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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付けるこ

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 26 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」の六つの区分に分類・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  

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」 

 

 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の項目を六つの区分に整理 

Ⅰ 自立活動について 
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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。 

等の「内容」はすべての児童生徒へ確実に指導し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な把握に基

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とお

りである。 

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）を的確に把握する。 

② 個々の実態に即した指導の目標を明確に設定する。 

③ 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。 

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個別の指導計画を作成し、それを基に授業実践をしている。特

に、ICF関連図の考えを基にしながら、児童生徒の全体像を把握し、適切な目標と指導内容の設定を目

指している。以下、本校の取組も含め、自立活動の指導の進め方にいてまとめる。 

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 

（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、よ 

りよく生きていこうとするために最も必要となる知識・ 

技能・態度及び習慣を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 

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 ではない。  

•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 応じて選
択する。  

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。 
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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。 

（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 

   実践に当たって、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

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 

 （東京都立青山特別支援学校 川上康則） 
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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。 

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 

   教師の働き掛けに対し、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称賛

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、称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、叱咤激励や頑張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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

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、２６年度からは言語聴覚士１名の外

部専門家から、運動、感覚、言語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づくり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。 

 

姿勢とは 
背臥位（仰臥位）：仰向け 

側臥位：横向き 

腹臥位：うつ伏せ 

座位：長座位・あぐら座・椅子座位・ベンチ座位 など 

四つ這い 

膝立ち位 

立位など 

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（異常感覚も含む） 

 ⑤ 骨の変形・筋肉の短縮・関節拘縮・筋緊張の異常 

 ⑥ 筋力の低下 

ポジショニング 

・より正常に近い姿勢で筋緊張を整え、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 

・頭部の位置→頭が左右前後に傾いていないか 

・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 

 ・身体の背面・座面の接地、クッションの圧の加減→車椅子やいす、座位保持装置が合っている 

か 

「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」 

 

姿勢・運動 
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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・拘縮の進行、手の操作、視覚・視野を阻害するため、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。 

背臥位 

 

 

 

→・頭部を高めに保持することにより、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）。 

 ・床と身体背面との間にタオルやクッションなどを入れて隙間を埋め、支持面を増やし、身体を安

定させる。 

 ・仰向けになり、肩を内側に寄せて肘を曲げ、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（Ex.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を立て、正中位で保持する練習をする。腰を浮かせる

ブリッジなどを他動的でよいので行い、骨盤の前傾や臀部の収縮を促す。 

側臥位 

 

 

 

 

 

→・枕や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。 

 ・ハイハイや四つ這い移動につながる。 

姿勢分析：頭部・肩・骨盤の位置の左右差や脚長差などチェックをする。 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・下肢を固定する 

肩支持 → 肘支持 → 手支持 

 

ポイント 
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座位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あぐら座 

※あぐら座を行う前に股関節の状態を保護者、医療機関に確認すること（脱臼、痛みなど） 

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

勢が安定し、介助の負担が軽減する。 

・体幹や上肢を安定させるためにＵ字クッションを使用するとよい。また、座位用の机やテーブ

ル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ったり、股関節に違和感があったりす

ることが考えられる。座面を広くしたり、座面にクッションを入れたりして、座位姿勢を保持

するとよい。 

 

ベンチ座位 

→・ベンチをまたぐ場合は、股関節が内転しないように座らせる。 

・机を利用する場合は、後ろから支援し、姿勢を安定させる。 

・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、肘を曲げるとよい。そうすることで頭が挙上しやすくなる。 

・後ろから支援する場合は、前方が見えるように生徒よりも少し高い位置で支援する。 

 

座位について 

椅子座位：椅子に腰かけた状態 

長座位：足を伸ばして座った状態 

端座位：ベッドの端などに両下肢を下ろして腰かけた状態(背もたれがない) 

チェックポイント 

・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：膝を曲げる角度（座面の幅や深さ）と足底の接

地が重要である 

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体幹と下肢の安定性が向上する 

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頭部の安定へとつながる 

ポイント 
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歩行の改善 

○上腕を挙げて歩いたり、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 

→体幹や下肢が安定するように、四つ這いや膝立ち、しゃがみや立ち上がりの練習をする。 

足裏の感覚入力を図る。 

○つま先立ちで歩く子ども 

→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。 

○歩行時のバランスが悪い子ども 

→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子ども 

→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 

→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。 

 短い距離でも早歩きをさせるなど、筋肉の早い収縮を促す。 

下肢の緊張を緩めるための手立て 

→・体を伸ばしきって緊張している場合は、膝裏に手を当て、股関節と膝関節を曲げることで、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。 

 ・足首を曲げて足裏を床につけ、感覚を入れてあげる。 

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。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）をとらせる。 

※脱臼や痛みに注意 

・側わんの場合は、縮んでいる側の脇腹の筋肉を伸ばす。 

不随的な動き 

→・体幹などの身体の動揺がある場合、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。 

 ・支持面や接触面を増やしてあげることも一つの方法。 

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動かしやすい場合もある（肩甲骨の動きが制限され

ないため）。 

移動・歩行 
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車椅子のポジショニング 

→・車椅子のリクライニングの角度は児童生徒の実態によって異なるが、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、上部体幹をサポートす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を確認する。 

SRCウォーカーの操作 

→・股関節が外転、外旋している場合は、できるだけ膝が正面を向くように、前方への振り出しを

促す。 

・静止時でも下肢の振り出しがスムーズにできるよう支援する。 

・座面が高過ぎたり、前傾し過ぎたりすると、床を蹴ることができない。座面をやや低めに設定

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して、上体を起こすようにする。 

・ズックの床を蹴る部分に滑り止め（平ゴムなど）を付けて床を蹴りやすくすることも有効であ

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である。 

・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、上体が後方に開きすぎないようにする。 

四つ這い、姿勢変換について 

→体幹の安定により、上下肢の随意性を促す。過剰な努力はさせずに、介助、誘導にて、スムーズ

な動きを引き出すとよい。 

➀ on elbow（肘で支える） → on hand（手で支える） → 四つばい  

➁ 寝返り→ 横座り→ 長座またはあぐら座位  

➂ 四つ這い→ 膝立ち  

※物の操作により認知面のアップを目標にする（内ばきのベルトの操作など）。 

歩行の不安定さ 

○膝を屈伸することを意識させる。 

○体幹の安定を補うためには、骨盤ベルトを使用する。 

○転倒が増えたら、杖や歩行器や歩行車などの使用も考える。 

階段のスムーズな歩行 

★一段二足から一段一足の歩行につなげるために 

○昇り；手すりを頼らないように真ん中で練習。教師の膝を掴んでもよい。 

○降下；本人よりも下方で介助をして、トントンのリズムで行う。恐怖心をもたないように、何回

も繰り返して行う。 

○立位で片側の膝関節伸展を促す。 

 サッカーボールを前後に動かすなど→ 
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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。 

鉛筆の正しい持ち方、鉛筆の動かし方  

○書く範囲を縦長に限定 

○動かす方向を軽く介助 

鉛筆の持ち方と書字、集中させる手立て 

○書字：平仮名よりも○、△、□、／など基本的な形の理解を。色分けする、立体的な物（紐など）

を使う。 

○鉛筆を垂直ではなく斜めに寝かせるように持たせる。   

○手首を使わせる（ぐるぐる円など）。 

・筆圧が強い、弱いなどの場合、振動覚が入力されるような書字の工夫をすると効果がある場合が

ある。目の細かいネット等を紙の下に敷き、文字を書かせてみる。 

・文字を書かせる部分をくり抜いた版を作り、その中で書かせてみる。 

手指の操作性を高める学習への支援、利き手でない方の手の動きを引き出す支援 

・手の活動の前に、ストレッチを行うとよい。 

 

鉛筆の持ち方と書字、集中させる手立て 

・書字については平仮名よりも○、△、□、／など基本的な形の理解を行う。色分けする、立体的

なもの（紐など）を使う。 

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掛けを行った方がよい。初めは

手を添えて一緒にホック掛けを行い、掛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。 

上肢の使い方、着がえの際の支援 ；上衣の着替えのときの体の支え方 

・姿勢安定のために骨盤を教師の膝で挟んで介助し、座位を安定させる。体幹は脇のあたりを教師

の手で支えて介助をする。 

・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、

親指は外に広げ、手首を伸ばす。 

※親指の外転を促す。 

※音・光・色などで意識を向けさせる。 

 

ポイント 

手の操作 
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手や腕の動き 

・脳性麻痺のお子さんは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。 

バギーに設置するテーブルの上での手の動き（緊張が強いため動きが限定されるが、自分でやっ 

ているという実感を引き出したい） 

○座位保持装置上での手の使い方 

・手を使わせたいのであれば、テーブルを斜めに下げて動く範囲を広げる。 

・空間で持ち上げなくても動かせるような角度に設定する。 

手指の巧緻性 

・握る、つまむなど道具を安定させて操作することに支障を来している場合、指が過伸展している

など、手指の筋緊張の低さが原因である場合がある。粘土をちぎるなどの手指を力強く曲げる動

きを取り入れてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

触覚過敏 

・圧迫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 

・手のひらに力、圧迫が入るような活動（重いものを持つ、綱引き、手押し車、 

四つ這いなど）を普段の生活や授業の中に取り入れる。 

 

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する。 

・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。 

ポイント 

感覚・認知 

触覚過敏 

・圧迫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。 

・手のひらに力、圧迫が入るような活動（重いものを持つ、綱引き、手押し車、 

四つ這いなど）を普段の生活や授業の中に取り入れる。 

 

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する。 

・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。 

ポイント 
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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の積み重ねで文字を獲得していく。 

直線の引き方（点と点に定規を合わせて線を引くことが難しい） 

・点結び～スタートとゴールをしっかり確認させる目印をはっきり提示する。 

・マス目～マス目を数えるということ自体がまだ難しい。数えやすいもの、形で練習する。 

 ○○○ （例えば左図のような○で練習。）   

  ○○○ 

  ○○○ 

※どちらの課題も注意の保持や切り替えなどの能力が関連している→空間の捉え方 

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、バランスボールに座らせ運動感覚を入力する。 

・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。 

感覚の過敏について 

○感覚過敏の改善を図るために、感覚の受け入れ方を変えていく必要がある（脱感作）。 

・運動覚、振動覚、圧覚と苦手な触覚が合わせながら入るような活動 

  粘土、手押し車、四つ這い、綱引き、重い物を持つ。 

・全身に感覚が入るような活動 

  マットで横転、前転、トランポリンで寝転がって揺れの刺激を入れる等。 

ダンスで動きを模倣することが難しい 

○感覚統合が有効な場合がある。 

・ブランコに乗って積み木を取る、 滑り台で「飛行機の形」のまま滑る（筋緊張を上げるような手

立て）活動に取り組ませてみたい。 

ボディイメージと実際の動きの結びつけ 

○感覚過敏がある子どもは、ボディイメージが育ちにくいため、ラジオ体操などでも十分に手足を

伸ばせないことが多い。 

・固有感覚（力強い感覚）が四肢末端に入る活動（手押し車、力比べなど）を行ってから体操を行

う、鏡を見て自分の手足がどの位置にあるのかを確認しながら体操を行うなど、じっくり改善を

図りたい。 

たたく、蹴るなど行動上の問題の改善 

○他傷行為には触覚過敏が影響している場合がある。過敏を取り除くことで、人との関わりや目と

手の協応も高まる。 

・対象児の体に教材や手で圧覚を与える。運動感覚と視覚情報を一致させるために、必ず何で触る

か、どこを触るか本人と確認してから取り組む。 

・例えば手のひら（体の末端）から始め、徐々に二の腕（体の中心部）へ。感覚の強さは強い感覚

（ギュッ）から徐々に弱い感覚（さわー）に。 
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咀嚼や嚥下 

・食べ物は舌の前側に置く（咀嚼が少し増える）。 

・上からスプーンを入れない、抜かない。 

・スプーンは本人が開口してから抜く。 

・自らスプーンに向かってくる動きが出るのを待つ。 

箸の持ち方 

・普通の箸の持ち方が上手であれば、ずれないように輪ゴムで止めたものを使ってみる。 

・エジソン箸のリングを外して使用してみる。 

口に食べ物を詰め込んでしまう 

・食べ物を口に溜めてしまうのは、舌運動の問題もある。（舌で食べ物を送れない） 

給食時間以外で舌運動の機会をもつようにする。 

・例） 

上唇なめる→下唇なめる→右口角なめる→左口角なめる 

口周辺にジャムなど付けてなめる等 

口を閉じて食べるための支援 

○前歯や口唇を使って食べる練習が必要。 

・パン、おやつ、スティック状の物などで、前歯で噛み切る練習をする。 

・口の中に適量食べ物を含んだら、顔を上げて咀嚼するよう促す。 

・必要に応じて食事場面とは別に舌の運動を取り入れる（前後、上下、左右）。 

スプーンですくう動作の獲得 

○運動の方向と強さが学習されていないことも原因のひとつ 

・使いやすい道具（滑らない、片方に壁がある食器、握りやすくするために、柄にピストル型の補

助具を付けたスプーンなど）。 

・皿の底にスポーンを強く当てる、スライドさせるなど、すくう動作を強調した介助を行い、感覚

として入れてあげる。 

 

