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１ 自立活動の目標 

 特別支援学校の目的は、学校教育法７２条により、「特別支援学校は視覚障害者、聴覚障害者、知的障

害者、肢体不自由又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、中学校、又

は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため

に必要な知識技能を授けることを目的とする。」と示されている。後段に示されている「障害による学習

上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける。」とは「自立活動」の指導を中

心として行われる指導であり、自立活動の指導は特別支援学校の教育

課程において特別に設けられた指導領域である。そして、その指導を

行うことによって幼児児童生徒の人間としての調和のとれた育成を目

指している。 

 自立活動の目標は「個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体

的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基礎を

培う。」と示されている。「心身の調和的発達」

そのものは各教科、道徳、外国語活動、総合

的な学習の時間及び特別活動といった領域の

学びをとおして身につけることになっている。

しかし、特別支援教育においては障害による

困難さや制約があるため、そうした領域の指

導だけでは心身の調和的な発達が難しい。そ

こで、その「基盤を培う」ことを自立活動の

目標とし、調和のとれた育成を目指している。 

 

２ 自立活動の内容 

 自立活動の内容は、人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素と、障害による学習上又

は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素で構成されている。それらの代表的な要素である２

６項目を「健康の保持」「心理的な安定」「人間関

係の形成」「環境の把握」「身体の動き」「コミュニ

ケーション」の６つの区分に分類・整理したもの

である。 

 小・中学校学習指導要領に示されている各教科

等の「内容」はすべての児童生徒へ確実に指導し

特別支援学校 

 準ずる教育＋自立活動 

自立活動の目標 

「心身の調和的発達の基盤を培う」 

 学校教育の目的＝「心身の調和的発達」 

→「各教科」「道徳」「特別活動」「総合的な学習の

時間」 

特別支援教育においても「心身の調和的発達」を

目指すが、障害による困難や制約があるために「心

身の調和的発達」の「基盤」を培うことが必要 

→「自立活動」 

Ⅰ 自立活動について 

 障害のある児童生徒が自立し、社会参加するためには、知識や技能を習得する各教科等の

指導の他に、学習上又は生活上の困難さに対応する力を主体的に獲得することができるよう

にする自立活動の指導が必要です。 

人間として基本的な行

動を遂行するために必

要な要素 

障害による種々の困難を

改善・克服するために必

要な要素 

健康の保持、心理的な安定、人間関係の形成 

環境の把握、身体の動き、コミュニケーション 

２６の項目を６つの区分に整理 



 

なければいけない内容である。しかしながら、自立活動の「内容」は、児童生徒の障害の状態や発達の

程度等に応じて選定される。個々

の児童生徒への具体的な指導内容

設定の際には、自立活動の内容か

ら必要な項目を選定し、相互に関

連づけていくことが大切である。 

 

３ 自立活動の指導の進め方 

自立活動の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等の的確把握に基づき、

指導の目標及び指導内容を明確にした個別の指導計画を作成する。

①個々の児童生徒の実態（障害の状態、発達や経験の程度、生育歴等）を的確に

②個々の実態に即した指導の目標

③個々の指導の目標を達成させるために

④選定した項目を相互に関連付けて具体的な指導内容を設定する。

 本校においても、上記の流れに沿って

適切な目標と指導内容の設定を目指し、「自立活動指導内容票

の取組も含め、自立活動の指導の進め方についてまとめる。

（１）個別の指導計画作成における留意事項及び自立活動の指導の実践

 ①実態把握 

 実態把握の内容としては、学習上の配慮事項や学力、基本的な生活習慣、特別な施設・設備・教育機

器の必要性、興味・関心、人や物との関わり、心理的な安定の状態、コミュニケーションの状態、対人

関係や社会性の発達、身体機能、知的発達の程

度、病気の有無、生育歴、教育歴、家庭や地

域の環境が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

②指導目標の設定 

 実態把握に基づき、自立活動の指導において目指す目標を

設定する際には、児童生徒がもてる力を発揮し、

きていこうとするために最も必要となる知識・技能・態度及

び習慣を形成するという観点から設定する。こ

おいては、将来の可能性を広い視野から見通した検討も必要になる。また、漠然とした指導目標では評

価が困難になり、改善が図りづらくなるため、指導目標は可能な限り具体的な目標設定を行う。

 

ＩＣＦの視点を取り入れ、生活

機能や障害、環境因子等をより

的確に把握し、相互の関連性に

ついても十分考慮することが

大切です。今後、指導計画等の

様式も検討していきたいと考

えています。 
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本校では

やすい目標設定を行う

ために、

・どんな条件の下で

・どの程度うまく

・何をする

という観点から目標を

設定しています。

 

本校では、プロフィール票を基に児童生徒の情報を整

理し、「豊かな生活の観点（①健康な生活をする力、

②人と関わって生活する力、③自立した生活をする

力）」から実態把握しています。実態を把握するとい

うことは、単に児童生徒に関する情報を収集するだけ

でなく、得られた情報の分析を経て適切な指導目標の

設定がなされることを目的としています。

なければいけない内容である。しかしながら、自立活動の「内容」は、児童生徒の障害の状態や発達の

 

 

に当たっては、個々の児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等の的確把握に基づき、

指導の目標及び指導内容を明確にした個別の指導計画を作成する。具体的な手順は以下の通りである。

（障害の状態、発達や経験の程度、生育歴等）を的確に

目標を明確に設定する。 

個々の指導の目標を達成させるために必要な項目を選定する。 

選定した項目を相互に関連付けて具体的な指導内容を設定する。 

、上記の流れに沿って個別の指導計画を作成し、それを基に授業実践している。

適切な目標と指導内容の設定を目指し、「自立活動指導内容票１６頁参照」の作成も行っている。

の取組も含め、自立活動の指導の進め方についてまとめる。 

（１）個別の指導計画作成における留意事項及び自立活動の指導の実践について

実態把握の内容としては、学習上の配慮事項や学力、基本的な生活習慣、特別な施設・設備・教育機

器の必要性、興味・関心、人や物との関わり、心理的な安定の状態、コミュニケーションの状態、対人

係や社会性の発達、身体機能、知的発達の程

度、病気の有無、生育歴、教育歴、家庭や地

実態把握に基づき、自立活動の指導において目指す目標を

児童生徒がもてる力を発揮し、より良く生

きていこうとするために最も必要となる知識・技能・態度及

形成するという観点から設定する。この目標設定に

おいては、将来の可能性を広い視野から見通した検討も必要になる。また、漠然とした指導目標では評

価が困難になり、改善が図りづらくなるため、指導目標は可能な限り具体的な目標設定を行う。

各教科の内容の示し方

•標準発達を踏まえている。

•具体的な指導内容そのものを示してい
る。

•すべての内容を指導することが前提で
ある。

自立活動の内容の示し方

•標準発達に対応する考え方

•具体的な指導内容の構成要素を示して
いる。

•示されている内容は必要に
択する。

本校では、より評価し

やすい目標設定を行う

ために、 

どんな条件の下で 

どの程度うまく 

何をする 

という観点から目標を

設定しています。 

本校では、プロフィール票を基に児童生徒の情報を整

理し、「豊かな生活の観点（①健康な生活をする力、

②人と関わって生活する力、③自立した生活をする

力）」から実態把握しています。実態を把握するとい

うことは、単に児童生徒に関する情報を収集するだけ

でなく、得られた情報の分析を経て適切な指導目標の

設定がなされることを目的としています。 

なければいけない内容である。しかしながら、自立活動の「内容」は、児童生徒の障害の状態や発達の

に当たっては、個々の児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等の的確把握に基づき、

具体的な手順は以下の通りである。 

（障害の状態、発達や経験の程度、生育歴等）を的確に把握する。 

指導計画を作成し、それを基に授業実践している。特に、

」の作成も行っている。以下、本校

について 

実態把握の内容としては、学習上の配慮事項や学力、基本的な生活習慣、特別な施設・設備・教育機

器の必要性、興味・関心、人や物との関わり、心理的な安定の状態、コミュニケーションの状態、対人

おいては、将来の可能性を広い視野から見通した検討も必要になる。また、漠然とした指導目標では評

価が困難になり、改善が図りづらくなるため、指導目標は可能な限り具体的な目標設定を行う。 

自立活動の内容の示し方

標準発達に対応する考え方 ではない。

具体的な指導内容の構成要素を示して

示されている内容は必要に応じて選
択する。
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③必要な項目の選定 

 指導目標を達成するために、自立活動の

内容に示されている項目の中からそれぞ

れ必要な項目を選定する。 

 

④具体的な指導内容の設定 

 具体的な指導内容の設定に当たっては、選定され

た項目を相互に関連づけて、適切で具体的な指導内

容を設定する。学習指導要領には、具体的な指導内

容を設定する際の配慮事項として以下の４点が示

されている。 

ア 主体的に取り組む指導内容  

イ 改善・克服の意欲を喚起する指導内容  

ウ 遅れている側面を補う指導内容 

エ 自ら環境を整える指導内容 

 

⑤自立活動の指導の実践 

 実践にあたって、以下の事項について事前に把握したり、配慮したりする必要がある。 

１）感覚の実態把握 

  個々の実態によって、視覚、聴覚、臭覚、味覚、前庭感覚、触覚、圧覚、痛覚、冷覚、温覚、運動

感覚、触覚防衛反応など、様々な感覚機能の違いがあり、優位性も個々の状態に大きく依存する。ま

た、感覚の一部は部位によって閾値が大きく変化する。 

２）運動機能の実態把握 

筋力、姿勢保持能力、関節の可動域やその状態等は、支援方法や指導内容に大きく影響すると同時

に、活動量、活動時間、集中力といったことにも配慮が必要になり、指導全般に大きく関わる。 

３）実態と学習内容に応じた姿勢の保持 

  児童生徒の能力を最大限に活用するためには、その感覚の優位性を踏まえた姿勢保持の支援が大切

になる。感覚が活用しやすい良好な学習姿勢は認知力の向上、操作性の向上、高い集中力、協応動作

の発達等につながり、学習内容の充実にも大きく寄与する。状況に応じた適切な姿勢であるか、時間

が長すぎないか、様々な角度から配慮する。 

４）ＴＴ（チーム）で情報の共有 

  教員同士で目標と手立ての周知、役割の明確化、評価指標の共有を図る。 

５）評価指標の明確化 

  目標達成度の判断のために評価指標（回数、時間、身体の動き、表情など）を確認しておく。 

６）個に応じたアプローチ 

  自立活動の指導は、指導の目標を達成する上で効果的である場合は集団を構成して指導することも

考えられる。しかしながら、自立活動の目標は個別のものであり、個々の実態に対応することが基本

である。 

項目を関連付ける理由は、次の２点です。 

・児童生徒の発達に合わせて体系的な指導

を行う。 

・児童生徒の成長の経過を見通した最善の

指導を行う。 

また、項目同士を関連付けるためには以下

の３点が必要になります。 

・障害や発達に関する体系的な知識 

・過去の事例から学びを深め続けようとす

る姿勢 

・これまでの成功パターンにとらわれない

覚悟 
 （東京都立港特別支援学校 川上康則） 
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７）どのように伝わっているかの確認 

  実際の指導の場面で教師の働きかけがどのように伝わっているかを常に確認することが大切である。

実態によっては、認知力の問題から、児童生徒が何らかの応答を返すまで時間がかかることがある。

言動や行動からはもちろんのこと、目の動きや瞬き、呼吸の変化、姿勢の変化、身体の動作（手など

身体の一部に力が入る）など、じっくり応答を待つことが大切である。 

８）確認できた反応を受け止めて返す 

  教師の働きかけに対し、何らかの反応が確認でき、一定の再現性がある場合には、この児童生徒の

反応を、教師の働きかけに対する応答として肯定的にとらえ、できるだけ高い快刺激を伴う賞賛とし

て返していく。このことにより、児童生徒が自分の行動や反応によって周囲を変えることができた、

賞賛を受けたという成功体験を得ることができる。指導者が反応を受け止め、適切な評価を繰り返す

ことで児童生徒の記憶に蓄積され、更に成功体験として強化される中で「もっと○○したい」という

要求を高める事が出来る。 

９）快刺激で終了する 

  指導によっては、叱咤激励やがんばる場面も必要である。しかし指導を終わらせる場面では、でき

るだけ快刺激で終わることで、満足感や達成感を育むことにつながり、次時への期待感にもつながる。 

 

⑥評価 

 今回の学習指導要領の改訂では、自立活動の指導が適切な評価によって改善される必要があることか

ら、学習状況や結果を適切に評価し、個別の指導計画や具体的な指導の改善に生かすように努めること

を規定している。自立活動の評価の考え方は他の教科等の評価と共通するものもあるが、自立活動の指

導は学校教育全体を通して行われるものであることが他の教科等と大きく異なる点である。指導内容や

目標によっては、これを踏まえて評価を行う必要がある。 
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（２）外部専門家の活用による自立活動の指導改善 

小学部・中学部学習指導要領第７章第３の７、高等部学習指導要領第５章第３款７において、「児童

又は生徒の障害の状況により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるな

どして、適切な指導ができるようにするものとする。」と示された。本校では、平成１９年度より作業

療法士１名が、平成２１年度より作業療法士及び理学療法士の２名の外部専門家から、特に運動、感覚

の未発達な児童生徒への指導方法の定着を図り、個々の力を十分に発揮できるような環境作りの検証を

目的に指導を受けてきている。 

これまでの指導の積み重ねを、実態把握や授業づくりをする際に生かすことができるよう以下の表に

まとめた。 

①姿勢について 

 

 

 

 

姿勢保持・動作を阻害している要因 

① 原始反射の残存 

 ② 粗大運動の遅れ 

 ③ 姿勢コントロール（安定性）が不十分（異常反射・姿勢反応の遅れなど） 

 ④ 感覚未発達・遅れ・感覚入力が不十分 

 ⑤ 変形・関節拘縮・筋の短縮 

ポジショニングについて 

・より正常に近い姿勢で筋緊張を定着させ、支持性を補い、安定性を与える。 

・正常な姿勢反応と随意運動を促すことでリラックスでき楽に動くことができる。 

姿勢のチェックポイント 

 

 

 

・脊柱の伸展→背中が伸びているか 

 ・座骨支持（骨盤挙上）→腰が丸くなっていないか 

 ・足底接地→足裏がしっかり床に着いているか 

 ・頭部の位置→頭が左右前後に傾いていないか 

 ・身体の背面、座面の接地、圧迫の加減→車椅子やいすなどの座位保持装置が合っているか 

支援の方法 

・本人の動きを引き出すために介助は前方・側方・後方どの方向からが適切か、また、どの部

分でどのような支援が必要かを見極める。         

・座位保持装置が合っていないと、変形・拘縮の助長、手の操作、見ることを阻害するため、

支援者が正しい乗せ方、調整方法などを学ぶことが必要である。 

・日常生活動作につながるような動きを獲得させる。 

ポイント：土台（身体）の安定を図ることで手の操作（運動）性が向上し、よく見て学習

に取り組むことができるようになる 
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背臥位 

 

 

 

→・頭に高めの枕を使用することにより、自分の身体が見える。（三角マットを利用し上半身を起

こすことで手足を動かす際に自分の手足が動いているのが見えるので安心する）。 

・肩から腰にかけてクッションをはさむように入れ、床とのすき間をうめる。膝の裏にクッシ

ョンを入れ脚をまっすぐにすることで姿勢が安定する。 

 ・仰向けになり肘を曲げ、手が内側（手を胸、お腹に置く）に入るような姿勢がリラックスす

る。 

・左右差（例えば頚の右側が短縮、左側が伸びている場合など）がある場合は、顎を引くよう

に短縮している部分を伸ばす。 

 ・骨盤のねじれを防止するために仰向けで膝立て・保持の練習をする。腰を浮かせるブリッジ

などを行い臀部の収縮を促す。 

側臥位 

 

 

 

 

 

 →・三角マットなどを利用し側臥位をとらせる。脚にクッションをはさみ、抱き枕を抱えるよ

うにするとよい。 

・腕の重みで胸郭が狭くなることもある。タオル等を腕と床の間にはさむ。 

腹臥位 

 

 

 

→・腕で上体を支持できない場合は、三角マットやＵ字クッションを使用することで頭部のコン

トロールができるようになる。また、両手が使えることで両手の動作、目と手の協調を促す

こともできる。 

座位 

 

 

 

 

 

 

 

座位保持の効果 

① 頭部コントロールが改善する 

② 上肢機能が向上する 

③ 呼吸循環機能が改善する 

④ 活動性が向上する 

⑤ 介助量が軽減する 

※机やくり抜きテーブルを使用することで姿勢保持や上肢の操作が可能となる。 

※姿勢が安定することで体幹の安定が頭部の安定へとつながる。 

 

あぐら座 

→・教師が子どもを抱えながらあぐら座にさせるとき、教師も三角マットなどに座ることで体勢

が安定する。 

ポイント：姿勢分析：頭部・肩・骨盤の位置の左右差や脚長差などをチェックする 

ポイント：側わんのストレッチなどに有効（両側） 

呼吸や排痰の介助姿勢 

背臥位よりも上肢にかかる重力が少ない 

ポイント：頭部の挙上を促すために体幹・下肢を固定をする 

肩支持 → 肘支持 → 手支持 

ポイント： 

・前・側・後方から肩・背骨・坐骨位置の左右差、座面の圧などをチェックする。 

・あぐら座：：：：股関節の角度に注意をする 

・椅子・ベンチ座位：：：：高さと足底の接地が重要である 
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・胸を広げるためにU字クッションを使用するとよい。また、座位用の机があることでさらに

安定する。 

・座位を嫌がる場合は、おしりの部分の支持面が不足であることが考えられる。座面をフラッ

トにし、円座などを使用し、骨盤前傾位で座位姿勢を保持するとよい。 

 

