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2

発達障害はスペクトラム（連続体）
状態像の例

特性×⽇常⽣活の⽀障
特性の
強さ（濃さ）

強い特性あり

日常生活の
支障の有無

かなり支障あり

必要な⽀援の例

特性が強く、生活上

「発達障害」の状態

の支障もかなり大き

と捉え、早急に適切

い。

な支援につなげる必
要がある。

特性あり
やや特性あり

支障あり

特性はそれほど強く
ないが、生活上困る

やや支障あり

ことがある。

特性について周囲
の理解を促し、特
性に配慮した対応
を受けられる環境を
整える必要がある。

※ 上記の例以外にも、「特性×⽇常⽣活の⽀障」にはさまざまな組み合わせがあり、⾏動や状態
像、必要な⽀援の内容（⽀援の程度や緊急性など）は多様です。

発達障害と連続する特性は、私たちの多くが持ち合わせていると考えられていま
す。同じような特性を持っていても、その強さ（濃さ）や⽣活環境などによって、
表に現われる⾏動や状態像はさまざまです。つまり、⽀援の必要性やその程度は、
特性の強さだけで決まるのではなく、本⼈が置かれている⽣活環境によっても変わ
ってくるのです。
特性があるだけでなく、そのために⽇常⽣活に著しい⽀障を来しており、社会適
応上の困難も⼤きい場合に、
「発達障害」の状態と捉えて必要な⽀援につなげていく
ことで、⽣活上の困難を軽減することができます。
特性があっても、⾃分らしくいられる居場所や趣味を持ち、適性に合った仕事を
⾒つけ、充実した⽣活を送っている⼈もいます。⼀⽅、⼀番⾝近な家族や友⼈にす
ら考えや⾏動を理解してもらえず、苦しい思いを抱えている⼈もいます。
まずは、本⼈の声に⽿を傾けることから始めてみましょう。
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基本となる考え⽅ 〜氷⼭モデル〜

目に見える問題
ႸỆᙸảỦբ᫆
（相談の主訴）
ίႻᛩỉɼᚫὸᴾᴾ

・勉強や仕事上のミスが多い
ὉѠࢍởˁʙɥỉἱἋầٶẟ
・指示を覚えられない
ὉਦᅆửᙾảỤủễẟ
・人とうまくつきあえない
ὉʴểạộẪếẨẝảễẟ
・ひきこもっている
ὉọẨẮờẾềẟỦ
・仕事が長続きしない など
ὉˁʙầᧈዓẨẲễẟᴾᴾễỄᴾ

家庭環境
ܼࡊؾ

Ꮛؾ
教育環境
職場環境
Ꮀئؾ

健康状態
ͤࡍཞ७
（身体・精神）
ί៲˳Ὁችᅕὸ

発達特性
ႆᢋཎࣱ
発達障害
ႆᢋᨦܹ

問題の背景
բ᫆ỉᏑ
要因
ᙲ׆ᴾᴾ

相互に影響し
ႻʝỆࢨ᪪
ẲẝẾềẟỦᴾᴾ
あっている

氷⼭は、その⼤部分が⽔⾯下に隠れており、海の上に⾒えているのはほんの⼀部
分に過ぎません。⾒えているのは、 “氷⼭の⼀⾓” です。⾒えている部分を⼩さくす
るためには、隠れている部分にも働きかけていく必要があります。
同様に、問題（悩み事や困り事）として表に出ている部分の下には、もっと多く
の問題が隠れており、それらは互いに影響しあって存在しています。
問題を軽減しようとする場合は、⽬先のことを何とかしようとするのではなく、
隠れている部分にも⽬を向けて、丁寧にアプローチしていくことが⼤切です。
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$ ࡉࢇࡢ┦ㄯ


