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　本研究では、知的障害のある児童１名に対して，２者間におけるジャンケンの勝敗理解を標的と
した指導を行った。対象児は分からない活動とやりたくない活動に長時間取り組む，又は繰り返し
取り組むことを苦手としていた。そのため指導は実態を考慮し学習形式ではなく，ジャンケンカー
ド遊びを作成し指導者と自然な遊びの流れにおいて実施された。フェイズ１では視覚プロンプトの
事前提示と口頭報告の手続き，フェイズ２では自己判断，視覚プロンプトの遅延提示，答えの自己
確認，自己修正，口頭報告の手続きをとった。その結果，フェイズ１とフェイズ２の指導を通して，
Ａ児の２者間ジャンケンにおける勝ちの正反応率は100％となった。さらに，本研究ではＡ児が獲
得したジャンケンスキルを用いて他者と遊べるよう，フェイズ３ではジャンケンを使った遊び指導
を３種類行った。指導終了後の維持テストで，対象児はフェイズ３で獲得したジャンケン遊びを使っ
て妹と遊ぶ様子が見られた。この結果から，ジャンケンカード遊びを使った指導法は知的障害のあ
る児童のジャンケン指導に効果があったと考えられた。
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Ⅰ　はじめに
　子どもの集団生活において，役割や遊び等の順番を
決める方法の一つにジャンケンがある。ジャンケンは
順番決めに使われるほか，ジャンケンそのものがゲー
ムとしての要素を含んでいるため（例：あっち向いて
ホイ，足ジャンケン，開脚ジャンケン等），ジャンケ
ンが獲得されれば，そのスキルを用いて他者とさまざ
まな遊びができる。野村（1988）は，ジャンケンは子
どもが仲間集団に参入し，そこでの共同生活を円滑に
運び，遊びやゲームを積極的に楽しむために必要とさ
れる基本的な社会的スキルであると述べている。
　野村（1990）は，健常児のジャンケン技能の確立は
３歳児では大半が未確立か，ないしは確立途上の状態
であり，４歳から５歳にかけて急速な発達がみられ，
５歳児ではごく僅かに不安定な遂行がみられ，６歳児
になると参加児全てが完全なジャンケン行動を示した
と述べている。清峰・丸山（1994）も幼児期のジャン
ケン発達過程は，３～４歳までに発達のしかたが緩や
かで，そのあと急速な伸びを見せ，ジャンケンの勝ち
の判断力は加齢に伴って発達していくものと指摘して
いる。これらの結果から，健常児のジャンケンは発達
に伴い遊びの中で６歳までに自然に獲得されていくと
考えられる。
　一方，大塚（1996）は知的障害のある児童のジャン
ケンの発達過程は，精神年齢が高くなってもジャンケ
ンの勝敗理解の向上がみられない傾向があると述べて