 

健康維持のために適した運動の種類について 

○保健室での食事調査～保護者の協力を得ながら継続する。 

○大腿四頭筋強化～踏み台昇降などが有効である。 

○長い距離、時間の歩行、散歩～ランニングは膝に負担が掛かるので、水泳がよい。 

肥満軽減・筋力向上のための運動について 

食  事 
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肥満軽減のためのトレーニング 

○体幹のエクササイズ 

 

 

 

 

 

 

③腹筋、背筋 各２０～３０回   ④座位キープ １～２分から始める 

 

 

○有酸素運動 

 ・しっかりした姿勢で呼吸を止めずにリズムよく歩く ２０分以上 

上部体幹屈曲、左右非対称や体幹、下肢の筋力低下の改善 

→次の運動を行う。 

・棒体操：両手で棒を持ち、両肩関節の運動を促す。 

座位で前後、しゃがみながらの立ち上がりを行う。 

  

 

 

・壁に背中を付け肩関節のストレッチを行う。 

両手を挙げて壁にくっつけて手の甲をタッチする。 

 

 

 

・頭とつま先が付くようにする。 

                           ※回数は実態に応じて決める。 

下肢の柔軟性がなく体育座りが困難な場合 

→・両下肢ハムストリング、下腿三頭筋の短縮などが原因と考えられる場合がある。 

 

 

                               立ち上がり練習 

 

座面に１０ｃｍ位補高するとよい 

つま先をつかむ気持ちで行う 

                                    後ろに反る 

 

※回数は実態に応じて決める 

①台上に足を乗せ、腕立てキープ 

 

 

 

３０秒～１分間保持 

 

②腰上げ 

 

片脚伸ばして２０回ずつ 
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体幹の安定性を高める 

→次の運動を行う。 

・腹筋や腕立て、しゃがみからの立ち上がりなど（１０回×２セット）で、体幹と上下肢の緊張

を高める。 

・腕立ては腕を立てたまま２０秒間キープする。 

・ボールのキャッチやボールをもちながらの片脚バランスを行い、感覚を入れる。 

歩行を改善するトレーニング 

★姿勢や動きを保持するためのトレーニングが必要 

・股関節を外転させてハムストリングスのストレッチ 

 

 

 

 

・頭と足をくっつけるようにストレッチ 

 

 

・体幹の支持性向上のために腕立て（２０回） 

※難しいときは台に足を乗せ体を支えるだけでもよい 

 

 

 

・大腿四頭筋の筋力向上のための筋トレ 

 

 

 

飛行機での座位姿勢について 

・機内姿勢については音楽をかけてリラックスさせる。 

・座位保持装置から空港内等の普通の車いすに乗るときは、身体に密着するように U 字クッション

（首、脇下、腰）、足下クッションを使用する。 

・普段から端座位の練習をして、体幹の指示性を促しておく。 

・頚部、体幹の屈筋群、下肢の伸筋群の緊張が高いため、前傾してしまう場合は、U 字クッション、

足台により、前方への滑りと体幹の崩れを防ぐ。  

・肘の高さを高めにサポートする。 

※端座位は座位の一つであり、ベッド等の端に両下肢を垂らして腰をかける姿勢である。自分の力

一人でできるなら 

一人で行ってもよい 

重錘（１㎏）をつけて

左右５０回 

 

 

 

交通機関の利用 
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を用いてとる姿勢であり、筋力(腹筋や背筋)の回復等に効果がある。また、ベッドから車椅子やポ

ータブルトイレへと移乗するための前段階でもある。 

 

 

 

声量を上げるためのトレーニング 

・バンザイ（上下、左右に両手広げる）で吸気・呼気の練習をする。肺を大きく動かす。 

・胸部圧迫介助（息を吐く時、発語する時に）で、たくさん息を使って発声する感覚を身に付ける。 

・頭部支持し（当て枕などで）頸部緊張緩和を促す。 

・口唇閉鎖・横引き運動に負荷をかける（すぼめる→外側に引く 負荷など）。 

発語の不明瞭さに対する配慮点 

・顎遊びを規制する（顎が緩くならないように）。→顎を押さえ固定してする。 

・舌運動→上下、左右、前後の反復運動を行う（大きく、素早く動かせるように）。  

・口唇運動（「う」「い」の反復）→歯をかみしめたまま口唇のみ「う、い、う、い」と動かす。 

・二音節からの構音練習「ババ」｢バババ」「ババババ」等で構音動作を定着させる。 

舌の使い方 

・/ki/と/tʃi/の弁別化/ki/→しっかり舌を奥に引き発音する。舌が横に動かないように注意する。 

/tʃi/→上下前歯で舌を挟み/tS/（つ）の音を作る。/tS/＋い→つぃーと発音練習する。  

・舌運動→下顎を固定し、上唇を舌先でなめる。10 秒キープする。 

５０音表の使い方 

・「ハー」「フー」等で息を口から出す練習（手の平を吹く、紙片吹く）をする。 

・口唇運動「う」「い」を交互に口唇だけ動かす、口唇をしっかり閉じる。 

・舌運動→舌先で上唇をなめる（下顎を動かさないように）。 

・筋力・運動能力保持のため、体をたくさん大きく動かす（文字盤も手指コントロールに時間要す

るが、がんばって続ける）。 

口唇閉鎖の力がついてきているかどうか、鼻呼吸する力を伸ばす方法など 

・口唇、舌運動を引き続き行う。 

・深呼吸時に胸郭圧迫介助で呼気（吐く）が増えるようにする。 

→呼気が増えると吸気も増えていく。たくさん息を吐いてから深呼吸を行う。 

発声が喉に負担になっていないか、負担になっているとしたら、どのように指導していけばよいか 

・仰臥位（寝た状態）や背もたれを倒した状態で発声する。 

 →軟起声（優しい発声方法）を練習する。「ハー」「ハイ」「オーイ」など 

・本人が楽しく発声できる場面づくりで発語機会を保つ。 

発語を増やすための手立て 

・２音節単語の練習と構音点の近い単語での音読、復唱で定着を図る（母音中心の単語も良い）。徐々

に３～４音節へと進める。 

・見通しが立つようになってきたら、やりとり（○○やったら○○できるなど）しながら行う。 

→ルールや約束につなげていくと生活しやすくなる。 

発声・発音 
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ほっぺをマッサージしたりホイッスルのような笛を吹いたりして遊びながらできる方法 

○舌運動を増やす。 

 ・触れられることに慣らす（ほっぺマッサージなど）。 

・口唇、口角なめ、指なめ（できるだけ遠くに舌を出す） 

○口唇・口腔内への感覚刺激に慣れさせる（感覚の定着を）。 

 ・スプーン・ストローでの食物を摂取する。 

 ・ラッパ、巻き笛吹き、歯みがきをする。 

・ストロー保持ゲームなどをする。  

 

大きな声での発声 

・発声持続についてはおなかに手を当てて「アー」「オーイ」などできるだけ長く発声する。 

・座位姿勢で両足底をしっかり床に付けた姿勢をキープする。１分間×３セットで行う。 

・深呼吸について上肢を使って大きくすって長く息を「ハー」と吐く。 ５回×２セットで行う。 

本人が意識してできる発声練習の方法 

・歯列矯正状況を見つつ（広がり次第で明瞭になるかも）舌、単音節の反復練習を行う。 

 ①舌先を上顎切歯裏につけ１０秒キープする（口を大きく開くこと、顎を上げないようにするこ

と）。 

 ②４～５音節ではっきり構音できるように苦手な音を練習する（ダダダダダ、ラララララなど）。 

口の周りの筋力を高める方法 

・発話後閉口する意識付け（意識できるようその都度促す）をする。 

・閉口負荷運動 １０秒間閉口キープする。開口させ負荷を掛けて閉じさせる（閉じるのと反対方

向に顎を押さえて介助）。 

・口唇運動 「う」「い」の反復発声 １０回×３セット、「う、い、う、い・・・」と交互に繰り 

返す。 

発表の際に円滑に話せずたどたどしい話し方になる場合の効果的な指導法 

・意味と語がつながるようにし、語彙を増やす。 

・現前（目の前にしている出来事）は説明もできるが、非現前（昨日したこと等、今目にしていな

いこと）には考えがまとまらず言葉に詰まるので、記憶を強化（その場で出来事を振り返る）し

てあげる。 

口や言葉が流れてしまうことの改善 

・舌の体操；左右口角へ舌先を向ける、左右頬を舌で押す。  

→ ほっぺを押して負荷を掛ける。 

・シの音節数を増やし（シ、シシ、シシシ・・・）、速音で反復して構音させ、正しい舌の位置を定

着させる。 

早口や言葉が流れてしまうことの改善 

・舌の体操：左右口角へ舌先を向ける、左右頬を舌で押す。→ ほっぺを押して負荷を掛ける。 

・シの音節数を増やし（シ、シシ、シシシ・・・）、速音で反復して構音させ、正しい舌の位置を定

着させる。 
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サ行の発音の改善方法 

・舌の体操：前後、上下、左右へ動かす。顎を上げずに行う。 

・開口保持：口を大きく開けたまま１０秒キープする。 

・サ行音（サ、ササ、サササ・・・）音節数を増やし、反復して構音させ定着を図る。 

もごもごした話し方を改善するための手立て 

○口から息を出し構音する練習する。 

 鏡や手に向かって「あー」「いー」「うー」「えー」「おー」 

         「はー」「ひー」「ふー」「へー」「ほー」と、声を出す。 

○口唇の体操；「う」「い」の反復練習を口でしっかりすぼめる、引くを行う。 

発声の仕方 

・呼吸訓練：助骨に手を当て、息を吐くときに軽く圧迫介助する。 

・「あー」「ふー（息を吐く）」など、できるだけ長く発声する練習する。 

・吹く課題：楽器やお祭りの巻き笛などを行う。 

「ち」の音が「き」に置き換えられることの改善 

・舌の体操：前後、上下、左右に動かす。 

・舌の脱力：力を抜いて舌を前に出し１０秒キープする。 

 ※舌が細くならないようにする。 

聞き取りにくい発音の改善 

・開閉口運動（最大開口位でキープする、ゆっくり運動を行う）を行う。 

・舌運動（開口位のまま上下に動かす、口唇なめ）をする。 

※顎、頭部動かさないようにする。鏡見て行うと修正しやすい。 

・姿勢保持（猫背にならないように意識させる）する。 

発音の改善 

・姿勢の改善（正中位を保つように）をする。 

・口唇すぼめ；唇をつまんですぼめる動きの介助→徐々に自立できるようにする。 

・舌運動（上下、口唇なめ）をする。 

・開閉口運動（大きく開け閉めする、開口位のままキープする）をする。 

どもりや聞き取りにくい発音へのアプローチ 

・口唇閉鎖保持練習 → ストローなどを口唇で挟み閉口位保持する。 

・舌運動：口を開けたまま上下に動かす、口唇をぐるっとなめる。※頭、顎を動かさないようにす

る。 

・頸部ストレッチ（左右方向へゆっくり１０秒伸ばす、右へ倒す方から始める）をする。 

・「サカサ」「スカシ」「セカス」「キサワ」「ケスコ」など、前舌音と奥舌音の組み合わせの発音練習

を行う。 

話を相手に伝わりやすくするための手立て 

・開口、舌の筋力が弱いと早口になりやすいので強化する。 

 ①最大開口位を保持（大きく口を開けて１０秒キープを数セット）する。 

 ②開口位を保持したまま舌を上下に動かす（下顎が動かないように）。 

 ③口唇分離運動「う」「い」（上下歯を噛みしめたまま、口唇のみ動かす）をする。 
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声の大きさ 