ベンチ座位 

→・脚が内転しないようにベンチをまたぐように座らせる。 

・机を利用する場合は、後ろから支援し、姿勢を保持させる。一人で上体を保持できない場合

は、支援者の座高が高くなるようにクッションなどを敷き、頭部を支援者の胸につけ、顎を

もって支持する。 

・机に向かって座らせる場合は、体幹をサポートできるように肘の位置を高めにセッティング

し、肘を曲げると良い。そうすることで頭が挙上しやすくなる。 

脚（足） 

→・緊張している場合は、膝裏に手を当て曲げるようにすることで、緊張が和らぐ。抱っこする

場合も膝を曲げてから支援すると良い。 

 ・足裏を床につけ、感覚を入れてあげる。 

・浮腫（むくみ）については下肢（股→膝→足関節）の大きな動きで筋肉の循環作用を働かす。 

  （足が内反している場合は外反へ、底屈（足首がつま先側に伸びている）している場合は背

屈（足首を脛側に曲げる）方向へ正しい位置にしながら動かす） 

側わん防止 

→・柔らかいクッションは、側わんを助長する場合がある。キューボモビリアやカーペットに直

接バスタオルを敷く程度でよい。 

・常に同じ姿勢ではなく、できるだけ普段とらない姿勢（自分でとれない姿勢）を積極的にと

らせる。 

・側わんの場合は、縮んでいる側の腕を挙げながら脇腹の筋肉を伸ばす。 

不随的な動き 

→・手の震えなどの失調様、チック様の不随的な動きに対して、幅広のベルトや帯などで腹部の

緊張を高め、姿勢の安定を図るような支援をすると軽減する場合がある。 

ストレッチ 

→・ストレッチを行う場合は、骨盤（腰）をゆるめてから大腿→膝→足首へ行う。 

・腕を伸ばすには、背臥位よりも側臥位の方がよい。 

・腹臥位では三角マットを使用し、肩→背中→腰へ引っ張るように行う。 
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② 移動・歩行について 

 

 

 

 

③ 手の操作について 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉛筆やスプーン 

・鉛筆持ち（Pencil Hand）を促す方法として、鉛筆やスプーンに洗濯ばさみやめがねクリップを付

けることで握りやすくなる。 

歩行 

→・上腕を挙げて肘を体幹につけ歩いたり、上体を左右に揺らし歩いたりなど不安定な歩き方をし

ている子どもがいる。改善する手立てとして、外側に押す動きや、両手でねじる動き、足裏に

刺激を与え感覚を入れることや四つ這い、しゃがむ動作の学習が効果的である。姿勢が不安定

なことが上肢の操作性にも影響を与えている。 

・後ろ歩きをすることで、足裏を全面接地し歩くことができるようになる。 

 ・ステップ台を使って脚の出し方やバランスの取り方など、距離感や重心移動の仕方を学習する。 

・すぐに座り込むなど体幹の支持性が低い場合は、腰掛け座位からバルーンなどを使って立ち上が

らせ、バルーン上で上下肢、体幹を伸展させ、揺れを楽しみながら両手を前に着くように促す運

動を行う。 

 ・疲れやすい、長距離を歩くのが苦手な子どもには、いす運びなど普段から筋肉を持続的に使う活

動を継続的に行う。 

車椅子のポジショニング 

→・車椅子のリクライニングは、４５°～５５°の角度がベスト。首の位置は少し引き気味にする。

体調によって姿勢は変わるため、酸素飽和度などを計りながら行えるとよい。 

 ・Ｕ字クッションの使用は、胸郭を広げるために利用した方がよい。 

 ・左右に身体が傾いていないか、車椅子の背の部分や座面について確認する。 

SRC ウォーカーの操作 

→・両足が外転している場合は、できるだけ膝が中にはいるようにする。 

・使用する前に教師が足首をもち、股関節、膝、足首を動かしながら弛緩させる運動（本人にも動

きを確認させるようにする）を行う。 

・座面が高すぎたり、前傾にしたりすると、床を蹴ることができない。座面を低めに設定しながら、

脚の蹴る動きが最大になるようにする。 

・テーブルの高さが低い場合は、U字クッションで調整する。 

・ズックの床を蹴る部分に滑り止め（平ゴムなど）を付けることも有効である。 

ワンハンドスカルの車いす 

→・グリップを前に倒すと前進、手前に引くと後進、左側に倒すと左に、右に倒すと右に動く。片手

で操作する車いす。 

・市販品のため、座るときは、座面の滑り止めや上体を支えるベルトなどが必要である。車椅子用

の U字クッションを使用し、腕（肘）が後ろに移動しないようにする。 

ポイント： 

・目と手の協調および手の発達において、眼の焦点を合わせる、注視、追視は重要である 

・手と手の協調、両手動作ができるようにする 

 

※手の活動を促す前に、まず手をひらかせて手指を真っすぐに、親指は外に出し、手首を

伸ばす 

※親指の外転・内転を促す 

※音・光・色などで意識を向けさせる 
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ズボンのホックかけや紐結び 

・ズボンをはかない状態で練習するよりも、ズボンをはいてホックかけを行った方がよい。初めは手

を添えて一緒にホックかけを行い、かかったことを確認するようにする。 

・ひも結びは、色の違う２本のひも（太いもの）を使って練習する。結べる状態にしておいて、左右

に引っ張ることから始めるのがよい。 

手や腕の動き 

・引く動作などが得意で、そればかりを強化すると可動域が制限されていく。曲げる動作を行ったら、

伸ばす運動も行う。 

 

 

④ 感覚・認知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぞりが上手になるための支援 

・○←輪がしっかり閉じている丸、△～←角、波状、   回転、×←２本線の交差などの学習や点

と点の２本線を結ぶ、３点を結ぶなどの学習などの積み重ねで文字を獲得していく。 

つば吐きや粗雑な動き、衝動的な動きなど 

・強い感覚入力を求め自分自身で強い感覚を入れている。筋肉遊び（握力を付けるための器具など）

などの強い感覚入力を与える。 

・授業の時にいすではなく、バルーンに座らせ運動感覚を入力する。 

・多動性の子どもについては、視覚からの情報が入りすぎることが考えられる。腹臥位にし、体幹前

面に感覚（背部、臀部を軽く押しつける）を入れる。 

・におい、音など感覚過敏が強いようであれば環境を整えてあげる。 

 

 

ポイント： 

触覚過敏 

・触覚刺激を徐々に増やしていく 

・他動的に手をとって、拍手をさせたり、こすり合わせたりしている時に、その手をみるよ

うにさせる 

 

集中力 

・集中できる最大限の時間を把握する 

・多くを求めすぎない 

・周囲に気が散るようなものを置かない 

・窓のそばや人の気配の感じない場所で行う 

 

教材教具の工夫 

・学習にとって必要な方向、形、数、色、大きさなどの概念の発達を促すもの 

・好きな音・色・形・光などで興味をもつように 

・探索は、潜在能力を引き出すきっかけとなる 

・平面・立体・距離感など姿勢や目的、集中力などを考慮して選択する 

・単純なものから複雑なものへと発達段階を考えながらステップを踏んで行う 
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（３）自作教材教具について 

 小学部・中学部学習指導要領第７章第３の４、高等部学習指導要領第６章第３款の４において「個々

の児童又は生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し、意欲的な活動を促すようにするものと

する。」と示された。意欲的な活動を促すためには、児童生徒の興味関心や身体の状態に応じた教材・教

具を用いることが大切である。本校では特に、三層強化段ボールを使い、児童生徒の身体の状況に応じ

たテーブルやベンチシート、遊具なども制作している。 

教材・教具 教材教具名・ねらい・利用方法など 

 ・三層強化段ボールは、耐圧の強さ、軽さ、加工の

容易さ、耐候性などに優れており、様々な自作の

教具を製作できる。 

・テーブルやベンチシートなど児童生徒の身体の状

況に合わせて作成している（製作前に児童生徒の

身体の採寸を行う）。 

 

【テーブルとベンチシート】 

・後方からの支援にむいている。腕が天板にのるこ

とで姿勢が安定し、手の操作性も向上する。 

 

 

【フロアテーブル】 

・座位用テーブル 緊張や腕の伸展などから天板を

大きめに作っている。 

 

 

【テーブルとトライチェア】 

・角度調整可能トライチェアとラップボード 

 前方からの支援にむいている。また、腕が天板に

のることで姿勢が安定し、手の操作性も向上する。 
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教材・教具 教材教具名・ねらい・利用方法など 

 

【書見台】 

 本を読む、ページをめくるなどが容易に行える。

子どもの視線に合わせ、高さや角度を変えること

ができる。 

 【座位用机】 

 座位で使用する。前傾姿勢にすることで姿勢が安

定する。両肘が天板の上にのり両手の操作も容易

になる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

【くりぬきテーブル（天板）】 

普段使用している机に装着する。脱着可能。両肘

が天板の上にのり姿勢が安定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パーテーション１】 

周囲の情報を遮断でき、落ち着いて学習に参加で

きる。左右・前面の三方をふさぐことができる。

前から支援できるように開くようになっている。 

【パーテーション２】 

周囲の情報を遮断でき、落ち着いて学習に参加で

きる。１枚ずつになっており、何枚か組み合わせ

て使用もできる。 
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教材・教具 教材教具名・ねらい・利用方法 

 【すべり台 大】 

・前提感覚系の刺激（身体の傾きや動きを感じる感

覚、空間に対するその運動の変化を感じる感覚）

について学習できる。 

・身体が重力に対してどのような姿勢にあり、動い

ているのか止まっているのか、どのくらいの速さ

で、どの方向に動いているのかを知ることができ

る。 

 【バランスボード】 

・不安定な中で踏ん張りながら姿勢をコントロール

できる。 

・平衡感覚（バランス感覚）を鍛えることができる。 

 【床座位用椅子】 

・体幹を鍛えたり、膝の屈曲角度を押さえたりする

ことで体育座りをしやすくする。 

 【的あてくん】 

・トリガー部分を引っ張るのには力が必要だが、発

射する際の力はあまり必要ない。 

・約３メートル玉が飛ぶ。 
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教材・教具 教材教具名・ねらい・利用方法 

 

【ペープサート用の土台】 

・ペープサートの雰囲気作りを作り出す。 

・ペープサートを左右に動かすことで、歩いているように見える。 

 

【スピンパイプ】 

・手を伸ばして触ったり、はじいたりする手の動きを引き出す。 

・追視して、楽しむことができる。 

・空き缶にさわることで上下に動いたり、回転したりする。 

 

【紐結び】 

・モールや紐で結び方を練習できる。 

・紐の先の色を変えることで操作がしやすくなる。 

 

【裂き織機】 

・手指の巧緻性、集中力を引き出す。 

・幅を変えて、製作できます。 

 

【コポコポ】 

・２つの空き缶をつなげ、空き缶に入った水の音を楽しむことができる。 

・様々な音刺激を楽しむことができる。 

 

【ビー玉遊び】 

・机上で、ビー玉遊びを楽しむことができる。 

・両手でもち、バランスをとりながらゴールまでビー玉を転がす。 
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教材・教具 教材教具名・ねらい・利用方法 

 

【シール貼り】 

・まっすぐシール貼りができる。 

・校内実習「ラベル張り班」で使用している。 

 

【ボールペン組み立て】 

・組み立てた数が分かる。 

・ボールペンを固定し、キャップをはめる。 

・校内実習ボールペン組み立て班で使用している。 

 

【握りくん】 

・握る力を補助し、書く活動を支えることができる。 

・クリップにマジックなどをはさんで使用する。 

 

 

【ころころくん】 

・目と手の協応を図ることができる。 

・ビー玉をつまむ、転がすなど手指の巧緻性を高めることができる。 

・転がるビー玉を注視できるようにも使うことができる。 

 

 【姿勢保持用具】 

・上体を起こすことで物をしっかりと見ることができる。 

・三層強化段ボールのまわりにスポンジをまいて製作した。 

・上体を起こす時に使用する。 
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教材・教具 教材教具名・ねらい・利用方法 

 

【コミュニケーションエイド/ＶＯＣＡ】 

・形のマッチングに使用する。 

・ペグなどを板にさすことで言葉や音楽が流れる。４種類(1 種類 8秒間)

の音を録音することができる。 

・形を動作カードに変え、音声とマッチングすることで意思表示にも使う

ことができる。 

※センター研修員と連携して製作 

 

 

【山田くん１号 コミュニケーションエイド/ＶＯＣＡ】 

・声や音楽などが録音でき、意思表示の教材・教具としても使用できる。 

・録音時間は８秒間で目の部分が光り点滅する。児童の実態を考え、軽く

ふれると作動するフレキシブルロッドスイッチを使用する。 

 

【山田くん２号 コミュニケーションエイド/ＶＯＣＡ】 

・２つのスイッチから「はい」「いいえ」や自分の好きな曲を選ぶなど選択

することができ、意思表示の教材・教具としても使用できる。 

・２つのモードで操作できる。声や音楽などが録音でき、録音時間は８秒

間で目の部分が光り点滅する。 

 

【型はめ（音と光）】 

・形のマッチングができる。 

・丸、四角など形のマッチングができると、音と光が出る。 

・三層強化段ボールを使用しているので簡単に形を変えることができる。 

 

【ＢＤスイッチ】 

・スイッチを押し、おもちゃを動かすことができる。 

・市販のおもちゃに BDスイッチをはさみ、スイッチで動かします。 

・スイッチは磁石を利用し軽く触れるだけでスイッチが入るようにしてい

ます。 

 

【すくマルくん】 

・スプーンや鉛筆をペンシルハンドで持つことができる。 

・お湯でやわらかくなるプラスチック素材を使い子どもの手に合わせて作

り、スプーンや鉛筆にはめ込む。比較的簡単にペンシルハンドで持つこ

とができるようになります。 
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１ 自立活動指導内容票 

本校では、適切な目標及び指導内容を設定するために「自立活動指導内容票」を記入し、適切な目標

設定及び指導内容の設定に努めている。 

自立活動指導内容票          

（作成日： 平成 年 月日／作成者：   ） 

児童生徒

氏名 

 小学部 ２年 

指導目標 

目標１ 約束を示すことで衝動的な行動を押さえたり､意にそぐわない場面でも気持ちを落ち着けたりして

活動を続ける。

 

目標２ 様々な場面で、質問の内容を理解して答えたり、自分の気持ちや感想を話したりする。 

 

目標１ 衝動的な行動を押さえたり、意にそぐわない場面でも気持ちを落ち着けたりする。 

選

定

さ

れ

た

項

目 

健康の

保持 

心理的な安定 人間関係 

の形成 

環境の把握 身体の

動き 

コミュニケーション 

 （１） 

情緒の安定 

（２） 

状況の理解と変化

への対応 

（３） 

自己の理解と行

動の調整 

（４） 

感覚を総合的に

活用した周囲の

状況の把握 

    （４） 

状況に応じたコミュ

ニケーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標２ 自分の気持ちや考えを表したり、相手からの質問の内容を理解し、答えたりする。 

選

定

さ

れ

た

項

目 

健康の

保持 

心理的な安定 人間関係 

の形成 

環境の把握 身体の動き コミュニケーシ

ョン 

 （２） 

状況の理解と変化

への対応 

（１） 

他者とのかかわり

の基礎 

（３） 

自己の理解と行動

の調整 

     （３） 

言語の形成と活

用 

 

 

 

 

 

 

指 導 

内 容 

約束やルールの理解

と順守 

状況の客観的な理解 多様な結果状況の

経験（失敗するこ

と、１番でないこと

もある等） 

自分の気持ちの言語

化 

指 導 

場 面 

日常生活の指導 

遊びの指導 

生活単元学習 

体育 

日常生活の指導 

遊びの指導 

生活単元学習 

体育 

日常生活の指導 

遊びの指導 

生活単元学習 

体育 

日常生活の指導 

指 導 

内 容 

物事の時系列での整理 質問の理解と自分の考えや気持ち

の言語化 

指 導 

場 面 

日常生活の指導 日常生活の指導 

生活単元学習 

Ⅱ 本校の自立活動 
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２ 各学部の実践 

（１）小学部の実践 

「自分の思いを表す手段（ツールの活用・話し言葉）の獲得について」 

１ 実態把握 

 ・小学部 1年男児、広汎性発達障害である。 

 ・入学前は地元の幼稚園に通い、集団生活を経験している。 

 ・単語程度の話し言葉があるが独り言が中心で、相手とのやりとりは難しい。幼稚園年長から

ささやき声で話すようになり、音声言語が減った。要求がある時は、クレーン行動で表す。 

 ・極度の偏食と、排泄行為への抵抗があり、強いストレスがある。 

 ・意に沿わないことや不安なことがある時に、唾を吐いたり、他傷行為をしたり、パニック状

態になったりする。 

 ・手順や活動のやり方等に固執することが多く、予定の変更や不規則なスケジュールに対応す

ることが難しい。 

 ・スキンシップをとることができ、教師に抱っこやおんぶをされることを好む。 

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

・自分の意思を絵カードや話し言葉で伝える。  ・相手の要求に応えて行動する。 

指導内容 指導場面 指導方法 

スケジュールや手順等の

理解 

 

 

意思表示の手段の獲得 

 

日常生活の指導 

 

 

 

国語・算数 

（個別学習） 

・生活の見通しをもつために、予定を理解する

取組 

・不規則なスケジュールや隙間時間の過ごし方

を理解し、適応するための取組。 

・絵や写真カード、話し言葉などのコミュニケ

ーション手段を獲得するための取組 

 

３ 具体的な指導実践 

 ①手順表やスケジュール表の活用と理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不規則なスケジュール（行事等による）、見通しの難

しい活動、気がかりな出来事（放課後に通院や訓練があ

る）等が起因して、他者に唾を吐く、引っ掻いたり叩い

たりする行動が見られた。予定を理解し、「○○の後は

○○ができる」といった楽しみが分かることで、ストレ

スが減らせると考え、手順表（朝の活動：写真１）やス

ケジュール表（写真２）等の視覚的なツールを活用した。

予定外の活動については、即時に絵（写真３）を提示し

て知らせた。 
写真１ 写真２ 

写真３ 

・楽しみな「給食」や「帰る」までの予定を理解し、そこ

までの活動を納得して取り組めるようになった。 

・不安な事や予定外の事でも、絵を見て「自分が今何をす

るのか」理解し、受け入れることができるようになった。 



 

 ②個別の時間設定による語彙の獲得と心理的安定

 

 

 

 ③「ＮＯ」の発信と受容 

 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

 ・入学時は絵カードや写真カードを介しての要求表現が中心であったが、獲得する言葉が増え

たことで、コミュニケーション手段も

葉の有効性に気付き、「意に沿わない」ストレスが激減し、唾吐きがほとんど見られなくなっ

た。２学期以降はささやき声で話すこともなくなった。

 ・視覚的なツールを活用し、その見方を理解したことで、手順、予定、予定変更、不規則な活

動（行事等）を読み取ることができるようになり、終わりまでの見通しをもつことができる

ようになった。結果、安定した生活につながっ

○課題 

・排泄行為への抵抗が強く、尿意を我慢している時に他傷行為が生じやすい。ストレスの大き

な原因となっているため、尿意を伝え、トイレで

写真６ 

写真４ 

写真５ 

18 

②個別の時間設定による語彙の獲得と心理的安定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入学時は絵カードや写真カードを介しての要求表現が中心であったが、獲得する言葉が増え