いる。大塚（1996）は，精神遅滞児23名と保育所に通
う健常児40名を比較することで精神遅滞児のジャンケ
ンの獲得過程を明らかにした。健常幼児群はＭＡ統
制群として精神遅滞児群のＭＡ（精神年齢）に対応す
るように設定された。その結果，精神遅滞児群では，
精神年齢が高くなってもジャンケンの勝敗理解の向上
がみられなかった。大塚はその理由とし，①健常児と
精神遅滞児では幼稚園や学校などの生活場面で実際に
ジャンケンを使用する頻度に違いがあること，②健常
児群の幼児は，遊びやゲームの中で頻繁にジャンケン
を使うが，精神遅滞児群は平均の生活年齢が11歳代で
あり，おそらく健常児に比べて生活場面でジャンケ
ンの使用頻度が少ないこと，③精神遅滞児群の中には
自閉傾向のある精神遅滞児も存在したことを挙げてい
る。この結果から，知的障害のある児童は健常児のよ
うに発達過程の中で自然にジャンケンを獲得すること
が困難で，場面を特設してジャンケン指導を行う必要
があると述べている。
　野村（1991）は，自閉症児と非自閉性発達遅滞児の
ジャンケン行動を観察し比較している。野村（1991）
は，ジャンケンの成立に必要な条件として，１）グー，
チョキ，パーの間の勝敗関係を理解すること，２）
ジャンケンの本質は勝ち負けを決める遊び（ゲーム，
儀式）であることを理解することの２点をあげている。
また，この１）の成立の前提条件として，ａ）グー，
チョキ，パーの形を作る運動スキルが獲得されている
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こと，ｂ）「勝ち」「負け」の二者間の関係概念が成立
していることが必要であると指摘している。自閉症児
と非自閉性発達遅滞児の観察結果を分析したところ，
自閉症児は相手の拳をみて，自分の拳をそれと同じも
のに変えてしまう模倣行動（「ジャンケン・エコラリ
ア」）のような特徴的な行動がみられた。それに対し
て，非自閉的発達遅滞児はジャンケンの勝敗関係が「不
理解」で，どちらが勝ったのかを自分で判断できない
が，それを教えてもらえる相手とならジャンケン行動
が成立した。自閉症児は，成立要件１）の理解が困難
なため成立要件２）のジャンケンの本質を理解できな
い，つまりジャンケンを使った遊びをすることが困難
であった。それに対し，非自閉性発達遅滞児は，前提
条件ａ）と成立要件１）を獲得することはできるが，
前提条件ｂ）の成立が困難なため，「勝ち」「負け」の
二者間の関係概念の判断ができる相手であればジャン
ケンを使った遊び，すなわちジャンケンの本質にまで
到達できるのではないかと述べている（野村，1991）。
　ジャンケンの指導対象者は，自閉症（松下・村本・
園山，2008，野村，1991，関戸，1995，関戸，1999，
塚本・竹内，2015），発達障害（大久保・野口・遠藤・
野呂，2006）の児童が多く，知的障害の児童を対象に
ジャンケン指導を行った研究はほとんど見当たらな
い。これは，知的障害の児童はジャンケンの勝ち負け
の意味（成立要件１））は理解できるので，勝敗理解
の判断ができる相手（教師など）であればジャンケン
遊びが成立する（野村，1991）ため，教師としては成
立要件２）の指導が必要なかったことも知的障害の児
童を対象とした研究が少ない要因ではないかと考えら
れる，また，勝敗理解の判断（成立要件２））はどの
ような手続きにより指導するか，指導過程を検討する
こと自体が困難なこともあげられるだろう。
　本研究では自閉傾向のない知的障害児童１名に対し
て２者間におけるジャンケンの勝敗理解の判断の成立
を標的とした指導を行った上で，対象児が指導者以外
の他者とジャンケンを使った遊び指導を般化テストと
して行い，その指導効果と課題について検討すること
を目的とする。

Ⅱ　方法
１．対象児
　小学校特別支援学級（知的障害）に在籍する３年生
の女児Ａ。研究開始時の生活年齢は８歳６か月であっ
た。医療機関において中軽度精神遅滞の診断を受けて
いる。言語面の発達検査は医療機関でいくつかの検査
を部分的に組み合わせて実施しており，全般的な遅れ
を伴う言語発達遅滞と診断された。LCスケール言語
発達検査の結果は，“かけっこ”の勝敗理解は可能で，
勝ち負けの感情理解も３歳台通過，一方で，ジャンケ

ンの勝敗ルールは未確立で，コミュニケーションの発
達レベルは４歳未満であった。Ａ児の保護者から学習
面の遅れを主訴に，Ｘ大学の教育相談室を月２回～
３回のペースで利用していた。教育相談室では１回あ
たり90分間，１対１で学習面の個別課題を中心に支援
を行った。第一著者が指導者として対象児の支援に関
わった。
　Ａ児は集中力を長時間持続させることが困難であっ
たため表１に示した内容で支援を行った。Ａ児には学
習面の支援を行うと同時に休憩時間に，Ａ児が興味の
ある遊びや指導者が経験させたい遊びを行った。その
中でジャンケン遊びを取り入れたところ，Ａ児はジャ
ンケンに興味を示し，ジャンケンをしようと声をかけ
ると，笑顔で「最初はグー，ジャンケンポン」の合図
に合わせてリズムよく拳を出すが，毎回「パー」を出
し，拳の形に関係なく毎回自分の勝ちだと判断した。
ジャンケンは，学校生活場面だけではなく，大人になっ
てからも順番決めなどで使う機会がある社会的基本ス
キルの一つだと考え，保護者とジャンケン指導の実施
について相談した。相談の結果，保護者からも，学校
生活でジャンケンを使う場面があるので，Ａ児が現在
ジャンケンに興味を示しているなら今後のためジャン
ケンの指導をしてほしいと要望があった。保護者の了
解のもと，指導を行った。

