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富山県特別支援学校長会会長
富山県立高岡支援学校長

「伝える・・・特別支援学校の役割」
本校（高岡支援学校）の高等部では、今年度例
年になく多くの生徒が卒業する。しかも、東日本
大震災という未曾有の災害による経済活動の不
透明さから、進路指導はこれまで以上に厳しくな
るだろうと覚悟した。
確かに進路指導は厳しかったが、嬉しいことも
あった。その一つは、地域のロータリークラブや
ライオンズクラブの例会で、本校の進路指導の取
組や生徒について説明する機会を頂いたことで
ある。これまでも説明する機会はあったようであ
るが、今年度はこれまで以上にたくさんのクラブ
で説明する機会を頂いた。しかも、すでに就業体
験を受け入れたり、卒業生を雇用したりしている
クラブ会員さんから、生徒たちの受け入れに対す
る応援の発言も頂いた。その二つは、企業から生
徒の雇用について相談や申し入れがあったこと
である。しかも数社からあった。中には、作業所
の設立や障害者雇用の新規取組の話も聞かせて
頂くことがあった。そして三つには、ようやく障
害者を雇用する特例子会社の設立が富山県でも
数社あったことである。これらのことから、本県
の企業や社会における障害者の雇用への理解と
確実な取組の広がりを感じた。
その一方で、こうした企業や社会の動きに学校
（教員）はしっかりと対応しているのかと気に掛

西

田

祐

伸

かった。それは、こうした動きの中で企業の障害
者の雇用を通した「社会的責任」や「社会貢献」
を果たそうという意識を感じるものの、障害者を
雇用するための真の理解、対応の仕方、具体的に
は一人一人の障害にどのように対応すれば特性
（個性）として活かすことができるのか、円滑な
作業の取組への具体的な支援の仕方等々が十分
に広がっていないように思われたからである。担
当の方との話の中で「学校では自助具などを使わ
れているんですね」「一度にたくさんの指示を与
えないで、一つずつ話せば分かり易いんですね」
等々と何度か聞いた。
学校、企業、関係機関等との連携が叫ばれて久
しいが、学校はこれまで培ってきた具体的な手立
てを積極的に企業や社会に対し伝えてきたのだ
ろうか。これまでこうして取り組んできたという
学校（教員）だけの立場からの視点だけではなく、
相手のことを思い、もっと企業や社会に伝えるた
めの工夫はできないか、もっと違う取組はできな
いか、もっと生徒たちが安心して仕事に取り組め
るような取組はできないか・・・。常にこうした
気持ちを持ち続けることが、障害のある生徒たち
を社会に送り出す学校（教員）として大切なこと
ではないかと最近特に思う。