○テンションのコントロール(我慢)が課題の場合、急な大きな声には短く淡々とした対応をする。 

○話声位は発声「あー」でトーンや声の大きさを学習する。 

○音読 (視覚的に分かりやすいよう提示)でも同じトーンで話せるようにする。 

聞き取りにくい発音がある場合 

○鏡を見て行う。 

 開口：頭を動かさないで、大きく開口する。大きく開けたままキープする。 

 舌：上下交互運動（上唇なめる下唇なめる）滑らかになるようにする。 

 構音：両唇音｢パ行｣｢バ行｣｢マ行｣をしっかりと上下唇を閉じて発音する。 

○左右の歯で食事を摂るようにする。 

どもりや聞き取りにくい発音への有効な手立て 

・口唇：常に開いているので閉口を意識して行う。 

・会話：書いて音読し伝えることを継続（言いたいことをまとめてから話すことに慣れる）。 

    本を読み、文の構成を習得する（助詞探索あり）。 

・頸部：左右にゆっくり１０秒かけて伸ばす。ストレッチ、特に右側を伸ばすことを意識して行う。 

・舌：脱力を習得する。力を抜いてべローンと大きく出す｡ 

１０秒突出キープする。上下交互運動もできるとよい。 

身振りや発声で伝えられる事柄を増やすための有効な手立て 

○本人の必要なサインを状況に応じ習得していく。 

 ｢トイレ｣｢おかわり｣「ちょうだい」等 

○系列語（数字、五十音など） 

 （エイエイ）「オー｣ （ありがとう）「ございます」（おはよう）「ございます」など補完も取

り入れ、自発語として定着するように促していく。  

書字や食事の際の安定した手指の操作性を引き出す支援や姿勢 

○頸部：他動のマッサージ→教師の手のひらで、頬をくるくる回す。 

○口唇：口唇の両端をつまんでぎゅーっと中央に寄せてから離す。→口唇周辺の脱力を学習をする。

口すぼめ（常に引いている状態なので）で口周りの筋を使う。 

○ため息や肩の上下運動もリラックス効果がある。 
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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、遊具なども製作している。 

 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】 

・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】 

・角度調整可能な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 

    【シーソー】 

・前庭感覚系の刺激（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。 

・二人で左右の端に座ってバランスをとったり、一

人でシーソーの上に横になってバランスをとったり

して遊ぶことができる。 

 【メリーゴーランド】 

・前庭感覚系の刺激（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。 

・真ん中のポールを中心に、二人でクッションチェ

アにのり回す。 

・ボールプール用のボールで回りますが、ボードの

下にキャスターを付けて回すこともできる。 

 【いす用ウェッジ（三角マット】 

・座骨支持（骨盤挙上）が無理なく行え、脊柱が伸

展し、体幹が安定します。足底も床に接地し、下

肢、体幹が安定することで上肢の動きがスムーズ

になる。 

 

 【スロープ】 

・クローラー等を使い滑り降りることで前庭感覚系

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。 

・傾斜が緩いのでスロープを歩いたり、四つ這いに

なったりして登ったり降りたりできる。 

 【補高ボード】 

・テーブルに補高ボードを使用することで、食器か

ら口までの距離が短くなり容易に食べ物を口に運

ぶことができます。また、肘で身体を支え姿勢を

安定させることができるので食器を押さえたり、

持ったりすることが比較的容易にできる。 
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        教材教具 教材教具名・ねらい・利用方法 

 

 

【トンネル（ジェットコースター）】 

・滑り台と組み合わせて使用するときは、前庭感覚

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。 

・トンネル内はイルミネーションが付くので、感覚

の学習にも使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スマイルホッケー】 

・小学部児童が卒業作品で作ったものである。友達

と一緒に仲良く遊ぶことができるようにというね

らいで作った。パックを目で追い、打つ、止める

などの動作が必要となる。スマッシャーとパック

は市販の物を使用している。車いすのお子さんは

手作りのスマッシャーを使っている。 
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教材教具 教材教具名・ねらい・利用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スイカの形のペグ差し・型はめ】 

・トライウォールで作ったペグ差しと型はめ。 

・ペグと立方体は市販品。指で押し込むタイプのも

のはフィルムケースである。 

                            

 

 

 

 

【ペットボトル洗浄機】 

・本体をトライウォール、ペットボトルを挟む部品

は紙管で作成した。スイッチとリレーボックスを

使って動かすので車いすのお子さんでも簡単に使

用できる。 

・作業学習だけではなく、石けん水を使い泡立てて

感触遊びをするなど遊びの指導や自立活動でも使

用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

教材教具 教材教具名・ねらい・利用方法 

 

 

【一人であるけるブリッジ】 

・歩行用の平行棒です。 

・立位でバランスをとる練習、歩行の練習などで使

用する。 

・側面と底面は、はめ込みタイプですので側面だけ

での使用も可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

【補高ボード】 

・テーブルに補高ボードを使用することで、食器か

ら口までの距離が短くなり容易に食べ物を口に運

ぶことができる。また、肘で身体を支え姿勢を安定

させることができるので食器を押さえたり、持った

りすることが比較的容易にできる。 
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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、製作できる。 

 

【コポコポ】 

・二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】 

・二つのスイッチから「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。 

・二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

る。 

 

【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る。 
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教材・教具 教材教具名・ねらい・利用方法 

 

 

【ストライクボール】 

・ボーリングや的当てゲームで使用する。 

・ボールを筒の上にのせ、倒すことでボールが転がる。 

・ボールを持たなくてもわずかな力で押すことで転がすことができ、ボールの

進む方向も簡単に調整できる。 

 

 

 

 

【めくって さわって たのしい絵本】 

・興味関心が持続し学習に取り組めるように、色や形の対応や分類、一対一対

応等の学習内容を一冊の絵本にした。 

                ・児童が好きなキャラクターや素材を用いて、見たり触れたりでき

るぺージと、お話の場面に関連した内容のプリント学習や具体物             

を操作して取り組む課題を入れたページがある。 

                ・シール、球やペグ、皿やお菓子の模型など、児童の好きな素材か

ら、段階的に生活場面で使う具体物に移行できるようにすること             

で、さまざまな物を操作して物を対応できる力を身に付けること

をねらっている。  

一 例 
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本校の自立 

小学部の実践 

実践例１「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。 

Ⅱ 本校の自立活動について 
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（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）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話し言葉が中心となった。教師に伝えることで話し言

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た。 

○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（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

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。 

 

写真６ 

写真４ 

写真５ 
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実践例２「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、言葉掛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分からない、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。 



34 

 

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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実践例３「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進んで行う。 

・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頑張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ともに、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であり、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。「負けて

もまあいいか」と口

に出すことが大事。 

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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実践例４「ＰＴ、ＳＴのアドバイスを生かして」

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。あいさつを返すとき、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

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

（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掛けで対応する

「ぎゅっ、ぎゅっと歩くよ」と踏みしめる言葉掛けをする

（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｡口唇や歯茎に過敏がある。

↓

【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。

（３）ＰＴ、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

○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

・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、より意識した言葉掛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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実践例５「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

がよ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、

友達からの関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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実践例６「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

インはあるが、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

はあるが、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

・給食時に食べたいおかずをｉＰａｄで選択する。《１学期》

・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

・四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。

・二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

・四つの絵本の画像の中から、・四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

・四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、六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」
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実践例７「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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実践例８「発音の明瞭度を上げたり、発話のバリエーションを増やしたりするための取組」 

 

１ 実態把握 

・小学部２年女子。染色体異常（１８ｑ－症候群）、口唇口蓋裂、筋緊張低下。 

・発音が不明瞭で、母音化する。「か行」「さ行」「た行」「は行」「ら行」が顕著。また、一音ずつだ

とそれらしく発音できるものも、語中にあると母音化するものが多い。口唇閉鎖の困難さはあるも

のの、「ぱ行」「ば行」「ま行」の発音は比較的良好。 

・認知の高さや内言語の豊富さのわりには、発話のパターンがとても少ない。似たような状況では全

て同じ言い回しをする。（例：やりたくないとき、嫌なとき→「おしまい」又は「おわり」、痛いと

き→「いたいのいたいの」、手助けしてほしいとき→「はいどうぞ」など）また、聞かれたことに

タイミングよく答えることが難しい。 

 

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 

 ・明瞭に発音できる音を増やす。  ・状況や相手が言ったことに適した言い回しを身に付ける。 

【６コミュニケーション（２）】   【６コミュニケーション（３）（５）】 

指導内容 指導方法 

安定した発声、明瞭な発音の練習 

（みどりっこタイムで） 

様々な言い回しの獲得 

     （教育活動全般で） 

・息遊び、舌や口の周りの体操、発音練習。 

・息を安定して吐いたり調整したりするための体作り。 

・場面に応じた言い回しの例を教師が示し、本児が模倣する。 

・様々な場面や状況を教師が言語化して伝える。 

 

３ 具体的な指導実践 

（１） 安定した発声、明瞭な発音の練習 

・吹いて遊ぶ遊具（シャボン玉、水笛、ラッパ    

等）をいつでも遊べるように教室に置いたり 

（写真１）、息を使う活動（ぶくぶくアート、  

吹く楽器の演奏等）を実施したりした。また、 

給食で、固いものや大きいものを噛み切った 

り、よく咀嚼して食べたりするようにした。 

みどりっこタイムの時間を使って腹筋や背    

筋を継続して行った。 

・息遊びや口・舌の体操を行った（写真２）。息を長 

く細く吐く、口、鼻それぞれから息を調整して出す、肩やあごを動かさずに安定した声を出す、

舌を平らに安定させて声を出す、自分の発音と文字とをマッチングしながら発音する、等をね

らいとした活動を行った。 

（２） 様々な言い回しの獲得 

・好きな活動や必要度の高い活動を通して、必ず言葉でのやりとりを経てから活動に移るように

した。その際、教師が適切な言い回しの例を聞かせ、それを本児が模倣するという流れを繰り

返して行った。例えば、依頼の場面においては「お願いします」「やってください」「開けてく

ださい」「貸してください」など、よりその場面に適した自然な言い回しの例を示すようにした。 

写真１ 写真２ 
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・目の前で起きている出来事や友達の様子などを教師が「○○さん、△△を落としちゃったんだ

って。『あ～あ』だね。でも全部拾ったし、新しいのをもらえたから『もう大丈夫』だって。『□

□先生、ありがとう』だね。よかったね。」などのように、言語化して伝えるようにした。 

 

４ 成果と課題 

○成果 

・吹いて遊ぶ遊具や活動はとても好きで、休み時間などにも自分から行っている。息が漏れないよう

に口唇を閉じて息を吹き込もうとする様子が見られる。口や舌の体操にも意欲的に取り組んでいる。 

・息や舌を安定させて落ち着いたいい声を出そうとしたり、文字と自分の発音とを比べ、一つ一つの

音を区別して発音しようとしたりするようになった。「こ」「し」など少しずつではあるが明瞭度が

上がってきている音が出てきた。 

・教師が例を示したり、語頭の文字を言ったりすることで、場面に適した言い回しができるようにな

ってきた。（例：トイレに行きたくないとき→「出ない」、手伝ってほしいとき→「やってください」

「開けてください」） 

○課題 

・特設した発音・言語指導の時間はとっていないため、みどりっこタイムや休み時間など、生活の中

で機会を捉えて毎日継続して行う工夫が必要である。 

・普段一緒に生活している家族や担任などは、本児の言いたいことが大体汲んで取れるので、本人に

も家族にもあまり困り感がない。今後、様々な人と音声言語でコミュニケーションをとったり、大

勢の人の前で発表したりするために、本児が話していることが誰から聞いても分かるようにするこ

とは必要なことと思われる。本児の豊かな内言語を、豊かな語彙や人とのコミュニケーションにつ

なげていくために、今後も引き続き取り組んでいきたい。 
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実践例９「安定した歩行にむけての取組」 
 

１ 実態把握 

・小学部５年女子、主な障害は脳室内出血による両上下肢の著しい障害、精神運動発達遅滞である。 

 ・未熟児網膜症で、日常生活に支障はないが、薄暗い廊下等では距離感がつかみにくい。 

 ・着替えや排せつ等日常的な介助を必要としている。移動は支え歩きや車いす、ＰＣウォーカーを使

用している。膝立ちでの移動や、バーにつかまっての横歩きも可能である。 

 ・医療療育センターのＰＴに月２回、ＯＴに月１回通っている。 

 

