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巻頭言「ともにある」

富山県総合教育センター
所長

数年前、軽度の知的障害のある女性の初恋を
描いた映画「真白の恋」を観ました。東京から
来たカメラマンの青年が先入観なしで女性を
ありのままに受け入れている様子、家族の心配
や戸惑いが描かれていました。それまで特別支
援教育にしっかり向き合ってこなかった私に
とって、障害や障害者について考えるきっかけ
になりました。「一人の人間として受け入れ、
認め、ただ寄り添いながら、日々粛々と暮らす
ことが、真に『共に在る』ということ」、障害
者の弟がいる原作者の言葉が心に残っていま
す。
近年、発達障害を含め特別な支援が必要な児
童生徒が増加しています。その状況に対応して、
当センターでは多くの特別支援教育に関する
研修を実施しています。「特別支援学級等新任
担当教員研修会」は、初めて特別支援学級や通
級指導教室を担当する小中学校教員を対象に、
研修協力校において経験豊かな小中学校の先
生の授業を参観し、障害種別に応じた指導の実
際を学んだり、特別支援学校において就学先の
決定の仕組みや障害種別に応じた指導の実際
を学んだりします。そして、後日、自らが担当
する教室の授業や学級運営等について助言を
受けることで、特別支援教育担当教員としての
使命感と実践的指導力の向上を図ります。また、

麦 谷

直 人

小中高校の初任者全員を対象にした「初任者研
修会」では、特別支援学校において、個に応じ
た指導や支援が行われている様子を参観し、研
究協議を通して、特別支援教育の現状や合理的
配慮などについて理解を深めています。受け入
れ先の特別支援学校の先生方には大きな負担
をかけていますが、初任者が特別支援学校で学
んだことは、それぞれの勤務校での教育活動に
生かされ、教員としての資質向上につながって
いくと考えています。現在、障害の有無にかか
わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合い、
人々の多様な在り方を相互に認め合える共生
社会の実現のため、インクルーシブ教育システ
ムの構築が推進されています。全ての教員が特
別支援教育についての理解を深め、実践してい
くことがその基盤になると思います。
ところで、今年も月に１回、近くの富山総合
支援学校の生徒たちが清掃作業のためセンタ
ーに来ています。清掃が行き届いていない研修
室を隅々まで美しく清掃してくれるので、整っ
た環境で気持ち良く研修ができます。先生方の
指導を受けながら黙々と作業に取り組む生徒
たちには、プロ意識の芽生えを感じます。一所
懸命に作業する生徒たちに感謝するとともに、
一人一人が自立に必要な力を培い、共生社会で
活躍してくれることを願っています。

通級スタート１・２・３！

― みんなが安心できる通級指導教室のために ―

中新川郡の中学校
はじめに
「先生、次の通級、いつだったっけ」という声が廊下で聞かれる。本年度、本校に学習障害通級指
導教室が開設され、現在、全学年から 17 名が学んでいる。開設に当たっては「みんなが安心して学
ぶことができる通級指導教室づくり」をキーワードに準備を進め、指導・支援の大きな柱にしている。
ここでは、通級による指導に関わる全ての人が安心感を得られる取組を紹介する。