% ࡉࢇࡢ┦ㄯ

& ࡉࢇࡢ┦ㄯ

ᑵ⫋ࡋࡓᙜึࡽ࣑ࢫࡀ

༙ᖺࡃࡽ࠸๓ࡽ㞟୰ຊ

Ꮫ㏻࠸࡞ࡀࡽࣝࣂ


ࡀ㛗⥆ࡁࡋ࡞࠸ࠋ

ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ࡛ࡼࡃ࣑

ࢺࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣑ࢫࡀ⥆

ࢫࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ

ࡁࠊὀពࡤࡾࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ከࡃࠊ⫋ሙ࡞ࡌࡵࡎࠊ



$ ࡉࢇࡢ⌧≧



% ࡉࢇࡢ⌧≧

& ࡉࢇࡢ⌧≧

㣧㣗ᗑࡸ࢞ࢯࣜࣥࢫࢱࣥࢻࡢ

Ꮫ༞ᴗᚋᘓ⠏♫ᑵ⫋ࠋ

Ꮫ㐍Ꮫక࠸ࠊぶඖࢆ㞳

ࣝࣂࢺ࡞ࠊᵝࠎ࡞ࢆ

ົ≧ἣࡣ㡰ㄪ࡛ࠊ᪼㐍

ࢀ୍࡚ேᬽࡽࡋࢆጞࡵࡿࠋ

㌿ࠎࡍࡿࠋ⌧ᅾࡣ↓⫋ࠋ

క࠸᪂ࡋ࠸㒊⨫␗ືࠋ

⌧ᅾᏛ  ᖺ⏕ࠋ

࣑͆ࢫ͇ࡢලయⓗෆᐜ

࣑͆ࢫ͇ࡢලయⓗෆᐜ

࣑͆ࢫ͇ࡢලయⓗෆᐜ

ୖྖࡽཱྀ㢌୍࡛ᗘ」ᩘ

␗ືᚋὀពࡼࡿࢣࣞ

௨๓ல⣽࡞࣑ࢫࢆࡋ࡚

ࡢᣦ♧ࢆฟࡉࢀࡿࠊ㢌ࡀ

ࢫ࣑ࢫࡀቑ࠼ࡓࠋࡢᛁ

ࡽࠊࡳࢇ࡞ࡀ⚾ࡢ࣑ࢫࢆ

┿ࡗⓑ࡞ࡾࠊΰࡋ࡚ື

ࡋࡉࡸ㔜ᅽࡽ╀Ẽࡔ

▱ࡗ࡚࠸࡚ᝏཱྀࢆゝࡗ࡚

ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋྠ

ࡀࠊᢤ᧻ࡋ࡚ࡃࢀࡓୖྖࡢ

࠸ࡿẼࡀࡍࡿࠋ₍↛ࡋ

⪺ࡁࡓࡃ࡚ࡶࠊࢱ࣑ࣥ

ᮇᚅᛂ࠼ࡓ࠸ࡋࠊ㒊ୗ

ࡓᏳឤࡀ࠶ࡾࠊ┠ࡢ๓

ࢢࡸఏ࠼᪉ࡀศࡽ࡞࠸ࠋ

ࡣ㢗ࢀ࡞࠸ࡢ࡛ఇࡵ࡞࠸ࠋ

ࡢࡇ㞟୰࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

࣮ࢳ࡛ࣝࡢึᅇ┦ㄯ
┦ ۑㄯဨホ౯ࢫࢱࢵࣇࡀᮏேࡸᐙ᪘㠃᥋ࠋ



 ۑᗂᑡᮇࡽᡂேᮇ⮳ࡿࡲ࡛ࡢⓎ㐩⤒㐣㸦ᡂ⫱Ṕ㸧ࡸᩍ⫱ཬࡧᑵປṔࠊ⌧ᅾࡢ⏕ά≧ἣࠊ
┦ㄯ⮳ࡿ⤒⦋ࡸ┦ㄯືᶵࠊᚋࡢᕼᮃࡸ⪃࠼࡞ࡘ࠸࡚ᮏேࡸᐙ᪘ࡽ⫈ࡁྲྀࡾࠋ
 ۑヰࡸ⾜ືほᐹࠊ᳨ᰝ࡞ࢆ㏻ࡋ࡚ᮏேࡢ≧ែࢆ☜ㄆࠋ
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% ࡉࢇࡘ࠸࡚
ࢃࡗࡓࡇ