特別支援学級の児童が意欲的に参加する集会活動
朝日町立小学校
１ はじめに
本校では、
「伝え合う力の育成」
「主体性の向上」を目指して集会活動を工夫している。今年度は、
「チャレンジしよう。伝え合おう。友達と仲良くなろう。
」というテーマで集会活動を行っている。
特別支援学級に在籍する子どもたちにとって集会は、テーマにもあるとおり表現力を高める場、
友達との好ましいかかわり方を学ぶ場となっている。特別支援学級の子どもたちがよりよく友達と
かかわりながら意欲的に集会活動に参加するために行った支援について紹介する。
２ 支援の実際
(1) 学年発表に向けての支援
交流学級で学年発表として合唱を発表した。音楽は好きだが、みんなと合わせて歌うことは大
変難しい。そこで、まず、はじめから終わりまで歌えるように朝の会で歌を歌った。毎日歌うこ
とで歌詞を覚え、メロディーが体にしみ入り、自信をもって歌うことができるようになった。次
に、友達と声を合わせて歌うために、優しく歌うこと、速さを合わせること、前を向いてよい姿
勢で歌うことについて繰り返し練習した。
子どもたちは、次第に歌うことが楽しくなり、周りの子どもた
ちと共に歌うことの心地よさを感じるようになった。そして、集
会での発表をよいものにしようと、交流学級の友達と共に意欲的
に取り組むことができた。また、感想発表の際に、全校の友達か
ら合唱を認められたことで、大きな自信となった。このように、
活躍の場があることで、集会に意欲的に参加することができると
いうことを実感した。
(2) ゲームでの人間関係づくり
集会では、
「友達と仲良くなろう」の目当てに向かって全校で簡単なゲームを行っている。集
会でのゲームは、特別支援学級の子どもたちにとって友達と適切にかかわることを学ぶよい場と
なっている。
集会では、担任の支援がなくてもゲームに参加し、友達とゲームを楽しむことを目指している。
そのために必要なスキルを身に付けることができるように自立活動等でのソーシャルスキルトレ
ーニングを工夫している。そこで、集会でのゲームの内容に合わせて、自己紹介の仕方や挨拶の
仕方など事前に学習し、自らかかわることができるようにした。子どもたちは、学んだことを実
際のかかわりの中で実践することで自信をもってゲームに参加できるようになってきている。
(3) 集団の中でのかかわり方を学ぶ場としての交流及び共同学習
集団の中で適切に友達とかかわりながら学習をすることができ
れば、楽しく意欲的に活動できる場が増えると考え、
「勝手におし
ゃべりをしない」
「勝手に席を立たない」
「友達と同じことをする」
の三つの目当てを意識させながら学習するようにした。少しでも
できたことをほめながら根気よく指導したことで、次第に、教師
の支援がなくても落ち着いて学習に参加することができるように
なった。そこで、さらに、交流を楽しむことができるように、交
流学級で発言する機会を設けたり、友達とかかわりながら自己表現できるような場を作ったりし
て表現することの喜びが味わえるように支援した。それとともに、運動会、式等の行事、集会等
に落ち着いて参加し楽しむことができるようになってきた。
３ 終わりに
今後も、特別支援学級の子どもたちが主体的に集会に参加し、集団の一員として役割を果たし充
実感を得ることができるように支援を工夫していきたい。そして、
「できた」という成功体験をた
くさん積み重ね、自信をもち、少しでも多く友達とかかわる楽しさを味わってほしいと願っている。

体の適応能力や体力、協調運動能力を高める自立活動
１

射水市立小学校
はじめに
本校の自閉症・情緒障害特別支援学級には、２年生の男児１名が在籍している。広汎性発達障
害と診断されているが、学習に落ち着いて取り組み、休み時間にはおにごっこをして元気に遊べ
るようになってきている。しかし、歩いたり、走ったり、踊ったりするときの動きはぎこちない。
また、ボール遊びでは、投げることや受けること、ドリブルすることが苦手である。そこで、で
きる運動から始め、楽しく体を動かす中で、体の適応能力や体力、目と手・足の協調運動能力を
高めたいと願った。
ここでは、自立活動「がんばれ、運動名人！いろいろな運動にチャレンジ」の実践を紹介する。

２ 支援の実際
(1) 準備運動、目当ての確認
・ 子ど もが 興 味を 示 すカ エル の 絵カ ード を めく っ て出 た遊 び をし
て 心 と 体 を ほ ぐ す 。（ か え る と び ・ さ か だ ち ・ ブ リ ッ ジ ・ 足あ
とジャンプ・足 じゃ ん けん 等）
・ 視覚 を通 し て分 か る予 定表 と 目当 てカ ー ドを 用 い、 本人 な りに
見通 しを も って 活 動で きる よ うに する 。
(2) 運動にチャレンジ
☆なわとびコーナー（持続力の育成）
自分で種目と回数を決め、無理なく
取り組めるようにする。
「今日は、新記録が出るかな」

☆サ ッカ ーコ ーナ ー （ 集中 力の 育成 ）
教師 と一 緒に 作っ たダ ンボ ー ル箱 の
ゴ ール で楽 しく 活動 でき るよ う にす る。
「 手づ くり ゴー ルを よく 見て ！ 」
「 ねら って ！」「ナ イ スシ ュー ト！ 」

☆ ドッ ジボ ール コー ナ ー
（ 目と 手・ 足 の協 調運 動能 力の 育成 ）
は じめ にボ ール を投 げ ると きと 受け ると き
のポ イン トを 確認 す る。 体の 動き を見 せた り、
言葉 を言 わせ たり し なが ら、 ボー ルを ワン バ
ウン ドで 受け たり 、 投げ たり する 動作 を教 師
と共 に繰 り返 す。
「左 足を 前に 、右 う では 後ろ へ高 く！ 」
「ナ イス パス ！」「 ナイ スキ ャッ チ !」
「目 を開 けた まま で 受け られ たね 」
運 動名 人の 校長 先 生に 受け 方、 投げ 方の こ
つを 教え ても らう 。 他の 先生 とか かわ る場 を
設け 、ア ドバ イス
をも らっ たり 、褒
めて もら った りす
るこ とで 、さ らに
意欲 は高 まっ た。
バウ ンド なし でも
受け るこ とが でき
るよ うに なり 、校
長先 生の 前で ほこ
らし げで あっ た。
(3)

