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ボンディとフロスト著

自閉症児と絵カードでコミュニケーション PECS とAAC （二瓶社，2006）
A Picture s Worth ? PECS and Other Visual Communication Strategies in Autism by Andy Bondy
& Lori Frost, Woodbine House, 2002
この本は，自閉症スペクトラムの子ども（大人も）へのコミュニケーション支援に拡大・代替コミュ
ニケーション（AAC）が有効であり，なかでも絵カード交換式コミュニケーション・システム（PECS）
が絶大な効果を発揮することを教えてくれるすぐれた書物です。PECS とは何か，なぜ有効なの
か，どのように実施されるのかなどが分かりやすく説明されています。自閉症スペクトラムをはじ
めとするコミュニケーション障害の子どもや大人に関わる人には是非お勧めしたい本です。
今回も，私の施す修正が間違っていなければ，読者の役に立つことでしょう。念のために申し
添えますが，訳者を貶めるつもりはいささかもありません。
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