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①IT、プログラミング、英語、医療、ネットビジネス、エンターテイメ
ント、e-スポーツ(オンラインゲーム）

②高校、大学は必要な人だけ→高校の普通科に行っても就職が

ない、大学での勉強が就職に全く役に立たない。学校に行かなく
て家庭でオンライン学習

③手に職。人と関わらなくても稼げる時代。

これから30年、生き抜くための３つのキーワード



目標は高1でアルバイト。それだけで十分

そのためには

・漢字の書き取りは小学校４年生までが書けるようにしよう

・漫画をどんどん読んで読み仮名のついた漢字に慣れよう

・読みは小学校６年生くらいまで読めれば大丈夫

・算数は日常にある範囲の簡単な数の繰り上がり繰り下がりと九九だけで大丈夫

・中学で習う勉強は趣味の認識でO.K（志望校がある場合は別）

・Googleに聞けばわかる。Youtubeを見ればやり方がわかる時代。人間が何かを暗記する必要はあまりない。スマホ1台
で解決。

・英語は読める・話せる・聞きとれるようにしよう（教科書より実践的な英検）書けなくてよい。

・格安オンライン英会話の利用で自宅留学（DMM英会話 https://eikaiwa.dmm.com/ だと1日1回で月6000円程度で
毎日英会話できる）

・早めに海外に行って世界を見るのもよい（アジアなど）

・できれば人に好かれる人間になろう。人に好かれれば人は必ず助けてくれる。笑顔が大事。

具体的に人に好かれる人間とは、一緒にいて気分のいい人、相手が聞いてほしくないことを聞かない人、お金の愚痴や嫌
味を言わない人、何でも相手のせいにしない人、笑顔で自分からあいさつできる人、相手が困っている時に全力で力に
なってあげられるとその人から大切にしてもらえます

まずは自分から相手の喜ぶことをしてあげよう

あとは

↓
好きを極めて究極の面白人間になって早くお金を稼ごう

https://eikaiwa.dmm.com/


高１でアルバイトがなぜいいのか
自分の向き不向きや将来の見通しが体験できる究極の職業体験がアルバイト

・接客系が好きなのであれば

コンビニ店員・・一見地味に思われがちだが、やることが多いので多様な能力が要
求される

ファミレス店員・・マナーや接客が磨かれる

居酒屋・・板長などがいる店では体育会系な能力が要求される

・裏方系が好きなのであれば

早朝のイオンの掃除や棚卸・・集合時間は早いが時給がいい

引っ越し作業補助

フードコートのキッチン

商品のピッキング、梱包作業

・外に出るのが嫌で在宅系が良ければ

内職やランサーズから自分でもできる仕事を探してみる。100円均一の商品をヤフ
オクやメルカリなどで転売してみる（youtubeに動画がたくさんある）

検索キーワード：１００均 転売



人工知能で消える職業

データ入力の仕事→OCRというアプリ
で対応
経理、簿記、給料計算の仕事→AI対応
予約窓口
受付業務
支払窓口
秘書
工場労働者
カスタマーサービスセンター
中間管理職→マネージャー職（課長、
部長がいなくなるAI上司）
会計監査
生産・在庫管理
郵便局員
（※WorldEconomicForumより）

新聞屋・本屋・CD屋・レンタルビデオ屋
→タブレット移行
銀行
テレビ局→テレビからYouTubeにメディ
アが変わる
広告代理店
タクシー運転手・宅配業→自動運転、ド
ローンによる配送
コンビニ店員→アマゾン・ゴー （レジに
人がいない無人コンビニ）
学校全般（高校・大学・専門学校・塾）→
オンライン学習
従業員全般→クラウドワークス、クラウ
ドソーシング等のフリーランス契約
デパート・小売業・電気屋→ネット通販