たことで、コミュニケーション手段も話し言葉が中心となった。教師に伝える

「意に沿わない」ストレスが激減し、唾吐きがほとんど見られなくなっ

２学期以降はささやき声で話すこともなくなった。 

・視覚的なツールを活用し、その見方を理解したことで、手順、予定、予定変更、不規則な活

動（行事等）を読み取ることができるようになり、終わりまでの見通しをもつことができる

ようになった。結果、安定した生活につながった。 

行為への抵抗が強く、尿意を我慢している時に他傷行為が生じやすい。ストレスの大き

な原因となっているため、尿意を伝え、トイレで排泄できる方法を考えたい。

２時間目（国語・算数）に２０分位の個別の学習時間を

帯で設定している。手順に沿った課題の設定（

終わりが明確に分かるため、自発的に且つ安心して取り組

むことができるようになった。また、入学時には拾い読み

だった平仮名の知識が、２音節以上の単語（

めるようになったことで、語彙が増え、話し言葉の広がり

に結びついた。 

・個別の学習時間が教科の時間としてだけではなく、「心

理的な安定」の役割を果たしており、朝の会を終えると、

「お勉強！」と自分から準備をするようになった。

・数字や文字の獲得により、様々な場面で、手順表やスケ

ジュール表の言葉を読んで理解し、活動の参加に結びつ

いた。 

不快な事や不安な事があると、叫んだり、他者を引っ掻

いたりといった行動が多かった。そこで、「いやだ」「やら

ない」を言葉で伝えることを教え、認めるようにした。（今

日は○○に行きたくない、△△をしたくない、等）即時に

「今日はやりたくないんだね」と、伝達できたことを認め

てあげることで、落ち着きを取り戻すことがあった。

・不安定になった時に、教師が原因を予測し、即時に絵に

描いて（写真６）「おなかすいたの？」等と尋ねると、「気

持ちが分かってもらえた」という実感があったのか、その

絵を満足げに眺めながら落ち着くということがあった。そ

の後も、幾度とそういった出来事があり、「ＮＯ」の発信

を受け入れ気持ちを代弁してもらったことを、視覚的に実

感できたことが、気持ちの安定につながったと言える。

 

・入学時は絵カードや写真カードを介しての要求表現が中心であったが、獲得する言葉が増え

伝えることで話し言

「意に沿わない」ストレスが激減し、唾吐きがほとんど見られなくなっ

・視覚的なツールを活用し、その見方を理解したことで、手順、予定、予定変更、不規則な活

動（行事等）を読み取ることができるようになり、終わりまでの見通しをもつことができる

行為への抵抗が強く、尿意を我慢している時に他傷行為が生じやすい。ストレスの大き

できる方法を考えたい。 

２時間目（国語・算数）に２０分位の個別の学習時間を

帯で設定している。手順に沿った課題の設定（写真４）で、

終わりが明確に分かるため、自発的に且つ安心して取り組

むことができるようになった。また、入学時には拾い読み

だった平仮名の知識が、２音節以上の単語（写真５）を読

めるようになったことで、語彙が増え、話し言葉の広がり

・個別の学習時間が教科の時間としてだけではなく、「心

理的な安定」の役割を果たしており、朝の会を終えると、

「お勉強！」と自分から準備をするようになった。 

・数字や文字の獲得により、様々な場面で、手順表やスケ

ジュール表の言葉を読んで理解し、活動の参加に結びつ

不快な事や不安な事があると、叫んだり、他者を引っ掻

いたりといった行動が多かった。そこで、「いやだ」「やら

ない」を言葉で伝えることを教え、認めるようにした。（今

日は○○に行きたくない、△△をしたくない、等）即時に

「今日はやりたくないんだね」と、伝達できたことを認め

てあげることで、落ち着きを取り戻すことがあった。 

・不安定になった時に、教師が原因を予測し、即時に絵に

）「おなかすいたの？」等と尋ねると、「気

持ちが分かってもらえた」という実感があったのか、その

絵を満足げに眺めながら落ち着くということがあった。そ

の後も、幾度とそういった出来事があり、「ＮＯ」の発信

を受け入れ気持ちを代弁してもらったことを、視覚的に実

感できたことが、気持ちの安定につながったと言える。 
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「記号や写真を活用して意思を伝える指導について」 

 

１ 実態把握 

 ・小学部３年生男児、精神運動発達遅滞である。 

・コミュニケーションに関しては、「ママ」「はい」「いや」「ゴーゴー」などいくつか自発語が

ある。言葉や身振りでの簡単な指示を理解し、言葉かけにはうなずいて応える。要求は実物

の指差しや身振りで伝えることが多いが、一方的に伝えるだけで、相手に応じてやりとりす

ることは難しい。 

 ・進級当初は、理由がはっきりしないが、何かを気にして気持ちが不安定になる、勝手に教室

から出て行ってしまい行き先がわからない、というようなことがよく見られた。 

・何らかの方法で意思を表すことができ、相手に伝わった経験を重ねることで、少しでも落ち

着いて過ごせるのではないかと考え、記号や写真を活用した意思の伝達手段の獲得の指導に

取り組むことにした。 

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

 

３ 具体的な指導実践 

①スケジュールの理解 

 各時間の活動を表す記号カードを用意し、毎朝自分でスケジュール

ボードに張るようにした。カードは校時と対応して張れるように、カ

ラーシールで色分けし、張った後に言葉で説明するようにした。活動

に変更があった場合には、一緒にカードを張り替えて変わったところ

を確認するようにした。場所が変更になった場合には、一緒に写真を

提示するようにした。 

 最初は、スケジュールの変更や初めての活動に対して不安を示し、

大声を出す、壁や戸を蹴る、自分の腿や頭を激しく叩くなどの行動が

見られた。夏休み以降はそのような行動が少しずつ減り、１日の動き

指導目標 

 記号や写真を使って、言いたいことを伝える。 

指導内容 指導場面 指導方法 

スケジュールの理解 朝の活動 ・自分でスケジュールボードに活動を表す記号

カードを張る。 

・記号カードを張り替えて、変更を伝える。 

記号や写真の活用 学校生活全般 ・教師が情報を伝えるときに提示する。 

・行きたい場所の写真を指さす練習をする。 

・やりたいことの記号を指さす練習をする。 
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に見通しがもてるようになった。１１月頃からは、変更を理解して受け入れ、落ち着いて活動で

きることが増えている。 

②記号や写真の活用 

事柄を表す記号と場所の写真のシートを用意し、説明や指

示を伝えるときに提示する

ようにした。また、何かや

りたいことを訴えているよ

うなときや、教室から出て行こうとしたときに、シートを提示

して問いかけ、当てはまる記号や写真を指さす練習した。 

事柄については、自分からシートを使って伝えることはまだ

少ないが、どれがやりたいのか尋ねると、記号を指さして答え

るようになってきた。 

場所については、数回練習すると、行き先の問いかけに写真

を指さして答えるようになった。慣れてくると、自分から写真

を指さして、行きたいことを伝えるようにもなってきた。現在

は、行きたい場所の写真を指さして「（行っても）いい？」と教師に尋ねる練習をしている。 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

  記号や写真を活用したことで、意味が分かる言葉が増え、簡単な説明や指示、問いかけを言

葉だけで理解できるようになってきた。指示や問いかけに対しては、内容に合わせて返事、指

さし、行動などで応じるようになってきた。 

  自分からやりたいことを伝えようとする気持ちも育ってきており、指さしだけでなく、身振

りをしたり、発声で訴えたり、その場に教師を連れて行ったりするようになってきた。 

  また、意思を伝える際に教師を模倣しながら練習をしてきたことで、周囲の様子を見て動作

や音声を模倣する様子が見られるようになってきている。 

 

○課題 

  自分から伝えられることはまだ少なく、内容も簡単なことに限られるので、記号や写真だけ

でなく文字も活用しながら、より詳しい内容を表現できるようにしていきたい。 

  また、１～２音の音声をそれらしく模倣できるようになってきたので、将来的には単語程度

の言葉を話せるようになってほしいと考えている。言葉の習得と活用についても、視覚的手段

と併せて検討していきたい。 
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「心理的な安定と社会性を高めるため実践について」 

 

１ 実態把握 

 ・小学部６年男児、精神遅滞である。 

 ・大人とのやりとりを好み、関心のあるアニメやゲームについての会話をする。 

・独り言が多く、大人の口調を真似る。  

・教師を手伝い、機器類等の片付けなどをすすんで行う。 

・気持ちが高揚すると急に笑ったり、手を叩いたり、友達や教師に乱暴な言動をとったりする。 

・ペンや本など、学校や家庭の物を勝手に持ち出すことがある。 

・校内やスクールバスに落書きをしたことがある。 

・母は夜勤があり、主な養育は祖父母がしている。 

・家でゲームをして過ごすことが多く、兄妹や母の外出時、本児は留守番をする。 

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標    

教師の話をよく聞き、場に応じた約束や決まりを守って行動する。 

指導内容 指導場面 指導方法 

会話や遊びを通した 

コミュニケーション 

 

 

 

ソーシャルスキルの獲得 

学校生活全般 

国・算（個別学習） 

 

 

 

合同自立２ 

３７頁参照 

 

・今まで以上に本児が心地よく感じるコミュニ

ケーションやスキンシップをとる時間を確

保 

・成就感を得られるプリント学習や、関心のあ

るパソコンを活用した学習 

・グループ活動を通して、必要なソーシャルス

キルを具体的な「方法」として獲得するため

の学習 

 

３ 具体的な指導実践 

① 心理的な安定を目指して 

母親が仕事を始めて不在になる時間が増えてから、情緒不安定になり、学校で女性に甘え

てスキンシップを求める一方で、乱暴な言動をとることが多くなった。さらに大人の注意を

ひくために物を隠す、落書きをする等の問題行動がみられた。行動を注意されると行為がエ

スカレートするか、怖がって萎縮する。しかし、反省を促すと話題を変え、精神的に逃避し

ようとする。本児の様子から、母の愛情を欲しており、家庭との連携が必須であると考え、

母の気持ちを受け止めながら学校の方針を伝えた。 

情緒的なコミュニケーションをとる時間を今まで以上に確保する取組として、本児と常に

教師が関わることとした。学部全体の協力の下、休み時間は教師が一緒に好きなサッカーや

音楽鑑賞をして遊んだ。個別の学習では、本児の好きなパソコンを活用してプリント学習を

行った。みどりっこタイムや学習をがんばったご褒美に壁面や連絡帳にシールを貼り、保護

者には称賛を本児に伝えるように依頼した。次第に、母親だけでなく大勢の職員から称賛さ

れる機会が増え、本児の励みにもなった。 

また、問題行動が起きないよう、約束を机上に掲示したり、登下校時、本児と家庭と学校

間で物を持ち帰らないことを約束したりした。問題を起こしたときは、本児が理解できるよ
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う、説明や相手への謝罪は端的にした。徐々に母親や教師の 

意識が変わり、注意を受ける機会は減り、心地よく感じる温 

かなコミュニケーションが深まり、問題行動は少なくなった。 

 

② 社会性を育てるために～合同自立活動２「にこにこタイム」～ 

ゲーム等のグループ活動を楽しみながら、必要なソーシャル 

スキルを具体的な「方法」として学んだ。生活場面のつまずき 

や困り事をテーマにするのではなく、参加しながら仲間と共に 

社会性を学んだ。学習活動は以下の通りである。 

 

 

 

 

   本児は、ふりかえりの感想文の中に「ゲームをして楽しかった。またやりたい」と書き、「に

こにこタイム」で満足感を十分に感じた。 

   また、相手と気持ちの折り合いをつけながら活動することで、相手の気持ちを考え、自分の

欲求を抑制したり切り替えたりすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

・家庭と学校が連携して本児への関わり方の意識を変えることで、学部全体の教師が優しく

関わる機会を増やし、本児の安心感や成就感を高めることができた。 

・本児が理解できている、満足感を得ていると捉えている生活の出来事（貸し借りの許可、

教師との会話等）を再度見直すことで、獲得している理解や心理状況を再考察し、支援方

法を指導に生かすことができた。 

 

○課題 

・感情の起伏が激しく変化する場合の対応・・・本児が感情をコントロールできなくなり喜怒

哀楽が急変し、心理的に逃避することがある。引き続き心理的な安定を図るためにコミュニ

ケーションを深めると共に、改善困難な場合は、医療等含め校内での支援体制を検討する。 

・約束を生活で実践することが困難・・・誰も見ていないと約束を守れないことが依然ある。

学校での持ち物確認や、家庭での機器類の金庫での保管は継続している。環境を整えなくて

も、自己コントロールし正しい行動をとることのできる支援の工夫が必要である。 

 

１ じゃんけん・・負けた時の気持ちを言葉で表現。負けた時の耐性。 

２ ３ヒントクイズ・・相手の話を聞くスキル。 

３ ２人３脚・・・相談。協調性。相手のせいにしない。 

４ ふりかえり・・感想。気持ちの表現。めあての評価。 

言葉で理解した

ことを生活で実

践できるよう机

上に掲示。 

じゃんけんじゃんけんじゃんけんじゃんけん。「負けて

もまあいいか」と口

に出すことが大事。 

２人３脚２人３脚２人３脚２人３脚。集中が途切れ

ふざけることもあるが、

気持ちを立て直して取

り組んだ。 
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ＰＴ、ＳＴのアドバイスを生かしてＰＴ、ＳＴのアドバイスを生かしてＰＴ、ＳＴのアドバイスを生かしてＰＴ、ＳＴのアドバイスを生かして

１ 実態把握１ 実態把握１ 実態把握１ 実態把握

・小学部１年生女児、精神発達遅滞である。

・染色体異常症（18q-症候群）、口唇口蓋裂

・筋緊張低下

・PT、OT、STは医療療育センターでＨ19.4～行っていたが、就学とともにPTは終了し、OT、STは

月１回程度受診。

【４月～５月中旬】

・「だっこして」の言葉がとても多く、登校時は一部だっこして教室に向かうことが多い。ランドセルを背

負うこともいやがる。足取りが安定せず、長く歩かない（歩けない）。

・座っているときは姿勢保持の持続が難しく、前屈みになりやすい。

・大人とはすぐ親しくなれるが、子ども同士で関わり合って遊ぶことはあまりない。友達や教師の名前を

繰り返し尋ね、覚えていっている。

・登校時はあくびをすることが多く、あいさつへの反応は少ない。時に関係なく、大人に「おはよう」とあ

いさつをする。あいさつを返す時、相手の顔を見て言うことは少ない。

・尿意や便意を伝えることはなく、おむつが汚れている嫌悪感を伝えることもない。紙おむつを使用。

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法

指導目標 ・体幹の力を強くできるように、階段の上り下りや中間位の姿勢を保持する運動

をする。 【５身体の動き（１）（４）】

指導内容 指導場面 指導方法

体重移動の感覚を身につける学習 自立活動 ・体を動かす楽しさを感じるように教師

(みどりっこタイム) と十分な関わり合うように工夫する。

学校生活全般 ・外部専門家の指導課題をもとに行う。

３ 具体的な指導実践３ 具体的な指導実践３ 具体的な指導実践３ 具体的な指導実践

①日常生活での対応について①日常生活での対応について①日常生活での対応について①日常生活での対応について

・目的地まで歩いて移動する体力や持久力をつける。

→「だっこして」は受容し、だっこしてあげる距離を短くする声がけで対応する

「ぎゅっ、ぎゅっと歩くよ」と踏みしめる言葉がけをする

② ＰＴ、ＳＴの指導より② ＰＴ、ＳＴの指導より② ＰＴ、ＳＴの指導より② ＰＴ、ＳＴの指導より

Ｈ２５．５．２０ ＰＴ

本人欠席で観察をしてもらえず、口頭で様子を伝える。

↓

【指導課題】

・椅子の背もたれにウレタンクッションを置き、座面を狭くして、足台をおいて前方への崩れ

を防ぐ。

・歩行時の下肢の振り出しをスムーズに行うことができるよう、中間位の姿勢保持（しゃがみ）

や膝立ち位での振り出しを行う。

・腹背筋など両膝を曲げて頭上げ（へそ見）と腰上げを１０回ずつゆっくり行う。

Ｈ２５．６．６ ＰＴ

座位姿勢、歩行を見ていただく。

↓

【指導課題】

・マット上ではくり抜きテーブルを使い、数分でも正座やあぐら位で座りながら学習するとよ

い。
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・階段昇降時の介助の仕方（手の握り方）

・椅子に合わせた５センチの足台を作成。

体幹の伸展を促すよう、背もたれにＵ字クッションを作成。

Ｈ２５．７．１１ ＳＴ

【観察後の評価】

・ｐ／ｔ／ｋ／ｓ／ともに弱音化。

・ガラガラうがいができないとのこと。

・口唇閉鎖、舌筋力の弱さが見られる。

・虫歯が多い｡口唇や歯茎に過敏あり。

↓

【指導課題】

・口唇マッサージ：頬をくるくるなでる、口唇を軽くつまむ

（食刺激に慣れる、筋緊張のイメージ↑）

・ストロー保持：口唇でストローをはさみ、５秒程度保持する

（水で口を含んで保持→ブクブクうがいへ）

・舌運動：「た」「か」の入った単語の発音練習

Ｈ２５．７．１８ ＰＴ

・トイレの使い方を観察 →踏ん張れるように足台を設置する

③ＰＴ、ＳＴの指導を生かして③ＰＴ、ＳＴの指導を生かして③ＰＴ、ＳＴの指導を生かして③ＰＴ、ＳＴの指導を生かして

○みどりっこタイム（自立活動の時間）を中心に

①手すりを使って階段を上ったり、手すりと教師の補助で階段を下りたりする。

（４分以内に２往復する）（コースの工夫をする）

②膝立ち位の運動では、ボールを使って意欲を高める。

○国語の時間に 「た」「か」の入った単語は意識して取り上げる

○日常生活の中で

・座っている時や膝を閉じる。

・「わかば」に行く際の階段上りも介助の仕方を意識する

○家庭との連携

・家庭訪問でＳＴの指導を伝え、口唇マッサージ、ストロー保持の協力をお願いする。

４ 成果と課題４ 成果と課題４ 成果と課題４ 成果と課題

○成果○成果○成果○成果

ＰＴ、ＳＴから児童の実態に応じた指導課題を得ることができたことで、自信をもって指

導することができた。

階段の上りは足を交互に出して上ることがほとんどになった。階段を下りるのは介助がま

だ必要だが、リズムよくスムーズに下りることができるようになってきた。

足の動きがスムーズになり、バランスよく歩くことができるようになってきている。長い

距離を歩けるようになった。

トイレに足台をつけたことや体幹がしっかりしたことがトイレトレーニングにもよい影響

を与え、布パンツを使用できるようになった。

口唇マッサージ等、夏休み中の家庭の協力もあり、歯磨きをあまり嫌がらなくなった。

○課題○課題○課題○課題

体幹の力を高める運動は、みどりっこタイムの時間を使って継続して行ったが、行事等で

続けてできないことも多かった。日常生活の中での階段の上り下りや目的地への移動などで

も、体幹の力を高めることができるように、より意識した言葉がけを大切にする必要がある。

ＳＴの指導課題は十分指導できなかった。指導時間を設定し、継続した指導ができるよう

に工夫する必要があった。
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学校の友達とつながり、関わりを広げる授業づくり
１ 実態把握