& ࡉࢇࡘ࠸࡚
ࢃࡗࡓࡇ

ᮏேᐙ᪘㸦ẕ㸧ࡀ᮶ᡤࠋ

ᮏேࡀ᮶ᡤࠋᮏேࡢヰ࡛

ᮏேࡀ᮶ᡤࠋᏳࡑ࠺࡞

ẕᏊᡭᖒࡸᏛᰯࡢᡂ⦼⚊

ࡣࠊᗂᑡᮇࡸᏛᰯ௦

⾲࡛ⴠࡕ╔࡞࠸ᵝ

ࡶ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽⓎ㐩⤒㐣

㐩㛵ಀࡸᏛ⩦ࠊ㞟ᅋ㐺

Ꮚࠋヰࡢෆᐜࡣࡲࡲࡾ

ࢆヲࡋࡃ⫈ࡁྲྀࡗࡓࠋ

ᛂࠊὀព㞟୰࡞ࡢ㠃࡛

ࡀ࡞ࡃࠊᮏேࡽᗂᑡᮇ

ᮏேࡣูᐊ࡛㠃᥋ࢆ⾜

ᅔࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࡢ

ࡸᏛᰯ௦ࡢヲࡋ࠸ሗ

࠸ࠊ≧ែࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

ࡇࠋⓎ㐩㞀ᐖ㏻ࡌࡿ

ࢆᚓࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗ

ᐙ᪘ࡢヰᮏேࡢᵝᏊ

ᚩೃࡣ࡞ࡃࠊࢫࢺࣞࢫࣇ

ࡓࠋඖࠎே࡙ࡁ࠶࠸ࡣⱞ

ࡽࠊᗂᑡᮇࡼࡾ୍㈏ࡋ࡚

ࣝ࡞⫋ሙ⎔ቃ⨨ࢀࡓ

ᡭࡢࡇࠋ㍍࠸࠺ࡘ≧

Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡾࠊ

ࡇࡼࡿ୍ⓗ࡞ᚰ㌟

ែ࡛㏻㝔ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ

⏕άᨭ㞀ࢆ᮶ࡋ࡚࠸ࡿ

ࡢㄪ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀ

࠶ࡿࡀࠊ୰᩿୰ࠋ⢭⚄

ࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

ࡓࠋ

≧ࡢ⇞ࡀᚰ㓄ࡉࢀࡓࠋ

$ ࡉࢇࡘ࠸࡚
ࢃࡗࡓࡇ



$ ࡉࢇࡢᑐᛂ
┦ㄯᚋࡢ≧ἣ

% ࡉࢇࡢᑐᛂ
┦ㄯᚋࡢ≧ἣ

ึᅇ┦ㄯᚋᩘᅇ㠃᥋ࠋ

ึᅇ┦ㄯୖグࡢุ᩿

ᮏேࡢ⬟ຊࡢỈ‽ࡸ≉

ࡘ࠸࡚ఏ࠼ࡿࠊᮏே

ᚩࠊᚓព࡞ࡇࡸⱞᡭ࡞

ࡶ⣡ᚓࠋ㔞ࡢㄪᩚࡸ

ࡇࢆᩚ⌮ࡋࠊᕼᮃ⫋✀

ᴗົศᢸࡢぢ┤ࡋࡘ࠸

ࡸ㐺ᛶ࡞ࡘ࠸࡚ᮏே

࡚ࠊಙ㢗࡛ࡁࡿୖྖ┦

୍⥴⪃࠼ࡓࠋᑵ⫋

ㄯࡍࡿࡼ࠺ຓゝࠋ

⧅ࡆࡿࡓࡵᑵປᨭᶵ

ࡑࡢᚋᮏேࡽ㟁ヰࡀ࠶

㛵ࢆ⤂ࡋࠊぢᏛྠ⾜ࠋ


ࡾࠊ⫋ሙࡢ⌮ゎࢆᚓ࡚ࠊ

ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝

㐺ᐅఇ㣴ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽᑵ

ࡋࠊᩘ᭶ᚋ㞀ᐖ⪅ᯟ

ປࢆ⥅⥆୰ࡢࡇࠋ

࡛ࡢᑵປࡀỴᐃࡋࡓࠋ

┦ㄯࡣ⤊ࡋࡓࠋ

& ࡉࢇࡢᑐᛂ
┦ㄯᚋࡢ≧ἣ
ᐈほⓗ࡞ሗࡀᑡ࡞ࡃᮏ
ேࡢ≧ែࡶᏳᐃ࡛࠶ࡾࠊ
⌧ẁ㝵࡛ࡣ≉ᛶࡢ☜ㄆࡣ
㞴ࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᮏே
ࡣࠊ་⒪ᶵ㛵ࢆཷデࡋᚰ
㌟ࡢ≧ែࢆᩚ࠼ࡿࡇࢆ
ඃඛࡋ࡚ࡣ࠺ᥦࠋ
ࡑࡢᚋ㟁ヰ࡛㏆ἣࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࡇࢁࠊཷデࡋࠊ᭹
⸆ࢆጞࡵࡓࡢࡇࠋࡋࡤ
ࡽࡃᵝᏊࢆぢ࡚ࠊᚲせ
┦ㄯࡍࡿࡼ࠺ఏ࠼ࡓࠋ

ᮏேࡢッ࠼ࡸᅔࡾࠊ㢧ᅾࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟ࡢ⫼ᬒࡸせᅉࡋ࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

 ≉ᛶ㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ」ᩘࡢ⫼ᬒࡸせᅉࡀ⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᑀ⫈ࡁ
    
ྲྀࡾࢆ⾜࠸ࠊ
͆ịᒣࡢ㞃ࢀࡓ㒊ศ͇┠ࢆྥࡅ࡚࠸ࡃࡇࡀษ࡛ࡍࠋ



┠ࡢ๓ࡢၥ㢟ࡤࡾࡽࢃࢀࡎࠊ⫼ᬒࡸせᅉࢆᮏேࡸᐙ᪘ࡶᩚ⌮ࡋࠊ㐺ษ࡞ᑐᛂ㸦⥅⥆ⓗ
࡞┦ㄯ࣭ᶵ㛵ࡢ⤂࣭⏕άୖࡢᕤኵࡘ࠸࡚ࡢຓゝࡸᥦ࡞㸧ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ

6

ৼহ؟ڮযधअऽऎणऌँइऩः ٕਛ୭धभঢ়৴ਙٕ
ઃपؚ৵औःऒौऊैযঢ়બभฎा್॑इؚ
َযधअऽऎणऌँइऩःُधৼ
प௰ोञ 'ؚऔ॒ध ( औ॒पणःथओງஂखऽघ؛