１

２ 取組の実際
（1）全校生徒への周知と啓発
通級による指導の開始に当たり、全校集会で通級指導教室担
当者が通級指導教室のイメージが伝わるように紹介し、全校生
徒への理解を促した。また、教室前の廊下に、通級指導教室で
行う活動例や季節に関する掲示をし、温かい雰囲気で生徒を迎
えられるようにした。
（2）保護者との連携
通級による指導の開始前に、保護者に対して「支援に関する
【通級指導教室前の掲示】
アンケート」を２回に分けて行った。１回目は本人が日常生活
を送る上で抱えている困難さを具体的に把握するために行い、２回目は週当たりの指導時間や通常
の学級で授業を一部受けない教科、級友への知らせ方等、支援開始に当たって必要な配慮を検討す
るために行った。
新年度の家庭訪問に合わせて、通級指導教室担当者による家庭訪問も同時に行い、保護者と顔を
合わせて話をすることで、個々の教育的ニーズを把握しながら良好な信頼関係を築くことができた。
通級による指導後には、「①指導内容 ②生徒の様子 ③通級指導教室担当者からの連絡」を記入
した「通級指導連絡シート」を毎回作成し、保護者に届けている。そのシートには通信欄を設け、
保護者がコメントや相談したい事柄を書いて、通級指導教室担当者に返却するようにしている。こ
のシートの活用によって、保護者は通級指導教室での状況を知ることができ、通級指導教室担当者
は保護者の思いを引き出すことができている。
（3）目標設定までの流れ
通級による指導を受ける生徒については、自立活動の６区分と関連付け、
長期目標と学習面・生活面の短期目標、通級指導教室担当者・学級担任・
家庭のそれぞれができる支援の手立てを明確にしておくことが欠かせない。
新出単語の読みと意味の確認
これらを個別の指導計画に分かりやすく記載することで、生徒に関わる教
職員と保護者が目標と支援を共有している。
（4）校内支援体制づくり
通級による指導終了後、
「通級による指導の記録」を全教職員に回覧し
ている。通級による指導を受けている生徒の成長や努力の様子を写真と文
章によって知らせることで、自立活動の大切さとその効果を周知すること
文に区切り線を入れる
ができている。
通級による指導を受けるために、受けられなかった通常の学級での授業
内容を補う手立てを講じている。手順は次の通りである。①通級指導教室
担当者が教科担任にクリアファイルを渡し、授業で使用したワークシート
や授業内容・板書内容のコピーを入れてもらう。②教科担任が学級担任に
スリットの使用
ファイルを渡す。③学級担任は生徒にファイルの中身を渡す。
３

【通級による指導の
記録の一部】

終わりに
２学期に入り、「先生、これからは通級の時間を１時間減らして理科の授業を教室で受けようと思
うけれど、どうしたらいいかな」と通級指導教室で学ぶ生徒の一人がつぶやいた。通級指導教室での
学びが、通常の学級での生活への自信につながっていることを実感している。様々な特性をもった生
徒たちにとって、通級指導教室は「安心して学ぶことができる場所」であるとともに、「自立への一
歩を踏み出す場所」でもあることを強く意識して、これからも生徒たちと関わっていきたい。

安心して過ごせ、肯定的に認め合う雰囲気のある学級を目指して
射水市の小学校
１ はじめに
自閉症・情緒障害特別支援学級には、人との関わり方に支援を必要とする児童が在籍している。こだ
わりが強くわずかな失敗で気持ちを切り替えることが難しい児童、友達の行動が気になって注意をして
しまう児童、交流及び共同学習で友達とうまくコミュニケーションを取ることが難しい児童、周囲から
の視線が気になり発語することに抵抗のある児童等がいる。本稿では、これらの児童たちが安心して過
ごし、失敗したときでも肯定的に認め合う温かい雰囲気のある学級づくりを目指して取り組んだ自立活
動「
『ぽかぽか言葉』で、いい気持ち！」の実践について紹介する。
２ 取組の実際
(1) 友達と仲よく関わるためのＳＳＴを活用した支援
負けても怒らないなど感情コントロールの練習をするＳＳＴと
して、
「ま、いっか！ドンジャン」を行った。このゲームは、①
２チームに分かれてコースの両端から先頭の児童が中央に向かっ
て走る、②コース上の出会ったところでジャンケンをする、③ジ
ャンケンに負けた方はジェスチャーを交えて「ま、いっか！」と
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【図１】

言う、④ジャンケンに勝った方は相手のコースに向かって走り、
ま
、
い
っ
か
！

ジャンケンに負けた方は次の児童が中央に向かって走る。②～④
を繰り返し、先に相手チームの出発地点に着いた方が勝ちという
ものである。
ジャンケンに負けたときの表現の仕方や負けたときに使う魔法
の言葉「ま、いっか！」をゲーム前に示し（図 1）
、ルールを確認
した。実際のゲームでは、負けたとき「ま、いっか！」を言うこ