・小学部３年男児、低酸素性虚血性脳症である。

・在宅訪問により自立活動の指導を週４時間（週２回：午前１０時から正午まで）行っ

ている。

・表情や発声で快・不快を表す。

・頭を動かしてそばにいる人や抱いている人を見ようとする。対面で目が合うと笑顔を

見せる。人見知りすることが減り、初対面の人からの関わりも受け入れて応えるよう

になってきた。

・左手優位。絵本や人形、光るものなどを好む。興味をもったものには自分から手を伸

ばし、触る、握る、押す、引っ張るなどして遊ぶ。

・「そーれ」のかけ声が好きで、自分から手を動かして触ったり引っ張ったりする。

・月１～２回程度登校し、小学部３年の学級で友達との活動を楽しんでいる。

２ 自立活動の目標と指導内容・指導方法

指導目標

・呼名に対して発声し、左手を上げて教師の手にタッチして応える。

【５身体の動き（１）】【６コミュニケーション（１）】

・教師や友達と関わり、家族以外の人にも自分の気持ちを表情や発声で伝える。

【３人間関係の形成（１）】【６コミュニケーション（１）】

指導内容

・呼名への返事

・所属学級の学習活動への間接的参加

・集団の雰囲気を感じられる学習活動への参加

指導方法

・担任や担任以外の教師と一対一でのやりとり

・動画による所属学級との間接的なやりとり

・FaceTime通信を利用した、所属学級や学団との双方向のやりとり

３ 具体的な指導実践

①呼名への返事

指導内容 児童の様子

・担任の呼名に返事をする。 ・ほぼ確実に教師の手に左手でタッチした。体調

が良いときには促しに応じて発声した。

・担任以外の教師の呼名に返事を ・動画は、回を重ねると返事をしなくなった。同

する。（動画、同行訪問、スク 行訪問やスクーリングでは、初めて名前を呼ん

ーリング） でもらう教師にも左手を上げて応えることが増

えた。

・所属学級の朝の会の元気調べの ・呼名する友達が毎回変わるため、飽きることな

コーナーで、友達からの呼名に く取り組んでいる。

返事をする。（動画） ・初めは自分以外の場面でも左手を上げていたが、

回を重ねるにつれ、自分の名前が呼ばれてから

応えるようになってきている。

○○さん、

元気ですか？
はい！
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②所属学級の学習活動への間接的・直接的参加

指導内容 児童の様子

・所属学級の友達の「魚釣りゲー ・友達の声が聞こえると、顔を上げて画面を見た。

ム」の様子を動画で見る。 しばらく注目して見ていた。

・ベンチ椅子に座り、魚釣りして ・友達が映っている動画を見るときと同じ機器で撮

いる様子を動画で撮る。 影したためか、顔を上げて撮ることができた。

・スクーリングの際に、所属学級 ・スクーリングでは、緊張する様子が減った。所属

の友達と一緒にゲームの活動に 学級の友達からの関わりに笑顔を見せたり、隣に

取り組む。 いる友達を注視したりするようになった。

③集団の雰囲気を感じられる学習活動への参加

指導内容 児童の様子

・友達の顔写真を使用した紙芝居 ・友達の顔写真を見ると笑顔になった。紙芝居も時

を見る。 折笑いながら最後まで注目して見た。

・FaceTime での通信を通して、友 ・FaceTimeでの通信では、友達の声が聞こえたり、

達と一緒に劇の練習をする。 映像が見えたりすると笑顔になった。３０分ほど

の通信中、最後まで集中して練習に参加した。

・学園祭本番で、くす玉のひもを ・学園祭本番でも、練習と同じようにくす玉のひも

引っ張る。 を引っ張ることができた。

４ 成果と課題

○成果

・所属学級とつながりをもった活動を設定し、お互いにやりとりを繰り返したことで、

友達からのかかわりを笑顔で受け入れたり、隣にいる友達を注視したりと、友達への

関心が深まった。所属学級の児童の本児への関心も高まり、本児のスクーリングを心

待ちにしたり、訪問指導での本児の様子を聞いたりするようになった。

・担任や所属学級の教師以外の教師とのやりとりにも笑顔を見せるようになった。スク

ーリング時に緊張する様子が減り、言葉を掛けられると左手を上げたり、笑顔を見せ

たりして応えることが増えた。

・学園祭や近隣小学校との交流及び共同学習での音楽発表等で、練習の成果を十分に発

揮することができた。たくさんの観客の前でも自分から左手を動かして活動すること

ができた。

○課題

・訪問指導の時間帯、通学している児童は縦割りの学習活動を行っているため、所属学

級と双方向通信する時間の確保が難しい。お互いのねらいや活動内容を教師間で十分

に話し合い、共通理解を図りながら、つながりのある活動と双方向通信する時間を設

定する。

・喃語や発声が増えてきている。より意図的な発声や気持ちの表出へとつながるように、

指導内容や方法、相手に伝えるための教材等の工夫が必要である。

応援してね

一緒にやろう！

がんばって！

ぼくが数えるね

やったー！
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タブレット端末を用いた、意思伝達の手段の拡大を目指した指導実践

１ 実態把握

・小学部３年男児、アンジェルマン症候群である。

・行きたいところに移動したり、欲しい物を手に取ったりする直接的な行動で気持ちを

表す。トイレ（股間を叩く、肩を叩く）、お願い（両手を合わせて叩く）、などのサ

インがあるが、複数のサインを混同して出すこともある。あ、ま、ぱの音を中心にし

た喃語を話し、「ママ」（母や教師）、「パパ」（父）、「あめん」（ごめん）などの言葉

があるが、不明瞭であり聞き取りが難しいことが多い。指差ししたり、二つのカード

を見て欲しい方を正しく選択したりして気持ちを表すことが難しい。

・タブレット端末が好きで、自ら操作して好きなユーチューブ画面を出して見ることが

できる。

・食べ物への関心が高いことから、昨年度半ばよりタブレット端末を用いて食べたいお

かずを選択する取組を行っている。

２ 自立活動の目標と指導内容・指導方法

指導目標

・タブレット端末や絵カードなどを用い、自分の要求を伝える。

【３人間関係の形成（１）】【４環境の把握（５）】【６コミュニケーション（１）】

・・・・質問に対し、ポインティングやサインで答えるなど、言語に対して応じる。

【３人間関係の形成（１）】【４環境の把握（５）】【５身体の動き（５）】

指導内容

・タブレット端末を使って自分の要求を教師に伝える。

（「ねえきいて」のアプリで、画面上の複数の画像から自分の欲しいものを選択する）

指導方法

①給食時に食べたいおかずをｉＰａｄで選択する。《１学期》

②個別学習時にやりたい活動や見たい絵本をｉＰａｄで選択する。《２学期》

３ 具体的な指導実践

①給食時に食べたいおかずを選択する

指導内容 児童の様子

・４つのおかずの画像の中か ・正しく選択することが難しく、選択したおかずを渡す

ら食べたいものを選択する。 と強く押し返したり、ひっくり返そうとしたりするこ

ともあった。選択して食べた場面でも、それが正しい

選択だったのか、出されたものが単に嫌でないから食

べたのかの判別が難しかった。

・２つのおかずの画像の中か ・右手前の位置のものを選択しやすいという癖が見られ

ら食べたいものを選択する。 た。しかし、選択肢が減ったことで画面に注目するよ

うになり、「選ぼう」という気持ちをもって指を動か

している様子が読み取れるようになった。

・目の前に食べ物がある状況で待たされることに苛立ち

を覚え、集中しづらくなることが度々あった。

・毎日おかずを撮影して選択用の画面を

作成する手間がかかることや、その待

ち時間に本児が苛立つという課題が見

えてきたことを受け、指導場面を見直

した。個別学習の中で、ｉＰａｄを用

いた選択の活動を行うことにした。

児童の様子を受け、

指導内容を見直し

「ねえ、

きいて」

画面に四つ

の選択画像
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②個別学習時にやりたい活動や見たい絵本を選択する

指導内容 児童の様子

・４つの絵本の画像の中から、・４つの絵本の中から見たい絵本を選ぶということが分

見たい絵本を選んで教師と かり、正しくタッチして選んだり、間違って選んだと

一緒に見る。 きにやり直そうとしたりした。手指の動作がスムーズ

・４つの活動の画像の中から、 でないために間違って選ぶこともあるが、手首を下か

やりたい課題を選択して取 ら支えるように固定してやると指先で慎重にタッチし

り組む。 たい画像を選んだ。

・絵本や活動の画面を覚え、６つ程度の画面を自分でス

ライドさせて求める画面を出すようになった。

・選択した画像の横に実物を出してみせ、「これですか」

と確認する場面を設けて繰り返したところ、正しいと

きには実物をトントンと触ってから“お願い”とサイ

ンを出し、間違ったときには“いらない”と押し戻す

ようになった。間違ったときに“お願い”とサインを

出して受け取った場合でも、少し時間をおいて考えて

から押し戻すようになり、正しく選択したり、気持ち

を分かりやすく伝えたりすることが増えた。

・

４ 成果と課題

○成果

・個別の課題学習において、毎回同じ固定された画面を用いて選択の活動を行ったこと

で、見通しをもって取り組めるようになった。繰り返すに従って、正しく選択できる

ことが増えた。

・正しく選択できるようになったことに伴い、対象を触って“お願い”のサインを出す

など、スムーズな動作とサインも増えた。また、自分の選択を受け入れてもらえるこ

とへ安心感をもち、間違ったときに怒らずに穏やかに押し返すようになった。

○課題

・指導当初は前年度の取組を踏襲する形で行ったが、成果を引き出すことが難しかった。

年度を超えて継続する指導に関しては、十分な引き継ぎとともに、実態把握に基づく

支援の練り直しを早期に行う必要があると感じた。

・課題に飽きてくると選択しようとする意欲の低下が見られたため、本児が関心をもっ

て選択したいと思える課題の設定が必要であった。

・今後は、“行きたいところ”や“伝えたい気持ち”など、より生活に結びついた内容

を正しく選択したり伝えたりできることを目指し、タブレット端末の活用を工夫して

いきたいと考える。

正しくタッチするための支援 画面をスライドさせて画像探し 「この絵本ですか」「ちょうだい」



29

話し合い場面で思考を広げ、つながるために

～タブレット端末の活用を通して～

１ 実態把握

・小学部６年男子。精神遅滞である。

・話すことが得意で集会の司会などに落ち着いて取り組む。しかし、場の雰囲気や相手

の状況を理解できずに、自分が期待する答えが返ってくるまでしつこく質問したり、

一方的に話し掛けたりすることがある。会話にならないことも多い。

・細かい作業が苦手。字もきれいに書き直すように言葉を掛けられることが多い。

・パソコンやＣＤなど機器を操作することが好き。

２ 自立活動の目標と指導内容・指導方法

指導目標

・人との関わりを楽しみながら、適切なコミュニケーションの仕方を身に付け、

行動する。〈Ⅲ 人間関係の形成（３）自己の理解と行動の調整に関すること〉

〈Ⅵ コミュニケーション（３）言語の形成と活用に関すること〉

指導内容

・タブレット端末を使って自分の思いやアイデアを相手に分かりやすく伝えて、

一緒に取り組む。

指導方法〈生活単元学習〉

・手書き入力アプリケーション「GoodNotes」を使って自分の考えを伝えたり、宣

伝グッズの制作に活用したりする。

３ 具体的な指導実践

①話し合い場面で思考を広げるために

「コンサートをひらこう」の単元で、もう一人の児童とチケットやちらし、ポスター

を作る宣伝係を担当した。本児は、昨年度も同じ係を担当しており、係のリーダーとし

て友達にいろいろなアイデアを提案した。

みんなの写真

を入れようよ

虹の絵を

描こうよ

ペンの色はどうや

って変えるの

写真はどうやっ

て撮るの

ポスターは字がき

れいなＡくんに書

いてもらおう

１台の端末を見つめながら、ア

イデアや操作方法を話し合う
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【評価】

本児は昨年度のチケット作りの手順を覚えており、友達に自分のアイデアを伝えたり、

作り方を教えたりすることができた。チケットやちらしを作るときは、手書き入力アプ

リケーション（GoodNotes）を使い、入力にストレスを感じないようにした。担当を決

めるときには、「Ａくんは字を書くのが得意だから、ここをお願いしたい」など、友達

のよさに気付き、生かす姿が見られた。

②友達とつながるために

２人に共通して興味のあるタブレット端末を使用したことで、係の目標を達成しよう

とする意欲も高まった。しかし、手書き入力アプリケーションは使ったことがなかった

ため、操作で困ったときはその都度教師に聞きにきた。そこで、操作マニュアルを作成

し、それを手がかりに２人で考えて活動できるようにした。

【評価】

手書き入力アプリケーション（GoodNotes）は、書き込みや消去が簡単なため書き直

しに抵抗が少なく、イメージ通りに描くことができた。本児同様、タブレット端末の操

作に興味があり、友達のアドバイスを受け入れて活動に取り組むことを目標にしている

Ａさんとペアになることで、お互いに高め合おうとする活動ができた。

４ 成果と課題

○成果

・興味のある機器の使用で、友達と関わり、アイデアを広げた。

・友達と入力から印刷まで行ったことで、やり取りを楽しみ、達成感を共有できた。

○課題

・自立活動の目標を達成するために情報端末の操作技術の向上ではなく、友達同士の

話し合いを深め、広げる支援の工夫がもっと必要であった。

（例）分かりやすい操作マニュアルの作成、入力箇所のガイド用紙の作成など

ここにやり方

が書いてある
みんなも頑張

ってるな

マニュアルを見て入力ちらし用の写真を撮影
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（２）中学部の指導 

「言葉・サイン・VOCA を活用してのコミュニケーションの指導について」 

 

１ 実態把握 

 ・中学部１年男児、知的障害である。 

 ・両下肢に麻痺があり手指の動きもぎこちない。発音も不明瞭である。 

 ・コミュニケーションに意欲的である。状況の理解や周囲への関心も高いので発音さえ明瞭であれ

ば円滑にコミュニケーションを楽しむことができる生徒である。  

 ・「あ・か・く・た・（つ）・な・は・ま・ん・が・ぐ・だ・ば・ぶ・ぱ・ぷ」を発音できる。そ

れ以外は、ほぼ「ん」になる。  

 ・日常多い発語 「あんぱん＝鐙」「ン～ンドゥダン＝オレンジジュース」 

         「んま～ん＝うま～い」「かん～んかん＝帰りの会」等 

 ・Ｈ２４．８．３～てんかん薬を服用している。   

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

  身近な教師や友達に対して適切に意思表示したり簡単な応対ができる。 

指導内容 指導場面 指導方法 

・自分に起きた出来事や

 考えを言葉で表現す 

 る。 

 

・困ったときやわからな 

いときの対処法を知る。 

 

・発音練習 

 

・代替手段の獲得 

教育活動全体 

生活単元学習 

 

 

教育活動全体 

作業学習 

 

国語・数学 

 

朝・帰りの会 

・濁音＆拗音付き五十音表を活用しての言 

葉による意思の伝達 

 

 

・サインによる意思の伝達 

 

 

・教師と一緒に行う発音練習 

 

・VOCAの活用 

 

３ 具体的な指導実践 

 ①五十音表を活用しての言葉による意思の伝達 

 ・濁音＆拗音付き五十音表が印刷された硬質下敷きを生徒の机上に常に挟み、活用。 

 ・担当教師は紙の五十音表を常に携行。 

 ②サインによる意思の伝達 

 ・トイレ ・指で数やクラスを表して 

 ③VOCAの活用（発音の不明瞭さを補うために） 

 ・朝と帰りの会の司会  
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４ 成果と課題 

 ○ 成果 

  ① 五十音表を活用した言葉による意 

   思の伝達は VOCAと違い録音された 

   メッセージだけではなく本人のその 

   時々の思いを聞き取ることができる。   

本生徒は伝えたい思いのたくさん 

   ある生徒なので、いろいろなことを 

   発信してくる。こちらが聞き取れな 

   いときは生徒自ら表を指し意思の疎通を図ることができた。 

    校外学習やスキー教室等普段と違う場面では生徒の話す内容も普段とは違うのでこちらも聞

き取りにくいことが多くなる。しかし、そのような時も携行している紙の五十音表でスムーズ

にコミュニケーションすることができた。 

スクールバス内にもこの表を置いたことにより本生徒の発音に慣れていない教師も簡単なコ

ミュニケーションをすることができた。 

    ② 両下肢に麻痺があり移動にも時間がかかるが、サインによる意思の伝達を行ったことで排泄

の失敗は数えるほどしかなかった。 

    ③ VOCAを使って司会をすること 

   で「健康観察○○さんお願いします。」  

や「～を始めます。礼」「～を終わ 

   ります。礼」のメッセージに友達 

   が素早く反応してくれるので、本 

   人はとても喜び意欲的に VOCAを 

   使用することができた。 

 

○ 課題 

  ① 五十音表を活用しての言葉による意思の伝達には「時間がかかる。」「文字を読めない友達

には伝わらない」という課題がある。 

  ② サインに関してはトイレや数字以外でも、簡単で伝わりやすいサインを獲得していけばコミ

ュニケーションの幅がより広がるので今後も増やしていきたい。 

  ③ 現在使用している VOCAの録音秒数は４秒間である。したがって４秒間の中での有効な活用

の仕方を練っていく必要がある。今後は「健康観察係」として友達の呼名に活用するのが有効

ではないかと考えている。 

 

コミュニケーションにとても意欲的な生徒なので今後もいろいろなツールも活用しながら「思い

が伝わる楽しさ」を一緒に分かち合っていきたい。 
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「特定の場面で話すことが難しい生徒の代替手段を用いたコミュニケーション方法

の獲得について」 

 