２．指導場面と実施期間
　ジャンケン指導は表１に示したＸ大学の教育相談室
個別支援場面の休憩時間に行われた。対象児は月に１
～２回参加した。実施期間は201X年４月から翌年１
月までの約９か月間であった（８月は夏休みで教育相
談を行わなかった）。201X年４月にベースラインを実
施し，５月から指導を開始した。指導は１回の個別支
援で１セッションを行った。Ａ児のジャンケン指導に
は，著者（指導者）の他，特別支援教育を専攻する学
生１名が毎回，ビデオ記録係として関わった。
３．標的行動
　２者間におけるジャンケンの勝敗理解を獲得させる
ことを標的行動とした。本研究ではジャンケンの勝敗
理解を「ジャンケンをした時に勝つほうの判断が正し

表１　Ａ児の教育相談室での支援プログラム 
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くできること」と定義した。
４．教材
⑴　ジャンケンプリント
　ジャンケンプリントとは，横20㎝，縦６㎝の紙に

「グー」・「チョキ」・「パー」の線画で５つの対抗パタ
ンを作ったものである。プリントは５枚あって「グー
とチョキの対決」，「パーとグーの対決」，「パーとチョ
キの対決」の問題が３枚，「チョキとパーの対決」位
置交換問題が１枚，「グーとグーの対決」あいこ問題
が１枚であった。

⑵　ジャンケンカード
　関戸（1999）はジャンケンカードを作成しゲーム方
式で自閉症のある児童のジャンケン指導を行い，効果
を示した。この関戸（1999）のジャンケンカードを用
いた手続きを参考に，ジャンケンカードを作成した。
半径２㎝の丸いカードに「グー」「チョキ」「パー」の
形を線画で描いたものであった。図１に示した通りで
ある。

　ジャンケンカードを使う遊び（以下ジャンケンカー
ド遊びとする）のルール
　ジャンケンカードはＡ児用と指導用の２セット作
り，お互いにカードを３枚ずつ手元におく，「いっせ
いのせ～」のかけ声に合わせ，各自出したいカード１
枚を出し，出されたカードでジャンケンの勝敗を決め，
勝ったほうが物的強化子を１個もらう。
⑶　視覚プロンプト
　プロンプト（prompt）とは弁別刺激が所定の反応
を生じる可能性を高めるように付け加えて提示される
刺激で，プロンプトには言語プロンプト，視覚プロン
プト，モデリング，身体プロンプトがある（Alberto 
& Troutman，1999）。視覚プロンプトは絵のみのもの，
文字のみのもの，絵と文字を同時に使用するもの等い
ろいろな形式がある。Ａ児がひらがなをスムーズに読
めることから，本研究では絵と文字を組み合わせたも

のにした。視覚プロンプトは縦10㎝，横12㎝のカード
３枚に，「グー，パー」「パー，チョキ」「チョキ，グー」
の３つの対抗パタンを線画で表記し，勝つほうを黒い
丸で囲み，その下に平仮名で「かち」と書いた。図２
に示した通りである。

⑷　物的強化子
　物的強化子は，保護者から事前に情報収集をし，Ａ
児が好きな「キャラクターシール」にした。毎回の指
導において10種類以上の「キャラクターシール」を準
備した。
５．手続き
⑴　デザイン
　ABデザインを用い，維持テストを行った。ベース
ラインAを２セッション，指導Bを19セッション，維
持テストを２セッション実施した。ベースラインはＡ
児と直接手でジャンケンを行う方法と，ジャンケンプ
リントの実施という，二種類の方法で測定した。指導
では，ジャンケンの勝敗理解を獲得させる目的でフェ
イズ１とフェイズ２を実施し，ジャンケンを使った遊
びを指導する目的でフェイズ３を実施した。維持テス
トは指導終了から５ヶ月後に実施した。
⑵　ベーライン（BL）（201X年４月，２セッション実施）
１）方法①：Ａ児のジャンケン勝敗理解の実態を確認
する目的で，指導者とＡ児が対面に座り手を使って
ジャンケンを８回行った。指導者は「グー」，「チョキ」，