【
「ま、いっか！ドンジャン」
】

とでゲームを続けられるため、児童たちが一生懸命「ま、いっか！」と言う姿が見られた。
また、気持ちを切り替え、日常的なコミュニケーションの基本を身に付けられるようにするＳＳＴと
して「あいことばゲーム」を行った。このゲームは、「おはよう」→「おはよう」
、
「入れて」→「いい
よ」など、相手に合わせた受け答えをリズムに合わせて行うものである。最初のうち、教師の投げかけに
対して児童が答える形で行ったが、児童同士でも行うことができるようになり、楽しんでコミュニケーシ
ョンのスキルを獲得することができた。
(2) 表現を助ける環境を整える支援
単元の終末に、
「
『ぽかぽか』風船バレー」を行い、
「ぽかぽか
言葉」を使って、プレーや応援をするルールでゲームを行った。
その際に、発語することに抵抗のある児童への配慮として、「ぽ
かぽか言葉」の書いてある応援うちわを用意した。他の児童たち
も一緒に応援うちわを振りながら「ぽかぽか言葉」を使ったこと
で、みんなが笑顔で応援うちわを振って「ぽかぽか言葉」を表現 【「ぽかぽか」風船バレー応援うちわ】
することができた。
３ 終わりに
ＳＳＴを取り入れることで、児童たちは楽しみながら、友達とのコミュニケーションスキルを獲得
していくことができた。今後も実態に応じたＳＳＴを行うことで、それぞれが関わり合い、よりよい
人間関係を築ける学級にしていきたい。また、個々の実態に応じた細やかな支援の手立てを図ること
で、安心して過ごし、肯定的に認め合う雰囲気のある学級づくりに努めていきたい。

富山県立特別支援学校高等部の入学者選抜について
先生方の学校に、富山県立特別支援
学校高等部の志願を考えている子
供はいませんか？

幼稚園、保育所、小学校等、早期から、
子供の将来の姿を描いて「個別の教育
支援計画」を作成しましょう

平成２５年４月に北陸初の高等特別支援学校を開校しました。これに伴い県立特別
支援学校高等部の入学者選抜は、Ａ日程とＢ日程の二つに分けて実施しています。
○Ａ日程
高等特別支援学校など軽度知的障害のある生徒を対象とする学校・学科・障害種別では、
特別支援学校へ入学を希望する人が、確実に進学先を確保できるよう他の学校や学科よりも
早い日程で入学者選抜を実施しています。
Ａ日程の対象となる学校・学科・障害種別

学

校

学

科

障害種別

富山高等支援学校

生産・サービス科

高岡高等支援学校

生産・サービス科

富山聴覚総合支援学校

福祉・サービス科

高岡聴覚総合支援学校

福祉・サービス科

富山総合支援学校

産業工芸科及び生活文化科

知的障害

Ａ日程の特別支援学校について
Ａ日程の５校は、いずれも障害の程度が軽度の知的障害のある生徒を対象とする高等部を
置き、３年間で就業に必要な知識・技能・態度の基礎を修得します。
高等特別支援学校２校は、高等部のみを設置し、卒業後の一般企業等への就職など社会的・
職業的自立に向けた支援を重視しています。多様な職種への就職に対応できるよう、
「ものづ
くり、流通、環境、福祉」など幅広い実習を行います。また、一定規模の集団を生かしたダ
イナミックな実習や教科学習、部活動を通じ、互いに切磋琢磨し高めあうことを目指します。
○Ｂ日程
Ａ日程の入学者選抜の対象となる、５つの学校・学科・障害種別以外は、すべて同じ日程
（Ｂ日程）で行います。
Ｂ日程の対象となる学校・障害種別