１ 実態把握 

 ・中学部３年男子、集団学習の場で不安を感じやすく、人前で自分の考えを発表することが特

に苦手な生徒である。 

・家庭では安心して大きな声で話すことができるが、学校等家庭以外では自由に話すことが難

しい。また、初めての場や見通しが持てない場面においても不安そうな表情を見せている。 

・元来、人前で大きな声を出して話すことが苦手な生徒であったが、中学部に入学し環境が変

わったことを機に、人前で声をだすことがほとんどなくなった。話さなければいけないとい

う不安感から、特定の人以外とのコミュニケーションを避けようとする様子も見られる。 

・発声を促されることは、対象生徒の心理的な不安感を増大させ、他の問題行動となって表れ

ることもあった。普段のコミュニケーションでは、実物を提示したり、身振り手振り等のジ

ェスチャーで伝えたり、黒板や紙に文字を書いて伝えたりしている。 

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

自分の伝えたいことを様々な方法で表現する 

指導内容 指導場面 指導方法 

・自己表現 

～ らくがきコーナー 

 

 

 

・代替手段の獲得 

～ホワイトボードの活用 

 

・休憩時間 

 

 

 

 

・学校生活全般 

・一緒に「らくがき」することを通して、クラ

スの友達との自然な関わりを促す。 

・描かれた内容を基に会話を楽しむ。自己表現

することの楽しさを味わうことができるよ

うにする。 

・日常会話や発表場面、おつかい等で、代替手

段の活用機会を設定する。 

・学習の中でのホワイトボードを活用した発表

の仕方を練習する。 

 

３ 具体的な指導実践 

○具体的な指導実践① ～「らくがきコーナー」の設置 ～ 

学級の壁面に「らくがきコーナー」を設け、休み時間に描きたいものを自由に描くこと

ができるようにした。友達が楽しそうに描いている様子を見て、対象生徒も自ら自分の気

持ちを絵や言葉で表現するようになってきた。描いた内容に応じて、周囲から様々な反応

があるため、楽しみながら描いていた。 

 

「らくがき」で描く内容は①→④のように変化した。 

①なぐり書き 

②果物などを表した簡単な絵 

③保護者や担任などの顔の絵  

④「○○に行きたい」などの簡単な要求、昨日の出来事

など 
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＊④の時期から、教室にあるプリントや画用紙に昨日の出

来事や自分のやりたいことを書いて、担任に伝えるよう

になった。対象生徒専用のホワイトボードを用意し、自

由に伝えたいことを書くことができるようにした。 

 

○具体的な指導実践② ～ホワイトボードの携帯 ～ 

 

事務室や保健室などへの簡単なお遣いを対象生

徒に依頼するようにした。ホワイトボード携帯前

はなかなか用件が伝わらないため、一人で行くこ

とを嫌がっていたが、ホワイトボードを持ってか

らは自信をもって一人で行くことができるように

なった。 

  学級では、ホワイトボードに昨日の出来事などを記入し、自分から担任や友達に教

えてくれるようになり、積極的に他者に関わろうとする様子が見られるようになった。

また、教師の質問に対して「はい」「いいえ」だけでなく、知っている単語などを用い

て詳しく自分の考えを伝えられるようになってきた。 

 

○具体的な指導実践③ ～その他に配慮したこと ～ 

・安心して活動できるよう、「話さなければならない」というプレッシャーは必要以上に与え

ないようにした。また、見通しをもって活動に取り組めるよう事前の告知を丁寧に行った。 

  ・教師からの質問は生徒自身が答えられる内容のものを選ぶ。答えられずに終わるという負

の経験はなるべく少なくなるようにした。 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

らくがきコーナーを掲示したり、ホワイトボードを携帯したりしたことで、自分の考えを

以前よりも楽に他者に伝えられるようになった。また、自分から積極的に他者に関わろうと

することが増えた。 

   コミュニケーション面での不安が軽減され、自分の意思を表出するための手段を獲得しつ

つあることから、心理的に安定してきている。対象生徒が不安定になったときに良く見られ

た物を隠す、壊す、友達とトラブルを起こすといった問題行動が以前よりも減った。 

○課題 

現段階では、限定された場面でのホワイトボードの活用であるため、様々な場面で活用で

きるようにしていきたい。 

リラックスした場面では、自分から気持ちや考えを伝える機会が増えたものの、授業場面

等、緊張感のある場面ではなかなか自分から考えを伝えることができない。発表方法も教師

に頼っていることが多いため、自分で自信をもって発表できる方法を検討していきたい。 
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「他者の働きかけを受け入れ、肯定的に関わることを目指した指導について」 

 

１ 実態把握 

・両下肢に障害があり、可動式の装具を使用している。歩行や階段の昇降は可能であるが段差

の大きい場所等ではバランスを崩しやすい。 

・教師と一対一で学習することが多かったためか、ごく親しい人以外との関わりに大きな抵抗

感を示し、友達とのコミュニケーションは少ない。また本人が原因でトラブルになったとき

でも素直に謝ることが難しい。 

・身近な大人には自分からよく話しかけ、冗談を言ったりスキンシップをとろうとしたりする。 

・集団生活でのルールや約束を理解してはいるものの、ふざけることも多く、自分の思い通り

にならないとイライラして人を押したり、物を投げたり等の乱暴な言動をとることがある。 

・人前での発表等は緊張のため、声が小さく発音も不明瞭で、確認するように教師の顔を見な

がら話す。 

・教師の支援を受ける機会の多い友達に対しては、自分からお世話をしたり、活動に誘ったり

する。 

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

安定した気持ちで集団に参加し、集団の一員であるという意識を高める。 

指導内容 指導場面 指導方法 

・役割の設定 

・集団の中での関わりづくり 

・日常生活の指導 

（給食準備） 

・生活単元学習 

・作業学習 

 

・必然性があり負担感の少ない役割を設定

する。 

・単元を通して毎時間同じ流れで学習を進

め、見通しがもちやすく参加しやすい活

動を設定する。 

・責任感を感じられるように、一つの工程

を担当し、作った道具を友達に手渡しす

る場面を設定する。 

 

３ 具体的な指導実践 

① 役割の設定～日常生活の指導 

 教師や友達が給食準備をしていても一人で座っていたり、自分の分

だけを準備したりしていた。こぼす、割れるなどの負担感の少ない牛

乳パックやストローなどの配布の役割を任せた。教師が持ってきた物

を個別のお盆に配布することから始め、徐々に教師の言葉掛けが無く

ても自分で気付いて取り組めるようになってきた。気分に左右される

面はあるが、自分の任された仕事だけでなく、友達と協力して準備に

取り組む姿が見られるようになった。 
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② 集団の中での関わりづくり～生活単元学習 

 生活単元学習では外国や日本について学び、そのまとめとしてカード作りを行った。集団作

りの一環として学習のまとめで簡単なカードゲームを取り入れた。失敗したくない思いや、自

分の思い通りにならない友達との関わりにおいて、当初は消極的

であった。自分の作ったカードやお気に入りのカードを取りたい

という気持ちが出てくると少しずつゲームに参加するようにな

り、カードを取れるようにもなった。カードをとれたという喜び

を味わうとともに、友達や教師の賞賛が本人の自信や集団の中で

も安心感につながったと考える。現在は仲の良い友達に誘われて

二人でゲームをする姿が見られるようになった。 

 

③ その他 教育活動全般を通して   

 作業日誌（出来高表）を通して作業学習の様子を学級でも評

価した。褒められたことで自信がつき、自分から「今日は○個

できました」、「○○がんばった」と積極的に発言するようにな

った。また給食の完食、はみがき等の本人ががんばったと実感

していることを連絡帳で伝えたり、家庭でのがんばりの記入が

あったときは教師間だけでなく、学級でも話題にしたりした。

関わる人がＴさんのがんばりを共有することが本人のさらなる

意欲につながった。 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

 ・自分の良い所を認めてくれたという体験を繰り返し、信頼感がうまれたことで、意固地にな

って反抗する回数が減ったことにつながり、相手の話を素直に聞いて行動できることが増え

てきた。イライラしたり、自分の思い通りにならなかったりしたときでも、すぐに気持ちを

切り替えられるようになってきた。 

 ・自分から関われる人や機会が増え、落ち着いた環境に身を置けることで、各学習でやるべき

課題に取り組める時間が増えた。 

 ・教師の促しが必要な時はあるものの「ごめんなさい」と謝ることができるようになってきた。 

 

○課題 

・ふざけることで相手の出方を見たり、八つ当たり、いやがらせをしたりして周りに理解して 

 もらうのではなく、新しい環境に少しでも早く慣れるための支援を確立する。 

・集団生活でのストレスを減らし、より主体的な姿を引き出すために、様々な集団での学習を 

 経験し、自分の気持ちや要求を伝えられる相手を増やしていきたい。 

・注意や指示に対する耐性を高める。 

・有効な手立ての検証を関わりのある職員間で共有し、指導方法の般化へとつなげていきたい。 
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「タブレット端末を活用したコミュニケーション」 

～「朝の会 健康観察」を通して～ 

 

１ 実態把握 

 ・中学部３年男子、精神発達遅滞である。 

 ・発語はなく、指差しや目線などで要求を伝える。トイレの際も、指で WC サインを出

し、意思を伝える。 

 ・友達のことを意識はしているが、自分から関わる姿は見られない。「～さんとタッチ」

など教師が働きかけると、友達と関わることができる。 

 ・にぎやかな場所を苦手とし、一人で自分のペースで活動することを好む。 

  

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

 ・クラスメートの名前を覚え、タブレット端末を用いて友達と関わる。 

  【３人間関係の形成（１）】【６コミュニケーション（１）】 

指導内容 

 ・友達と関わりあう場の保障 

 ・毎朝の繰り返し活動 

指導方法 

 ・代替手段の活用 

 ・写真や音声の活用 

 

３ 具体的な指導実践 

個別の課題への取り組み 

①ドロップトークの操作に慣れる①ドロップトークの操作に慣れる①ドロップトークの操作に慣れる①ドロップトークの操作に慣れる    

・アプリケーション「ドロップトーク」にクラスメートの写真と音声（担 

任の声）を入力した。（写真参照） 

・最初は教師と一緒に友達の所に移動し、写真と本人とを照らし合 

わせてから、ボタンにタッチするようにした。 

・ミスタッチすることも多かったため、段ボールで枠を作り、画面 

上に貼りつけた。（図参照） 

 

 【評価】 

・友達のところに自分で考え、移動できるようになった。 

・端末の操作に慣れた。 

 

ドロップトーク 
の画面 

○○さん元気

ですか？ 

段ボール枠の 
イメージ 



 

 ②自分の判断で友達に聞く②自分の判断で友達に聞く②自分の判断で友達に聞く②自分の判断で友達に聞く

・教師が「次の人は？」と質問をし、

した。 

・友達の方へ自分の判断で向かった時に称賛し、自信につながるようにした。

・端末の操作に慣れてきたことを受け、段ボールの枠を外した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【評価】 

・生徒自身が判断し、友達のところまで移動して、健康チェックができた。

・端末を一人で操作することができた。

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

 ・ドロップトークの写真と友達とのマッチングが確実になった。自分の役割という面も

あるが、友達への関心が高まり、迷わず移動する姿も見られるようになった

 ・教師が手を添えなくても、自分から端末を操作し、友達とやり取りができるようにな

った。タブレット端末をコミュニケーションの代替手段として活用できた。

 

○課題 

・今回は、学校生活の中の健康観察に特化し、

語彙の獲得と表出や、作業学習における報告の場面など、本生徒にとってたくさん活

用できる場があったと考える

・端末の利用は社会に出てこそ活用すべきと考える。家庭生活、実習先など

どの場にいても活用できるよう、
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②自分の判断で友達に聞く②自分の判断で友達に聞く②自分の判断で友達に聞く②自分の判断で友達に聞く    

・教師が「次の人は？」と質問をし、それをヒントに自分から友達の方へ

・友達の方へ自分の判断で向かった時に称賛し、自信につながるようにした。

・端末の操作に慣れてきたことを受け、段ボールの枠を外した。 

・生徒自身が判断し、友達のところまで移動して、健康チェックができた。

・端末を一人で操作することができた。 

ドロップトークの写真と友達とのマッチングが確実になった。自分の役割という面も

あるが、友達への関心が高まり、迷わず移動する姿も見られるようになった

教師が手を添えなくても、自分から端末を操作し、友達とやり取りができるようにな

をコミュニケーションの代替手段として活用できた。

今回は、学校生活の中の健康観察に特化し、学習を重ねてきた。しかし、国語におけ

語彙の獲得と表出や、作業学習における報告の場面など、本生徒にとってたくさん活

用できる場があったと考える。活用の機会を広げることが必要である。

端末の利用は社会に出てこそ活用すべきと考える。家庭生活、実習先など

どの場にいても活用できるよう、環境を整える必要がある。 

Aさん元気

ですか？ 

Bさん元気

ですか？ 

方へ向かえるように

・友達の方へ自分の判断で向かった時に称賛し、自信につながるようにした。 

・生徒自身が判断し、友達のところまで移動して、健康チェックができた。 

ドロップトークの写真と友達とのマッチングが確実になった。自分の役割という面も

あるが、友達への関心が高まり、迷わず移動する姿も見られるようになった。 

教師が手を添えなくても、自分から端末を操作し、友達とやり取りができるようにな

をコミュニケーションの代替手段として活用できた。 

学習を重ねてきた。しかし、国語におけ

語彙の獲得と表出や、作業学習における報告の場面など、本生徒にとってたくさん活

活用の機会を広げることが必要である。 

端末の利用は社会に出てこそ活用すべきと考える。家庭生活、実習先など、本生徒が
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自分の姿や行動を客観的に振り返る ～タブレット端末を活用して～ 

 

１ 実態把握 

     中学部２年２組は、男子４名、女子２名、計６名である。コミュニケーション能力について

は、言葉の明瞭さや語彙に個人差はあるが、５名が言葉によるコミュニケーションが可能で

ある。１名は発語がないが、表情や視線、動作で気持ちを表現することができる。友達同士

の関わりについては、友達を意識し、自分から友達にあいさつをしたり、遊びに誘いかけた

りする様子が見られるようになってきた。一方的な関わり方も見られ、教師の仲立ちを必要

とする場面も多くあるが、少しずつ友達同士の関わりが増えてきている。自分の行動につい

て周囲から指摘されることを苦手とする生徒もいるが、教師や友達からの意見を受け入れら

れるようになってきている。 

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

 ・中学生らしい適切な生活習慣（あいさつ、返事、整理整頓など）を身に付ける。 

[健康の保持] 

 ・自分のできていること、できていないことを知り、苦手なことにも挑戦しようとする気

持ちを育む。[人間関係の形成] 

指導内容 指導場面 指導方法 

「中２マナー講座」 

・あいさつや返事の

仕方 

・座っているときの

姿勢など 

・整理整頓 

・学級活動 

・日常生活の 

指導 

 

・教師や友達があいさつや返事、机の運び方などを

実演する。その様子をタブレット端末で撮影す

る。 

・映像を見ながらうまくできている部分、できてい

ない部分について意見を話し合う。 

・今後どのようにしていけば良いか考えさせたり、

アドバイスをしたりする。 

 

３ 具体的な指導実践 

①中２－２マナー講座 「自分の姿はどんな風に見えている？」 

学級活動の時間に「中２－２マナー講座」として、あいさつや返事をする時の声の大き

さ、手の上げ方、椅子の座り方、机の運び方などをタブレット端末で撮影し、撮影したも

のを見ながら、自分の様子について他の人がどう感じるかについて意見を交わした。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

生徒が実演している様

子を、タブレット端末

で写真や動画で撮影す

る。 

教師の見本を見る。    

姿勢、手の上げ方返事

の仕方など 

動画を見て気づいたこ

とを発表しあい、最後

に１０点満点で評価す

る。 
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○中２マナー講座 

 

 

 

②中２－２マナー講座 「整理整頓はできている？～更衣室、ロッカー、机の中」 

 更衣室や教室のロッカーの中、教室の机など、生徒が管理している場所を写真で撮影し、

ロッカー等の整理整頓の状況を見て、それぞれがどのように感じるか話し合った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

・タブレット端末自体に興味のある生徒が多く、授業に活用することで意欲の高まりが見ら

れた。 

・タブレット端末を用いたことで、すぐに自分の様子を振り返ることができ、即時評価につ

ながった。また、タブレット端末の一時停止や拡大などの機能は、「○○をもう少し頑張っ

た方が良い」と教師が注目させたい部分を提示するのに効果的だった。 

  ・授業場面以外にも、友達同士でタブレット端末を使ってお互いの様子をチェックし合う様

子が見られるようになった。 

○課題 

マナー講座の中では、適切な行動や姿を意識し、正そうとする姿が見られたものの、他の

場面で意識して行動できる生徒は少なかった。他の場面への般化を目指し、指導を継続して

いきたい。 

生徒の変容 

撮影されていることの特別感が意欲を高め、どの生徒も積極的に活動に参加すること

ができた。あいさつや返事の仕方、座り方などに判断基準を設けて採点していき、どの

程度できているかを点数化して伝えたことも意欲の高まりにつながった。 

  映像で確認することで、自分はどのように見えているのか知ることができた。また、

今後どのように変えていけば良いか客観的に考えることができた。 

マナー講座で助言されたことを、普段の生活に生かすことができた生徒もいた。 

 

 きちんとハンガー

に掛けられていて

きれいだ。 

 

畳まれていない。 

ちらかっている。 

写真を見た生徒の意見 

恥ずかしい。 

片付けよう！ 

生徒の気持ち 

みんなの前でほめ

られてうれしい 

片付けるのは当た

り前のこと。 

この後どうする？ 

これからもきれい

にハンガーに掛け

よう！ 

ロッカーをきれい

にしよう！ 

着替えの時に気を

付けよう！ 

生徒の変容 

 片付けをあまり丁寧にしたがらない生徒も、友達からの率直な意見を聞くことで、これ

からは「きれいに片付けよう」と、自分の行動を変えていこうとする気持ちを育むことが

できた。また、きちんとできていた生徒についても、改めて認められる場ができたことで、

これからも継続していこうとする気持ちをもつことができた。 
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「コミュニケーション機会としてのタブレット端末の活用」 

１ 実態把握 

 ・中学部１年女子１名（精神運動発達障害）、中学部２年男子２名（精神発達遅滞、脳性

麻痺）である。 

 ・それぞれで話し言葉はあるが、声が低かったり不明瞭であったりして、生徒同士での

やりとりは難しい。 

  

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

 ・「伝える、伝わる」経験を繰り返し、人と関わる喜びを感じる。（コミュニケーション） 

指導内容 指導場面 指導方法 

意思表示の共有化 

 

 

国語・数学 ・ビンゴゲーム形式とし、「話す」、「聞

く」、「考える」活動を繰り返す。 

・iPadを活用し、自他の活動結果を確認

しながら進める。 

 