「パー」の順に繰り返し出し，Ａ児には自由に出させた。
Ａ児に勝ち負けを判断させた。
２）方法②：より明確な実態把握をすることを目的に
ジャンケンプリントを使用した。Ａ児にジャンケンプ
リントを１枚ずつ提示し，勝つほうに鉛筆で丸を描く
ように指示した。
⑶　指導期間
１）フェイズ１（Ｐ1）（201X年５月～６月，４セッショ
ン，９月，１セッション実施）
　フェイズ１では，ジャンケンカード遊びのルール理
解とジャンケンカード遊びの中で指導者への口頭報告
行動の獲得を目的に指導を行った。口頭報告とは，両
者が出したジャンケンカードの名称と勝ったほうを言
葉で指導者に伝えることで，例として挙げると「グー
とパーだからグーの勝ち」等である。
　休憩時間に遊びの一環としてジャンケンカード遊び

表２　ジャンケンプリント

図１　ジャンケンカード

図２　視覚プロンプト
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を導入した。ジャンケンカード遊びのルールは口頭で
１回説明し，一緒に遊ぶ中でＡ児が理解できてないと
ころを確認し，その都度説明をした。フェイズ１では，
机上に視覚プロンプト３枚を事前に提示した。両者が
出したジャンケンカードをみて，Ａ児に視覚プロンプ
トの中から同じ対抗パタンになっているカードを選択
させ，視覚プロンプトを用いて勝敗を判断してもらっ
た。ジャンケンの勝敗を判断した後は，指導者に口頭
報告をさせた。Ａ児が言葉につまずいた時は，指導者
が言語プロンプトを行い，Ａ児に模倣させた。言語プ
ロンプトは徐々にフェイドアウトした。Ａ児が指導者
に対して口頭報告を行った時は，言語賞賛をした。ジャ
ンケンの中で「あいこ」になった場合は，「同じもの
はもう一回」と指導し，Ａ児に復唱させた。ひとつの
セッションの最初から終わりまで指導者の援助なしに
口頭報告が100%できたらフェイズ２へと移行した。
２）フェイズ２（Ｐ2）（201X年７月～12月，12セッショ
ン実施）
　フェイズ２では，ジャンケンの勝敗理解の獲得を目
的に指導を行った。
　フェイズ２では，視覚プロンプトを最初は提示せず，
Ａ児に両者が出したカードをみて，勝敗を自己判断さ
せ指導者に伝えてもらった。その後，指導者が視覚プ
ロンプトを見せ，Ａ児自ら自分の答えの正誤を確認す
るようにした。Ａ児が正解した時は「正解」と，間違っ
た時は「残念」と言語フィ―ドバックを行った。間違っ
た時は答えを修正させた上で口頭報告をさせた。ジャ
ンケンの中で「あいこ」になった場合は，「あいこ」
と言語プロンプトを与え，Ａ児に復唱させた。ひとつ
のセッションにおいてジャンケンの勝ち判断の正反応
率が100%になったら確認テストを行った。確認テス
トはベースライン測定時の方法をそのまま用いた。方
法②「ジャンケンプリント」を先に実施し，正反応率
が100%になったら，方法①を実施した。方法①の正
反応率も100%になったら，フェイズ３の指導へと移
行した。
３）フェイズ３（Ｐ３）（（201X＋１）年１月，２セッ
ション実施）
　フェイズ３では，A児が指導者以外の他者とジャン
ケンを使った遊びができることを目的に，２者間でで
きるジャンケン遊び「新聞紙折りジャンケン」，「あっ
ち向いてホイ」，「開脚ジャンケン」を指導した。
　「新聞紙折りジャンケン」は，両者が新聞紙を広げ
その上に立つ。ジャンケンして負けたほうが新聞紙を
半分に折ってゆくルールで最後に新聞紙の上に立つ場
所がなくなったほうが負けとなる。「開脚ジャンケン」
は，両者が対面に立ちジャンケンをして負けたほうが
足を少しずつ広げるルールで足を広げることが限界に
きて「負けました」と言ったら負けとなる。