⫋ሙ࡛Ꮩ❧ࡋ࡚࠸ࡿᝎࡴ
( ࡉࢇࡢ⤒㐣

ྠୡ௦ࡢ͆ࡎࢀ͇ᝎࡴ
' ࡉࢇࡢ⤒㐣

㸦 ௦⏨ᛶ࣭ᑵ⫋ࡋ࡚  ᖺ┠㸧

㸦 ௦ዪᛶ࣭Ꮫ⏕㸧

ᑠࡉ࠸㡭ࡽ࣐࣮࣌ࢫ࡛ṇ⩏ឤࡀᙉ
ᑠࡉ࠸㡭ࡽ㦁ࠎࡋ࠸⎔ቃࡀⱞᡭ࡛ࠊ

ࡃࠊ⎍⩏ࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣ㐩ࡢல⣽

㞟ᅋ࡛࠸ࡿࡼࡾࡦࡾ࡛㐟ࡪ᪉ࡀዲࡁ

࡞㛫㐪࠸ࢆᙉࡃὀពࡍࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊ

ࡔࡗࡓࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣ࠶ࡔྡࢆࡽࢃ

ࢡࣛࢫ࡛ࡣᾋ࠸ࡓᏑᅾ࡛ࠊヰࡋࡅ࡚

ࢀࡓࡇࢆࡁࡗࡅࠊ୍ఇࡳࡀࡕ

ࡃࡿ㐩ࡶ࠸࡞ࡗࡓࠋ࿘ᅖࡢே

࡞ࡗࡓࡀࠊᢸ௵ࡢᑀ࡞ᑐᛂࡸ㐩

ࡽࡣࠕ┦ᡭࡢẼᣢࡕࡶ⪃࠼࡞ࡉ࠸ࠖ
ࠕᑠ
ࠊ

ࡽࡢኌࡀࡅࡶ࠶ࡾࠊⓏᰯࡀ㛗ᘬࡃ

ࡉ࠸ࡇࢆẼࡋ㐣ࡂ࡞࠸ࡼ࠺ࠖ

ࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋⓏᰯ㛤ᚋࡶ㐩㛵

ゝࢃࢀࠊ࠺ࡋ࡚ࡼ࠸ࡢศࡽ࡞

ಀ࡞࡛ᝎࡴࡇࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊಖᐊ

ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⮬ศࢆྰᐃࡉࢀࡓࡼ࠺

ࡢඛ⏕ࡸࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡑࡢ

ឤࡌࠊぶࡸᩍᖌࡢಙឤࡸ↓ຊឤࢆ

㒔ᗘヰࢆ⫈࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ເࡽࡏ࡚࠸ࡓࠋ

┦ㄯ⮳ࡿࡁࡗࡅ

┦ㄯ⮳ࡿࡁࡗࡅ
㧗ᰯ⏕ࡢࡇࢁࡽࠊ㐩ࡢヰ㢟㸦ࣇ

㧗ᰯ࡛ࡣᡂ⦼ඃ⚽࡛ၥ㢟ࡢ࡞࠸⏕ᚐࡔ

ࢵࢩࣙࣥࡸ࣮࣎ࣇࣞࣥࢻࡢࡇ࡞

ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋఱᅔࡿࡇࡀ࠶ࡗ

㸧ࡃ⯆ࡀᣢ࡚ࡎࠊྠᖺ௦ࡢ

࡚ࡶࠕ┦ㄯࡋ࡚ࡶࡋࡓ࡞࠸ࠖࠊ
ࠕ⮬ศ

͆ឤぬࡢࡎࢀ͇ࢆឤࡌࡿࡇࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ࢆྰᐃࡉࢀࡓࡃ࡞࠸ࠖ⪃࠼ࠊࡦࡾ