３ 具体的な指導実践 

① 個別の課題への取り組み 

 個々のニーズから、絵カード（正しく名前を発声）、平仮名、片仮 

名（２～３択で正しい文字を選ぶ）について、個別で学習する。（写 

真１）９つの絵カードや正しい文字をそれぞれで選び、黒板の枠へ 

はる。（写真２） 

 

 段階的にステップアップを図る。 

Ｓ１：絵カードの名前を覚えて話す。→動詞を加えて話す。 

Ｓ２：絵カードと平仮名を合わせた選択肢及び掲示 

                 →覚えたものは平仮名のみの掲示へ  

Ｓ３：片仮名の選択肢及び掲示（清音） 

                 →片仮名の選択肢及び掲示（長音や促音を含む） 

                 →漢字を交えた選択肢及び掲示 

 

② 全体での場の共有 

それぞれで黒板に張り付けた文字カードを教師が声に出して読み、全体の前で正誤確認し 

てから、ビンゴゲーム形式で展開する。 

Ｓ１：ボックスに入っている絵カードを引き、物の名前を読み上げる。（写真３） 

Ｓ２、Ｓ３：読み上げた声が聞き取れたか意思表示をする。（写真４） 

写真１ 

写真２ 



 

読み上げられた物の名前が自分の選んだ中にあるか、それぞれで確認、共有

※アプリケーション「ドロップトーク」を活用。

「生徒名」「ある」「ない」「やったー」「ざんねん」「○」「×」「聞こえる」「聞こえない」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 他者への関心 

 ゲーム形式にすることで、勝敗を意識

カードを見て一喜一憂する姿が見られた。同時に友達の話や動きに注目するなど、他者へ

の関心が高まり、関わりも増えた。

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

 ・場を共有することで、自らの課題に留まらず友達の課題へも着目するようになり、仮

名文字への興味関心が高まった。また、話してみよう、書いて伝えてみようとする姿

が、学校だけではなく家庭においても見られるようになった。

 ・不明瞭な意思伝達場面において

に伝わるようになり、意欲的に活動する姿を導くことが出来た。また、表情豊かに表

現するようになった。 

○課題 

・円滑なコミュニケーションを図るためにタブレット

らに関わりを深めたり、思いを伝えたりできるように

が不可欠である。（正確な入力等

写真３ 

写真６ 
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み上げられた物の名前が自分の選んだ中にあるか、それぞれで確認、共有

「ドロップトーク」を活用。 

「やったー」「ざんねん」「○」「×」「聞こえる」「聞こえない」

、勝敗を意識した活動が展開され、１回ごとに

一喜一憂する姿が見られた。同時に友達の話や動きに注目するなど、他者へ

関わりも増えた。 

・場を共有することで、自らの課題に留まらず友達の課題へも着目するようになり、仮

名文字への興味関心が高まった。また、話してみよう、書いて伝えてみようとする姿

が、学校だけではなく家庭においても見られるようになった。 

不明瞭な意思伝達場面においてタブレット端末を活用したことで、自他の意思が明確

に伝わるようになり、意欲的に活動する姿を導くことが出来た。また、表情豊かに表

 

円滑なコミュニケーションを図るためにタブレット端末の活用は有効であったが

らに関わりを深めたり、思いを伝えたりできるように基本的な仮名文字の理解

が不可欠である。（正確な入力等） 

写真７ 

写真４ 写真５

写真８

み上げられた物の名前が自分の選んだ中にあるか、それぞれで確認、共有。（写真５～８） 

「やったー」「ざんねん」「○」「×」「聞こえる」「聞こえない」 

した活動が展開され、１回ごとに自分の選択した

一喜一憂する姿が見られた。同時に友達の話や動きに注目するなど、他者へ

・場を共有することで、自らの課題に留まらず友達の課題へも着目するようになり、仮

名文字への興味関心が高まった。また、話してみよう、書いて伝えてみようとする姿

を活用したことで、自他の意思が明確

に伝わるようになり、意欲的に活動する姿を導くことが出来た。また、表情豊かに表

は有効であったが、さ

基本的な仮名文字の理解・定着

写真５ 

写真８ 
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（３）高等部の指導 

「手話等のサインと音声を合わせた意思表示の指導について」 

 

１ 実態把握 

・高等部１年男子。自閉性障害を有する。 

・身体部位の指差しに合わせて発声をするなどして、自ら自分の意思を教師に伝えようとする

が、友達と関わることは少ない。 

・伝えようとする内容は、「トイレに行っていいですか？」「着替えに行ってもいいですか？」

などであり、教師への確認のために行っていることが多い。表出言語はないが、「あ」「い」

「う」「え」「お」や「ば」「び」「ぶ」「べ」「ぼ」などの発声ができる。 

・内言語が多く、教師からの簡単な指示を聞いて行動したり、教師の表情や身振りで、称賛や

注意を受けていることを理解したりしている。また、教師に意思が伝わらないと、不安な表

情をする場面がある。 

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

自分の要求や許可を求めることなどについてジェスチャーや単語の一部を発音して伝える。 

指導内容 指導場面 指導方法 

日常生活で使用する名称 

の手話や発音、口形の獲得 

 

意思表示の手段の獲得 

自立活動 

 

 

日常生活の指導 

・手話等のサインと音声や口形の指導 

 

 

・手話等のサインと音声を用いた、着替えの確

認を教師に伝える指導 

 

３ 具体的な指導実践 

 指導実践① 

 学校生活で使用する名称の手話を使って表せるように、手本を示しながら指導していった。「服」

「勉強」については教師を見ながら手話で表すことができたが、「お昼」「食べる」「作業」な

どの手話については指を正確に形成することが難しかった。また、発音や口形の指導では、対象

生徒が必要と感じている「きがえ」「トイレ」「わかば（放課後支援）」といった名称について

は意欲的に真似することができたが、「きがえ」が「きあえ」、「トイレ」が「おいえ」と母音

での発音になる部分があった。 

 

 

 

 

昼を表している様子 勉強を表している様子 「ば」と発声している様子 
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指導実践② 

教師に確認することが多かった、着替えの確認を「服」を表す手話と「きがえ」と発音し、教

師に意思表示できるように、場面設定した。自分の胸を指差ししている場面が多かったが、９月

頃からは服を意味する手話を使いながら、着替えの頭文字である「き」と発声し、「着替えをし

てもいいですか」と特定の教師に伝えることができる場面が表れるようになった。しかし、教師

の手本を見てから、手話や発音を真似することが多く、自ら手話と音声を使って伝えようとする

回数は全体の割合と比べてまだ少ないことから、これからも生活の流れの中で指導しながら定着

を図っていくことが必要だと思われた。 

            

 

引き続き指導を繰り返したことで、１０月上旬頃からは学級担任全ての先生に、服を意味する

手話を使いながら、着替えの頭文字である「き」と発声し、「着替えをしてもいいですか」と伝

えることができるようになってきた。１０月中旬頃からは、作業や美術担当といった担任以外の

教師にも、同様な手段で確認を求める場面が見られるようになった。 

 

            

 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

自ら服を意味する手話を使いながら、着替えの頭文字である「き」と発声し、着替えの確認を

担任に行えた場面が実践②の時よりも増加した。また、学級の他の担任や作業や美術の担当にも

同様に伝える場面が見られるようになった。「伝わる」という経験が増えたことで、特定の教師

だけでなく、他の教師にも伝えようとする意識が芽生えたと考えられた。 

 

○課題 

着替えの確認を求める際に、「着替えをしてもいいですか」という言葉で伝えなくてはならない

のだが「き」のみの発声になっている。また、手話での表現も「服」のみになっているため、確

認を求める文章が成り立っていないことから、今後は、会話補助装置なども試しつつ、今までの

指導と組み合わせながら、より相手に伝わりやすい意思表示ができるように指導していくことが

必要だと考える。 

指差ししている様子 「服」を表している様子① 

「き」と発声している様子 「服」を表している様子② 
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「相手に伝わるような速さで発音する指導について」 

 

１ 実態把握 

・友達や教師と、簡単な言葉でのコミュニケーションでやりとりすることができる。 

・朝の会では、給食のメニュー紹介の係を高等部１年の時からから担当している。友達から、｢早

口なので何を言っているか分からない｣と言われることが多かった。 

・発表するときは、原稿があっても、呼吸を入れずに一続きにして読むことが多く、テンポが

どんどん速くなってしまい聞き取りにくくなってしまう。 

・意味の分かるルールやきまりを守って活動することができる。教師や友達から指摘されたこ

とについては、やり直すことができる。 

・納得できなかったり、気になることがあったりすると、近くにいる教師や友達に何度も聞い

て確認することがある。 

・今年度の夏に側わんの手術を行い、退院、自宅療養で１か月ほど学校を休んだ。 

 

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

集団活動の中で話をよく聞き、話の内容を理解する
 

指導内容 指導場面 指導方法 

リズムに合わせた発音 

 

 

呼吸を入れた読み方 

朝の会・自立活動 

 

 

朝の会・自立活動 

 

○教師と一緒に手拍子のリズムに一音乗せて

発音をする。(しりとり、文章の音読、単語

を読む) 

○休む印を見ながら呼吸を入れて読む。 

 

 

３ 具体的な指導実践 

指導実践①指導実践①指導実践①指導実践①～リズムに合わせた発音～～リズムに合わせた発音～～リズムに合わせた発音～～リズムに合わせた発音～    

                            

                                                                                            

    上図のように手拍子一回につき一音発音して、しりとりをしたり、単語や文章を読んだりす

る練習をした。初めは、教師の手拍子を聞いても、発音を合わせられなかったり、本生徒が手拍

子を打つとどんどん速まってしまったりした。しりとりを繰り返すことで、教師の発音の仕方を

真似して手拍子一回につき一音発音することが定着し、しりとりだけではなく、単語を発音する

ときや、文章を読むときにも、手拍子のリズムで発音することができるようになった。また、手

拍子がなくても、一音ずつはっきりと発音することができるようになった。 



 

    

指導実践②指導実践②指導実践②指導実践②～呼吸を入れた読み方～～呼吸を入れた読み方～～呼吸を入れた読み方～～呼吸を入れた読み方～

 原稿を読むときに、一続きに読んでしまうため、呼吸も入れずに読み切ろうとすることが多か

った。そのため、上の右写真のように、呼吸を入れるところに赤い点を二つ打ち、休むところが

分かるようにした。メニュー表に点を打つだけでは、定着しづらいこともあったが、実践①のよ

うに手拍子のリズムの中に二つ休むことも取り入れて、読む練習をしたことで、赤い点は二つ休

むという意味も分かり、メニューとメニューの間を区切って読むことができるようになった。

 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

 一文字ずつはっきりと発音することができるようになり、相手に伝わるようにメニューを読め

るようになってきた。朝の会の給食メニュー発表では、友達に｢今日のメニューは○○なんだ｣と

言われ、話すメニューの内容が伝わった。

初めは、教師が｢速さは？｣と言ったり、手拍子をして｢この読み方だよ｣と確認したりしていた

が、発表するときの読み方として、発音するテンポや

 

 

○課題 

メニュー部分を読むときは、リズムを意識して発音できるが、｢今日の給食は｣の部分などの、

メニュー表に記入されていないセリフについては、以前と同じように早口になることが多い。

稿があるものは、リズムを意識して発音することが定着してきたので、給食のメニュー発表だけ

ではなく、発表場面の幅を広げて、現場実習の時の発表・報告などでも、｢みんなに伝わる｣読み

方、話し方が定着するようにしていきたい。
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～呼吸を入れた読み方～～呼吸を入れた読み方～～呼吸を入れた読み方～～呼吸を入れた読み方～    

       

原稿を読むときに、一続きに読んでしまうため、呼吸も入れずに読み切ろうとすることが多か

った。そのため、上の右写真のように、呼吸を入れるところに赤い点を二つ打ち、休むところが

分かるようにした。メニュー表に点を打つだけでは、定着しづらいこともあったが、実践①のよ

うに手拍子のリズムの中に二つ休むことも取り入れて、読む練習をしたことで、赤い点は二つ休

むという意味も分かり、メニューとメニューの間を区切って読むことができるようになった。

一文字ずつはっきりと発音することができるようになり、相手に伝わるようにメニューを読め

るようになってきた。朝の会の給食メニュー発表では、友達に｢今日のメニューは○○なんだ｣と

言われ、話すメニューの内容が伝わった。 

初めは、教師が｢速さは？｣と言ったり、手拍子をして｢この読み方だよ｣と確認したりしていた

発表するときの読み方として、発音するテンポや呼吸の入れ方が定着した。

メニュー部分を読むときは、リズムを意識して発音できるが、｢今日の給食は｣の部分などの、

メニュー表に記入されていないセリフについては、以前と同じように早口になることが多い。

稿があるものは、リズムを意識して発音することが定着してきたので、給食のメニュー発表だけ

ではなく、発表場面の幅を広げて、現場実習の時の発表・報告などでも、｢みんなに伝わる｣読み

方、話し方が定着するようにしていきたい。 

 

原稿を読むときに、一続きに読んでしまうため、呼吸も入れずに読み切ろうとすることが多か

った。そのため、上の右写真のように、呼吸を入れるところに赤い点を二つ打ち、休むところが

分かるようにした。メニュー表に点を打つだけでは、定着しづらいこともあったが、実践①のよ

うに手拍子のリズムの中に二つ休むことも取り入れて、読む練習をしたことで、赤い点は二つ休

むという意味も分かり、メニューとメニューの間を区切って読むことができるようになった。 

一文字ずつはっきりと発音することができるようになり、相手に伝わるようにメニューを読め

るようになってきた。朝の会の給食メニュー発表では、友達に｢今日のメニューは○○なんだ｣と

初めは、教師が｢速さは？｣と言ったり、手拍子をして｢この読み方だよ｣と確認したりしていた

た。 

メニュー部分を読むときは、リズムを意識して発音できるが、｢今日の給食は｣の部分などの、

メニュー表に記入されていないセリフについては、以前と同じように早口になることが多い。原

稿があるものは、リズムを意識して発音することが定着してきたので、給食のメニュー発表だけ

ではなく、発表場面の幅を広げて、現場実習の時の発表・報告などでも、｢みんなに伝わる｣読み
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「役割の理解と、自主的な活動の指導について」 

 

１ 実態把握 

・集団で活動しているときは、話し手を意識することが難しく、別のことを考えて周りを見て

いることが多い。 

・質問に対してはオウム返しで答えることが多い。 

・答え方を提示することで選択したり返答したりすることができる。 

・普段の話し声は非常に小さく聞き取りにくいが、促されると大きな声を意識して話すことが

できるようになってきた。 

・難しいと思われることを要求したり、注意したりすると「しかめっ面」「涙を流している」

などと言い、ごまかしたり物に当たったりしてアピールすることがある。 

・大きな声での発声を何度も求められると、泣いたり、物を壊したりする。 

・活動内容が自分なりのやり方になったり、活動とは関係ないことをやったりする。 

・細かい作業や絵を描くことを好む。 

・好きなことや簡単なことには興味を示し、自分から活動に取り組む。 

 

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法 

指導目標 

集団活動の中で話をよく聞き、話の内容を理解する
 

指導内容 指導場面 指導方法 

状況（活動）の理解 

 

自主的な活動 

 

作業学習 

 

 

 

○黒板の板書を確認して、目標をたてる状況を

設定。 

○作業内容カードを提示する。 

○流れが定着するように教室環境を整える。 

 

３ 具体的な指導実践 

指導実践①指導実践①指導実践①指導実践①    

本時の活動内容を個別に指示や伝達はせず、黒板に全体の活動を板書して、自分が何の役割に

なるのかを確認して、本時の自分の目標をたてるように設定した。 

はじめは確認することなく、前回の活動を引き続きやろうとしていたが、周りの友達と活動が

合わなくなったり、何をやればいいのかが分からず動けなかったりしていた。その間教師からの

指示を控え、自分で確認できるようにした。周囲が黒板の板書を見て確認していることを知ると、

黒板の近くに行って作業内容を確認して目標を立てられるようになった。作業内容を確認できて

からは、内容にあった目標をたてて、自分で作業に必要な用具を準備して取り組むようになった。 

           

   【全体の板書】                 【個人の板書】 
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指導実践②指導実践②指導実践②指導実践②    

活動に見通しがもてるように、作業内容、個数、報告確認を記載する作業内容カードを提示し

た。「何を？」「何個？」「出来具合は？」を、なかなか自ら考えて取り組むことが難しく、その都

度教師からの言葉掛けを受ける状態が続いた。カードを持参しない時はそのまま戻し、確認して

もらえないことを気付けるようにした。２学期になってからは、自分で必要な部材を選び、決め

られた個数で報告し、教師から悪いところの指摘を受け、次回には修正しながら、教師がそばで

見届けなくても活動できるようになってきた。 

 

            

【作業内容カード】     【書込の様子】       【作業の様子】 

 

その他（環境整理）その他（環境整理）その他（環境整理）その他（環境整理）    

自分で作業の流れに沿って活動できるように、教室の配置を大きく変えた。これまでは書き物

をするための場所と、作業をする場所が棚で仕切られていたため、棚の場所を壁側にしたり、使

用頻度が少ない棚を準備室に移動したりした。環境を整理することで、教師が場所を教えなくて

も、必要な道具や部材を自分で準備したり片付けをしたりして、作業がスムーズに行われるよう

になった。 

      

【移動前】          【移動作業】          【移動完了】 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

作業能力が高い生徒だが、活動に見通しがもてなければその能力を生かすことができないため、

分かりやすいヒントやきっかけとなる教材を提示することで、活動に見通しをもって活動するこ

とができた。 

 

○課題 

もともと想像力や発想力が豊かではあるが、指示を待って行動することが多いため、今回のよ

うに教材や環境を整え、それをきっかけとして作業学習以外の生活場面でも、自主的に活動がで

きるようにしたい。また、人との関わりが少なく会話も少ないため、質問や話の内容を聞き取る

習慣がない。できる限り多くの人と関わりをもち、自分の気持ちや思いを込めた会話をする場を

設定していきたい。 
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「自分の考えや気持ちを伝えるコミュニケーション手段について」