⑷　維持テスト（（201X＋１）年６月，２セッション
実施）
　獲得されたジャンケンスキルが，維持されているか
どうか測定するために指導終了から５か月後，妹に協
力してもらいＡ児と妹でジャンケンを使った遊びを２
種類行ってもらった。標的行動の定義を基準で確認を
した。
６. データの信頼性
　ジャンケン指導場面を毎回ビデオ記録し，記録用紙
を用いてジャンケンの回数をそのパタン，Ａ児の答え
を記録することによりデータを収集した。各指導場面
におけるジャンケンの勝敗判断の正反応率は，（正反
応数）/（全試行数）×100という数式によって算出した。
収集したデータの中から、ランダムに指導場面５つ抽
出し，指導者とは独立した第２観察者との一致率を求
めた。一致率は（一致した試行数）/（全試行数）×100
という数式によって算出した。ジャンケン指導場面で
のジャンケンの回数，パタン，Ａ児の答えを記録した
データにおいては100%の一致率であった。

Ⅲ　結果
１．ベースライン　
　ベースライン測定方法①では，A児は８回とも全部

「パー」を出し，拳の形に関係なく毎回自分の勝ちだ
と判断していた。Ａ児が自分の勝ちだと判断した答え
の正反応率は27%だった。ベースライン測定方法②で
は「グーとチョキ」の１問のみ正解し，ジャンケン勝
敗の正反応率は20%だった。「グーとグー」のあいこ
の問題は，右側の「グー」に丸を付けて，「チョキと
パー」，「パーとチョキ」の位置交換問題は，両方「パー」
に丸をつけていた。
２．指導期間　
⑴　フェイズ１
　指導の結果は図３に示した。フェイズ１の指導は第
３セッションから第６セッション，及び第10セッショ
ンで実施された。フェイズ１では，ジャンケンカード
遊びのルール理解とジャンケンカード遊びにおいて両
者が出したカードの勝敗の結果を指導者に口頭報告す
る行動形成を標的に指導した。Ａ児には視覚プロンプ
トを見せながらジャンケンの勝敗判断をさせた。全て
の指導セッションにおいてジャンケン勝敗判断の正反
応率は100%となった。指導４回目（第６セッション）
でＡ児は目的とした行動を獲得できた。
　フェイズ１の指導の中で行ったジャンケンの回数は
計55回で，その内訳は「グー，パー」対抗が13回，「パー，
チョキ」対抗が11回，「チョキ，グー」対抗が15回，「あ
いこ」が16回であった。
⑵　フェイズ２
　フェイズ２の指導は第７セッション，第９セッショ
ン，第11セッションから第17セッションで実施された。
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図３　ジャンケン勝敗理解の正反応率の推移

フェイズ２では，視覚プロンプトなしでジャンケン
の勝敗理解の獲得を標的に指導をした。フェイズ２の
１回目の指導である第７セッションでジャンケンの勝
ち判断の正反応率は100%だった。そこで，確認テス
トを行った（第８セッション）。確認テストの結果正
反応率は40%だった。そのため，フェイズ２の指導を
継続した。１回の個別支援場面での指導は１セッショ
ンのみ行うこととしたが，第９セッション，第10セッ
ション，第11セッションは同じ日に実施した。これは，
第７セッションと第９セッションの指導の間に空き期
間が２ヶ月半あって，第９セッションでフェイズ２の
指導を実施した結果，Ａ児がジャンケンカード遊びの
ルールを部分的に忘れていた。A児にジャンケンカー
ド遊び方を復習させる必要あった。第10セッションで
フェイズ１の指導を行い，すぐに11セッションでフェ
イズ２の指導を行った。その結果，フェイズ２の正反
応率は100%となったが，これは同じ日の中での連続
した指導が影響したと考え，第12セッションでの正反
応率の結果を基準に確認テストに移行することとし
た。３回の指導が可能だったのは，Ａ児が準備した物
的強化子に強い興味を示し，ジャンケンに勝って強化
子を獲得しようと遊びに集中していたからであった。
第12セッション以降，勝敗判断の正反応率はゆるやか
に向上し，第19セッション目で100%となった。そこ
で確認テストを行った結果，方法①方法②両方とも正
反応率は100%だった。ベースライン測定時方法①に
おいて「パー」しか出さなったA児が，指導効果の確
認時は「グー，チョキ，パー」をランダムに出してい
た。フェイズ２の指導の中で行ったジャンケンの回数
は計72回であった。その内訳は「グー，パー」対抗が