なくならないであろう仕事
（コンピューターに代替えされにくい仕事）

インテリアデザイナー
柔道整復師
舞台演出家
映画カメラマン
映画監督/カメラマン
フリーライター
グラフィックデザイナー
スポーツインストラクター
経営コンサルタント
マンガ家
ミュージシャン
ゲームクリエーター
メイクアップアーティスト
工業デザイナー
ツアーコンダクター
日本語教師

はり師・きゅう師
アロマセラピスト
美容師
ネイル・アーティスト
犬訓練士
トリマー
医療ソーシャルワーカー
ケアマネージャー
ファッションデザイナー
システムエンジニア
精神科医
歯科医師
外科医
獣医師
助産師
言語聴覚士
理学療法士



人工知能（ＡＩ）やＩＴの進化、優秀な外国人労働者が
我々の仕事を奪う
・ネットショッピング→実店舗やデパートの未来

・レンタルの車→車を買うのはナンセンス

・電子書籍→書店や図書館、新聞は必要ない

・自動運転システム→タクシードライバーはどうなる

・ドローン配送：2016年英国でamazonがドローンによる試験配送を成功させた→配送業の未来

・レストラン→ウーバーイーツで宅配。アメリカでは受注して配達するゴーストレストラン（ピザの宅配
に似ている）

・ネット配信→レンタル・ＣＤビデオショップ

・外注業の発達で簡単にプロと繋がれる→従業員がいらなくなる

・日本の人口問題と政府の負債を考える

・今後雇用は増えるのか

・海外からの優秀な外国人労働者に雇用が奪われる日が来るかもしれない（現在の米シリコンバ
レーの悲しい裏側 米国人労働者が「外国人エンジニア」に追い出される）

・首都直下型地震が起こった場合、経済が止まる可能性が高い

むやみに不安をあおるわけではなく、人工知能（AI）やＩＴの進化が多くの仕事を奪う日は近づいてい
るのは事実である。常に未来予測を！

保護者の中には最近ＣＤのピッキングのパート先がなくなった例も実際にある



お子さんが大人になるころの未来予想
・お金がデジタル通貨になる。（偽札防止・南アフリカ、中国等。ブロックチェーン技術を使った決済が
主流になる。）

・財布を持たなくてもマイクロチップを体内に埋め込んでかざすだけで電車に乗ったり買い物ができる。
ロボットスーツや装具をつくる身体拡張技工士の仕事が登場（プログラミング、工学、デザイン等のス
キルが必要）

・人々の仕事が機械やAIにとられるため人々は暇になる。人々は娯楽を求める

・カジノなどのギャンブルやエンターテイメントに注目が集まる

・eスポーツがオリンピックの正式種目になる。ゲーム学習塾の登場。2018年サイバーエ―ジェントの
子会社が「シャドーバース」で賞金1億円。日米仏中から参加し日本人選手（ふぇぐ/YL選手twitter＠
feeeeeeeeeg）が優勝

・カジノが認可されればプロゲーマーやスポーツに投資したり賭けたりする遊びが流行する（海外の
プロスポーツの勝敗に金銭を賭けるスポーツブックメーカーhttps://www.bookmaker.eu/など）

・学校がなくなる。専門学校がなくなる。ネットで学べる https://www.udemy.com/
・これから仕事をするなら電気系、工業系、医療系、ネットビジネス、プログラマー、エンターテイメント
（ユーチューバー）パソコンを使ったゲームやデザイン、芸術

・就職しないフリーランスが主流になる

・オフィスのない会社やフリーランスが集まって仕事をするco-workingスペース（例：田舎フリーラン
スhttp://inaka-freelance.jp/#about）
・独身者が集まるシェアハウスが増える

