
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊この「自己肯定感を育てる特別支援教育」は、平成25年度(2013年度)滋賀県総合  

教育センター「特別支援教育に関する研究Ⅱ」に基づいて作成しました。 

 

 

 

  
 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 
   

  



自己肯定感を育てる 

   特別支援教育 

目次  

 第２章 気付きから始めよう子供の理解 

 第１章  はじめに 

 自己肯定感を育てる特別支援教育 

１ こんなケースはどう考える？              

 (1) 小学校のＡさん…活発で、元気いっぱい        …２ 

 (2) 中学校のＢさん…はきはきしていて、積極的 …4 

 (3) 高等学校のＣさん…おとなしくてマイペース …6 

 (4) 特別支援学校高等部のＤさん 

            …誰とでも仲良くなる   …8 

１ 気付きのポイント         

     (1)学習面                …10           

  (2)行動面                            …11 

  (3)対人面                …12         

  (4)身体の特徴                    …14 

  (5)分かり方の違い               …16 

２ 特別な配慮を要する子供について            …19 

３ 気付きのための方法として                  …21 

     (1) 目の前にいる子供たちをよく見て実態把握をする  

  (2)引き継いだ情報を支援に生かす 

  (3)アセスメントに関する情報を支援に生かす 

 

 

 

   

      第１章  

             自己肯定感            …１ 

  第２章  

    わざとじゃない！           …11 

    こだわりへの支援                 …13 

    優しい意図的な無視             …14 

    感覚の違い                             …15 

    さっき言ったでしょ！         …16 

    発達の視点をもって             …19 

    生まれつき見えないこと        …20 

    アセスメントの有効性         …21  

     

         
     

   第３章  

             学級肯定感             …23 

    褒めるコツ             …24 

    前面掲示はシンプルがいいか     …26 

    主体性を大切に           …27 

  第４章  

      日頃のつながりを大切に     …31 

   自己否定を自信につなげて    …33 

   私は私だよね             …34 

        第５章  

   どの生徒にも分かるための支援  …41 

      ６年がかりの検討を経て     …42 

   高校生が抱える課題       …43 

コラム 



 第3章  ちょっとの工夫で子供が変わる 

        特別支援教育の手法を知ろう 

資料 

１ 誰もが過ごしやすい学級づくり         …２３ 

  (1)まずは、安心できる環境づくりから 

  (2)得意なことを生かした活躍の場を用意する 

  (3)クラス内の相互理解を深める「つながり」を大切にした活動 

２ 教師の言葉かけを見直そう           … 2４ 

  (1)「褒める」言葉と「叱る」言葉 

  (2)子ども同士の相互理解を促す言葉かけ 

３ 特別支援教育の視点で授業を変えよう      …２６ 

        (1)ユニバーサルデザインとは    

        (2)教室をすっきりさせる 

        (3)分かりやすいルールを示す   

        (4)学習パターンの工夫 

        (5)認知の偏りへの支援       

        (6)見通しをもたせる 

        (7)プリントの工夫         

        (8)行事の時に配慮すること 

１ 用語解説 …45 
２ 参考文献 …47 

 第４章  縦と横のつながりを  

 つくる…支援を未来につなげよう 

１ 横につながりを広げる…連携    …3１ 

  (1)校内体制の初めの一歩  

  (2)保護者の話を聞く 

  (3)専門機関との連携について         

２ 縦のつながりをイメージする…進路 …3２ 

  (1)個別の教育支援計画・個別の指導計画について   

  (2) 進路指導で配慮すること 

  (3)二次障害の予防を大切に 

  (4)自己理解を育てることで自立と社会参加へ    

 第５章 特別支援教育の制度 
１ 特別支援教育について   …４１ 

  (1)インクルーシブ教育システムの 

    構築に向けて 

  (2)学びの場について 

  (3)高等学校における特別支援教育 

  (4)国際的な状況 

  (5)合理的配慮について 

 

 

 
第１章 

 ①離席について考えよう  …３ 

 ②やり取りを考えよう      …５ 

 ③板書の工夫       …７ 

 ④パニックの予防     …９ 

第２章 

 ⑤分かりやすい！を探そう  …17 

 ⑥座席の配慮        …18 

 ⑦メモから実態把握     …22 

 

 

第３章 

 ⑧肯定的な言葉かけ       …２５ 

 ⑨テストから読み取るつまずき  …２９ 

 ⑩行事の時の配慮        …３０ 

第４章 

 ⑪個別の指導計画作成Ⅰ 

  つながりをつくる      …3５～3８ 

 ⑫個別の指導計画作成Ⅱ 

  強みと良さを生かす       …3９ 

 ⑬個別の指導計画作成Ⅲ 

  基本的な記入事項       …４０ 

ワークシート 



「自己肯定感を育てる特別支援教育」ハンドブックの活用について 

 