学

校

障害種別

富山視覚総合支援学校

視覚障害、病弱

富山聴覚総合支援学校

聴覚障害

高岡聴覚総合支援学校

聴覚障害

にいかわ総合支援学校

知的障害、肢体不自由

しらとり支援学校

知的障害

高岡支援学校

知的障害

学科等については、
平成３１年度 富山県立
特別支援学校高等部・幼稚
部入学者選抜実施要領
P9～P12 を見てください

となみ総合支援学校

知的障害、肢体不自由

富山総合支援学校

肢体不自由

高志支援学校

肢体不自由

ふるさと支援学校

病弱
参考：
「県立特別支援学校高等部に入学を希望するみなさんへ」（リーフレット 富山県）
「県立高等学校をめざすみなさんへ（平成３１年度入学者選抜）
」（冊子 富山県）

Ｑ＆Ａ
Ｑ１
発達障害の診断を受けていますが、知的障害はありません。
Ａ日程の特別支援学校を志願することができますか。
Ａ１
発達障害の診断を受けていても、知的障害のない人は志願できません。発達障害と併せて
Ａ日程の志願資格に該当する知的障害がある場合は志願することができます。
Ｑ２
Ａ日程の志願資格にある知的障害が軽度とはどの程度のことですか。
Ａ２
知的障害のある人のうち、公共交通機関等を利用して、自力で通学できる程度としていま
す。
Ｑ３
志願しようと思う特別支援学校では、事前に入学者選抜のための教育相談を受ける必要が
ありますか。
Ａ３
特別支援学校では、Ａ日程、Ｂ日程ともに事前に入学者選抜のための教育相談を受ける必
要があります。特に、Ａ日程の学校を志願しようと思う人は、合格しなかった場合も含め、
志願の可能性があるすべての特別支援学校の教育相談を受けておきましょう。

Ｑ４
県立特別支援学校高等部の志願資格に、障害者手帳の有無は関係ありますか。
Ａ４
県立特別支援学校高等部の志願資格に、障害者手帳の有無は関係ありません。
※県立特別支援学校高等部の志願資格に、障害者手帳の有無は関係ありませんが、障害者
手帳について理解していると、保護者、本人への指導・支援に生かすことができます。

障害者手帳について
子供の情報を整理し、
指導・支援に生かして
いますか？

障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。
障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けるこ
とができます。
一般的に、障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の３種
類があります。
○身体障害者手帳
目的
身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある人の自立や社会活動の参加を促し支援します。
サービス・援助
●医療費の助成（更生医療・育成医療）●補装具の助成（車いす・補聴器・義肢・盲人
安全杖、他）●リフォーム費用の助成（手すりの取付け、段差の解消、他）
●税の控除・減免（所得税・住民税・自動車税、他）
●公共料金の割引サービス（公共交通機関の運賃割引、公共施設の入場料割引、他）
●日常生活用具の給付
など
参考：
「身体障害者手帳の概要」（ホームページ 厚生労働省）
参考：
「厚生部 健康課」（ホームページ 富山県）

○療育手帳
目的
療育手帳は知的障害児・者に対して、一貫した指導・相談等が行われ、各種の援助措
置を利用しやすくすることを目的に、都道府県・指定都市が独自に要綱を策定して実施
しています。
別名を併記することもでき、富山県では「緑の手帳」と呼ぶこともあります。
サービス・援助
●就労に関する支援(訓練、実習、試行雇用、就職、職場定着）●医療費の助成（重度心
身障害者等医療費）●税の控除・減免（所得税、住民税、自動車税、他）
●交通運賃の割引（鉄道、バス、有料道路、航空路、他）
●成年後見制度、日常生活自立支援事業（金銭管理サービス、他）
など
１８歳以上の人は富山県障害者相談センター、１８歳未満の人は児童相談所が療育手帳
の申請や発行等について担当しています。
参考：
「発達障害情報・支援センター」
（ホームページ 厚生労働省）
「富山県障害者相談センター」（ホームページ 富山県）

○精神障害者保健福祉手帳
目的
一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、精神障害者の自立
社会参加の促進を図ります。
手帳の交付を受けた人に対しては、各方面の協力により、税金の減免や公共交通機関
の運賃の値引等様々な支援を受けることができます。
措置援助
●心身障害者扶養共済 ●国税、地方税の諸控除及び減免税 ●公営住宅の優先入居
●ＮＨＫ受信料の免除 ●生活保護の障害者加算 ●生活福祉資金の貸付
●ＮＴＴの無料番号案内 ●携帯電話使用料の割引 ●公共施設の利用料割引や公共交
通機関（※）の運賃の割引など（※主に地方自治体が運営主体の交通機関）
など