・VR（https://www.oculus.com/）の登場で仮想現実を十分に楽しめる。

バーチャル旅行ができる。恋人を作らなくてもよくなる。

https://www.oculus.com/


時代に合った考え方について良質な情報収集をするために以
下のユーチューバーの動画を見てみよう（２０１９．３現在）

ホリエモンチャンネル（時代に合った生き方が学べる）

https://www.youtube.com/user/takaponjp
イケハヤ大学 （最新テクノロジーをわかりやすく説明）

https://www.youtube.com/channel/UCKSSZYcoRHkrF6lkarKYZvg
りゅうけんちゃんねる（大人になってからのしたたかな生き方が学べる）

https://www.youtube.com/user/ryukkebibinnba
メンタリストDaigo（科学的な側面からメンタルについて学べる）

https://www.youtube.com/channel/UCFdBehO71GQaIom4WfVeGSw
マナブ（プログラマーとしてフリーランスで生きるためのノウハウが学べる）

https://www.youtube.com/channel/UCb9h8EpBlGHv9Z896fu4yeQ

https://www.youtube.com/user/takaponjp
https://www.youtube.com/channel/UCKSSZYcoRHkrF6lkarKYZvg
https://www.youtube.com/user/ryukkebibinnba
https://www.youtube.com/channel/UCFdBehO71GQaIom4WfVeGSw
https://www.youtube.com/channel/UCb9h8EpBlGHv9Z896fu4yeQ


５G時代が来る前にプログラミングや映像制作、動画編集を仕
事にして自由を手に入れよう。独学編（２０１９．３現在）

マナブ（プログラマーとしてフリーランスで生きるためのノウハウが学べる）

https://www.youtube.com/channel/UCb9h8EpBlGHv9Z896fu4yeQ
YusukeOkawa(時代はブログからおしゃれなVideoブログ略してVlogを学ぶ）

https://www.youtube.com/channel/UCaNeANZEi3HAO-0Al-ds-OQ
ダストマンTips（独学で映像編集を学ぶ）

https://www.youtube.com/channel/UCDwwZiOLmFWV_YmOgAks5Ug
世界一わかり易いAdobe premire pro(プレミアプロ）の初心者講座

https://www.youtube.com/watch?v=q9aDPYbYuko&list=PL1ohakbvy7
5JJhz5J5OQDlFk8kukSr16Y

https://www.youtube.com/channel/UCb9h8EpBlGHv9Z896fu4yeQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNeANZEi3HAO-0Al-ds-OQ
https://www.youtube.com/channel/UCDwwZiOLmFWV_YmOgAks5Ug
https://www.youtube.com/watch?v=q9aDPYbYuko&list=PL1ohakbvy75JJhz5J5OQDlFk8kukSr16Y