Ꮫ㐍Ꮫᚋࠊ⳹ࡸ࡞ዪᏊᏛ⏕ࡓࡕࢆ

࡛ᑐฎࡋ࡚ࡁࡓࠋᑵ⫋ᚋࡶ⮬ᕫุ᩿࡛

ぢ࡚ࡲࡍࡲࡍࡑࡢᛮ࠸ࡀᙉࡃ࡞ࡾࠊ↓

⾜ືࡍࡿࡇࡀከࡃࠊୖྖࡽࠕࢳ࣮

⌮࿘ᅖྜࢃࡏ࡚ࡿ⯙࠺ࡼ࠺࡞

࣒࣮࣡ࢡࠖࠕሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦ㄯࠖࢆ

ࡗࡓࡀࠊẁࠎ⑂ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࣥ

ᚭᗏࡍࡿࡼ࠺ὀពࡉࢀࡓࠋ⤒㦂ࡢ࡞࠸

ࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡓࡲࡓࡲⓎ㐩㞀ᐖࡢࡇ

ࡇࢆồࡵࡽࢀ࡚ΰࡋࠊ┦ㄯ࡛ࡁࡿ

ࢆ▱ࡾࠊ⮬ศࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ⪃࠼ࡿ

ྠࡶ࠾ࡽࡎࠊ⫋ሙ࡛Ꮩ❧ឤࢆ῝ࡵ࡚

ࡼ࠺࡞ࡾࠊぶࡶヰࡋྜࡗࡓ⤖ᯝࠊ

࠸ࡗࡓࠋࡑࢇ࡞ᮏேࡢᵝᏊࢆᚰ㓄ࡋࡓ

┦ㄯ⮳ࡗࡓࠋ

ୖྖࡀᐙ᪘㐃⤡ࡋࠊ┦ㄯ⮳ࡗࡓࠋ

࣮ࢳ࡛ࣝࡢึᅇ┦ㄯ
7

' ࡉࢇࡘ࠸࡚
ࢃࡗࡓࡇ

( ࡉࢇࡘ࠸࡚
ࢃࡗࡓࡇ

ᑠࡉ࠸㡭ࡽேಀࢃࡿࡇࡣᚓព࡛

▱ⓗࡣඃ⚽࡛ぢ㐣ࡈࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᑠ

ࡣ࡞ࡗࡓࠋ⯆㛵ᚰࡢᣢࡕ᪉ࡶྠᖺ௦

ࡉ࠸㡭ࡽ⼥㏻ࡢ࡞ࡉࡸ┦ᡭࡢどⅬ

ࡢࡑࢀࡣ㐪ࡗ࡚࠾ࡾࠊⓎ㐩㞀ᐖ㐃⥆

❧ࡘࡇࡢ㞴ࡋࡉࠊ࣐࣮࣌ࢫ࡞ゝື

ࡍࡿ≉ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㞟ᅋ㐺

࠸ࡗࡓⓎ㐩㞀ᐖࡢ≉ᛶࡀᙉࡃ⌧ࢃࢀ࡚

ᛂࡸே㛫㛵ಀࡘࡲࡎ࠸ࡓࡾᝎࢇࡔࡾ

࠸ࡓࠋ⏕άୖࡢᅔ㞴ࡣ⬟ຊࡢ㧗ࡉ࡛ᑐ

ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ⌮ゎࡋᨭ࠼࡚ࡃࢀ

ฎࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊ⌮ゎ⪅ࡣᜨࡲࢀࡎࠊ

ࡿேࡸ㐩ᜨࡲࢀࠊ⏕άୖࡁࡃᅔ

ෆ㠃࡛ࡣேࡢಙឤࡸ⿕ᐖឤࢆ⁀ࡵ

ࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡓࠋ

㎸ࢇ࡛ࡁࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡓࠋ

' ࡉࢇࡢᑐᛂ
┦ㄯᚋࡢ≧ἣ

( ࡉࢇࡢᑐᛂ
┦ㄯᚋࡢ≧ἣ

ᢸᙜ⪅ࡽࠊⓎ㐩㞀ᐖࡢ⪃࠼᪉ࡸᮏேࡢ≉

ᢸᙜ⪅ࡽࠊⓎ㐩㞀ᐖࡢ⪃࠼᪉ࡸᮏேࡢ≉

ᛶࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋᮏேࡣ⣡ᚓࡋࠊᨭ࠼

ᛶࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋᮏேࡣࠊෆᐜࡣ༑ศ

࡚ࡃࢀࡓ࿘ᅖࡢឤㅰࡢẼᣢࡕࢆཱྀࡋ

⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢࡇ⮬ศ⮬

ࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㐣ࢆࡶࡾ㏉ࡾ࡞ࡀ

㌟ࡀ⌧ᅾᢪ࠼࡚࠸ࡿ⏕άୖࡢᅔ㞴ࢆ㛵㐃

ࡽࠊ↓⌮࿘ᅖྜࢃࡏࡼ࠺ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ

ࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ

ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓࡇࡢẼ࡙ࡁࢆಁ

ࡢᚋࡣ┦ㄯண⣙ࢆࡋ࡚ࡶ࢟ࣕࣥࢭࣝࡍࡿࡇ

ࡍࠊ
ࠕᑡࡋࡗࡋࡲࡋࡓࠖᮏேࠋ
ࠕ୰

ࡀ⥆ࡁࠊᢸᙜ⪅ࡢ㟁ヰࡶฟ࡞࠸ࡇࡀ

Ꮫ࣭㧗ᰯ௦ࡢࡼ࠺ࠎヰࢆ⫈࠸࡚ࡃࢀ

ከࡃࠊᢸᙜ⪅ࡣᮏேࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾⱞᚰ

ࡿሙࡀࡋ࠸ࠖࡢᕼᮃࡀ࠶ࡾࠊᏛෆࡢ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫ⏕┦ㄯᡤ࡛ヰࡋ࡚ࡳ࡚ࡣ࠺່ࡵ
ࡓࠋ⌧ᅾࡣᐃᮇⓗ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

' ƞǜ
& ƞǜ

ႻᛩƠƯǋ
ƠƔƨƳƍ

Ƭƨǒ
ႻᛩƠǑƏ



ᑠࡉ࠸㡭ࡽ⌮ゎ࠶ࡿ⎔ቃ⫱ࡕࠊᏳᚰ࡛ࡁࡿᒃሙᡤࡸಙ㢗࡛ࡁࡿேࡢ㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡞


ேࡢᏳᚰឤࡸಙ㢗ឤࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇࡣࠊᛮᮇ࣭㟷ᖺᮇ௨㝆ࡢ♫㐺ᛂࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡲࡍࠋ
 ࡑࡢᅵྎࡀ࠶ࡿࠊࡓ࠼♫ฟ࡚ࡘࡲࡎ࠸ࡓࡋ࡚ࡶࠊᨭ⪅ࡢᏳᐃࡋࡓ㛵ಀࢆ᪩ᮇ⠏ࡃ

ࡇࡀ࡛ࡁࠊᨭࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᅔࡗࡓࡁࠊ⮬ศࡽ࿘ᅖ 626 ࢆⓎಙࡍࡿ
ຊࡶ࡞ࡾࡲࡍࠋ




 ேᑐࡍࡿಙឤࡸ㆙ᡄᚰࡀᙉ࠸ሙྜࡣࠊ⏕᮶ࡢ≉ᛶࡢᙉࡉຍ࠼ࠊࡑࡢ⫼ᬒࡣᗂᑡᮇࡽࡢ✚


ࡳ㔜ࡡࡀ࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋࠊᮏேࡢ࣮࣌ࢫྜࢃࡏ࡚㛫ࢆࡅ࡚㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
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ৼহ؟گ
َपॎोञऊैਟञُYVَคपઅइथऺखःُ
ٕমযभ৬ਙृৼਔඟभপજऔٕ
ਈपؚखञुभभಲਢघॊऒधऋखऎ৻ ؚयदमঽ୧दਯফ
ਟऱऌऒुॉऋठऩেણ॑ଛढथःॊؚ
) औ॒ध * औ॒भৼ৽ૌ॑ओງஂखऽघ؛
) औ॒ध * औ॒भੇఔमؚমযभථैखवॉृ০भেણपणःथপੱଦखथ
उॉؚমযधधुपৼप௰ोऽखञ؛

࣮ࢳ࡛ࣝࡢึᅇ┦ㄯ


࣮ࢳ࡛ࣝࡢึᅇ┦ㄯࡢ⤖ᯝࠊ) ࡉࢇࡶ * ࡉࢇࡶࠊᡂ⫱Ṕࡢ⤒㐣ࡢ୰ࠊⓎ㐩㞀ᐖࡢ≉ᛶᙜ
࡚ࡣࡲࡿ㒊ศࡀከࡃ࠶ࡿࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ┦ㄯဨࡣࠊ≧ែࢆⓗ☜ุ᩿ࡋ࡚ᚲせ