１ 実態把握

・高等部１年女子生徒、軽度知的障害である。

・小１より場面緘黙がある。家庭・養育環境、小学校での生活、友達関係、本人の性格

等の要因が絡み合って、何かをきっかけに、現在の症状に陥ったと思われる。「不安

や緊張のために話せない」のであって、「話さない」のではない。緘黙という症状に

よって、「不安」から自分を守っている。

・質問や自分の意思など伝えたいことがある場合は、メモ帳や黒板に記入している。

・読書や絵画、アニメ、縫製などが好きである。

２ 自立活動の目標と指導内容・指導場面・指導方法

指導目標

・相手からの質問に対する答えや自分の気持ちを伝える方法を工夫する。

【２心理的な安定（１）】【３人間関係の形成（１）】【６コミュニケーション（１）（４）】

指導内容 指導場面 指導方法

・メモの活用 学校生活全般 ・相手からの質問に対する答えや自分

・うなずきなどの大きな身振り の気持ちを伝える方法を工夫する。

・意思の伝え方 ・伝わるサインを共通のものにする。

３ 具体的な指導実践

（１）学校生活で共通理解した対応

・可能な限り不安を減らす。

・話さないことを責めず、気にせず接する。

・非言語的コミュニケーションの活用（身振り、指さし、筆談等）。

・具体的な選択肢や視覚的な手がかりの活用。

・友達との関わりをさりげなく設定。

・リラックスできる環境作り。

（２）専門監から受けた指導助言

大事なことは今できることを認め、得意なことをのばし、スモールステップできるこ

とを増やす。そのことで本人が自己評価を高めて、「自分にはできる、だからもっとが

んばりたい」と思えるようにする。今後も医療との連携を密にしてほしい。

理解→情緒の安定（不安の軽減）→集団行動→非言語サイン→発語

（３）指導場面

①朝・帰りの会

日替わりの日直で、自分の順番が来た際、初めは進め方をどうするか、迷うことが多

かった。教師が代弁して進めたり、係の友達へ写真カードを持っていくように進められ、

お願いしたりするなど消極的な参加が多かった。本人も自信がないため、不安な表情を

見せることが多かった。また、感想を述べる場面では、黒板への記入を進められてから

記入することが多かった。
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そこで、メモ帳を活用することにした。文章をまとめて記入し、依頼する場面を活用

し、やりとりがスムーズにできる体験を多く設定した。自分で気が付いて取り組めるよ

うに、どうすればよいか、本人に考えさせるようにしたところ、事前に準備し、用件を

伝えるようになった。

②進路学習（総合的な学習の時間）

余暇活動の充実を図ることを目的に、学年全体や小集団での話し合い活動を設けた。

全員が楽しむために、活動内容や係分担を話し合って決めるようにした。集団が大きい

場面では意見を問われるのを待ち、消極的な姿勢が見られたが、４～５人集団では必ず

発言を求められ、役割を任されることがあったため、注目を集める場面が多くあった。

学習が進むにつれ、集団内での意見やアイディアが採用されるなどスムーズなコミュニ

ケーションが行われるようになり、活動内容をより楽しめるようになった。

③全校・学部行事

全校集会で、「夏休みの思い出」を代表で発表する機会を設定した。タブレット端末

を使って、自分の思い出を発表した。文章を構成する力があるため、幾つかの思い出の

中から選んでまとめて入力し、友達に読み上げてもらう形で発表することができた。

10 周年記念式典のアトラクションでの箏演奏、学園祭でのアイドル役と、これまで

経験のない学習内容に取り組んだ。友達が放課後、箏の練習を行っている様子に刺激を

受け、家庭での模擬練習に取り組むなど真剣に取り組む姿勢が見られた。また、アイド

ルの気分になったり本番で化粧をしたりと初めての体験に挑戦したことから、「人前で

の発表は緊張するけれど楽しいと思えた」ことが感想から伺えた。

４ 課題と今後の方向性

○成果

メモ帳や連絡ノートで確認、サインの検討が挙げられる。多くは対教師だが、発表

場面やワークシートを使った意見交換の学習場面では考えや気持ちなどを共有するこ

とができたため、今後も継続していきたい。また、スマートフォンを携帯しており、

現場実習での安着電話を電子メールでやりとりできた。教師に対する安心感につなが

り、さらにその後音声での会話ができたことがあった。双方向から始まるやりとりを

さらに深めていきたいと考えている。彼女の周りに人が集まることを多く増やし、発

信できることを期待したい。

○課題

話すことに代わる成績評価や参加方法（台詞の録音など）については、本人と相談し

ながら進めていきたい。特別扱いはせず、どのような参加の仕方があるか、本人が決め

る場面を設定し、全員が納得し、共有できるようにしていきたい。また、体験活動を通

し、社会場面での自信を付けられるように、活動を紹介したり、伝えたりすることも必

要であると考える。
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生徒Iの自己有能感を高めるために

～タブレット端末とＩＣレコーダーの活用を通して～

１ 実態把握

・高等部１年男子。知的障害。場面緘黙。

・中学部に入学した頃から学校で言葉を発することが少なくなった。他校から来た生徒

が大多数をしめ、活躍の場面も減り、元々言葉も不明瞭だったこともあり、次第に言

葉数が減っていったと考えられる。

・現在学校では表情やジェスチャー、筆記等で自分の伝えたいことを伝えている。

・伝えきれないもどかしさ、自信のなさ、面倒なことに対して分からない素振りで誤魔

化したり質問できずに勝手なやり方をしたり等の様子も見られる。

・機器を操作するのが好き。

・好きなこと（作業など）には根気強く取り組む。

２ 自立活動の目標と指導内容・指導方法

指導目標

・自分なりの方法で表現しながら安定した気持ちで学習活動に取り

組む。【２心理的安定（１）、コミュニケーション（２）】

指導内容

・様々な方法でのやり取り機会の保障。

・成功経験、自己肯定感の積み重ね。

指導方法〈日常生活の指導〉

・代替手段の活用。

・表現する場面の確保。

３ 具体的な指導実践

①携帯動画の活用

【評価】

・本生徒の話し声を聞いた友達の変化

～これまでは、本生徒の意見を聞く必要がないと考えていた友達が、本生徒に質問

するなど本生徒を認め、関わり方に変化が見られた。

・自分の声を友達に聞かせたいという気持ちが芽生えてきた。

家での様子を携帯

動画で撮影し、

メールで送っても

らう。

クラスの友達に見てもら

う。

喋れるんだ！

上手だね！

家で実習報告会の内容

を携帯動画に撮影し、

実習報告会で発表。

学年の友達に聞いてもらう。

友達の驚き

褒められる

祖母との面談から

「本人は話したが

っていると思う」
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②タブレット端末ドロップトークアプリを活用

【評価】

・教師の助けがなくても一人で進行することができるようになっ

た。

・友達の注目が高まり、双方向のやり取りが増えた。

③学校でＩＣレコーダーを活用

【評価】

・３年間声を出すことのなかった学校で声を出した。

・学校での録音はどうしても声が小さくなり、聞き取りにくいため、ホワイトボード

を併用することもあった。

４ 成果と課題

○成果

・本生徒の気持ちを確認し、成功を実感して自信をもってから次のステップに踏んだこ

とで、ＩＣレコーダーへの録音という形ではあるが、３年間声を出すことが無かった

学校で声を出すことへ結びついた。

・友達や教師との双方向のやり取り場面が増えた。

・一人で朝の会や帰りの会の司会進行ができ、友達の注目が高まった。

・家で録音した自分の歌声を多学年の教師や友達に聞かせるなど、自分の声を聞かせる

ことへの抵抗感が減り、関わりの広がりも見られるようになってきた。

○課題

・あらかじめ録音した内容のことであれば対応できるが、応用場面での活用は難しかっ

た。

・一日の感想発表では、録音しても聞き取りにくいことが多かった。ただ、録音した声

をみんなで聞き、「～のこと？」「～って言った？」等のやり取りがクラス全体で増

えた。

・本人が納得する形での継続・拡大方法を探る。

朝の会、帰りの会

の司会原稿を家に

持ち帰り、ＩＣレ

コーダーに録音。

録音した音声を学

校でドロップトー

クアプリに入力。

朝の会、帰りの会

のフォルダを作成。

朝の会、帰りの会には自分

からタブレット端末を使っ

て進行。

一人でできる！

友達ともやり取り！

一日の感想を学校

でＩＣレコーダー

に録音するよう設

定。

トイレや空き教室

など、誰もいない

所で録音。帰りの

会で一番頑張った

ことを発表。

後期実習の報告会

発表内容を録音。

やり直しにも対応

し、うまくいくま

で繰り返し録音で

きた。
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３ 合同自立活動（自立活動の時間における指導） 

本校では、教育活動全体で行う指導に加え、小学部「みどりっこタイム」、中学部「リフレッシュタイ

ム」、高等部「チャレンジタイム」という名称で毎日２５分間、帯状で自立活動の時間における指導を設

定している。加えて本校では、自立活動の時間における指導に関して、「合同自立活動」という名称で、

課題に応じて学部縦割りの集団を編成し、集団の良さを生かしながら自立活動の指導を行っている。今

年度は、肢体不自由等重度重複の児童生徒のグループの実践「合同自立活動１」と、社会性やコミュニ

ケーションに課題がある児童生徒のグループの実践「合同自立活動２」を行っている。 

 

（１）合同自立活動１ 

    ①ねらい 

 ・感覚に働きかける活動や、粗大運動等を通して、児童生徒の豊かな表情を引き出す。 

 ・集団的ダイナミクスを活用し、関わりや興味関心を広げたり，深めたりする。 

 

②対象児童生徒 

 ・肢体不自由など重度重複の障害の児童生徒で、感覚遊びや粗大運動、友達との関わりに課題のある

児童生徒を対象とする。 

    

③実施計画 

 ・月１回（１０／２６、１１／９、１２／１３）  

  

④具体的な指導実践 

＜第１回、２回･･･感覚・粗大運動＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全員で輪になり、始まりと終わりの会をします。始まりは「みどりトミッ

ク体操」というみどり学園オリジナルのリトミックを行う。教師が手足に触

れ、優しく語りかけることで、学習の始まりを伝え、興味を引き出す。同時

に体をストレッチし、準備運動も行う。 

 ゆらゆら揺れる感覚を好む児童生徒は多い。児童生徒にとっての心地よい

刺激は何かを考え、その時々の体調や反応に合わせて刺激を組み合わせてい

くことが大切である。表情や変化を読み取り、要求を大切にしながら、快の

刺激となる抱き方、揺らし方など工夫していく。 

児童生徒の好きな（求める）刺激＝子どもたちが必要としている活動や刺

激であることが多い。シーツブランコやトランポリンは前庭感覚に刺激を与

え、重力の方向や自分の身体の揺れ、スピードを感じる経験をすることがで

きる。このような感覚は、環境と自分との関係を知らせる役割を担っている。 

 三層強化段ボールで作った椅子に座っている。普段は車椅子での姿勢が多

い児童生徒だが、自立活動部と情報交換しながら、実態に応じて、いろいろ

な姿勢にチャレンジする。ＯＴ・ＰＴ支援日の日は、直接医学的な観点から

も専門的なアドバイスを受け、指導に生かしている。 



 

＜第３回、４回、５回・・・感覚・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 実践を通して 

＜成果＞ 

集団で行うことで、よりダイナミックな活動が可能になった。また、

生徒が、車椅子から降りて、広いスペースで、

動かしたり、感覚刺激を楽しんだりすることで、児童生徒の快の表情や発声

反応をじっくり待つことができたことで

会となった。 

＜課題＞ 

検査等を活用して客観的な視点からの実態把握や授業後の評価などを充実させていきたい。

行事の調整が難しいが、調整しながら取り組んでいきたい

 

 ランプやアロマなど、光や香りなどを発する題材を

を楽しむ活動に取り組む。赤い光、青い光がゆらゆら揺れる様子をゆったりリラックスしながら楽

しんでいる。「見る」ことに課題のある児童生徒に対しては周囲を暗くするなど環境を整えること

で、光の方に視線を向けるなど、「見る」ことに意識を向けることができ

 テントも用意して、ちょっと隠れ家的なスペースにみんなで集まり、その中でも明かりを楽し

だ。光るボールを持って振ったり、転がしたり、いろいろな光の動きを楽し
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＜第３回、４回、５回・・・感覚・光遊び＞ 

集団で行うことで、よりダイナミックな活動が可能になった。また、普段車椅子での生活が多い児童

から降りて、広いスペースで、対象児童生徒の動きのペースに合わせて、

動かしたり、感覚刺激を楽しんだりすることで、児童生徒の快の表情や発声を引き出すことができた。

たことで、他者や物との関わりや興味関心を広げたり、深めたりする

視点からの実態把握や授業後の評価などを充実させていきたい。

いが、調整しながら取り組んでいきたい。 

ランプやアロマなど、光や香りなどを発する題材を用い、心地よい感覚環境を設定し、感覚刺激

。赤い光、青い光がゆらゆら揺れる様子をゆったりリラックスしながら楽

。「見る」ことに課題のある児童生徒に対しては周囲を暗くするなど環境を整えること

で、光の方に視線を向けるなど、「見る」ことに意識を向けることができる。 

テントも用意して、ちょっと隠れ家的なスペースにみんなで集まり、その中でも明かりを楽し

。光るボールを持って振ったり、転がしたり、いろいろな光の動きを楽しんだ

椅子での生活が多い児童

対象児童生徒の動きのペースに合わせて、ゆっくり体を

引き出すことができた。

を広げたり、深めたりする機

視点からの実態把握や授業後の評価などを充実させていきたい。学部間の

用い、心地よい感覚環境を設定し、感覚刺激

。赤い光、青い光がゆらゆら揺れる様子をゆったりリラックスしながら楽

。「見る」ことに課題のある児童生徒に対しては周囲を暗くするなど環境を整えること

 

テントも用意して、ちょっと隠れ家的なスペースにみんなで集まり、その中でも明かりを楽しん

んだ。 



55 

 

（２）合同自立活動２ 

 本校では、社会性や人との関わり、コミュニケーション等に課題のある児童生徒が増加の傾向にあ

る。学校現場で育みたい社会性とは何であるか考えると、学校の習慣やルールを守ることや、親以外

の大人（教師）や友達との関係をうまく保っていくことと言い換えられる。これは周囲の人との関わ

りの中で育まれるものであり、つまり「人との関わりの中で育まれる力」と言える。 

社会性を高めるために、注目されているのがソーシャルスキルトレーニングである。ソーシャルス

キルは対人関係に

関する基本能力

（挨拶・依頼・交

渉・自己主張など）

のことで、これを

練習する認知行動

療法のことをソー

シャルスキルズト

レーニング（ＳＳ

Ｔ）と呼ぶ。ソー

シャルスキルは、

「学習できるもの」

であるということ、更に言えば「学習しなければ身に付かない技能」であると言われている。定型発

達の児童生徒ならば、学校を中心とした多様な場で、人と関わりながらソーシャルスキルを学び、フ

ィードバックを繰り返しながら社会性を身に付けていく。しかしながら特別な支援を必要とする子ど

もたちは、認知面での大きな隔たりや、学級を構成している児童生徒の人数の少なさから、人と関わ

る経験が不足している場合が多く、定型発達の子どもたちのように、周囲の人との日々の関わりの中

で、自然にソーシャルスキルを獲得することは難しいとされる。そのため、ソーシャルスキルを意図

的に学ばせていくことが必要となる。 

そこで、本校では今年度から

合同自立活動２としてソーシャ

ルスキルを学習する機会を設け

た。学校で行うソーシャルスキ

ルについての指導は、他の学習

場面や生活場面で一般化させる

ことを目指すとともに、それら

の場面で挙げられたソーシャル

スキルの課題点を教師が丁寧に

見取り、指導場面にフィードバ

ックしていくことが必要である。 
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小学部の実践 

１ ねらい 

・基本的学習態勢や協調するといった集団行動スキルを身につけ、より主体的に活動に参加しようと

する力を育む。 

・「友達と肯定的に関わる」スキルを身につけ、他者との相互的な関係を構築する力を身につける。 

 

２ 対象児童について 

・２年生２名、４年生１名、６年生２名の計５名からなる。全員が言語によるコミュニケーションが

可能であり、簡単なルールのあるゲームを楽しむことができる。学級のリーダー的な存在として、

学習活動の中心を担ったりする反面、他者への関心が低いため話を聞こうとする意識が持ちづらか

ったり、気が散りやすく注意の集中時間が短かかったりする。また、衝動性が高いため、待つこと

が苦手であったり、相手の視点に立って相手の気持ちを理解したりすることが難しいなど、集団活

動や友達の関わり方に課題が感じられる一面もある児童たちである。 

 

３ 内容 

 

３ 取組の成果と課題 

（１）成果 

様々な実態の児童が在籍する学級での生活単元学習などの授業では、社会性やコミュニケーション

に焦点を当てて指導することが難しかったため、合同自立活動として、同じ課題を有する児童をグル

ーピングすることで、指導内容を焦点化して指導することができた。「友達となかよく遊ぶための方法

を勉強する時間」ということを授業の導入で確認することで、児童自身も自分のめあてを明確にして、

授業に参加することができた。 

ゲーム的な要素を多用することで、楽しみながら友達と肯定的な関わりをもつためのスキルについ

て学ぶことができた。また、教師の言葉での教示に加え、モデルを示したり友達のよい行動を賞賛し

たりすることで、自分から真似するなど自分から学び取るという姿勢が見られた。 

終わりの会では、３段階で自己評価することに加え、がんばったこと、楽しかったことなどを文章

で表し、発表すことで、自分の行動を振り返ったり、教師や友達と共有したりすることができた。 

 

（２）課題 

  回数が少なかったため、日常生活に般化するまでにはいたらなかった。来年度は、より細やかな実

態把握のもと、般化の場面も含め計画していきたい。 

 

活動の流れ 内容 活動・指導 

１ 始まりの会 あいさつ ○着席のルールの確認 

話を聞くなどの基本的な学習態勢の確認 

２ ウォーミン

グアップゲー

ム 

簡単なゲーム ○「まいっかじゃんけん」 

 ・負けた悔しさから気持ちを切り替えるなど感情のコン

トロール 

３ ソーシャル

スキルの課題 

テーマに沿った学

ぶべき課題 

○「ふくわらいゲーム」 

○「クイズ」 

 ・相手の立場になって分かりやすい指示を出したり、伝

えたりするなど相手を意識した話し方のスキルの獲得

及び聞くスキルの獲得。 

４ 運動遊びや

集団遊び 

グループで楽しく

遊べる活動 

スキルを実践でき

る活動 

○「二人三脚」 

 ・人と協力する活動を通じて「人と合わせる」スキルの

獲得 

５ 終わりの会 クールダウン、振り

返り 

○振り返りカードへの記入 

 ・活動の振り返り、自己評価。自分の行動を文章に表す。 
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中学部の実践 

１ ねらい 

・集団での基本的なルールやコミュニケーションスキルを知ると共に、友達と一緒に具体的な場面での

よりよい振る舞いについて考え、実践する力を高める。 

・肯定的な自己理解や他者理解を深めることで、自分自身や周りの人を尊重しながら生活していこうと

する気持ちや態度を育む。 

 