最近の子どもの友人関係

昔ほどコミュニケーション能力は必要ない時代。

友達がいなくても本人が平気ならばよしとする。

リアルでは一人ぼっちに見られるのが嫌なため表面上の友人。

本当に心が通じ合っているのはTwitterの趣味でつながっている友人。

昔は横のつながりがないと情報が入らなかったから仕方なく皆仲良くしていた。

ネットが普及した現代。関わりたくない人間とは関わらなくてもググれば情報が
入ってくる。

ネットやyoutubeの楽しさを知ってしまったら誰でもそちらの方が楽しい。

学校の行き帰りがコスパが悪く、留学したいためネットのN高等学校
（https://nnn.ed.jp/）に編入した子もいる

https://nnn.ed.jp/


高校の普通科に行っても就職がない、大学での
勉強が就職に役に立たない

・高校は必要ない気がするが出ていた方が良い場合もある→アルバ

イトの時に高卒資格が必要なことが多いから。中卒でも働ける場所は
たくさんある。

・高卒の資格が取れればいいのであれば通信高校でもよい。大人に
なってから高校名を聞かれることはほとんどない。単に「高卒です」と
言えればよい

・なんとなく世間体的に大学に行く→しかし就職がないため専門学校
に行き直す→時間とお金の無駄

・これからは理科や社会は趣味の領域の話。Google先生に聞いたほ
うがよいので人間が学ぶのはナンセンス

・人間はGoogleの検索能力を磨こう



負荷が少ない・嫌じゃない仕事をすべき

負荷が少なくて食べていける仕事を選ばないと鬱になって退職する危険性があ
る。

一般的に収入が多い仕事→IT・不動産・金融・保険外交員

かつ負荷が少ないポジションを狙う事

人とかかわりたくないならば→プログラミング・ライティング

スキルがないから無理→甘え 理由はプログラミング→半年勉強すればどうに
かなる

看護師資格→美容外科で脱毛の施術→無言で延々と照射するのみ→あまりコ
ミュニケーション能力は必要ではない。



プログラミング、ライティングの具体的な学び方

・２０代のプログラマーに対する企業のオファーは７社の時代。年収１
千万も夢ではない業界。高校行くよりプログラミングの勉強をする方が
がコスパが良い。↓月額千円ほどで学べる。

ドットインストール https://dotinstall.com/
プロゲート https://prog-8.com/
Udemy  https://www.udemy.com/jp/

・外に出るのが苦手な子には手に職をつけてクラウドソーシングで在
宅勤務という方法もある（プログラミングやウエブデザインなど）

※クラウドソーシングとは内職を外注するシステム。ランサーズ
https://www.lancers.jp/ クラウドワークス
https://crowdworks.jp/ などがある。個々のサービスを売るココナ
ラ https://coconala.com/

https://dotinstall.com/
https://prog-8.com/
https://www.lancers.jp/
https://coconala.com/


極力人と関わらなくても生きていける仕事探し

ランサーズを見てみよう
https://www.lancers.jp/

仕事をさがす をみてみよう



これが人と関わらなくても大丈夫な仕事

例えばライティング



これが人と関わらなくても大丈夫な仕事

初心者でも大丈夫な案件を取って練習していく
提示された金額よりも安く受けてキャリアを
重ねていくのがよい



親の対応で子どもは変わる

・必要以上に普通であることにこだわっていないか。世の成功者は偏った
人間が多いことも事実。

・親も子の一人の人間。性格が合わないこともある。自分の価値観を押し
付けていないか。

・一人っ子のお母さまへ。もし子どもがたくさんいる大家族だったらこれは
重要な問題かを考える。子どもに集中しすぎていないか。

・大家族の肝っ玉母さん系のマインドくらいがちょうどよい。

・授業参観などに行っても他の同世代のクラスメイトと比べないこと。見な
いこと。不安になるなら行かないという選択肢もあり。実際、行かない保護
者もいる

・子どもが不登校になるのはそれなりの理由がある。本来は放っておくの
が良い（大きな声では言えないが）高校になれば自然と外に出る。

・みんなで一緒に進学、就職、結婚するわけではない

・他の同級生と一緒に過ごす時間は、小１から中３の９年間くらい。その後
は会うことはあまりない（せいぜい成人式、同窓会で会う程度、最近は成
人式も行かない子が多い）