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 

・筋緊張を緩める。 

・前傾姿勢にならないように、頭を壁に付け、後ろに重心を掛けて立つ。 

・体幹を意識した歩き方をする。 

【５身体の動き（１）（４）】 

指導内容 

・ＰＴのアドバイスを取り入れながら、毎日の活動の中で指導を行う。 

・意識して自分で体をゆるめる練習と、下半身を中心にしたマッサージを行う。 

・歩行の際に、顔を上げて腕を下ろし、歩幅を小さく、体を揺らさないで歩くように指導する。 

・日常の動作の中で、体幹や筋力を鍛える。 

指導方法 

・毎日の自立活動の時間（みどりっこタイム）にマッサージと体をゆるめる時間を確保し、歩行や筋力

を付ける指導に関しては学校生活全般の中で意識して行う。 

・児童が楽しみながら自然に行えるように、言葉掛けを工夫するとともに、歩行の様子を動画で撮って

本人と確認し、成長を言葉で伝えながら取り組む。 

 

３ 具体的な指導実践 

（１）筋緊張をゆるめる 

ＰＴのアドバイスを取り入れながら、毎日の活動（みどりっこタイム）の中で、 

児童が自分で意識して体を伸ばし、全身を緩める時間を設けた。また、下半身を 

中心としたマッサージを行った。（写真①） 

【評価】 

「しっかり体を伸ばすと、歩くのが上手になるね」等、体を緩めたことの効果 

を言葉で伝えながら繰り返したことで、自分から体をゆるめようとするようにな   （写真①） 

った。   

 

（２）前傾姿勢にならないように、頭を壁に付け、後ろに重心を掛けて立つ 

ラジオ体操の際に、壁に寄り掛かって立ち、支えがない状態で体操を行った。 

真っ直ぐに立っていることが意識できるように、立ったときに足の位置を整え、 

それが正しい姿勢であることを伝えた。体操で、頭を上げる動きのときに、壁に 

頭を付けるように言葉掛けをした。 

【評価】 

バランスを崩すことがほとんどなくなり、壁を頼りに一人で立って体操ができる 

ようになり、頭を壁に付ける動作も自然にできるようになった。後ろに教師が立 

つことで、支えがなくてもバランスを取って一人で立っていられるようになって 

きた。（写真②）                               （写真②） 
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（３）体幹を意識した歩き方をする 

支え歩きをする際に、児童の脇を支え、顔を上げて腕を下ろし、歩幅を小さく、体を揺らさないで

歩くように指導した。また、教師が後方に立ち、後ろに頼りながらバランスを取って歩く練習も繰り

返した。 

【評価】 

以前は前傾姿勢で腕を上げ、上肢でバランスを取る歩き方だったが、腕を下ろして体幹でバランス

を取る歩き方に変わってきた。教師が後方に立ち、後ろを頼りに立ったり歩いたりする練習を通して、

歩く際に前屈みになることが減り、バランスを取って一人で立ち続けたり歩いたりするのがうまくな

った。それにより、調子のいい日は靴を履いて独歩で３０歩（１５メートル）以上歩くことができた。 

 

改善前：写真③④              改善後：写真⑤⑥ 

（歩幅が大きく、腕が上がって上肢で     （歩幅を小さくし、腕を下ろして顔を上げ、  

バランスを取っている歩き方）        体幹でバランスを取っている歩き方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真③）    （写真④）         （写真⑤）    （写真⑥） 

 

４ 成果と課題 

○成果 

・腕を下ろして歩幅を小さく、顔を上げて体を揺らさないで歩くことを「きれいな歩き方」だと児童

自身も理解し、歩く際に「きれいな歩き方で歩こう」と言葉掛けすると、腕を下ろし、自分で歩き

方に気を付けるようになった。 

・歩行距離が伸びたことで、児童自身も手応えを感じ、意欲的に取り組むことができた。元々は苦手

だったマッサージやゆるめの時間も、効果を言葉で伝えることで自分から取り組もうとするように

なってきた。 

・後方に重心を掛ける立ち方に慣れたことで、短時間（５秒程度）であればバランスを取って一人で

立っていられるようになり、転びそうになった時に踏みとどまることができるようになってきた。 

 

○課題 

・独歩で歩く際、始めは意識していても距離が伸びると腕が上がり、上肢でバランスを取ってしまう

ことが多い。本人にとって、腕を下ろして歩く方が自然な動きになるまでは、独歩の練習よりも体

幹でバランスを取る歩き方の獲得を優先させ、毎日の歩行指導を継続していきたい。 

・安全面の確保のためにも、転びそうになった時の動き（ゆっくり座る、手を出す等）も身に付けら

れると良いと感じる。 

・本人が歩くことを楽しみながら自然に筋力やバランス感覚を伸ばし、歩く動作を身に付けていける

ように、様々な学習とリンクさせながら日常の中で継続して指導を行っていきたい。 

脇 を 軽 く 支
え、手に圧を
掛けて握るこ
とで、好まし
い動きを引き
出す。 

（ＰＴのアドバ

イスより） 

 

改善 
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実践例１１   「多動性や自己刺激行動のある児童への働き掛け 

～「感覚あそび」を通して～」 

                            

１ 実態  

 ○小学部１年男子、知的障害。 

 ○特徴的な行動の様子 

  ・高所、トランポリン、ブランコなど揺れや回転のある全身を使った遊びを好む。 

  ・カード（公文式の絵カードなど）や、かるたを並べて楽しむ。 

  ・絵本を読む（ページを素早くめくる、絵本をハンドルのように左右に振る）。 

・単語で身近な言葉をいくつか話す。質問は、答えなかったりオウム返しをしたりす 

ることが多い。→最近は的確に答える（「トイレいく？」「だいじょうぶ！」、絵本を 

見て「おもしろかった」）場面も見られるようになってきた。 

  ・行動パターンを自分で決めて、毎日その通り行うことが多い。予定変更があると不 

安な表情になり、「きがえ する」など何度も自分のやりたいことを話したり、泣き 

叫んでパニックになったりする。→最近は絵カードで予定を理解するなどして、変 

化に対応できるようになってきた。 

  ・偏食。パン、カレー、ジュース、アイスなど特定の物を食べる。→最近は誘いに応 

じて白いご飯、肉や魚を少しずつ食べるようになってきた。   

  ・好きなこと、気になることが目につくと衝動的にそれに向かって走り出す。名前を 

呼び掛けても止まらず走って行くことが多い。道路等、危険回避が難しい。 

  ・休み時間など自由な時間は、一つの場所にじっとしていることが少ない。次から次

へといろいろな遊びをする。絵本を読みながら歩くなど二つのことを同時にしよう

とする。 

  ・ほぼ一人遊びだが、場を共有して友達と遊ぶ。友達への関心もあり、一方的だが自

分から関わったり気を引く行動をしたりすることもある。 

  

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 

 ・学習活動に関心をもち、その場から離れることなく誘いに応じて教師と一緒に取り組む。 

  【２心理的な安定（１）（２）】【３人間関係の形成（４）】 

指導内容 

 ・関心がもてる活動の設定  ・情報の整理、刺激の少ない環境作り  

・見通しをもたせる工夫   ・言葉やカードでやり取りする場面の設定 

指導方法 

 ・身振りや絵カード等の活用 ・静と動の活動設定  ・感覚あそび 
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３ 感覚あそびの取り組み 

＜５月２９日 ＯＴ支援日＞ 

 ○高橋ＯＴから 

  ・感覚刺激の閾値が高いため、強い刺激を求めて衝動的で危険な行動をとりやすいの 

ではないか。 

  ・感覚刺激の欲求を満たすために、安全で強い感覚刺激を代わりに入力する工夫を。 

 

  ・座っているとき両肩を上から押すと、動きが落ち着く様子が見られるようになった。 

  ・見通しがある活動には５～10 分程度座って取り組めるようになってきた。集団での

活動、校外学習など刺激が多いときはやはり多動性、衝動性が見られる。 

 ＜９月１２日 ＯＴ支援日＞ 

○高橋ＯＴから 

 ・運動覚、触圧覚、前庭覚を総合的に入力する遊びを。 

①ピーナツボールの押し合い 

   児童と向かい合い、ボールを押し合う遊び。 

    ↓ 

   関心が低いのか、押す感覚が上手くつかめなかったのか、 

活動にあまり乗ってこなかった。 

  

 ②マットの中で圧迫と回転の刺激 

   重さと厚みのあるマットに児童が寝て、ぐるぐる巻きに 

  なって回転する遊び。 

    ↓ 

   笑い声、楽しそうな表情が見られた。「早く」と話し、 

  更に強い刺激を求めた。 

 

 ③大きな滑り台を押す 

   大きな滑り台を移動する遊び。 

    ↓ 

   滑りたい気持ちから、積極的に「押す」動作が見られた。 

 

４ 今後の取り組みに向けて 

 ・「落ち着きのなさ」を、感覚の面からアプローチすることで、違う視点から児童をとら

えるきっかけとなった。他の児童も、こうした視点から考えてみたい。 

 ・毎日の学習のなかで、いつ・どんな時間に設定すれば良いのか検討していく。また、

普段の学習でこうした動きを取り入れた活動を設定できないか、検討していく。 

 ・関心が持続し、積極的に取り組めるような遊びを検討する。 
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実践例１２ 「教師とのコミュニケーションを大切にした給食指導 

～咀嚼動作と前歯を使って噛みきる動作の実践～」 

 

 

１ 実態  

 ○小学部３年男子、知的障害。 

 

 ○特徴的な行動の様子 

  ・トランポリン、ローリングカー、滑り台など揺れや回転、加速度のある全身を使った遊びを好む。  

 

  ・友達への関心が高まってきており、友達の顔をのぞき込んだり側に行って立ち止まったり、誘い

かけを受け入れる場面が多く見られる。 

 

  ・言葉掛けに対する発声や動作が増えてきている。自分から教師の言葉に合わせて礼をして挨拶を

したり、友達からの問いかけにタイミング良く返事をしたりする場面がある。 

 

  ・興味のあるものや人、場所などに突然走り出すことが多く、危険回避が難しい。しかし、名前を

呼んだりすることで立ち止まることが増えてきている。 

 

  ・手に持った物を顔の近くへ持っていき、音や感触を確かめる。なめたり口の中に入れたりするこ

とがあるため、見守りが必要である。 

 

  ・食事は、口に入れた食べ物をあまり咀嚼せずに丸飲みして食べるため、量を調整して咀嚼を促す

指導を行っている。 

 

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 

 ・歯と舌を使って、食べ物を噛んで食べる。 

 ・食べたいものなど自分の気持ちを教師に動作や声で伝える。 

  【３人間関係の形成（１）】【５身体の動き（３）】【６コミュニケーション（１）】 

指導内容 

 ・刺激の少ない環境作り  ・「できた」を認める場面作り 

 ・具体物を提示し、簡潔な言葉を使ったやりとりの場面の設定 

指導方法 

 ・１回に食べる量の調整をする（縁のついた皿に１回から２回分の食べ物を取り分ける） 

 ・歯で噛みきる動作を促す（短い言葉や擬音などを使って） 

 ・食べたいものなどを伝える動作や発声を促す 

 ・頑張ったことや良かったことを具体的に称賛する 



52 

 

 

 

３ 給食の時間の取り組み 

＜８月３１日 ST支援日：給食メニュー 冷やしうどん、揚げちくわ、牛乳＞ 

 ◎佐藤 STから 

  ・うどんを丸飲みしている。吸い込みながら飲み込んでいて、咀嚼がない。 

  ・口唇を閉じて噛みきる動きはできるようになってきているが、舌の動きは前後が多い。今後、左

右の動きを育てていく必要がある。 

 

  ・麺類はきざみにして、舌、咀嚼、顔上げの動きを促す。 

  ・上下歯で食べ物を挟んで首を振って噛みちぎる動きを引き続き行い、口の使い方の練習をする。 

 

＜１０月５日 ST支援日：給食メニュー あんかけ焼きそば、春巻、スープ、牛乳＞ 

◎佐藤 STから 

 ○きざみで少し食物が口の中にとどまる時間が増え、咀嚼動作が微増した。 

 ○前歯での噛みきる動きは、上下歯に力を入れてできるようになってきている。 

 ○担任と関わりをもちながら食事を進めることで、やりとりをしながらゆっくり食べることが増え

てきている。 

   

 ・今後も引き続き継続した支援、関わりに取り組むことが大切。 

 

＜前回との大きな変化のポイント＞ 

①担任からの関わり：皿が空っぽだという意識をもつことができるようにする 

          食べたいものを確認する 

          気持ちを共有する（おいしいね、上手に食べているねなど） 

 ⇒食事中に自分から気持ちを伝えようとすることが増えた。そのことで、待つことややりとりが生

まれるようになってきた。 

②麺の長さ、大きさの調整：キッチンばさみを使って調整をする 

 

  

           

 

 

 

   