 ࡞ᨭ⧅ࡆࡿࡓࡵࠊࡉࡽヲࡋ࠸⫈ࡁྲྀࡾࡸಶ᳨ูᰝࡢᐇࢆᮏேᐙ᪘ᥦࡋࡲࡋࡓࠋ





ࠕぶゝࢃࢀࡓࡽ᮶ࡓࡔࡅࠖ
ゝ࠺ ) ࡉࢇࡢሙྜ

ࠕゎỴ⟇ࢆ୍⥴⪃࠼࡚ࡋ࠸ࠖ
ゝ࠺ * ࡉࢇࡢሙྜ

ᐙ᪘ࡢヰ

ᐙ᪘ࡢヰ
⤒ 㐣

⤒ 㐣

ᑓ㛛Ꮫᰯ࡛ࣃࢯࢥࣥ㛵ಀࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ

㧗༞ᚋࣝࣂࢺࢆ㌿ࠎࡋࠊ ᖺ๓ࡽ

ᑵ⫋ࡋࡓࡀࠊ㟁ヰᛂᑐࡸ᥋ᐈࡀ㈇ᢸ࡛㎡

↓⫋ࠋ㊃ࡣࢤ࣮࣒ࠋᑠࡉ࠸㡭ࡽࡕ㈇

ࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ᥋ᐈࡢ࡞࠸ᕤሙ㌿⫋ࡋ

ࡅᙉࡃᇳ╔ࡋࠊࡘࡲ࡛Ṇࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ

ࡓࡀࠊ༢⣧సᴗࡣ≀㊊ࡾ࡞ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ

ẖ᭶㧗㢠࡞ࡿࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㏻ಙᩱ

ᅾᏯᚋࡋࡤࡽࡃࡣ⮬ಙࢆ࡞ࡃࡋࡓᵝᏊ࡛

ᦠᖏᩱ㔠ࡣࠊぶࡀ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕άែᗘ

ࡩࡉࡂ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ ᖺ๓ࡽᑵ

ࢆὀពࡍࡿᶵ᎘࡞ࡾ⮬ᐊࡇࡶࡗ

⫋ྥࡅ࡚ࡢᏳࡸᕼᮃࢆཱྀࡍࡿࡼ࠺

࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊ࠶ࡲࡾᙉࡃࡶゝ࠼࡞࠸ࠋ

࡞ࡗࡓࠋぶࡋ࡚ࡶᛂࡋࡓ࠸ࠋ




┦ㄯᶵ㛵ᮃࡴࡇ

┦ㄯᶵ㛵ᮃࡴࡇ
ࢸࣞࣅࡢ≉㞟࡛Ⓨ㐩㞀ᐖࡢࡇࢆ▱ࡾࠊᮏ

♫ᛶࡸᑐே㠃ࡢⱞᡭࡉࡣẼ࡙࠸࡚࠸

ேࡼࡃఝ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚┦ㄯࡋࡓࠋᮏே

ࡓࡀࠊᛶ᱁ࡔᛮ࠸ぢᏲࡗ࡚ࡁࡓࠋᮏே

ࡣ࠶ࡲࡾヲࡋࡃヰࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋぶࡀゝࡗ

ࡽⓎ㐩㞀ᐖ㛵ࡍࡿ᭩⡠ࢆぢࡏࡽࢀࠊ

࡚ࡶ⪺ࡃ⪥ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡀࠊ┦ㄯᶵ㛵ࡢே

┿ᝎࢇ࡛࠸ࡓࡇࢆ▱ࡗࡓࠋᮏேࡣ

ࡽാࡃࡼ࠺ゝࢃࢀࢀࡤࠊᑡࡋࡣᮏẼ࡞

ࠕ⮬ศࡢ≉ᛶྜࡗࡓࢆぢࡘࡅ࡚⏕

ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠾㔠ࡢࡇࡶࠊ↓㥏㐵࠸

άࢆ❧࡚┤ࡋࡓ࠸ࠖヰࡋ࡚࠾ࡾࠊ┦ㄯ

ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ᶵ㛵ࡣࡑࡢᡭఏ࠸ࢆࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
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ᮏேࡢᕼᮃ