ＳＮＳのフォロワー数が履歴書になる時代

YouTube

・ＳＮＳでのフォロワー数が信頼の数値になる業界もある。

・1万人フォロワーがいれば生活に困らないくらいの集客力がある
・You Tuberはまだブルーオーシャン状態。参入するならいま

面白いことやアイデアがどんどん思いつく落ち着きのないお子様は→ YouTuber

１再生あたり０．１円

チャンネル登録１万人で月収約１０万円くらいの広告収入（再生回数、視聴時間にもよる）

子どものなりたい職業ランキングのユーチューバー、母親がYou Tubeに投稿してスターに
なったジャスティンビーバー

Instagram

ルックスや写真技術に自信があるならば→インスタグラム
https://www.instagram.com/?hl=ja

右の写真は1投稿あたり約100万円の収入を得る美男美女カップル

1フォロワー１円ぐらいの目安

↓記事ＵＲＬ

http://front-row.jp/_ct/17092442

業者がインフルエンサーの（個人）に商品紹介を持ち掛けるため広告代理店が危機に直面し
ている

https://www.instagram.com/?hl=ja
http://front-row.jp/_ct/17092442


サバイバル能力＞学力

・アジア旅行で思ったこと。タイ、フィリピン、ネパールで出会った物売りの子どもたち

・日本語を話し、瞬時に日本円と自国通貨を計算して値段交渉を日本語でしてお金儲
けをしていた

・有事の際に生き残るのは彼らかもしれないと思った

・常に世界経済の流れと日本経済を考えて行動していくことが大事

・最低限の学力をつけた後はIT、英語

・ボーイスカウトは社会的なつながりや奉仕活動を学べる非行に走りそうなエネルギー
に満ち溢れたタイプの子には良い（ただし早い時期に入らないと入りたくないという可能
性が高い）

・可能であればアジアなどを旅行して視野を広く持つこと

・無人島でナイフだけで生き残れるだけの知恵と行動力が大切

・義務教育中は勉強ではなく人間関係の練習をする場所。公立中学は世間の縮図みた
いなものである。

・本番は義務教育が終わってからの長い人生



同窓会で会った同級生達のその後・・・

・私の中学生時代は生徒に不良が多かった年であった

・シンナーを吸って教室に乱入してきた子、バイクで校門前に来て爆
音を鳴らしていた子→起業していい生活をしていた。どこも就職できな
いから自分で会社を始めた。自分の子どもには教育熱心であった

・まあまあな成績をとっていた子→普通に就職していた。転職を繰り返
していた。契約社員のままで愚痴っていた

・学年トップの生徒会長→東大卒業後エリート官僚になっていた（さす
が）

華やかな感じで成功していたのは極端な位置にいた子たちだった



子どもが非行になりそうになったら思い
切った決断を

・知っている生徒で悲しい事件が多々あった

・夜に終わる塾の後にコンビニで溜まっていると悪い仲間に誘われる

・友人関係が変わっていく

・好奇心旺盛なタイプの子、かっこいいもの強いものに憧れてしまう子、
断れない子は要注意

・その場にいただけでも事件に巻き込まれれば加害者になってしまう
こともある。この先どうなるのか未来予測と危険なものから上手に立ち
去ることのできる空気を読む能力が大事

・進学先の地元の中学校が荒れている場合は思い切って星槎名古屋
中学校などに入れるのもおすすめである

・場合によっては学校を変えたり留学したりして環境を変えるくらいの
勇気と覚悟が絶対に必要



高校に行くならば狙い目は普通科よりも・・・
・電気・工業系高校、工業系専門学校を目指そう 専門学校でも高校卒業
資格が付けば問題ない（本当に！）

・普通科を出ても就職がない→ある程度は面倒を見てくれるが自分で見
つけなければならない

・サラリーマンはコミュニケーション能力や柔軟性が高くないと辛いことが
多い→上司や部下や部署が変わり鬱になり仕事にいけないお父さんが、
ちらほらいる

・トヨタのお膝元の愛知県はとにかく工業系が強い

・工業・電気系の技師になれば同じ業種であれば転職が簡単にできる水
道の配管工もよい

・手に職があれば引っ越しても仕事が見つかる

・究極は海外でも仕事が見つかる

・最近の工業高校・専門学校は不良系な生徒はあまりいない印象。地味
なタイプが多い傾向（学校やその年の雰囲気にもよるので絶対とは言え
ない）

・「僕は専門学校なんていやだい！」とか言って私学や公立の普通科出て
も就職大変だよ



将来の仕事よりも高校生生活を楽しんでほしい方
におすすめの高校資格が取れる専門学校（愛知
県限定）

現時点（２０１９．３月現在）で話を聞いたり実際に通っている生徒がい
ておすすめできる学校です。専門学校でも高校資格が取れますし大
人になってから出身校を聞かれることはあまりないです。せいぜい大
卒か高卒と伝えるくらいです。