４ 今後の取り組みに向けて 

 ・今後も引き続き咀嚼動作や噛みきる動作へのアプローチを行う。（家庭との共通理解） 

 ・気持ちの共有、簡潔な言葉を使ったやりとりなどを通して、基礎的なコミュニケーションの力を伸

ばしていく。 

この変化が、咀嚼動作の増加や噛みきる動作の向上につながってきているのでは。 
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中学部の実践      

 

実践例１「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を行い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 

（３）VOCA 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 

 ・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        写真１ 

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。 

  ・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。 

  ・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   写真２ 

することができた。             

 

○課題 

 ・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。 

 ・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。 

 ・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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実践例２「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（写真１） 

 

 

 
写真１ 
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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（写真２）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（写真３）～ 

 

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よく見られた

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。 

   写真２ 

   写真３ 



57  

実践例３「他者の働き掛けを受け入れ、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掛け、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。現在は仲のよい友達に誘         

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」、「○○頑張った」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頑張ったと実感して

いることを連絡帳で伝えたり、家庭での頑張りの記入があった

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 

 ・自分のよ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ときはあるものの「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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実践例４「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」

など教師が働き掛けると、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 

 ・友達と関わり合う場の保障 

 ・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 

・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１参照） 

・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１参照） 

 

 【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。 

 

 

写真１ 
ドロップトークの画面 

○○さん元気

ですか？ 

図１ 
段ボール枠の 
イメージ 
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（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向かえるよ

うにした。 

・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、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、本生徒が

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？ 
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 実践例５「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 

動画を見て気付いたこ

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

がよい」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よ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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実践例６「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）個別の課題への取組 

   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）九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 
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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。（写真５～８） 

※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、勝敗を意識した活動が展開され、１回ごとに自分の選択

した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

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端末の活用は有効であったが、さ

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・定着

が不可欠である。（正確な入力等） 

写真３ 

写真７ 

写真４ 写真５ 

写真６ 
写真８ 
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実践例７「タブレット端末を活用した数量の理解 

           ～「フラッシュ型教材」を通して～ 

 

１ 実態把握 

 ・中学部２、３年男子３名。 

 ・数を数える時、具体物を一つずつ数える。一桁動詞の加法をする時には○をプリント

に書き、その合計を数える方法で行う。 

 ・数え間違いがあったり、時間がかかったりする。  

 

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 

 ・右図のようなカードに表示される○（ドット）を直観的に数える。 

 ・２枚のカードの○の合計を直観的に数える。 

  【４環境の把握－（２）感覚や認知の特性への対応に関すること】 

指導内容 

 ・数学の時間の導入でウォーミングアップとして毎時行う。 

指導方法 

 ・iPadのプレゼンテーションアプリ「KeyNote」でフラッシュ教材を作成する。 

 ・次々表示されるカードにある○の個数を瞬時に答える学習を重ねる。 

 ・第２段階として２枚のカードの○の数を合計し、瞬時に答える学習へ移行する。 

 ・数が小さく計算が簡単なものから、カードの使用をやめ、暗算へ移行する。 

 

３ 具体的な指導実践 

（１）１枚のカードの○の数を直観的に数える 

・アプリ「KeyNote」に１ページごとにカードが切り替わるプレゼンテーションを作

成した。 

・生徒が端末を操作（画面をタップ）し、表示された○の数を瞬時に数える学習を進

めた。 

・一人一台ずつ端末を操作する、友達の前で発表する、 

 モニタに接続し一斉に答えるなど、バリエーションを 

変え、楽しみながら数を数えられるように展開した。 

 

 【評価】 

・１０までの数を直観的に素早く数えられた。 

・間違えた友達に教える場面が見られ、生徒同士が関わり合いながら学習を進めるこ

とができた。 

 

写真１ 
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（２）２枚のカードの合計を数える 

・プレゼンテーションの画像を右図のようにし、 

   同様に素早く答える学習を進めた。 

・手元に同様のカードを置き、直観的に答えるこ 

とが難しい生徒は実際に指差しながら数えるよ 

うにした。 

 

【評価】 

・同様のカードを使用して指差し数えながら合計を 

数えていた生徒が、答えが４程度の数までは直観 

的に答えを出すことができた。 

・１名の生徒は、答えが１０前後の和は、直観的に答えられるようになった。 

 

（３）繰り上がりの加法への発展（１０前後の和が答えられるようになった生徒１名が対

象） 

・タブレット端末の使用から、カードの使用に切り替えた。 

・答えが１０以上の数になる場合、カードの置き方と見方で、すぐに答えが求められ

ることを生徒と確かめながら進めた。（下図参照） 

〈例 ６＋７＝？ 〉 

 

 

 

【評価】 

・直観的に合計が１０となる形に気付き、一つずつ○を数えなくても答えを求めるこ

とができた。 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

 ・数を数える時、一つずつ数えるのではなく、１０までの数の合成を行い、数を感覚的

に捉えることができた。 

 ・数え間違いが減り、加法への発展もできた。 

○課題と今後の展開 

・今回は、タブレット端末を活用することで、生徒の意欲を引き出す意味では有効であ

ったが、ドットカードを使った学習では暗算にまで発展できなかった。１０以下の数

の合成分解を具体物を操作しながら学び、暗算に結び付ける過程が必要であった。 

・カードやタブレット端末がなくても、頭の中でイメージできるようにし、日常生活に

生かせるよう発展していく必要がある。 

プレゼンテーションの画面 

同様のカード（名刺ぐらいの大きさ） 

上半分は１０ 

下半分は ３ 

答えは１３ 
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３ 高等部 

 

実践例１「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 

（１）指導実践 

   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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（２）指導実践 

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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実践例２「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 

（１）指導実践 ～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。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1211mppb1/EXP=1362189192;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVExjZ0pMT0tHZmh0a2htQUFNMkprdVd4SDBqaHg5bVk1UnVTT21obVNLMFlfQ2NWWHpTa1VKN0pNBHADNW9tTDVvdU41YTJRSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlBLS0EcG9zAzE0BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/hand-illustration.com/material/404.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1211mppb1/EXP=1362189192;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVExjZ0pMT0tHZmh0a2htQUFNMkprdVd4SDBqaHg5bVk1UnVTT21obVNLMFlfQ2NWWHpTa1VKN0pNBHADNW9tTDVvdU41YTJRSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlBLS0EcG9zAzE0BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/hand-illustration.com/material/404.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1211mppb1/EXP=1362189192;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVExjZ0pMT0tHZmh0a2htQUFNMkprdVd4SDBqaHg5bVk1UnVTT21obVNLMFlfQ2NWWHpTa1VKN0pNBHADNW9tTDVvdU41YTJRSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlBLS0EcG9zAzE0BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/hand-illustration.com/material/404.jpg
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（２）指導実践 ～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、発音するテンポや呼吸の入れ方が定着した。 

 

 

○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。 

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｣読み方、話し方が定着するようにしていきたい。 
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実践例３「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 

（１）指導実践 

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。 

初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立てて、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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（２）指導実践 

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） 

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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 実践例４「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 

・うなずきなどの大きな身振り 

・意思の伝え方 

学校生活全

般 

 

 

・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。 

・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）教育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

っと頑 張りたい」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
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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。 

    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

取り組めるようにするために、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 成果と課題 

 ○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 

  りとりをより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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実践例５「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】

・教師の支援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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実践例６「情緒の安定に向けた取組について」 

 

１ 実態把握 

 ・高等部２年男子、中学校まで通常学級、高等部から本校に入学する。 

 ・幼少期から否定的な発言が多く、気に入らないことがあると暴力を振るうこともある。 

 ・気持ちが安定しているときには少しの嫌なことはやりすごし、友達への態度も優しくなる。 

 ・医療療育センターが１８歳までの受診となるため、別の医療機関にするか、服薬を中止するかの選

択を迫られている。（服薬を中止する方向で試行したが、状態が悪くなり、現段階では別の医療機関

にする方向が残った。） 

  

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 

 ・適切な人との関わりを身に付け、落ち着いた学校生活を送る。 

  【２心理的な安定（３）】【３人間関係の形成（２），（３）】【６コミュニケーション（５）】 

指導内容 

 ・コミュニケーションスキルを高める指導。 

 ・自己肯定感を高める指導。 

指導方法 

 ・ソーシャルスキルトレーニングなどを取り入れる。 

 ・得意な制作活動を取り入れ、集団での役割や責任感をもたせる。 

 

３ 具体的な指導実践 

 教師からの働き掛け 生徒の変容 

本
生
徒
と
の
関
係
づ
く
り 

・本児の好きな仮面ライダーや恐

竜の話に根気強く付き合い、自

分の知識を交えてコメントを

返すようにした。 

 

・朝や休み時間に自作の小説ノートを手に話しかけてくるこ

とが多くなった。朝に話し掛けてこない日や朝の会の様子

から気持ちの不安定さの程度が分かるようになり、次の活

動へ向かう際に支援の必要な日とそうでない日を区別でき

た。支援が必要と思われる日は、次の活動場所まで送り、

担当の教師に状態を伝えた。作業など新しい活動ではなく、

経験のある活動を担当することで最後まで参加できる日が

増えた。 

自
尊
心
を
く
す
ぐ
る 

言
葉
掛
け 

・「語彙の豊富な Mなら別の表現

もできるんじゃないかな？」 

「先輩としてアドバイスでき

ない？」 

 

・同級生を「人間のクズ」とプリントに表記→「空気読めな

い人」と書き直した。 

・友達の発表に反応し、声を上げる生徒に対して「うるせー

よ！」→「ちゃんと聞けよ」と声を掛けるようになった。 

・朝の会で次第を間違えた生徒に対して「ちがうだろ、バカ」

→「順番が逆ですよ～」と声を掛けた。 

職
業
の
授
業 

・「人との関わり」の題材で自分

がされて嫌だったこと、うれし

かったことを紹介し合う活動

を行った。 

・乱暴な言葉で傷付いた友達のエピソードを聞いて、「（言

う前に）考えてやってみようと思う（無理かも）」という

感想を書いた。同じ授業の中で乱暴な言葉を言うとき、相

手に聞こえないように言うことが多くなった。 
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Ｓ
Ｓ
Ｔ 

・「無人島SOS」話し合いの中で

自分が納得できる理由があれ

ば相手に意見を譲る練習 

（助かるためのルールとして提

示） 

・本児が得意としている朗読の役割を与え、問題をみんなの

前で読んでもらい、話し合いに入った。友達（後輩も含む）

の話もしっかりと耳を傾け聞いていた。自分の意見も押し

つけるのではなく、納得させようと言葉を選びながら話し

ていた。４人グループの司会を務めながらみんなの意見を

まとめた。 

保
護
者
、
医
療
機
関
と
の
や
り
と
り 

・本児の受診前にDr.にメールし、

本児の様子を伝えた。 

 

・Dr.に本児の学校での様子を伝え、服薬の必要性を確認し

た。保護者とは連絡帳や面談を通して本児の様子を伝え合

い、今後の服薬、新しい医療機関の選択について話し合っ

た。新しい病院を受診する初回は同行することを伝えた。 

・これまで自分の特性についての説明を「聞きたくない」と拒

否していたが、１月の受診で「聞くことを覚悟してきた」と

話した。Ｄｒ．からの説明を受けた後、自分の特性を前向き

に捉えている。３月にもう一度、説明してから病院を移るこ

とを確認している。  

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

 ・友達への態度、集団活動への参加など、この９か月間で改善が見られた。暴力的な行為の事後指導

の中で本人が自分の行為を振り返りながらどうすればよかったか、今後同じ状況でどうすれば良い

かを考え、落ち着くための方法を自分で五つ挙げた。 

 

○課題 

・残る課題として、突発的な出来事や感情の高ぶりに対し、自分で考えたこの方法を思い出し、実行

し、落ち着くためにはどのような指導が効果的か、これまでの事案を振り返り、対応を教師間で共

通理解したい。 
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実践例７「修学旅行における航空機座席と借用車椅子での 

                      座位保持の仕方について」 

 

 

１ 実態把握 

・首は座っていないが、左右に顔を動かしたり、頭部を上げたりすることができる。 

・背後から支えて座位の姿勢をとると、姿勢が安定し、頭部を上げようとする。 

・股関節が脱臼しやすいために、車椅子の乗り降りの際は、注意が必要である。 

・車椅子の移動中に両手を外側に広げる動きをすることがあるため、狭い場所やエレベ

ーターでの移動の際は、注意が必要である。  

・音楽を聴くことが大好きで、好きな曲がかかると声を出して笑う。緊張が強い際に、

曲を流すと力を抜き、リラックスしてストレッチ等に取り組む。 

 

 