３

☆ド リブ ルコ ーナ ー
（リズ ミカルな 動きの 体感）
「 ボー ルを よく 見て ね！ 」
「 ドリ ブル に合 わせ て、 体
や 膝 を柔 らか く動 かそ う
ね」
教師 も一 緒に 膝を 動 かし
て リズ ムを 取り 、数 え る。
「 やっ たね 。百 回！ 」

振り返り
カードに◎や○をつけたり、シールを貼ったりして自分の活動を振り返り、よさやがんばり
に気づかせることで、次の活動への意欲や目当てにつなげることができた。

終わりに
正確さよりも楽しく運動することを重視し、教える（指導や注意など）ことより、行動を大い
に褒めることを心がけた。６月の実践であり、暑くて疲れてきたときは無理のないように学習を
進めた。
楽しく運動ができるような教材や場の設定を工夫したり、目に見える支援や意欲を高める声か
けを行ったりして運動を継続したことで、徐々に、目と手・足を協調させて動かせるようになり、
運動に集中できる時間も長くなってきた。

シリーズ「今、ここが知りたい！」
Q1 特別支援学級の教育課程とは？
○ 特別支援学級の教育課程とは
特別支援学級の教育課程を編成する場合、
対象となる児童生徒の障害の種類、程度によ
っては、小・中学校の教育課程をそのまま適用
することが必ずしも適当でない場合があります。
そのため、特に必要がある場合、特別の教育
課程によることができます。 （※１）

※１
「小学校若しくは中学校又は中等教育
学校の前期課程における特別支援学
級に係る教育課程については、特に必
要がある場合は、第50条第1項、第51
条及び第52条の規定並びに第72条か
ら第74条までの規定にかかわらず、特
別の教育課程によることができる。」
学校教育法施行規則第138条

特別の教育課程を編成する場合は？
学校教育法に定める小学校及び中学校の目的若しくは目標を
達成するものでなければならない。
○ 学級の実態や児童生徒の障害の程度等を考慮する。
○ 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とする。
例えば！

・障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導領域である
「自立活動」の指導を取り入れる。
・各教科の目標・内容を、下学年の教科の目標・内容に替える。
・各教科を、知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教
科に替える。
児童生徒の実情に合った教育課程を編成する必要があります。
○教育課程編成（例）
以下に示す4人の児童の場合、Ａは知的な遅れがないので、自閉症・情緒障害特別支援学級におい
て、学年相応の各教科を行うことが適当です。Ｂ・Ｃは知的障害特別支援学級において、Ｂは軽度
の知的な遅れがあるため下学年の各教科等を、認定就学者であるＣは中度の遅れがあるため特別支
援学校の各教科等の指導を行うことも考えられます。さらに、指導領域にある自立活動を取り入れ
るなど、実情にあった教育課程を編成する必要があります。また、Ｄは学習障害があるので、通級
による指導を行うことが適当です。
【自閉症・情緒障害特別支援学級】 【知的障害特別支援学級】
Ａ：１年男子（アスペルガー障害）→・１年生の各教科・領域の内容
Ｂ：４年女子（軽度の知的な遅れ）→・３年生の各教科・領域の内容

＋

自立活動

Ｃ：５年男子（中度の知的な遅れ）→・特別支援学校の各教科等
Ｄ：２年男子（学習障害）

→・自立活動（＋各教科の補充指導 ※）

【学習障害通級指導教室】

※単なる教科の遅れを補充するものではない。（詳細は次項）

Q2 通級による指導とは？
通常の学級に在籍する言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠
陥多動性障害等の比較的軽度の障害のある児童生徒の障害に応じた特別の指導を特別の
指導の場（通級指導教室）で行います。
（指導に当たっては、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とします。）
※ 特別支援学級在籍の児童生徒は除きます。また、知的障害については、通級による指導
の対象となっていません。