友人関係を充実させて自由で楽しい高校生活を満喫したい方

ニュートン高等専修学校

礼儀作法や規則は厳しいが確実にいじめのない環境で安心に過ごし
たい方

名古屋情報専門学校



愛知県（その他）おすすめ工業系高校・専門学
校・その他高校

私立

大同大学大同高等学校（機械科）

名古屋工学院専門学校高等課程→就職先が良い

N高等学校→勉強以外にやりたいことがある方におすすめ

（フィギュアスケートの紀平梨花選手もN校）

公立

名古屋市立中央高等学校（昼間定時制）→大学の様なカリキュラム

名古屋市市立中央高等学校 商業科（夜間定時制）http://www.chuo-
h.nagoya-c.ed.jp/
愛知県立旭陵高等学校（公立の通信高校）http://www.kyokuryo.ed.jp

☆前評判が悪くても実際に通ってみたらよい学校だったケースも少なくはない。説
明会、私立ならば体験入学、外部参加可能なイベントに足を運んで自分の直感で
考えることが大切。

http://www.chuo-h.nagoya-c.ed.jp/
http://www.kyokuryo.ed.jp/


コスパのいい高校の調べ方の例

例：みんなの高校情報を見る

https://www.minkou.jp/hischool/ranking/deviation/pref=aichi/

気になる高校を見つける

「ホームページを見ると色々なコースがあって
かつ、公立だし、楽しそう」

こんな流れで調べよう！



スマホやパソコンとの付き合い方

スマホやパソコンはメリットデメリットがある

メリット

調べものが早くできる、ローマ字入力や電子機器に慣れることができる

・デメリット

・良くない情報が入る、わざわざ刺激しなくていい部分が目覚めてしまう、
親や他人とのコミュニケーション、家族でお出かけや旅行よりもスマホやタ
ブレットの方が楽しいことが多い（旅行に行くときに行の車の中でいつ帰る
の？と言われる）世界が狭まってしまう

その子の性格によって使い方や決まりを決めるとよい

・ルールを守れる子はあまり心配はないがゲームやギャンブル依存になり
そうな子には極力使う時期を遅くする方が良い

・LINEやLINEグループによるトラブルは９９％で発生する（特に女子）
LINEの特性上言葉の訂正ができない。空気が読めない投稿をしてひん
しゅくを買う

・アルバイトして自分で払えるようになってから自分のスマホやタブレットを
持つならいい。など早めに約束（子どもと契約）をしておく。

・それまでにどうしても必要ならば親と共有している人もいる



ママ友との付き合い方 『浅く 広く 感じよく』
実はお母様がブレていませんか？
ママ友って必要？本当に友達？
・ママ友とは腹八分の大人のお付き合いが理想的 浅く 広く 感じよく最
初からどっぷりつからない

・ママ友の仲良くならなくてもよい情報はネットと自分の足て確かめること
によって得られる

・ＬＩＮＥグループなどでいやな思いをした。女子高校生の延長と変わらな
い人間関係

・一部ママ友の中の学力や子どもの資格などの競争に巻き込まれて余計
な悩みが増えてしまうことがある

・自分の子どもが抱えている悩みを告知できない

・何かあったとしても実際は助けてくれない。役所や行政、もしくはネットで
調べてプロに電話して相談するのが一番有益な情報を得られる

・働いている忙しいお母さんはママ友があまりいないので余計な悩みがな
い→「ママ友問題で悩むくらいなら働いてお金に換えればいいのに。働く
と外の世界ができて頭が切り替わって子どもにイライラする回数が減りま
すよ」だそうです