 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 

 ・正しい座位で、普通の車椅子や機内で姿勢を保持する。 

 【４環境の把握（１）】【５身体の動き（１）(２)】 

指導内容 

 ・自立活動の学習の中で姿勢保持の学習を設定する。 

 ・座位保持の時間設定。 

 ・正しい姿勢で、１０分程度座位保持をする。 

指導方法 

 ・繰り返しの活動（毎日１０分程度） 

 ・姿勢が崩れないように、頭や肩を支えながら行う。 

 

 

３ 具体的な指導実践 

 

○機内姿勢 

音楽をかけてリラックス。首にはネックサポートを付け、          ネック 

U字クッションをお尻の下に使用。                          サポート 

姿勢が安定するように上半身を支える。                  U字 

クッション 

 

U字クッション 

（逆さまに） 

足クッション 
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○普通の車椅子に乗る場合 

 U字クッション（逆さまに）と足下にクッションを使用。 

車椅子を押す際は、首が安定するように、頭を押す人の胸をつける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果と課題 

 ○成果 

 ・機内では、音楽をかけることでリラックスして、座っている様子が見られた。上半身

が不安定なため、上体や頭を支えながら座位保持する必要がある。 

・クッションをお尻の下に置くことで、長時間座位保持することができた。 

 

○課題 

・正しい姿勢を保持できるように、普段からストレッチを十分に行ったり、座位保持の

練習を取り入れたりしながら、体幹の指示性を促していく。 

 

羽田空港～借用車椅子での移動の様子 
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各学部の業間運動の事例報告会  （7月 25日実施） 

那波ＰＴよりアドバイス 

 
ラジオ体操について 

・ビデオを見るとみどり学園の児童生徒は、学年が上がるにつれ、上下肢の柔軟性の低下が見られる。 

・ラジオ体操は、ストレッチ効果が期待できるものなので、最大関節可動域を意識して体操を行うこと

によって、多種類の筋肉の伸張と筋力の向上を図ることができる。 

・特に、肩甲骨周囲の硬さや腹背筋と上肢の筋力低下などにより、肩関節の屈曲と肘関節の伸展でしつ

かり伸長できない生徒が多く、関節可動域を最大限に引き出すように言葉掛けや補助が必要。 

 

特別支援学校児童生徒のストレッチ効果としては 

・血流の流れを良くして気持ちのリラックスを図る、睡眠を良くする、ケガをしにくい体にする、など

がある。 

筋力トレーニングについて 

・歩く・走ることによって鍛えられる筋肉や持久力はあるが、もともと筋緊張が低緊張だったり、運動

不足や運動経験が少ないがために体幹の筋力が低下していたりする場合は、歩く・走るだけでは補う

ことができず、速度も効率も上がらない場合がある。 

そこで 

・ウォーキングやランニングだけでなく、＋筋力トレーニングを追加することで、姿勢保持や動作に必

要な筋力やバランス能力が備わり、走る際のフォームの改善や肺活量の増大、運動効率の向上が期待

できる。 

また、 

・座位姿勢のときに、体幹や頸部の伸展を保持するように意識をしないと、関節拘縮や脊柱の側彎など

が出現し、関節や筋肉の痛み、呼吸器・消化器の障害などが生じてくるが、児童生徒は自分で意識を

して改善をすることが難しい。そのことからも筋力トレーニングが有効である。 

 

＜筋トレ例＞ 

小学部～骨や関節の発達が未熟な児童もいるため、四つ這いなどが安全 

    ・四つ這いで片手または片足を上げてキープをする。 

    ・高這いで前進する、雑巾掛けをする。 

中学部～① スクワット１０回 ② 腕立て伏せ１０回ｏｒキープ１０秒×３セット 

高等部～① スクワット１０～２０回 ② 腕立て伏せ １０回×２セット 

 

 ランニング、ウォーキングについて 

・ランニングは、持久力ＵＰにつなげるために、１周の区切りの場所で音楽をかけるなどスピードアッ

プをはかる工夫が必要。タイムを測定するとよい。 

・ウォーキングも早歩きを促すこと。体幹筋と殿筋が弱いと疲れやすくなるため、タオルなどを 

使ってベルト代わりに体幹を固定し、スピードアップを図るとよい。 

難しい場合は片手または片足だけでＯＫ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1500975350/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3BpY3RvZ3JhbTIuY29tL3AvcDAyNDEvaS9tLnBuZw--/RS=^ADBFb7UuyaSr0k4GKFzMnzzDamdGpo-;_ylt=A2RimFB1v3VZG1gA6kiU3uV7
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自立活動（集団）（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、「自立活動（集団）」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「自立活動（集団）Ⅰ」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「自立活動（集団）Ⅱ」を行っている。 

 

自立活動（集団）Ⅰ 

 

実践例１ 

（１）自立活動（集団）Ⅰ 

  ① ねらい 

   ・感覚に働き掛ける活動や、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。 
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＜第３回、４回、５回・・・感覚・光遊び＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、普段車椅子での生活が多

い児童生徒が、車椅子から降りて、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、

ゆっくり体を動かしたり、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。反応をじっくり待つことができたことで、他者や物との関わりや興味関

心を広げたり、深めたりする機会となった。 

○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。学

部間の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用い、心地よい感覚環境を設定し、感覚刺激

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ん

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んだ。 
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実践例２ 

 

１ 自立活動（集団）Ⅰについて 

主に肢体不自由のある児童生徒を対象に運動・姿勢や感覚などについて３学部合同で行う。 

教育課程上は、２校時目の時間帯を使って行う。 

 

２ ねらいと内容 

（１）ねらい 

・学部を越えた集団で友達とかかわりながら、五感への刺激を受け、気持ちを表出する。 

・教師と一緒に身体を動かしながら、運動・姿勢の学習やコミュニケーションを深めてい

くとともに心身のリラクゼーションを図る。 

（２）内容 

・動作法や作業・理学療法の視点を通して、運動・動作の学習やリラクゼーションを図り

ながらコミュニケーションを深めていく学習 

・前庭覚系（身体の傾きや動きを感じる感覚、感覚過敏など）、固有感覚系（筋肉の動きや

身体の位置関係を感じる感覚、運動機能など）の課題に応じた学習 

 ・音楽や道具を使って楽しみながら体を動かすことで、視覚・聴覚・触覚など様々な感 

覚を合わせて刺激し、受容する力を養ったり、自発的な動きを促したりする学習 

 

（３）自立活動（集団）Ⅰを進める上でのポイント（外部専門家の指導を受けて） 

【姿勢について】 

・姿勢の保持・安定のためのポジショニングは手段であり、目的は本人の動きを引き出し、向上 

させること 

項 目 効 果 等  

ポジショニング ・より正常に近い姿勢筋緊張を定着させる。 

・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。 

 →リラックスでき、楽に動くことができる。 

よい姿勢の条件 ② 学的にみて安定している。 

②生理学的にみて疲労しにくい。 

③ 学的にみて健康である。 

④ 理学的にみて気持ちの良い。 

⑤ 術的にみて美しい。 

⑥ 業的にみて能率の良い。 

テーマ ねらい 

姿勢・運動 ・筋緊張のゆるめなどを行いリラックスして学習に取り組む。 

大型遊具 ・遊具を用い、友達の様子を意識し、関わろうとする。 

揺れやスピードを感じ、気持ちよさを発声や身体の動きで表す。 

感覚Ⅰ（水と風） ・水（湯）や風、香りを感じ、気持ちを発声や身体の動きで表す。 

感覚Ⅱ 

（香り・光と音） 

・光や音の心地よい空間を感じ、自ら教材に手を出したり、見つめたりする。 
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学習・作業場面 ① 中できる。 

② 肢が使いやすい。 

③疲労しにくい。 

座位保持 ① 部コントロールが改善する。 

② 勢保持筋力が向上する。 

③ 肢機能が向上する。 

④ 動性が向上する。 

⑤ 吸循環機能が改善する。 

⑥ 助量が軽減する。 

⑦ 覚・情報量が増大する。 

 

【感覚・運動について】 

・揺れについて、ゆっくりした揺れは覚醒が低くなる（赤ちゃんを寝かしつけるときのように）。 

激しい揺れの方が覚醒は高くなる。実態や体調によって、また、ねらいによって使い分けるこ

とが大切である。 

・主に五つの刺激を考えて遊具を準備する。 

回転刺激（ローリングシーソーなど） 

 加速刺激（すべり台、キャスターボードなど） 

 重力刺激（トランポリン、エアートランポなど） 

 揺れ刺激（シーツブランコなど） 

 圧迫刺激（シーツやマットなど） 

※遊具を使う意義、遊具の効果を明確にする。 

※実態を把握しながら、ねらいを明確にし、子どもの発達を促す最適な方法を考え支援する。 

 

【目と手の協調について】 

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

・手と手の協調、そして両手動作へ発展させる。 

・音・光・色などで意識を向けさせる。 

 

【手指について】 

・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、手首は伸展

位となるようにする。 

・親指の外転・内転を促す。 

 

【手掌の触覚過敏について】 

・触覚刺激を徐々に増やしていく。 

・触覚過敏な子どもには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と

きに、その手を見るようにする。 

 

【感覚入力について】 

・日常生活において、上肢・手指への感覚入力は重要である。 

・刺激・マッサージ・ストレッチなど（温・冷）、物の形状や感触－ステップを踏んで行う。 

66 85 
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３ 対象児童生徒  全校児童生徒  

４ 場所と時間   体育館 音楽室 小学部学習室 小学部ホール 

９：４０～１０：２５    

 

【姿勢の実践例】 

１ ねらい 

 ・筋緊張のゆるめなどを行いリラックスして学習に取り組む。 

２ 流れ 

時間 学習活動 教師の手立てと配慮点 準備物 

９：４０ 

 

 

 

 

９：４３ 

 

９：５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０：２５ 

１ あいさつをする。 

 

 

 

 

２ 「ミドリトミック」

体操をする。 

３ 緊張を緩める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ あいさつをする。 

・あいさつをするＴ１に注目できるよう

に、顔を向けるまで待つ。  

・お互いの顔が見えるように輪になり、顔

を上げるようにする。 

 

・音楽に合わせて、体の動きに無理がない 

ように動かす。 

・個々の実態に合わせ無理なく行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・あいさつをするＴ１に注目できるよう

に、顔を向けるまで待つ。  

 

 

 

ＣＤ 

セラピーマ

ット 

 

 

 

 

 

 

 

３ 場所 

  小学部学習室、小学部ホール 

仰臥位：首→肩→体幹（短縮～伸ばす）→足首→股→脚（膝の曲げ伸ばし）

→座位：肩（腕上げ、広げ、内側）→肘の曲げ伸ばし→手首や指 

１ 筋緊張 

  姿勢によって緊張の程度が変わる。また、緊張によって呼吸等にも影響

が見られる場合がある。子どもの緊張パターンがあるのでポイントを押さ

えておくことが大切になる。 

２ 変形・拘縮 

  二次的障害として、骨・関節の変形・拘縮が見られる場合がある。側湾

については、要因として考えられるのが、体幹の筋緊張の左右差や骨盤の

状態の非対称などが大きな要因といわれている。頭部が一側を向いていな

いように中間姿勢をとったり、湾曲している側を伸ばしたりすることが必

要である。 

３ 呼吸 

  呼吸活動では、息を吸うときは身体を伸ばし、息を吐くときには身体を

丸める。深い息をするためには胸を広げることが必要である。円背だと深

い呼吸ができないということになる。 

  一般的には腹臥位と側臥位が呼吸に配慮したポジショニングだと言われ

ている。また、一定の時間で体位交換を行うことも必要になる。 
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【運動・姿勢の実践例】 

 

１ ねらい 

 ・筋緊張のゆるめなどを行いリラックスして学習に取り組む。 

・姿勢を保持したり様々な感覚を楽しんだりする。 

２ 流れ（前半は小学部学習室で行います） 

時間 学習活動 教師の手立てと配慮点 準備物 

９：４０ 

 

 

 

９：３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９：５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０：２５ 

１ あいさつをする。 

 

 

 

２ 「みどりトミック」

をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４大型遊具で遊ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ あいさつをする。 

・お互いの顔が見えるように輪になる。 

・あいさつをするＴ１に注目できるように

顔を向けるまで待つ。  

 

・「みどりトミック」～自立活動に用いる

本校オリジナルの音楽教材、音楽に合わ

せて身体を動かす。 

 

 

 

 

 

・リラックスしながら、指先などの細かい

感覚刺激を意識できるように、好きな擬

態語を用いて行う。 

・表情に変化が見られたときは、気持ちに

共感した言葉を掛ける。 

・トライウォールのベンチシートを利用し 

て座る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・あいさつをするＴ１に注目できるように 

顔を向けるまで待つ。  

 