 このハンドブックに登場する「子供たち」は、今、あなた自身が関わっている学級の

子供たちです。 

まずは、あなた自身が関わっている子供たちについて、このハンドブックを通して、

考え、学んでください。そして、その中で気付いたことを、明日からの子供たちへの支

援に生かしてください。適切な支援が、子供たちの「できた！」「分かった！」という

実感につながり、自己肯定感を育てます。 

ワークシートについて 

 このハンドブックは、右の図のように、本文とコ

ラム、13枚のワークシートで構成されています。 

ワークシートは、本文に合わせて作っています。

その内容について、できるだけ多く考えることが大

切です。あなた自身が関わっている子供たち、また

は授業と結びつけて、「自分だったらどうするか」

ということを考えてください。校種の違う子供であ

っても、「自分の学校だったらどうか」と考えるこ

と、またはあなたが現在関わっている子供の過去や

将来を考えることで、学びは深まります。 

ワークシートの最後に、「これからこうする！」という欄を設けている場合がありま

す。「これまでの振り返り」は、あなた自身の実践を振り返り、良かったところ、改善

できるところを書いてください。「こんな工夫をしてみたい」では、ハンドブックで学

んだことを基に、実際どんな工夫をするのか、具体的に書いてください。 

ワークシートは、本文の内容を参考に、まずは自分で考えて書いてみてください。で

きそうなものから始めても構いません。難しいなと感じたときは、周りの先生に相談し

てみてください。 

なお、別冊で「ワークシート記入例」を作成しました。考え方、学び方のヒントとし

て、活用してください。 

コラムについて 

 このハンドブックには、19編のコラムがあります。コラムは、滋賀県内の教員が実際

に体験したこと、考えていることをもとにまとめています。 

なお、コラムに出てくる子供たちはすべて仮名です。 

図 ハンドブックの仕組み 

 

具体的な場面について 

自ら考え、学ぶ 

 

本 文 

 

ワークシート 

気付きを支援に生かす 

コラム 

専門的な内容に 

ついて身近に感じる 

 

特別支援教育の 

基礎的な事柄を知る 
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コラム 「自己肯定感」 
 

子供たちは、自分が好きでしょうか。自分の良さを知っているでしょうか？そして、それを隣

にいる友だちとも、共有しているでしょうか。「自己肯定感」は、自分を、そして自分の周りの人

たちを、大切にできる気持ちでもあります。 

小学４年生のケンタさんは、連絡帳を書く時も、算数の授業でも、「もっと丁寧に字を書きなさ

い」と言われる毎日に、「僕は字が汚いねん、あほやから」と、言うようになりました。ところが、

書道の時間、基本に忠実な筆の持ち方をし、姿勢を整えて書いたケンタさんの作品を見て担任の

先生はびっくり！のびのびとした、半紙からはみ出さんばかりの勢いある字が書かれていました。 

「すばらしい字だね！」と、みんなの前で褒められたケンタさん。それからは、連絡帳の字も、

ちょっと姿勢を整えて丁寧に書くようになりました。 

誰にでも苦手なことがあります。失敗することもあるけれど、それでも自分

を受け入れ、自分の良さを知り、周りに認めてもらえることが、「自己肯定感」

の土台です。ありのままの自分を受け入れてもらった経験が、「自己肯定感」を

育て、子供の成長を支えていくのだと思います。         (特別支援学校教員) 

                        

 

第１章 はじめに 自己肯定感を育てる特別支援教育 
 

このハンドブックでは、「自己肯定感を育てること」を

大切に考えます。今日、あなたが関わる学級で、子供たち

が、「できた！」と実感した瞬間がありましたか？ できな

くても、「もう一度がんばろう」という姿がありましたか？  

特別支援教育では、「強みと良さ」を生かした支援を大

切にします。特別支援教育の基礎的な事柄を知り、適切な

子供理解、指導方法の工夫をすることが、子供たちの「で

きた！」「分かった！」という実感につながり、自己肯定

感を育てます。しかし、適切な理解と支援がなく、「困っ

た行動」を否定され、怒られることを繰り返す中で、何を

やってもうまくいかない、「自分はだめだ」と感じてしま

うことがあります。特に発達障害のある子供たちは、その

障害特性による困難さ、辛さに気付かれにくく、自己肯定

感をもちにくい実態があるのです。 

しかし、特別支援教育の視点を生かし、自己肯定感を大 

切に育てることができれば、二次障害を予防し、子供たち 

が卒業後の人生を豊かに生きるための力につながります。それが、子供たちが長い時間を過ごす学

校で、教師ができる大切な役割だと思います。   

このハンドブックでは、「特別な支援を要する児童生徒」について、特に通常の学級に在籍する子

供たちを中心に、その理解と支援について考えていきます。文部科学省の調査(ｐ.47参照)では、６.