場合によっては就労支援施設を上手に活用しよう
～就労のタイミングと環境がその後を左右する。～

・早めに親が施設やサービスをリサーチして見学することが大事

・周囲のママ友の噂だけで判断せず、必ず自分の目と耳で確かめることが大事
（実際に良い情報を伝えたくないママ友がいたらしい・・）

・障がい者手帳を使っての就労支援施設にはあまり頼りたくないと思う方が多い。
しかし実際考えているよりも将来的にはメリットの方がある場合が多い

・本人も親からの刷り込みで障がい者としてそのような施設で就労支援は受けたく
ないと言う。しかしタイミングがずれてしまうと一般就労ではきつすぎて障害者雇用
ではプライドが許さず最終的には就労自体ができなくなってしまうこともある（引き
こもりがはじまってしまう）

・きちんとした施設だとマナーや社会人としての身のこなしを指導してもらえるし就
職の手助けやフォローもよい（とにかく親が色々な施設をリサーチして見学するこ
と）

・働かないで家にいる生活が２週間続くとどんどん外で働けなくなっていくことがあ
る（実際に何名か20歳を過ぎても在宅者がおります）

・将来、親がいなくなったときに困るのは子どもである。自立を最終目標として賢い
選択をすることが重要

・名古屋市内ですと「マーム」さんがお勧めですよ。場合によっては紹介いたします
直接問い合わせしていただいても大丈夫です

https://www.npo-marm.com/shurou



身を守るための交渉能力と自己弁護能力の重要性
～冤罪の危険～

・電車の中で痴漢と間違われたときに上手に誤解を伝えられなかった
C君の話

・冤罪だけは絶対に避けたいから

・交通事故にあった時のD君は上手に状況が伝えることができず轢か
れたのに不利な結果になってしまった

・相手に自分の無実を伝えられるだけの言語能力は身に付けよう



ボードゲームを使った療育
～相手との暗黙の共通概念を鍛える～

『コンセプト』

出題された「お題」を、言葉を交
わさず、そのお題の一般的な共
通概念をゲームボード上に表示
されたアイコンに示して相手に
当てさせる。

研究所では一般的な共通概念
を苦手とする子どもに作りかえ
たものを療育で使用しています。
このゲームにより互いの概念の
違いを認識と理解し修正しやす
くなりました。

ちなみに例を出しますと左の図
の上段が示すお題は「牛乳」

下段は「チェーンソー」です



好きを極めて究極の面白人間になった方が稼げる時代

・外に出なくても、人と関わらなくてもインターネットがあれば就職しなくても稼げる時代。

・表現することが本当に好きな子には芸能や劇団員や司会業の養成学校などもよい

・親は子どものプロデューサー。良いプロデューサーにめぐまれてこそその子が輝く。た
まに子どもの自習性を待つという方もいるが永遠に待つことになる可能性が高い。

・魚は空を飛べないし、鳥は海を泳げない。おしゃべりな人を黙らせられないしおとなし
い人におしゃべりになれと言っても無理。適材適所

・子どもが将来仕事に悩んだりして転職を繰り返してしまわないように適職を早めに見
極めてあげるとよい

・そのためには早い段階で進路を見極めて学校見学とリサーチを親がすること

・『軽度発達障がい』というカテゴリーは今までの対面でのコミュニケーション社会内での
常識であり、ここまでロボットやITが進化し、今後在宅勤務や働き方が変わってきている
中でこのカテゴリーの意味するものがこれまでのものとは異なるものになるであろう。

今後の課題は重度の知的障がいを持つ人への労働機会を作ることである



最後にまとめ

この資料は私が１５年間働いて起こった出来事を元に書いている実体
験です

すべての人にとって当てはまらない表現や考え方に不快を感じる方も
おられるかもしれません。

あくまで個人的な主観であることをご理解したうえでお読みください。

また、当研究所は医療機関ではありません。アドバイスや経験に基づ
く情報の提供はできますが、最終的に判断されるのは家族の方、受診
している場合は、主治医の先生の判断もしくは自己責任で、お願いい
たします

こちらの情報から得られた損害やトラブルに対しての一切の責任はと
れませんことをご了承くださいませ
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