セラピーマット 

個別にタオルな

ど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベンチシート 

 

３ 場所  

小学部ホール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型滑り台                    

   

                                        

 

 

キャスターボード 

エアー 

トランポ 
ローリングシーソー 

バランスボード 

・ゆっくりした揺れは覚醒が低くなる（赤ちゃんを寝かしつけるときのように）。激しい揺

れの方が覚醒は高くなる。実態や体調によって、また、ねらいによって使い分ける。 

・主に三つの刺激を考えて遊具を準備する。 

   回転刺激（ローリングシーソーなど） 

   加速刺激（すべり台、キャスターボードなど） 

   重力刺激（トランポリン、エアートランポなど） 

※遊具を使う意義、遊具の効果を明確にする。 

※実態を把握しながら、ねらいを明確にし、子どもの発達を促す最適な方法を考え支援す

る。 

身体を抱いたり、手を握ったりする→身体をトントン叩く（上肢）→手掌を開かせ、指の

マッサージ手掌に刺激を与える→身体をゴシゴシさする→身体（下肢）をトントン叩く、

→腕を挙げ身体を伸ばす→身体を左右に揺らす 

87 
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【大型遊具実践例】 

 

１ ねらい 

 ・学部を越えた集団で、ダイナミックに体を動かしながら、友達と関わり合う。 

２ 流れ 

時間 学習活動 教師の手立てと配慮点 準備物 

９：４０ 

 

 

 

 

９：４３ 

 

 

９：５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０：２５ 

１ あいさつをする。 

 

 

 

 

２ 「みどりトミック」

体操 

  

３ 集団活動 

 

①回転刺激 

ローリングシーソー

やキャスターなど 

 

②加速刺激 

滑り台でキャスター

など 

③重力刺激 

 トランポリンなど 

 

④揺れ刺激 

 シーツブランコやハ

ンモックなど 

 

４ あいさつをする。 

・あいさつをするＴ１に注目できるよう

に、顔を向くまで待つ。  

・お互いの顔が見えるように輪になり、顔

を上げるようにする。 

 

・音楽に合わせて、体の動きに無理がない

ように動かす。 

 

・実態や体調を見ながら、遊具の選択をす

る。 

①回転刺激 

・ある程度広い場所を確保した上で、姿勢

を確認し、回転させながら、様子を観察

する。 

②加速刺激 

・周りにマットなどを敷いて滑り台の前後

横に教師が付き安全を確保する。 

③重力刺激 

・トランポリン上での揺れが感じられるよ

うなゆっくりと揺れるように動かす。 

④揺れ刺激 

・シーツブランコ、ハンモックで表情を見

ながら心地よく揺れるように動かす。 

 

・あいさつをするＴ１に注目できるよう

に、顔を向けるまで待つ。  

 

 

 

 

 

ＣＤ 

セラピーマ

ット 

ローリング

シーソー 

キャスター

ボード 

マット 

滑り台 

エアートラ

ンポ 

ハンモック 

 

 

３ 場所 

  体育館 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

  大型滑り台     エアートランポ ローリングシーソー  

  

 

 

ベンチシートと机  シーツブランコ     トランポリン 

                   

セラピーマット 
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【感覚Ⅰ実践例】 

 

１ ねらい 

 ・学部を越えた集団で、水やお湯、風など、いろいろな感触遊びを教師や友達と楽しむ。 

２ 流れ 

時間 学習活動 教師の手立てと配慮点 準備物 

９：４０ 

 

 

 

 

 

９：４３ 

 

 

９：５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０：２５ 

１ あいさつをする。 

 

 

 

 

 

２ 「みどりトミック」

体操をする。 

  

３ 集団活動をする。 

・水（お湯）で遊ぼう 

・風を感じよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ あいさつをする。 

・あいさつをするＴ１に注目できるよう

に、顔を向けるまで待つ。  

・お互いの顔が見えるように輪になり、顔

を上げるようにする。 

・風コーナーと水コーナーはパーテーショ

ンでしきっておく。 

・音楽に合わせて、個々の姿勢に合わせ、

体の動きに無理がないように動かす。 

 

・風コーナーと水コーナーはパーテーショ

ンでしきっておく。 

・扇風機の風を感じたり、動きを見たりし

て楽しむことができるように、扇風機に

テープを付けておく。 

・お香の香りを楽しみながら、引く、押す

などの動きを引き出すようにスイッチ

教材を使用する。 

・お湯に手足を入れて感触を楽しむ琴がで

きるように入浴剤（つるつる、とろとろ

等）などを入れる。 

・すべての感触遊びにおいて、児童生徒が

雰囲気を味わい、教師との関わりながら

楽しめるように、「水に手をいれるよ」

「なんの香りかな」というように、適宜

語りかけながら活動する。 

・友達との関わりをもてるように、水の中

で手や足を触れ合わせたり、友達同士手

を握り合ったりする場面を設定する。 

・入浴剤の香りを楽しむことができるよう

に扇風機で風を送る。 

・あいさつをするＴ１に注目できるよう

に、顔を向けるまで待つ。  

 

 

 

 

 

 

ＣＤ 

 

 

たらい 

扇風機 

スイッチ 

タオル 

セラピーマ

ット 

アロマ 

入浴剤 

 

３ 場所 

  学習室 

 

 

 

 

 

  

                         パーテーション 

                     たらい 

        扇風機 スイッチ教材            

                           

                      ベンチシート 

            

       風コーナー           お湯コーナー               
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【感覚Ⅱ実践例】 

 

１ ねらい 

 ・学部を越えた集団で、光遊びを楽しみながら、友達と関わり合う。 

２ 流れ 

時間 学習活動 教師の手立てと配慮点 準備物 

９：４０ 

 

 

 

 

９：４３ 

 

 

９：５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０：２５ 

１ あいさつをする。 

 

 

 

 

２ 「みどりトミック」

体操をする。 

  

３ 集団活動 

＜光刺激＞ 

・クリスマスツリー 

・イルミネーション 

・OHP 

・プロジェクター 

＜歌＞ 

・クリスマスソング 

 

 

 

 

 

 

 

４ あいさつをする。 

・あいさつをするＴ１に注目できるよう

に、顔を向けるまで待つ。  

・お互いの顔が見えるように輪になり、顔

を上げるようにする。 

 

・音楽に合わせて、体の動きに無理がない

ように動かす。 

 

＜光刺激＞ 

・光に注目できるように、ツリーやイルミ

ネーションの光に姿勢を向けたり、「き

らきらしてるね」などと声を掛けたり、

手で一緒に触れたりする。 

・より暗がりでイルミネーションを楽し

み、雰囲気を味わえるように、テントを

張った中で光遊びを行う。 

・スイッチ教材を使用し、引く、押すなど

の動きを引き出す。 

・横になった姿勢で見ることができるよう

に OHPで天井やスクリーンに写す。 

・歌を楽しめるように、鈴などの楽器を用

いて、雰囲気を作る。 

 

・あいさつをするＴ１に注目できるよう

に、顔を向けるまで待つ。  

 

 

 

 

 

ＣＤ 

 

 

プロジェク

ター 

OHP 

スクリーン

イルミネー

ション 

スイッチ教

材 

トンネル 

ピアノ 

楽器 

 

３ 場所 

  音楽室 

 

 

 

 

 

 

 

★光る教材 

                   

       イルミネーション 

     

 

           

セラピーマット 

 

  

                   

                セラピーマット 

★ ★ 

OHP 
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プロジェクター 

トンネル 

ピ

ア

ノ 

音

響

機

材 
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自立活動（集団）Ⅱ 

 

 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（ＳＳＴ）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

から自立活動（集団）Ⅱ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。 

ソーシャルスキル 学びの循環 
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小学部の実践例１ 

小学部「ニコニコタイム」 

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付け、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付ける。 

 

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、自立活動（集団）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称賛

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、頑張ったこと、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至らなかった。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。 



小学部の実践例２ 

 

自立活動（集団）Ⅱについて～小学部「にこにこタイム」～ 

 

１ ねらい 

  SST（ソーシャルスキルトレーニング）の理念を取り入れながら、 

  ・友達とのコミュニケーションスキルを学び、実践する。 

  ・感情をコントロールするスキルを学び、実践する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対象児童 

  

 

 

３ 実施日 

  月２回（２校時） 

 

４ 指導計画  ＊この中からいくつかの学習活動を組み合わせて展開する。 

月・時数 付けたい力 学習活動 

５～７月 

（７時間） 

良い座り方、見る、聞く、負

けの受け入れ、人と合わせる、

話し言葉でのやりとり 

・これ、何だ？ ・旗揚げゲーム 

・まいっかじゃんけん ・ペア捜しゲーム 

・会話のキャッチボール ・合い言葉 

10～12月 

（６時間） 

返事の仕方、話し方、見る、

聞く、集合・整列、協力する、

話し言葉でのやりとり 

・変身クイズ ・ステレオクイズ 

・並びっこゲーム ・推理ゲーム 

・協力カード並べ 

１～３月 

（５時間） 

話し方、見る、聞く、役割交

替、協力する 

・まんまるリレー ・命令ゲーム 

・じゃんけんぽい ・新聞島ゲーム 

 

 

【小学部児童の実態】 

自分の状況や内面（何につまずいているか？）を理解することが難しい 

困っていても、どんなことで困っているのか分からない 

【課題】 

問題行動や失敗体験に結び付くことがある 

【実態と課題から・・・・・指導に当たって】 

時間を特設して、整った環境のもとで（トラブルが起きてからではなく）指導する。 

集団行動や人間関係を営むために必要な方法やコツを学ぶ時間とする。 

楽しみながら取り組めるよう、ゲームを中心に活動を設定する。 

やった結果が分かり、集中力が持続するよう、活動をモジュール化する。 

生活課題を中心とした活動を設定し、学んだことを日常場面で発揮しやすくする。 

保護者の願い 

学級担任の願い 

自立活動指導内容表・ 

年間指導計画 

集団活動の中で、よりよい関わり

を学ぶ必要のある児童を選出 

93 

 



５ 実践例 

  今年度の実践例をいくつか紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活動名】 これ、何だ？ 

【内容と方法】 

・衝立から、絵カード等をすばやく移動させ、見えた物 

が何かを当てるゲーム。慣れてきたら、見せるスピー 

ドをアップさせ、注目の必要性を高める。 

・難しい場合は、「今日は乗り物です」「今日は果物です」 

等、出題のカテゴリーをヒントとして伝える。 

 

 

【活動名】 変身クイズ 

【内容と方法】 

・指導者が、衝立の後に隠れて、どこか１か所を変身させ 

てくる。慣れてきたら、難易度を上げ、変身前と変身後 

の違いを注意深く見る必要性を高める。 

・答えることが難しい児童には、個別に人物のイラストを 

描いたプリントを使用し、変身した箇所に印を付けるよ 

うにする。 

 

 

【活動名】 まんまるリレー 

【内容と方法】 

・リーダーを１人決め、リーダーの動きを隣の人が順番に 

真似をするゲーム。最後の人まで同じ動きを伝えるため 

には、隣の人の動きを注意深く見ることが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーミングアップ   「見る」修行 

 

大事なこと（人）に注目する。 

学習活動のねらい 
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【活動名】 旗揚げゲーム 

【内容と方法】 

・児童は赤い旗と白い旗を持つ。指導者（出題者）は旗 

を持たずに、「赤上げて、白上げて、・・・」と指示を 

する。慣れてきたら、指示を複雑にしたり、指示のス 

ピードをアップしたりして、注意深く聞く必要性を高 

める。 

・児童が出題役となることで、教師だけでなく、友達の 

 発言にも注意を向けることができるようになる。 

 

 

【活動名】 ステレオクイズ 

【内容と方法】 

・指導者２名が前に並び、同時に異なる言葉を発する。 

児童はそれぞれ何と言ったのかを聞き分けて答える。 

聞き分けやすい言葉（文字数が違う言葉等）から始 

め、慣れてきたら文字数や音の似ている言葉（うし・ 

うま等）に難易度を上げていく。 

・難しい場合は、「今日は動物です」「今日は果物です」 

等、出題のカテゴリーをヒントとして伝える。 

 

 

【活動名】 命令ゲーム 

【内容と方法】 

・指導者（リーダー）が前に出て、「立ってください」「右 

を向いてください」等の命令をする。児童は命令に従っ 

て行動する。 

・児童がリーダーとなることで、教師だけでなく、友達の 

発言にも注意を向けることができるようになる。 

 

 

 

 

ウォーミングアップ   「聞く」修行 

 