20回，「パー，チョキ」対抗が21回，「チョキ，グー」
対抗が14回，「あいこ」が17回であった。
⑶　フェイズ３
　フェイズ３ではジャンケンを使った遊び「新聞紙折
りジャンケン」，「あっち向いてホイ」，「開脚ジャンケ
ン」の指導を行った。結果，「新聞紙折りジャンケン」
はすぐにルールを理解し指導者と一緒に遊ぶことがで
きた。「開脚ジャンケン」はルールの理解はできたが，
負けた時に足をどのぐらい広げればいいのか明確な基
準がなくて戸惑っていた。そこで，床に幅10㎝の間隔
で，ラインテープで線を10本引き，Ａ児に右足は動か
ずに，左足のみ線に沿って動かすように説明した。視
覚的に足を広げる位置を明確にしたことでＡ児は指導
者と「開脚ジャンケン」で遊ぶことができた。「あっ
ち向いてホイ」は，Ａ児の前で指導者と学生スタッフ
が５回遊びをやって見せたが，ルールの理解ができず

「分からない」と話した。
３．維持テスト
　５か月後の維持テストは，母親の了解のもと，妹と

「ジャンケンカード遊び」と「新聞紙折りジャンケン」
をして遊んでもらった。妹はジャンケンスキルを習得
済みであった。Ａ児は妹に「ジャンケンカード遊び」
と「新聞紙折りジャンケン」遊びルールを説明する際
に，言葉で説明できるところは言葉で説明し，言葉で
うまく表現できないところはジェスチャーで説明して
いた。その表情は笑顔で生き生きとしていた。「ジャ
ンケンカード」遊びでは，ジャンケンの勝ちの判断を
Ａ児が毎回行っていた。その際に，ジャンケンの結果
を口頭報告する行動が身についていて，「グーとパー
だから，パーの勝ち」と妹に伝えていた。妹が勝つと，
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「好きなシールを１個選んでください」と嬉しそうに
話しかけていた。「新聞紙折りジャンケン」では，妹
が負けると「新聞紙を半分にしてください」と話かけ
ていた。妹がジャンケンの勝敗を無言で判断し，「お
ねえちゃん負けたよ」と言う行動をみて，Ａ児はすぐ
同じように模倣をしていた。ジャンケン指導におい
て，負けるほうを判断する指導は行ってないにも関わ
らず，Ａ児は２者間のジャンケンにおいて，負けるほ
うの判断ができていた。
　姉妹のジャンケン遊びの様子を母親に報告したとこ
ろ，「ジャンケン遊びなら，Ａ児と妹が会話をしなが
ら遊ぶことができることが分かったので，家でもやっ
てみたい」という感想を得た。

Ⅳ　考察
　本研究の目的は，自閉傾向のない知的障害児童１名
に対して，２者間におけるジャンケンの勝敗理解を標
的とした指導を行った上で，対象児が他者とジャンケ
ンを使った遊びができるよう，ジャンケンを使った遊
び指導まで行い，その効果と課題について検討するこ
とであった。
　本研究の対象児Ａは発達全般の遅れから，一つの活
動に集中可能な時間が短く，やりたくない活動又は理
解できない活動を目の前にすると無表情になり行動を
止め，自分の気持ちを相手に伝えていた。その一方で
他者と関わることが好きで，遊びに誘うととても喜ん
で遊びに参加していた。対象児のこのような実態から
本研究では，学習形式ではなく，指導者との自然な遊
びの流れの中で「ジャンケンカード遊び」を使ってジャ
ンケン指導を実施した。教材は，対象児の言語面の遅
れを考慮し，視覚教材と視覚プロンプトを使用した。

「ジャンケンカード遊び」に対する興味を継続させる
ために物的強化子も事前にアセスメントし毎回の指導
で10種類以上準備した。休憩時間に遊びの一環として
ジャンケン指導を行ったため，Ａ児は毎回の指導に笑
顔で参加していた。フェイズ１では，視覚プロンプト
を直接見せながらジャンケンの勝敗判断をさせ，フェ
イズ２では視覚プロンプトを遅延提示し，ジャンケン
の勝敗判断をさせた。Ａ児の実態に合わせプロンプト
を徐々に弱くした。フェイズ１とフェイズ２の指導を
通して，Ａ児はジャンケンの勝敗理解を獲得すること
ができた。知的障害のある児童の中には発達の遅れが
原因で，よく分からない活動に長時間取り組む，又は
繰り返し取り組むことが苦手な児童もいる。本研究で
用いた自然な遊びの流れの中でジャンケン指導を行う
方法は，このような児童のジャンケン勝敗理解の指導
に役立つのではないかと思われる。
　また，Ａ児はベースライン測定方法①では，「パー」
しか出さなかったが，最後の確認テストでは「グー，
チョキ，パー」をランダムに出していた。ジャンケン

