がよく聞かれた．そのような場合，スタッフ
はセッション終了後に短時間のサイドミーティング
を実施するなどして，具体的な方法を保護者や子ど
もと共に検討してサポートすることが望ましいとさ
れている．

3）仲間による小集団形式
PEERSプログラムにおいて高機能ASDの特性の
ある児童生徒同士で学ぶことは，肯定的に自己を捉
える機会を得て，自己理解や自己受容を深めること
が期待できる（田中，2014）．高機能ASD児者の集
団経験の乏しさが自己理解の偏りに反映されている
ことが指摘されているが（Leeら，1998），ASDの
特性がある人はASDの行動パターンをする他者に
共感する（米田，2015）ことがわかっており，ASD
児者の社会性が認められることは，それによる安心
感を生み，ASD児者自身が障害を持たない人の社
会性を知ろうとする気持ちを育む土台となる．これ
により，時には合わせようとしたり，自分独自の社
会性を言葉で伝えようとしたりすることを可能にす
る（別府，2009）．発達障がいの特性がある児童生
徒は失敗体験や周囲の無理解から自己肯定感の低下
や劣等感を強めるなどし，教育現場などにおいて自
尊心の低さがみとめられるが（小島ら，2013；滝
吉，2014），同じ境遇の仲間同士の小集団活動では，
アスペルガー症候群の小学生9名に対し8年間継続
した余暇活動支援により，参加者全員が各々のやり
方で一般社会に参加し，自分に対して肯定的な感情
を持っていることが示された（日戸ら，2009）．青
年期のASDが互いに話し合いを重ねることにより，
互いに悩みを打ち明け，共感できる場が出来，同じ

視点で日々の困難を考えることで，新たな活動への
意欲が高められ，就労や就労活動を開始したことも
報告されている（井上，2012）．実際，似たような
失敗を経験し共感し合う会話が聞かれたり，すぐに
話し出せずにいる他者に「自分もよくそうなるから
わかる」と声をかけたりする様子があり，それぞれ
が安心して素直に表現できる場となっていることが
窺える．子どもに限らず，保護者も同じ境遇を経験
する者同士詳細を語らずとも共感できる間柄に安心
した様子で，互いにアドバイスをし合う様子などが
見受けられる．ただし参加者同士がセッション以外
で交流することは，スキル習得に影響を与える可能
性があるため，プログラム終了後まで許されていな
い．

4）保護者によるコーチング
PEERSでは，セッション以外の時間にも保護者
がソーシャルコーチとなって，日常の様々な機会を
捉えて適切な社会的振る舞いについて子どもたちに
フィードバックする仕組みがある．プログラムへの
保護者の積極的な参加は，PEERSメソッドの最も
ユニークな特徴となっている．保護者によるSSTで
は，日常環境で即時のプロンプトやフィードバック
を行いやすいため，注意が持続し難く合図や手掛か
りに気付くことが難しいASDに対して効果的であ
ると考えられる（前田，2018）．保護者は保護者の
ためのセッションに参加し，子どもが社会的な関わ
りに挑戦するために，適切なサポートの方法を学
ぶ．保護者には，子どもたちが仲間との会話を始め
とした関わり方を練習できるようにサポートすると
いう課題が与えられ，結果として子どもたちの宿題
の実施率が向上し，自然環境に適したスキルの一般
化が促進される．筆者が実践した例では，新しい課
題へ挑戦する過程で子どもたちが期待以上のパ
フォーマンスを見せて，子どもの能力に関する保護
者の認識が変わったり，子どもの抱える課題が再認
識されたりするケースがあった．このような保護者
の介入により，プログラムが終了した後も，習得し
たスキルを実践し，さらに洗練させることができる
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のである．

5）様々な対象と形式
PEERSプログラムは，基本のスキルは共通しつ

つ対象によっていくつかのバージョンで部分的にア
レンジされている．子どもとその保護者が8～10名
のグループを編成しそれぞれ90分ずつのセッショ
ンに14回（週1回で14週間）参加する思春期の若者
版（PEERS for Adolescents）や成人前期版（PEERS 
for Young Adult），16週間参加する就学前の子ども
たちのためのPEERS for Preschoolers, 保護者セッ
ションが無く学校で教師が実施する PEERS 
School-Basedがある．そのほか，20週間のトレー
ニングと終了後にインターンシップの10週間に参
加する就労を控えた学生版（PEERS for Carriers）
や，思春期版のデートや会話などより短期でター
ゲットを絞ったブートキャンプ版もいくつか開発さ
れ，オンライン版の効果検討も進められている．ま
た，ASDに限らず，ADHDや知的障害のあるタイプ
への有効性も立証されている（Gardnerら，2015; 
Wongら，2018）．はじめのプログラム開発から10
年が経過しているが，その間，例えば電話をかける
以外にインターネットを使ったやりとりの取り扱い
を増やすなど，常に対象者を取り巻く環境の変化に
合わせて細かなアップデートも行われている．プロ
グラム実施のためのマニュアル本が出版されてお
り，開発元のUCLAによるトレーニングセミナー受
講者には公式認定資格が与えられる．日本において
も現在思春期版のマニュアル本が出版されている
（山田，2018）．また，プログラムの開発者である
Dr. Laugesonから特別に認めたられた講師による
日本語での公式認定養成者セミナーも開催されてい
る．

日本におけるPEERSプログラムの今後

Yamadaら（2019）は，中学1年生の約92％と中
学2年生の90％が放課後のクラブや学校が提供す
る活動に参加していることや，中学3年生の約64％

が塾へ通っている（ベネッセ教育研究開発研究所，
2013）ことから，放課後や学校以外での活動への働
きかけについては日本の若者の生活の文化的枠組み
に合う形に再考が必要としている．またセッション
に通いたくても共働きで忙しい保護者が多く，セッ
ション参加を断念するケースも見られる．そこで筆
者らは，これに関し，教師が学校で社会的なコーチ
ングも担うことが可能なPEERS School-Basedの
日本での効果検証の準備を進めている．
加えて，PEERSプログラムの，①同じ特性を共
有する仲間同士で学び合う，②ソクラテス式質問
等，参加者が自分で発見することを促進する工夫が
ある，③友だちは選択するものであり自分に合う友
だちを探す行程を学ぶ，といった自己理解を促す仕
組みに注目し，高機能ASDの児童生徒の自己理解
に及ぼす影響の有無について調査を開始した．セッ
ション中の参加児童生徒から「自分はこういう時に
いつも一言追加してしまうから，次はちょっと待っ
てみよう」などの自己分析的発話や，「会話が苦手な
もの同士としては良かった」「クラスメイトの反応
が気になる」といった他者認識がなされたことを示
す発話が聞かれている．自身の学校での姿を語った
り，自分の信念を変えたくない思いを共有したりも
し，自己認識が促進される様子や，自己受容過程へ
のサポートの必要性があると考えている．
これらの地域社会における実装には，教育委員会
等との共同体制が必要不可欠である．有効性の検証
のために必要な研究フォーマットと，支援として現
場で最適とされる介入の形との適度なバランスを探
るため，十分な説明と理解，互いの密な連携を継続
したい．学校や支援機関等においてPEERSプログ
ラムを実践することで，個々の子どもたちが必要に
応じて社会的スキルを高めつつ自信と手応えを感じ
ながら生活を送ることをサポートすることができ
る．これが広く実現すれば，いじめや不適応，不登
校などの問題の未然防止にも貢献するものと考えて
いる．
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