障害福祉サービスについては、障害者総合支援法（平成２５年４月施行）に基づき、
身体障害・知的障害・精神障害の３つが統合されています。
障害者手帳の対象、判定基準、サービス等について、さらに詳しく知りたい場合は、
各市町村の担当課やホームページで確認してください。
参考：
「発達障害情報・支援センター」
（ホームページ 厚生労働省）
参考：
「厚生部 健康課」（ホームページ 富山県）
参考：
「障害福祉サービスの利用について 平成２７年度４月版」
（パンフレット 全国社会福祉協議会）

富山県の特別支援教育に関する動きについて
平成３０年４月からの動き
○高等学校における通級による指導の開始
新川みどり野高校、雄峰高校、志貴野高校、となみ野高校の定時制単位制高等学校
４校で通級による指導が開始されました。
○「富山県手話言語条例」の施行（平成３０年４月１日）
本条例は、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。
条例には、
「学校における手話の普及」として、教職員の手話に関する技術の向上や、
手話に関する学習機会の提供、学校における手話に対する理解の促進等に努めること
が規定されています。
○「チェックリスト」及び「個別の教育支援計画作成・活用マニュアル」の作成
発達障害等の特別な支援が必要な子供に気付き、適切な指導・支援を引き継ぐことが
できるよう、就学時健診や幼・小・中・高等学校の発達段階に応じたチェックリスト
と「個別の教育支援計画」を作成、活用するためのマニュアルを作成しています。

ちょっと拝見！
○言葉と文字の学習に興味をもって取り組むための「都道府県名さがしカード」
黒部市の中学校

知的障害特別支援学級

ねらい
学年や実態が異なる複数の生徒が在籍する学級での一斉指導において、個に応じた漢字の読み
書きの学習に意欲的に取り組むことができるようにする。
－実践例－
１

一斉指導において、カードに書かれている言葉が含ま
れている都道府県名を探すゲームを実施する。３段階の
レベルを設け、生徒の様子を見ながら個人・ペア・グル

【レベル１】

ープと学習形態を変えて行う。
【レベル１】都道府県名の始めや終わりに含まれる「か
ご（鹿児島県）」「なわ（沖縄県）」等のカードの提示。
【レベル２】都道府県名の途中に含まれる「しか（石川
県）」「うき（東京都）」等のカードの提示。
【レベル３】複数の都道府県名に含まれる「いた（大分

【レベル２】

県、埼玉県）」「くし（福島県、徳島県）」等のカードの提示。
２

個別指導において、①都道府県名を読むプリント②都
道府県名を書くプリント③レベル４の都道府県名探しの
プリントを準備し、各自が自己選択して取り組むことが
【レベル３】

できるようにする。

○言葉や作文を書くことの困難さを改善・克服するための支援教材
高岡市の小学校

学習障害通級指導教室

ねらい
特殊音節や助詞を使うことが苦手な児童に対し、磁石や絵カード等の視覚的な支援をすること
で、自ら楽しく文を書くことができるようにする。
ステップ１

特殊音節（促音・拗音）のある言葉や助詞（は・を・へ）を入れた文を書く。

・児童が促音・拗音や助詞を記した磁石を選

【特殊音節のある言葉】

択し、ホワイトボード上で言葉や文を考え、
読み上げる。
・正しく表記できたか確認後、そのボードを
見ながら用紙に書く。
ステップ２

主語・動詞（誰が・どうする）を入れた文を書く。

・ブラックボックスに入れた絵カード（動詞）
を取り出し、そのカードに合う主語を考え、
文を組み立てて書く。
・作った文を読み、適切な表記になっているか
確認後、用紙に書く。
＊ゲーム感覚で取り組むことで、意欲的に文を
作ることができる。

【助詞を入れた文】