障害による学習上又は生活上の困難の
改善・克服を目的とした指導領域であ
る「自立活動」の内容を取り入れます。

特別の指導
とは？
特に必要が
あるときは
通級による指導に係る授業時数

自立活動の指導に加えて、障害の状態に応じて、
各教科の内容を補充するための指導を一定時間内
において行うこともできます。ここにいう各教科
の補充指導とは、障害の状態に応じた特別の補充
指導であって、単なる教科の遅れを補充するため
の指導ではありません。

通級による指導に係る授業時数は、年間35単位時間から280単位時間までを標準とされているほか、
学習障害者及び注意欠陥多動性障害者については、年間10単位時間から280単位時間までを標準とさ
れています。

Q3 「交流及び共同学習」とは？
「交流及び共同学習」は、これまでの交流教育を継続、発展させたものとして、障害者基本法
（14条第３項）や「特別支援教育を推進するための制度の在り方（答申）」で示されています。
また、学習指導要領においても、その内容が位置付けられています。

「交流及び共同学習」は、幼･小･中･高等学校等と特別支援学校、小･中学校の通常の学級
と特別支援学級、特別支援学校と地域の人たちとの間などで行うことがあり、障害のある
幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒が触れ合い、活動を共にすることを示します。
一緒に参加する活動は、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする
交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があるものと考えられ、
「交流及び共同学習」とは、このように両方の側面が一体であることを明確に表したもので
す。したがって、この二つの側面は分かちがたいものとしてとらえ、推進していく必要が
あります。
小学校

さまざまな交流及び共同学習
地

特別支援学校

域

地域の行事参加
ボランティア活動など
中学校

幼稚園・保育所

通常の学級

高等学校

特別支援学級
通常の学級

特別支援学級

ちょっと拝見！
○「実感を伴ったアルファベットの習得に」 射水市立中学校
〈教具の特徴〉
※市販のマグネ
ット式のおも
ちゃに色を塗
りました。
・立体なので、触
りながら、文字
の形を覚えら
れます。
・音韻の種類を色
で認識できま
す。
英語の学習が定着しにくい
生徒も、
「見る」
「聞く」
「話す」
「書く」「触る」などの多感覚
を使って学習することで、基本
的な文字や音韻について、実感
を伴って習得できます。
ここでは、立体のアルファベ
ットを使ってできる英語の学
習を紹介します。

○「廃材等を利用して

①アルファベットの形と順序を覚える

②隠れている母音を見つける

③複数形の「s」の発音の違いを考える

―お店ランドを作って遊ぼうー」滑川市立小学校

ねらい：廃材等を利用して思いっきり友達と遊ぶ物を作り、学級内外の人とかかわることができる。
第１次

第２次

○○ランドの計画を立てよう
お店ランドを作ろう
①何ランドにするか考える
①設計図をかく
・おばけやしきが作りたいな
②材料を集める ３年生が、アイ
ディアを教え
お店ラ
・めいろを作りたいな
③作る
てくれたよ。
ンドに
・宇宙やさんを作りたいな しよう ④自分たちで遊ぶ
②今後の予定を考える
⑤１年生が喜んでくれるよ
うに手直しをする
計画を立てる→設計図をかく
→作る→自分たちで遊ぶ
・お店ランドの看板を作ろう
→１年生を招待する

第３次
１年生を招待しよう
①１年生にコマーシャルをする
②１年生を招待し、遊んでもらう
③振り返りをし、片付けをする

・どの店を回ったか分かるカードを作ろう

まとめ
・廃材等の形や固さ、質感を生
・ロボットは、はじめ人気が ・ロケットに入ると
かして工夫しながらおもち
星が見えてきれい
なかったけど、どんどん人
ゃ作りを楽しんだ。
だったよ。
気が出てうれしかったよ。
・１年生の体の大きさや１年生
・ロボットの服を着
・ロケットでは、青い窓から
特別支援学級児童
が楽しめるものをなど、相手
て戦いをして楽し
星を見てもらえてよか っ
の立場に立って考えられた。
たよ。

かったよ。

招待した 1 年生

〈編集後記〉特別な支援を必要とする子が年々増えているという現状にあります。障害の
有無にかかわらず、一人一人の個性を尊重して支援していく上での一助として、この「こ
ころ 102 号」を活用していただけると幸いです。（編集者一同）