話す人に注目し、大事なことを聞き取る。 

学習活動のねらい 
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【内容と方法】 

・ 向かい合った２人でハイタッチをしてからじゃんけ 

んをする。負けた方は「ま、いっか」と声に出して 

話すゲーム。 

・「負けて怒ると、みんな楽しくなくなる」「くやしく 

ても、『ま、いっか』が言えると OK」であることを 

理解できるよう伝える。慣れるまでは、「ま、いっか」 

を言えたらシールがもらえる等、「よかった」ことを 

実感できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容と方法】 

・「ありがとう」→「どういたしまして」等の対にな 

る言葉を設定し、指導者が先に話したら、児童が 

その後の言葉を話すゲーム。慣れてきたら、児童 

同士で行う。 

「おはようございます」→「おはようございます」 

「さようなら」→「さようなら」 

「いってきます」→「いってらっしゃい」 

「かして」→「いいよ」 

「いたい」→「ごめんなさい」 

「くやしい」→「どんまい」 等 

 

 

 

 

 

 

負けても怒らない   ま、いっかじゃんけん 

 

じゃんけんに負けても、怒らずに気持ちを切り替えて「ま、いっか」と話す。 

学習活動のねらい 

挨拶・言葉のやりとり   あいことば 

 

日常的な挨拶や相づち等の言葉を覚え、相手が話したら応答する。 

学習活動のねらい 
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【内容と方法】 

・指導者は会話カードを準備し、児童同士の会話を 

仲介する。例えば、次の通りである。 

 

 

 

 

 

・話し手と聞き手が分かるように、話す人はマイク 

を持ち、話し終えたら、次に話す人にマイクを手 

渡すようにする。聞く人はうなずきながら聞くよ 

うにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容と方法】 

・２枚１組の絵カードを、児童の人数分、裏返しにし 

て床にばらまく。指導者の合図で、一人１枚拾い上 

げ、自分とペアになる絵カードを持っている友達を 

捜すゲーム。 

・集団参加への不安がある児童でも、楽しみながらで 

きるよう、好きなキャラクターを分割した絵カード 

を準備すると、意欲が高まる。 

・ペアで行う活動のウォーミングアップとして取り組 

むこともできる。 

 

 

 

 

会話   会話のキャッチボール 

 

テーマに沿って、話し手、聞き手の役割を交替しながら、相手と会話を続ける。 

学習活動のねらい 

T：「A君の好きなテレビ番組は何ですか？」 

A：「ぼくは、○○が好きです。B君は何が好き

ですか？」 

B：「ぼくは、□□が好きです。」 

 

仲間意識   ペア捜しゲーム 

 

自分のカードとペアになるカードを持っている友達を捜して、ペアになる。 

学習活動のねらい 
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【内容と方法】 

・指導者は３か所に離れて立つ。指導者の一人が「並んで 

ください」と指示をしたら、児童は素早くその前に並ぶ 

ようにする。 

・よい並び方、良くない並び方について、約束事として分 

かりやすく伝える。 

（良い並び方、良くない並び方の掲示） 

 

 

 

 

 

・慣れてきたら、一人ずつ番号札をランダムに持ち、「並んでください」の合図があった 

ら、児童同士でお互いの番号を見たり、自分の前後の人を呼んだりしながら、番号順に 

並ぶようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容と方法】 

・問題カードを黒板に貼り出し、出題者１名はその中か 

らつ答えを決めておく。回答者は、答えを導き出す 

ための質問をして、出題者が答える。このやりとりを 

何度か繰り返し、答えを推測するゲーム。 

・質問の仕方に慣れるまでは、質問の話形を提示してお 

く。例えば食品がテーマであれば、「それは、パンです 

か。麺ですか。ご飯ですか。」「それは、温かいですか。」 

「それは、お弁当に入れますか。」等。 

 

集合・整列・協力   並びっこゲーム 

 

合図を聞いて、素早く集合、整列をする。 

手持ちの番号札を基に、友達と話し合い正しい並び順を導き出して並ぶ。 

 

 

学習活動のねらい 

言葉のやりとり・推測   推理ゲーム 

 

質問をする人と答える人に分かれて、やりとりをしながら答えを推測する。 

 

学習活動のねらい 

98 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

【内容と方法】 

・正しい並び順に並べると、つながった絵になる何枚かの 

絵カードを児童数分ばらばらに配る。児童は、自分の絵 

カードを他の人に見せないで、一人ずつ口頭で説明す 

る。他の人の説明を聞いて、誰の絵カードとつながるの 

かを考えながら、全員の絵カードをつなげて完成させる 

ゲーム。 

・慣れるまでは、説明の仕方の話形を提示する。例えば、 

「私のカードは、○○の顔と、□□のしっぽがありま 

す。」等 

・口頭の説明を聞くことだけから考えることが難しい場合は、指導者が児童の説明内容を 

板書し、それを手掛かりに絵カードをつなげるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容と方法】 

・二人一組を作り、広げた新聞紙から足がはみ出ないように 

立つ。前に立っている指導者とじゃんけんをして、勝った 

ら新聞紙はそのままだが、負けたら半分に折りたたむ。負 

けて小さくなっていく新聞紙の上に立てるよう、友達と協 

力するゲーム。新聞紙の上に、三つ数える間立ち続けられ 

たら OKとする。 

・『ペア捜しゲーム』や『ま、いっかじゃんけん』でペアを作 

ってからゲームを始める方法もできる。 

【参考文献】 

 ・図解よく分かるソーシャルスキルトレーニング（SST）実例集 2012  ナツメ社 

 ・実践ソーシャルスキルマニュアル 2006 明治図書 

 ・特別支援教育ソーシャルスキル実践集 支援の具体策 93 2009 明治図書 

 

言葉のやりとり・協力   協力カード並べ 

 

自分の絵カードについて口頭で説明する。 

友達の説明を聞いて、自分の絵カードが誰の絵カードと合うのか判断する。 

学習活動のねらい 

協力・人と合わせる   新聞島ゲーム 

 

 二人一組になり、新聞紙からはみ出さないで立てるよう協力する。 

学習活動のねらい 
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６ 学習過程の実践例 

時間 学習活動 手立て・指導上の留意点 評価（評価方法） 

3 ＊学習の約束を確認する。 

１ 本時の学習内容を知

る。 

 

・T１は全体の進行役、T2は出題役、T3

は出題役と A の支援に当たる。 

・各活動において、学習の約束を意識し

た行動が見られたら、すぐに褒める。 

 

10 ２ ウォーミングアップ① 

見る修行「変身クイズ」 

 

 

 

３ ウォーミングアップ② 

聞く修行「ステレオクイズ」 

 

 

 

・安心して発言できるよう、間違っても

いいことを伝える。 

・発言が難しい Aには個別にシートを用

意し、違いを見つけたら印を付けるよ

う T3が支援する。 

・より集中できるよう、徐々に難易度を

上げる。 

出題者に注目して、

違いを探したり見

つけたりしたか。 

（発言、シート） 

 

 

出題者の発問を聞

き分けたか。 

（発言） 

27 ４ ゲーム① 

「並びっこゲーム」 

・合図を聞いて並ぶ。 

・番号順に並ぶ。 

 

 

 

 

 

 

５ ゲーム② 

「協力カード並べ」 

・自分の絵カードを 

説明する。 

・友達の説明を聞く。 

・誰と合うか考え、判断し

て、絵カードを合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ルールの理解を深めるために、イラス

トを提示し、どんな行動が花丸なのか

を児童に発問する。 

・話し合いの際は、児童同士で解決する

よう見守る。ただし、分からないこと

があるときには Tに尋ねてもよいこと

を助言する。 

 

 

 

 

 

・児童の発言を T２が板書する。その際、

他の児童が発表者に注目するよう、全

員の発言が終わるまでは児童の後ろで

板書を行う。 

・みんなのカードがつながることを意識

できるよう、T1が１人目の児童を指名

し、手持ちのカードと合うカードを持

っている友達をリレーで指名するよう

にする。 

ゲームのルールを

守って活動したか。 

（行動） 

友達と話し合って

並ぶ順番を決めた

か。 

（発言、行動） 

 

 

 

 

手持ちのカードに

ついて「○○の頭

と、○○のしっぽが

あります」等と説明

したか。 

（発言） 

友達の説明や板書

から、手持ちのカー

ドと合うカードを

持った友達を見つ

けたか。 

（発言、行動） 

5 ６ 振り返りシートに自己

評価を記入する。 

 

・学級でも見て思い出せるよう、本時で

学習したことをイラストに表して、振

り返りシートとともに配付する。 

 

すばやく並ぶ。話し合って並ぶ。 

自分の絵カードを詳しく説明する。 

友達の話を聞く。 
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７ 般化を目指して 

  「にこにこタイム」で学んだことを、生活場面でも発揮することができるように、学級担任

に伝達することの他に、評価の工夫に取り組んだ。 

 （１）１単位時間の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （２）よかった場面を捉えた評価（エピソードの紹介） 

 

・学習中は即時評価する。 

・学習の終わりに「ふりかえりカード」で自

己評価をする。特に本時で大事だった活動

に絞り、「できた」か「ざんねん」かを問う。 

・大事なことを自分の学級でも確認できるよ

うに、「ふりかえりカード」にイラストで示

す。 

 

←実際の「ふりかえりカード」 

 

・「にこにこタイム」で学んだことを、生活場面で

生かした姿が見られた時には、具体的に紹介す

る。視覚的に分かるように示すことで、どこが

よかったのかを具体的に知ることができる。 

・紹介したエピソードのイラストを児童に配付す

ることで、自分で見る機会を増やし、般化に結

び付く。 
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中学部の実践例１ 

「社会性を育む小グループでの自立活動」 
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ともに、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 

 

４ 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、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、左記の六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 
「社会性を育む集団での自立活動」 

 
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 
○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。自立活動（集団）Ⅱ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見られる。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。 

○課題 
 ・年度途中に始まった自立活動（集団）Ⅱ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、児童生徒の実態に応じて自立活動の時間

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、「自立活動（集団）」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「自立活動（集

団）Ⅰ」、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「自立活動（集団）

Ⅱ」を学部に応じて実施しています。 

 

Ｑ２ これまでの自立活動の時間における指導の課題とは？ 

Ａ２ 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、特別支援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。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。 

 

Ｑ４ 本校の自立活動の時間における指導はどうなっていますか？ 

Ａ４ これまでは週時程表に自立活動を帯状に位置づけていましたが、児童生徒の実態の変容により、

一人一人の目標と指導内容を明確にし、「体育・保健体育／自立活動」と位置づけ指導しています。

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ってい

ます。 

学   部 小学部 中学部 高等部 

指導の形態 体育／自立活動 保健体育／自立活動 保健体育／自立活動 

実施状況  名称を「みどりっこタイ

ム」とし、「体育／自立活動」

として指導する。「時間にお

ける指導」が必要な児童に

対してねらいを明確にし行

う。また、自立活動の指導

として特に「身体の動き」

に配慮しながら行う。 

名称を「チャレンジタイ

ム」とし、「保健体育／自

立活動」として指導する。 

「時間における指導」が必

要な児童に対してねらい

を明確にし行う。また、自

立活動の指導として特に

「身体の動き」に配慮しな

がら行う。 

名称を「リフレッシュタ
イム」とし、「保健体育／
自立活動」として指導す
る。「時間における指導」
が必要な児童に対してね
らいを明確にし行う。ま
た、自立活動の指導として
特に「身体の動き」に配慮
しながら行う。 

・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 
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Ｑ５ 個別の指導計画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 個別の指導計画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、前年度記述され計画をきちんと確認することで、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、学期ごとに児童生徒の変容等を評価することで、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捉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、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。自立活動の指導は、特設された自立活動の時間はもちろん、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の指導を通じても適切に行わなければなりません。自立

活動の指導は、学校の教育活動全体を通じて行うものであり、自立活動の時間における指導は、そ

の一部であるということを理解する必要があります。 

自立活動の指導は、個々の児童生徒の障害の状態や発達段階等に即して指導を行うものです。し

たがって自立活動に充てる授業時数も、個々の児童生徒の障害の状態に応じて適切に設定される必

要があります。このため、各学年おける自立活動に充てる授業時間については、一律に授業時数の

・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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標準としては示さず、各学校が実態に応じた適切な指導を行うこととなっています。ただし、授業

時数を標準として示さないからといって、自立活動の時間を確保しなくてもよいということではな

く、個々の実態に応じて、適切な授業時数を確保する必要があります。 

 

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しましょう。 

・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。 

 

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。 

 

・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。 



109 

 

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言えます。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である。 

・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。 
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