カード遊びにおいても，Ａ児はジャンケンカードをラ
ンダムに出していた。このことが手で行うジャンケン
にも影響を与えたと考える。この結果から，ジャンケ
ンにおいて同じ拳しか出せない知的障害児童の指導
に，ジャンケンカード遊びを使う指導法は一定の効果
があったと判断される。
　本研究の対象児はジャンケンの勝敗理解を獲得して
からは，そのスキルを使って遊ぶ遊びなら内容が変
わっても，ルールさえ理解できるものであれば他者と
遊ぶことができていた。野村（1991）が述べた知的障
害のある児童はジャンケンの勝ち負けの意味は理解し
ているため，ジャンケンの勝敗理解の判断を指導すれ
ばジャンケンができるという所見を支持する結果と
なった。
　Ａ児が他者とジャンケンを使った遊びができるよう
指導した遊びは，「新聞紙折りジャンケン」，「あっち
向いてホイ」，「開脚ジャンケン」であった。「新聞紙
折りジャンケン」と「開脚ジャンケン」は，ルールを
理解し指導者と遊ぶことができた。しかし，「あっち
向いてホイ」は遊びのルール自体の理解が難しかった。
このことから，Ａ児は「ジャンケンカード遊び」，「新
聞紙折りジャンケン」，「開脚ジャンケン」のようにジャ
ンケンの勝ち負けの判断だけで成り立つルールの遊び
は理解可能だが，「あっち向いてホイ」のように２つ
以上のルールが一つの遊びに含まれるものに関しては
理解が難しいことが明らかとなった。
　指導終了から５か月後に行った維持テストでは，Ａ
児のジャンケン勝敗判断の正反応率は100%を維持し
ていた。その際にＡ児は妹と「ジャンケンカード遊び」
と「新聞紙ジャンケン」を行ったが，Ａ児は妹に遊び
のルールを言葉とジェスチャーを交えて説明し，会話
をしながらジャンケン遊びを行う様子が見られた。母
親はその様子について報告を受け家庭でもジャンケン
遊びを行いたいと話した。このことから，ジャンケン
指導はＡ児が妹と関わる遊び支援にもつながったと考
える。
　以上のことをまとめると，本研究で実施したジャン
ケン指導は，野村（1988）が指摘したように，子ども
が仲間集団に参加し，そこでの共同生活を円滑に運
び，遊びやゲームを積極的に楽しむために必要とされ
る基本的な社会的スキルであるため，Ａ児が今回２者
間ジャンケンを獲得できたことは，今後Ａ児が学校生
活の中でジャンケンを使って順番を決める，ジャンケ
ンを使った遊びを友達と行う等の活動に参加できる可
能性が広がったことになる。今後，Ａ児がジャンケン
を使った遊びを妹，又は学校の友達と行う中でコミュ
ニケーション面のスキル向上にもつながることを期待
したい。
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Ⅴ　今後の課題
　Ａ児が今後日常生活場面においてジャンケンスキル
を応用するには，さらにさまざまなスキルが必要にな
ると思われる。学校生活においては２者間ジャンケン
のほかに，場合によっては複数人数におけるジャンケ
ンの勝敗理解スキルが必要となる。山口・宮川（1994）
は，ジャンケンの発達段階を以下のように示している。
①「２者間における勝敗ルールの理解」，②「同じも
ののあいこ理解」，③「グー・チョキ・パーのあいこ
理解」，④「グー・チョキ・パーの関係，ジャンケン
の要素間の相対的な性質の理解」。この中で④は複数
人数でジャンケンを行う際に必要なスキルである。こ
のスキルは，健常児の場合５歳以降から理解可能にな
ると山口・宮川（1994）は指摘している。今回の指導
を通してＡ児は「２者間におけるジャンケンの勝敗理
解」，「同じもののあいこ理解」を獲得することができ
た。次のステップとして，「グー・チョキ・パーのあ
いこ理解」，さらに複数人数でのジャンケンスキルを
指導する必要があると思われるが，Ａ児の発達段階を
考慮し指導する時期と方法について慎重に検討する必
要があると思われる。
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