２ 対象生徒について 

・本グループは２年生２名、３年生６名からなる集団である。全員が言語によるコミュニケーションが

可能であり、各学年や学級でリーダー的な存在の生徒たちである。自分の話したい内容を話すことは

できるが、相手の話を聞いて適切に応じることは難しく、会話が続かなかったり、一方的な会話にな

ったりすることが多い。特に友達とのやりとりにおいては、経験不足や認知面の遅れ、障害特性など

により、その場の状況や相手の気持ちを読み取る力が不十分で、コミュニケーションに支障をきたす

場面も見られる。自分の障害に気付き、コンプレックスを持っている生徒や、自尊感情の低さが気に

なる生徒も多く、自信の無さが日々の行動に影響することがある。 

 

３ 内容 

 

３ 取組の成果と課題 

（１）成果 

ソーシャルスキルについては、今までその必要性を感じながらも、時間をとって指導する機会をな

かなか作ることができなかった。今回じっくり指導する機会を得て、改めて生徒たち個々の課題に向

き合うことができたと感じている。本グループは近似の特性をもつ生徒ばかりではないが、一人一人

の生徒が、他の生徒の課題を自分のこととして捉え、一緒に考えることで、多様な考えに触れたり、

お互いに認め合ったりすることにもつながり、相乗効果が生まれた。また、国語・数学の学習グルー

プと同じメンバーでグループを構成したことで、国語の題材「心情を読み取ろう」ともリンクさせな

がら学習を進めることができ、より学習を深めることができた。 

（２）課題 

  年度途中から始まったこともあり、初めの実態把握が不足していた。チェックリストなどを用いて

今の育ちをしっかり把握し、学習後に適切な評価ができるようにしたい。また、すごろくゲームには

大変楽しく取り組むことができ、本来苦手な課題にも意欲的に取り組むことができたので、担任と連

携しながらよりターゲットスキルに迫ることのできる問題文を個々に準備できるようにしたい。 

活動の流れ 内容 活動・指導 

１ 始めの会 アイスブレーキン

グ 

○簡単なゲーム 

リラックスして課題に取り組めるよう場作りをする。 

２ 課題 

 

 

ソーシャルスキル

トレーニング 

 

・あいさつ 

・自己認知スキル 

・言葉表現スキル 

・気持ち認知スキ

ル 

・セルフコントロ

ール、自己マネジ

メントスキル 

・コミュニケーシ

ョンスキル 

○「SSTすごろく」 

・すごろくのゲーム性を生かして、楽しみながら人との関 

わりやルールの理解について学習する。 

・課題の内容は、左記の６つの項目について個々の生徒の

実態や課題に合わせて設定する。 

・サイコロを振り、止まったマス目に対応するスキルにつ

いて教師が問題文を読み上げる。課題を行うことが、自

信や達成感につながるように支援する。 

・難しい課題については、友達から助言を受けたり、友達

のできたことを認めたりする場面を設け、生徒同士の関

係も深められるよう配慮する。 

・ゲームの中にロールプレイ、エンカウンターなどを積極

的に取り入れながら進める。 

３ 終わりの会 振り返り ○感想発表 

  活動を振り返り、自己評価する。 
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高等部の実践 
１ ねらい 
・日常生活や集団生活における基礎習慣を身に付け、集団の中で、自ら考えて行動する力を育む。 
・肯定的な自己理解を深め、社会生活に向けた協調性やコミュニケーションの力を身に付ける。 
 
２ 対象生徒について 
・１年生２名、２年生４名、３年生３名の計１０名からなる。全員が言語によるコミュニケーションが
可能であり、主に卒業後に一般就労を視野に入れた進路希望の生徒である。学級のリーダー的な存在
として、学習活動の中心を担ったりする反面、不安や自信の無さ、生活経験の不足、過去の失敗体験
等から、自己を否定的に捉えていたり、自分の考えを進んで表現できなかったりする生徒が多い。ま
た、人とのコミュニケーションの仕方や社会的なマナーについて、経験や知識が不足していることで、
集団活動に課題が感じられる面のある生徒たちである。 

 
３ 内容 

 
３ 取組の成果と課題 
（１）成果 

これまで、多様な実態の生徒が在籍する学年毎での進路学習等の授業では、学年段階、学年全体と
しての課題設定が主となりがちで、個の将来生活に応じたコミュニケーションや社会性に関する学習
内容が焦点化されにくい面があった。また、他学年（先輩と後輩）の生徒同士による学び合いの機会
も少なかった。合同自立活動２の取組みを通して、自立活動に関する類似した課題を有する生徒の集
団により、指導内容を焦点化することで、生徒同士の関わりのなかでの自己理解、学び合いの経験を
増やすことができてきている。また、自身の臨む進路や生活が共通している部分があることからも、
他者の考えを共感的に認め合うなかで、自身の課題や必要な知識・経験についての理解や意識の深ま
りが図れた。 
活動では、社会生活での基礎的習慣を基本的な約束事として、共通理解することで、態度、集団で

の協調、時間意識等に自然な学び合いでの成長がみられる。課題には正解・不正解の判断が難しいも
のを取り上げることで、知識を増やすだけでなく、不安感をもたずに互いの意見を出し合い、課題解
決する力が身に付いてきた。 

 

（２）課題 
  年度途中に始まった合同自立活動２だったが、生徒の成長や変化も現れてきていることから、次年
度は、年間計画のもと、週１回実施する。そのため、自立活動指導内容表から課題を把握し、系統性
のある明確な計画を立てて実施する必要がある。生徒が学習経験を般化し、より肯定的な自己理解を
深められるように、学習内容を充実させたい。今後の継続的な指導を進めるためにも、職員による、
指導の方向性についての共通意識を高めた、連携体制も整えていきたい。 

 

活動の流れ 内容 主な活動・指導 

１ ウォーミング
アップ 

集合、整列 
指示理解、あいさつ 

・正面位置や方向、動きなど、簡素な指示を理解し、柔
軟、迅速に対応して整列する。 

・空間や状況に見合う態度、声量であいさつを行う。 
２ 課題 ・エンカウンター 

・ソーシャルスキル
トレーニング 

・意見交換 

○「いいとこ探し」「選択ゲーム」「もしもゲーム」等 
・自己評価・他者評価から、自分に関心をもつ。 

・自己選択・自己決定するために必要な基礎的な力を培う。 

・主体的なコミュニケーションを円滑に行うための、人間関

係形成に関する理解を深める。 
 

３ 共通理解 ・紹介 
・発表 
・意見交換 

・自分について考え、主旨や状況を判断しながら、考え
を表現する。 

・他者の考えや良さを認め、共感や相違について、考え
を伝え合う。 

４ クールダウン ・まとめ 
・意味理解 

・活動のまとめをする（教師：情報提供を行う） 
・「１ ウォーミングアップ」を復習的に行う。 
（教師：活動での目指す姿を条件提示する。） 

５ 自己評価 
（宿題） 

・振り返り 
・文章表現 
・期限までの提出 

○ワークシートへの記入 
・感じ方や考え方の変化、新たな発見等について、理由

や根拠を含めて言葉に表す。 
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Ｑ１ 天王みどり学園の自立活動の特徴は？ 

Ａ１ 学校の教育活動全体を通して行う自立活動の指導の他、自立活動の時間における指導が週時程表

に帯で設定されています。指導内容としては、「健康の保持」や「身体の動き」を中心としながらも、

個々の児童生徒の目標に応じて、グループを編成するなどして指導内容や指導方法を工夫していま

す。また、「合同自立活動」として、集団で行う利点を生かした時間における指導も実施しています。

肢体不自由など重度重複等の児童生徒を対象とした「合同自立活動１」、社会性やコミュニケーショ

ンに関する課題のある児童生徒を対象とした「合同自立活動２」を実施しています。 

自立活動の時間における指導 

・月曜日から金曜日まで毎日２０分間 

小学部 「みどりっこタイム」 中学部「リフレッシュタイム」 高等部「チャレンジタイム」 

 ・月１回４５分間 全校児童生徒縦割りグループ：合同自立活動１ 

・月２回４５分間 学部ごと対象児童生徒のグループ： 合同自立活動２ 

 

Ｑ２ ２４年度までの自立活動の時間における指導の課題とは？ 

Ａ２（１）週時程表に帯で設定している自立活動の時間における指導については、全学部とも、「健康の

保持」や「身体の動き」を中心とした指導内容で行っているため、業間運動的な捉えになりが

ちであり、目標が曖昧になっていました。そのため、適切な目標設定、それを実現するための

適切な指導内容の設定が課題となっています。活動内容が先にありきではなく、一人一人の目

標を明確にし，指導内容を設定する取組が求められています。 

（２）障害の重度重複化、多様化に伴い、より一人一人の目指す「自立」に向けた取組が必要にな

りました。これまでの学級・学年集団を中心とした指導体制に加え、より自立と社会参加に向

けた 効果的な指導の在り方の検討が課題となっています。自立活動の時間における指導にお

いても、より、各教科等を合わせた指導と関連を十分に保ちつつ、充実した取組が必要とされ

ています。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３ 自立活動の指導では、どのような点に留意したらいいですか？ 

A３ 自立活動は、障害の状態を改善・克服するために、盲・聾・養護学校に特別に設けられた指導領域

で、学校の教育活動全体を通じて取り組むものです。改訂の趣旨をはじめ、目標、内容、指導計画

の作成上の留意点等について全教員の理解が必要です。 

・子ども一人一人の「自立」を考える ・子どもの主体的取組となるように工夫する。 

・子どもが学習の計画や評価に参加できるようにする。 

Ⅲ 自立活動 Q＆A 

課題解決に向け、必要な取組 

・「心身の調和的発達の基盤を培う」という視点から、長期目標（３年後）、年間目標、学期目標

を設定する。 

・学年、学級集団で担任が目標及び指導内容設定の話し合いをもつ。 

・年度末に、担任が次年度の自立活動の計画の仮案を立てる（自立活動指導内容票を記入する）。 

それを基に、必要な指導体制（場所、時間、人）を計画する。 
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Ｑ４ ２５年度からの本校の自立活動の時間における指導はどのようになりますか？ 

Ａ４ ２４年度までの反省を踏まえ、学部ごと、特に時間における指導の指導体制や指導内容を再検討

し、教育課程の見直しを行います。 

学部 小学部 中学部 高等部 
形態 体育／自立活動 日常生活の指導／自立活動 自立活動 
理由 これまで以上に、一人一人の自

立活動の目標と指導内容を明確

にし、時間における指導、各教

科等においての指導を計画的に

実施する。「みどりっこタイム」

は、「体育／自立活動」とする。

「時間における指導」が必要な

児童に対して、指導体制を確保

する。国語・算数の基盤として、

コミュニケーションや感覚、認

知面での指導内容の充実を図

る。 

これまで以上に、一人一人

の自立活動の目標と指導内

容を明確にし、時間におけ

る指導、各教科等において

の指導を計画的に実施す

る。「リフレッシュタイム」

について「日常生活の指導」

とする。体力作り、肥満解

消、汗の始末等、個々の生

徒のねらいに応じて自立活

動の指導を行う。 

 

「健康の保持」等に関わる活
動を基本的な活動としなが
らも、個々の年間指導計画や
個別の指導計画における目
標を基にグループ編成を行
うことで、自立活動としての
明確な位置づけをし、目標達
成を目指した手立てや活動
内容を工夫した指導の充実
を図る。 

 

Ｑ５ 自立活動指導内容票作成における留意点は？ 

Ａ５ 自立活動は、適切な実態把握に基づき、目標を設定し、その目標を達成するために必要とする項

目・区分を選定します。その際、その目標を達成するためにはどのような力が必要なのか、困難さ

はどこにあるのかといった課題の背景にあることや様々な視点から項目・区分を選定することが必

要です。しかしながら、「あれも、これも」とあまりにも多くの項目・区分を選んでしまうと逆に指

導内容が焦点化しづらくなります。同じように、文章の表現もコンパクトに記入することが、身近

な活用に結びつくと考えられます。 

 

Ｑ６ 自立活動指導内容票を活用するにはどうすればいいですか？ 

Ａ６ 新担任に変わる年度始めには、前年度記述された票を基に、より早期の実態把握が可能になると

考えます。それにより、年度目標の設定や個別の指導計画等との関連性が高まり、基本的な方向性

が定まることで、ニーズに応じたより充実した指導内容の設定と実際の指導が可能になると考えら

れます。また、年度途中には、自立活動指導内容票を基に児童生徒の変容等を確認することで、実

態把握や目標設定、手立ての有効性や妥当性を評価・改善することがしやすくなります。 

 

Ｑ７ 自立活動の指導と他の教科等の指導との関連性を強めるにはどうすればいいです

か？ 

Ａ７ 自立活動の指導内容と各教科で取扱う内容の違いを明確にし、一人一人の課題に応じて内容を関

連付ける必要があります。特に各教科等を合わせた指導の中で、自立活動の指導内容を指導する際、

指導内容そのものを指導することで、授業のめあてが曖昧になってしまう場合があります。その様

な場合は、指導の手立ての裏付けとして自立活動の指導内容をとらえることで授業のねらいを明確

にしつつ、関連性を高めながら取り組むことができます。 

個別の指導計画作成の際に、自立活動指導内容票を基に各教科等の担当者と共通理解を図ること

で、目標や手立てについての方向性を一致させたり、それぞれの学習のなかで重視する指導内容を



61 

 

明らかにしたりすることができます。 

 

 

Ｑ８ なぜ自立活動が設定されているのですか？ 

A８ 自立活動は教育課程上の重要性から盲・聾・養護学校に在籍している全ての子どもに必要であるこ

とが前提です。そのため、弾力的に運用することが可能になったとはいえ、自立活動の中核となる

特設された自立活動の時間が授業時数として全く設定されていないということは適切ではなく、一

方、全ての授業時間が特設された自立活動の指導であるというのも、全人的な成長・発達を目指す

という学校教育の目標からみると不適切であるということになります。 

 

Ｑ９ 自立活動の区分である「身体の動き」の指導に関して、病院等の医療機関で実施され

る機能訓練との違いや共通点を、どのように整理して、学校で実施すればよいのか。 

A９ 医療機関等での理学療法や作業療法は、医学的治療の一環として、運動機能そのものの改善を図る

ものです。専門家の助言をそのまま実施するのでは教育活動としては不適切です。つまり、専門家

のプログラムをそのまま実施すればよい、ということではありません。 

① 教育活動として「身体の動き」を位置付ける。 

教育活動においては、「より質の高い体験をすることで学習すること」を重視します。 

② 心理的な活動として身体の動きを捉える。 

機能訓練の視点から「身体の動き」は身体の骨格や筋組織、脳神経系の機能の問題です。 

教育活動の視点から「身体の動き」は自らの身体をどのように把握し、どのようにコントロール

するか、身体を操作して外界にどのように働きかけるかの問題です。 

学習活動に取り組むことは、指導者との共同活動であり、コミュニケーションが前提になります。

教員の言葉かけや働きかけに子どもがどのように応じるかを確かめながら進めることが大切です。 

③ 指導の前提としての医学的な指導上の配慮を行う。 

医療面に関しては、医師等の専門的な意見を十分に尊重し、日頃からリハビリテーション参観や専

門家との話し合いを深めていくことが大切です。 

 

Ｑ１０ 施設・設備及び教材教具を充実させるためには、どのような工夫が必要か 

A１０ 関係分掌と連携した計画的な備品購入と、自作の教材・教具の充実が大切です。 

・現状の備品の状況を毎年見直す。必要な備品は３年程度の年次計画をたてて計画的に購入する。 

 →自立活動部を中心に教員の意見を集約して計画的に購入する。 

・市販の備品は高価、既製の教材・教具はそのまま用いるのが難しいことが多い。 

 →教員の発想が教材・教具を整え充実するうえでの出発点。自作の教材・教具を充実させましょう。 

 

 

 

 

 

・その授業で取り扱う内容が、教科としての意味合いを強調するのか、自立活動の内容として指導

しているのか、指導する側で説明できるようにしておくこと。 

・必要な支援（例：姿勢保持等、教材・教具、自助具、補助具の活用等）を行うこと、学習効果を

あげる（情報機器の有効活用等）こと。 
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Ｑ１１ 教科等で担当者がかわるので、自立活動の位置づけが希薄になりがちです。自立活

動の指導の継続性、適切性を図るためにどのような点を考慮して取り組めばいいです

か？ 

A１１ 指導の継続性や適切性を確かなものにするためには、指導内容を決定する学校の手続きを明確に

することが大切です。必要な指導内容は、実態把握、本人や保護者の願い、これまでの指導経過

等の情報から総合的に設定されます。個別の指導計画を作成する手続きとその活用が十分に機能

していることで、継続性、適切性が図られます。 

 

Ｑ１２ 教員の資質を高めるためにはどのような取組みが有効ですか？ 

A１２ 子どもの指導に関して担任教員だけで関わるのではなく、多くの教員が関われる機会を設けるこ

とが大切です。専門的知識や技能を有する教員を中心に、子どもの指導に関して検討を行い、担

任教員の自立活動における専門性の向上を図りましょう。 

・自立活動における専門的な研修会や、複数の教員で指導についての話し合いを実施することが重

要である。 

 目標や指導内容を設定する際、担任一人で考えるのではなく、学習グループなど複数の教員で話

し合うことが大切。話し合いのなかで、様々な視点から子どもの目標や指導内容について検討す

ることができ、担任も目標や指導内容の設定の仕方を学ぶことができる。 

 同じように、定期的なケース会議の実施により、自立活動について検討、修正しながら、より実

態に合った指導が可能になっていく。 

 

Ｑ１３ ＩＣＦの考え方を自立活動の指導に反映させるにはどうすればいいですか？ 

A１３ ＩＣＦの考え方は治療や訓練ではなく、今すでに獲得している機能や能力をどう生活に生かし、

生活の質の向上を図るかというアプローチです。生活の有り様を環境との相互作用のプロセスと

して捉え、様々な角度から環境を調整するアプローチともいえます。ＩＣＴの考え方にも繋がり

ます。 

・参加→活動→心身機能・身体構造のスペクトルからの視点で考える。 

 治療や訓練でなく、今既に獲得している機能や能力をどう生活に生かし、生活の質の向上を図る

というアプローチが大事。 

・活動と参加からの視点を点検する。 

 ＩＣＦには活動と参加について分類と定義がされている。分類項目を活用してカリキュラムを点

検することから、視点の偏りや今までアプローチしていなかった視点が見えてくる。 

 

 

 

・個別の指導計画は、前年度の計画を踏まえつつ、担任に加え、自立活動部等複数の教員や保護

者と共に作成する。 

・児童生徒の障害の状況や発達の程度は変化する。継続するだけでなく、現在の状況を適切に評

価し、指導の適切さを検討する。 
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