ᮏேࡢᕼᮃ
୰Ꮫ⏕ࡢ㡭ࡽࠊ⮬ศࡢ♫ᛶࡢ࡞ࡉࡸᑐே

ぶࡀ࠺ࡿࡉ࠸ࡢ࡛᪉࡞ࡃ᮶ࡓࡔࡅ࡛ࠊ≉

㠃ࡢⱞᡭࡉࡘ࠸࡚ᝎࡳࠊ࠺ࡋ࡚ࡔࢁ࠺

ヰࡋࡓ࠸ࡇࡣ࡞࠸ࡋࠊ┦ㄯࡋࡓ࠸ࡇࡶ࡞

⪃࠼࡚ࡁࡓࠋ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚ᑵ⫋ࡋࡓࡀࠊ᥋

࠸ࠋ୍␒ࡢᴦࡋࡳࡣࢤ࣮࣒ࢿࢵࢺࠋ࠾㔠ࡣ

ᐈࡀ㈇ᢸ࡛㛗ࡃ⥆ࡅࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋᑓ㛛ࡢே

ぶࡀᡶ࠺ࡢ࡛ᅔࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ࠸ࡎࢀࡣࡍ

┦ㄯࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㐣ࡸ⮬ศࡢ≉ᛶࢆᩚ

ࡿࡘࡶࡾࡔࡀࠊࡣࡲࡔ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ

⌮ࡋ࡚ࠊ⮬ศྜࡗࡓࢆぢࡘࡅࡓ࠸ࠋ

* ࡉࢇࡢ┦ㄯᚋࡢ≧ἣ

) ࡉࢇࡢ┦ㄯᚋࡢ≧ἣ

࠾ఏ࠼ࡋࡓࡇ

࠾ఏ࠼ࡋࡓࡇ

ᮏேᐙ᪘ᑐࡋࠊ

ᮏேᐙ᪘ᑐࡋࠊ

Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ⪃࠼᪉

Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ⪃࠼᪉

ࡸᮏேࡢ≉ᛶࡘ

ࡸᮏேࡢ≉ᛶࡘ

࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊ㠃᥋ࢆᥦࡋࡓࠋᐙ᪘ࡣࠊ

࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊ㠃᥋ࢆᥦࡋࡓࠋᐙ᪘ࡣࠊ

ᚋ᪂ࡓ࡞ᨭ⪅ࡢฟ࠸ࡸ⏕ά⎔ቃ

ᮏேࡀ⌧≧ྥࡁྜ࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ

ࡢኚࡼࡾࠊ୍ⓗⴠࡕ╔࡞࠸≧ែ

ఏ࠼ࠊᚲせ௨ୖᡭࢆࡅࡎ⮬ศࡢࡇ

࡞ࡿࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁᮏேࢆ

ࡣ⮬ศ࡛ࡉࡏࡿࡇࠊ㔠㖹ຓࡣ᭱ᑠ㝈

ぢᏲࡗ࡚࠸࡚ࡋ࠸ఏ࠼ࡓࠋ

ࡵࡿࡇ࡞ࢆຓゝࡋࡓࠋࡲࡓࠊぶᏊ



࡛ヰࡋྜ࠺ᶵࢆᣢࡘࡇࢆ່ࡵࡓࠋ

ࡑࡢᚋࡢ≧ἣ



ᗘ㠃᥋ࡋ≉ᛶࢆᩚ⌮ࡍࡿࡶࠊᑀ

ࡑࡢᚋࡢ≧ἣ

ពᛮ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋసᴗ⬟ຊ⮬యࡣ㧗ࡃ

ᐙ᪘ࡣ⥅⥆┦ㄯࢆᕼᮃࡋࡓࡀࠊᮏேࡀࡾ

ᑵປྍ⬟ᛮࢃࢀࡓࡀࠊᑐே㠃ࡢⱞᡭព

Ẽ࡛࡞࠸ࡓࡵᐇ⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᢸᙜ⪅ࡀ㟁

㆑ࡀᙉࡃࠊᮏேࡣࡲࡓྠࡌࡇ㸦㞳⫋㸧ࢆ

ヰ࡛㏆ἣࢆ☜ㄆࡋࡓࡇࢁࠊ┦ㄯᚋࡶ≉

⧞ࡾ㏉ࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑ

ኚࢃࡾ࡞࠸ࡢࡇࠋᐙ᪘ࡣᢸᙜ⪅ࡢຓゝ

ࡇ࡛ࠊࡲࡎࡣ㞟ᅋཧຍࡸ⮬ᕫ⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ

ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᮏேᑐࡍࡿ㛗

┠ⓗࠊ᪥୰άືࡢሙࡋ࡚ᆅᇦάື᥎㐍

ᖺࡢᑐᛂࢆኚ࠼ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ᵝᏊ࡛࠶ࡿࠋ

ࢭࣥࢱ࣮㸦3 ཧ↷㸧ࢆ⤂ࠋぢᏛࡋ࡚Ẽ
ධࡗࡓࡇࡽࠊ⏝ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ


┦ㄯᨭࢆຠᯝⓗ㐍ࡵࡿࡓࡵࡣࠊᮏே⮬㌟ࡀ⌧≧ᑐࡋ࡚ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡕࠊ
ࠕㄡ┦ㄯࡋࡓ
࠸ࠖࠊࠕ୍⥴⪃࠼࡚ࡋ࠸ࠖ࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᣢࡘࡇࡀ㔜せ࡛ࡍࠋ

ࡲࡓࠊᮏேࡢヰࢆᑀ⫈࠸࡚࠸ࡃࠊᮏᙜࡢᏳࡸᚰ㓄ࠊᕼᮃ࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ᛮ࠸ࡀぢ࠼࡚ࡃ
ࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᨭ⪅ࡀ⪃࠼ࢆᢲࡋࡅࡿࡇ࡞ࡃࠊᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿጼໃࡀษ࡛ࡍࠋ
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ৼभরदপજपखञःऒध
ਈपৼؚ॑ਭऐॊपপજपखञःિृઅइ্पणःथऽधीऽखञ؛
ঢ়બਃঢ়ऋ൩ःप৴खँःऩऋैؚমযृੇఔधधुपనिঃشॼॺشधखथؚ
ಲਢदટऩ੍ରभ॑ढथःऌऽखॆअ؛

ࡲࡎࡣࠊᮏேಙ㢗ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡀ┦ㄯᨭࡢ➨୍Ṍ࡛ࡍࠋ

信頼関係を築く

ᮏேࡢヰࡌࡗࡃࡾ⪥ࢆഴࡅࠊࠕࡇࡢே࡞ࡽศࡗ࡚ࡶࡽ࠼
ࡿࠖࠊࠕࡇࡇ᮶ࢀࡤᏳᚰࡋ࡚࠸ࡽࢀࡿࠖᮏேࡀᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠊ
Ᏻᚰ࣭Ᏻ࡞ሙࢆಖ㞀ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ

┠ぢ࠼ࡿศࡾࡸࡍ࠸⾜ືࡔࡅὀ┠ࡋࡀࡕ࡛ࡍࡀࠊᮏேࡢ⾜

行動の背景（理由）
に着目する

ືࡣᚲࡎ⫼ᬒ㸦⌮⏤㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᮏேࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ
ࡑࡢ⫼ᬒࢆ᥈ࡿࡇ࡛ࠊࢃࡾࡢ⣒ཱྀࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡇࡶ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ

ᮏேࡢ≉ᛶࡀࢃࡾࡃ࠸ࡓࡵ࿘ᅖࡽㄗゎࡉࢀࠊὀពࡸྏ㈐ࢆ

自己理解を促し
自己肯定感を引き出す

⧞ࡾ㏉ࡋཷࡅࡿࡇ࡛ࠊ⮬ಙࢆ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡶ࠸ࡲࡍࠋᮏேࡀ
⮬ศ⮬㌟ࡢ≉ᛶࢆ⫯ᐃⓗᤊ࠼ࠊ⮬ಙࢆᅇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ⤒㐣ࡸ⾜ືࢆ୍⥴ࡾ㏉ࡿᶵࢆᣢࡘࡇࡶษ࡛ࡍࠋ

⮬ศࡢពぢࢆࡣࡗࡁࡾゝ࠼ࡿࡢࡣⰋ࠸ࡇ࡛ࡍࡀࠊᙇࡍࡿࡔࡅ

折り合いのつけ方や
社会的ルールを伝える

࡛ࡣ࿘ᅖࡢ‶࡞㛵ಀࡣ⠏ࡅࡲࡏࢇࠋࡣ┦ᡭࡢᙇ⪥ࢆ
ഴࡅࠊ࠸ᑡࡋࡎࡘṌࡳᐤࡗ࡚ᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅࡿ᪉ἲࢆ㌟╔
ࡅࡿࡇࡀษ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ♫ேࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞࣮ࣝࣝࡸ
ࡿ⯙࠸ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ㒔ᗘศࡾࡸࡍࡃఏ࠼࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ୡࡢ୰ࡣᮏேࡢ⪃࠼ࡣ␗࡞ࡿ͆ᖖ㆑͇ࡸ͆౯್ほ͇ࡀᏑᅾࡍ

本人の意思や
価値観を尊重する

ࡿࡇࢆᩍ࠼ࡿࡢࡣ࡞ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡃࢀࡄࢀࡶᢲࡋࡅ࡞
ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋᮏேࡢពᛮࡸ౯್ほࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊ
⮬ᕫ㑅ᢥ࣭⮬ᕫỴᐃࢆಁࡍලయⓗ࡞㑅ᢥ⫥ࢆᥦ♧ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
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૩पঢ়घॊৼ੍ର؞৴৬
قਛযطभৃ়ك
ৼઍृउકऽःभୠपेढथؚษઠऋ౮ऩॉऽघ؛
ऒभၻ॑અपৼؚपਟैोञ্भ್इॊਖृजभూବ؞ਏ॑ତ৶खؚ
ਏৎम॔ॳشঝषउਗ਼ਵदउਖः়ॎचऎटऔः؛

新規相談

再来・継続相談
精神科医療機関等


アーチル

困りごとの整理
状態像の評価・相談

居宅介護等、
在宅福祉サービス

北部（青葉区、宮城野区、泉区の方）
TEL 022-375-0176

成人直通

南部（若林区、太白区の方）

課題の共有・整理

TEL 022-247-3828

自閉症児者
相談センター 注１

活動の動機付け・継続相談
３センターのバックアップ

ここねっと

生活支援等

障害者相談支援事業所
区役所障害高齢課

成人直通

なないろ

各種コーディネート・支援連携

障害者就労支援センター
就労支援

ハローワーク

就労前準備支援

※地域活動推進
センター 注２

ほっとスペース
歩゜歩゜

障害者職業センター

ここねっとデイ

アクティブ・デイ

就労移行支援事業所

★仙台市外（宮城県内）の方は、宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」へ

※１

TEL 022-376-5306

自閉症児者相談センターとは

発達障害児者の地域生活支援を行っている支援機関です。主に知的な遅れのない方への支援を行う
「ここねっと」と、知的な遅れと行動障害を併せ持つ方への支援を行う「なないろ」があります。
※２

地域活動推進センターとは

知的な遅れのない発達障害の方が日中活動を行う場です。個別または小集団でのかかわりを通して、
自尊感情を回復させ、主体的に生きる力を伸ばしていくことを目的としています。
本人のニーズに基づき、特性に配慮した支援や環境調整、家族支援などを行います。
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ষ؟ਨৼ੍ର७থॱقشਨ॔ॳشঝك
ؙؙؙؙؙકਚؙؙؙؙયরఙഛ৯ٕ
ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙਗ਼ਵಀك৻قؙؙٕٕ
)ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙ$;ؙؙؙؙٕٕ
ؙؙؙવৼ੍ର७থॱقشવ॔ॳشঝك
ؙؙؙؙؙકਚؙؙؙؙ୬ஜયশવਕഛ৯ٕ
ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙਗ਼ਵಀك৻قؙؙٕٕ
)ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙ$;ؙؙؙؙٕٕ
ॳشؙؙؙ॔ঝभشঌش४
ؙؙؙؙKWWSZZZFLW\VHQGDLMSNHQNRXKDWWDWVXJDL\RX
ਛফگাষ