５％程度の割合で、通常の学級に発達障害の可能性がある子供がいると示されています。35人学級

なら、２～３人です。その子供たちを含めた支援を考えることが、教室のすべての子供たちの自己

肯定感を育てることにつながります。 

  

 

  
 

 
  

  

 

 

 

 
 

 

 
  

 

自分のままでいい 

自分はだめだ 

できた！ 

うまくいかない 

改善できる 

繰り返す 

困った行動 否定的な 

言葉かけ 

強みと良さ

を生かした

支援 

認められる 

認められる 

怒られる 

また怒られる 

 

 

自己肯定感 

二次障害 
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１ こんなケースはどう考える？  

 これから、４人の子供が登場します。それぞれのケースについて、特別支援教育の視点をもつと、

どのように理解し、支援することができるのか、考えてみましょう。 

 

（１）小学校のAさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

  

 
  

  

 

ある日、授業中にＡさんが廊下に出てしまいました 

時々席を立ちます トラブルが多い… いつも遅れて 

しまいます 

活発で、いつも元気いっぱいのＡさん 

授業中に、友だちに話し

かけたり、消しゴムを投げ

たりします。物を落とした

り、足を踏んだりすること

も多く、よく友だちとトラ

ブルになってしまいます。 

集中時間が短く、ノート

を書いている途中でも、ふ

と立ち上がってしまいま

す。時々ボーっとしてい

て、話を聞いていないこと

があります。 

「教科書を開いて」「もの

さしを出して」と言って

も、みんなと一緒のタイミ

ングではできません。スタ

ートが遅れてしまいます。 

小学校低学年のＡさんは、ユーモアがあっていつも

みんなの人気者です。授業ではよく発表し、自分の思

ったことをどんどん言うことができます。大好きな図

工の時間には、のびのびとした楽しい絵を描くことが

できます。 

でも、Ａさんのこんなところが気になります 

なぜ、Ａさんは廊下に出てしまったのでしょうか？ 
 

○何か気になったのでは？Ａさんが大好きな虫が飛んでいたのかもしれません。 

〇教室の中で、苦手な音がしたのかもしれません。 

○ざわざわしているのが、嫌でたまらなかったのかもしれません。 

○匂いや温度、光の入り方はどうでしたか？ カーテンが揺れていて、気になっていたのか

もしれません。 

〇先生の声は大きすぎたり、指示が分かりにくかったりしていたかもしれません。 

〇授業の活動内容が理解できなくて、何をしたらいいのか分からずに困っていたのかもしれ

ません。 

○忘れ物や、足りない物があったので、取りに行ったのかもしれません。 

〇周りの友だちと何かやり取りがあったのでしょうか。いやな気持ちを我慢できなくて出て

行ったのかもしれません。 
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子供が席を立ってしまうのはどうしてなのか、あなたが関わっているクラスを想定し、子供の

視点に立ってその理由を考え、支援のヒントをつかみましょう。 

ワークシート① 離席について考えよう 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 
 
 
 
・ 

・ 

・ 

子供が席を立ってしまった時、子供の視点に立つと何があったと予想できますか。２ページ

を参考にできるだけたくさん考えてみましょう。 

離席をしてしまう子どもへの対応に関わって、教室環境や授業の活

動内容などについて考えましょう。 

１ 

２ ①の中から２つ選び、第 2章 10～12 ページを参考に、そのことが起こる背景や要因につい

て考えましょう。 

 
 
 
 

・ 

・ 

・ 

選んだ内容…                     

背景や要因として考えられること 

 
 
 
 
 
・ 

・ 

・ 

選んだ内容…                     

背景や要因として考えられること 

これからこうする！ 

これまでの振り返り…                                  

こんな工夫をしてみたい（第 3 章 26～28 ページを参考に） 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

例）教室を出てしま

う理由を考えた

ことがなかった。 
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（２）中学校のＢさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂさんが、部活動の練習中に、友だちとケンカをしました 

変更が苦手です 会話が 

かみ合いません 
的外れな行動が 

あります 

はきはきしていて、積極的なＢさん 

話をしていると、何かし

ら行き違いを感じます。会

話の途中で別の話を始める

ことや、授業中にいきなり

アニメの話をすることもあ

ります。いつもどこでも声

が大きく、周りはびっくり

します。 

いったん「こうだ！」と

思ったら、他の人が何を言

ってもなかなか自分の主

張を変えません。日課の変

更には抵抗があるようで、

怒ってしまうことがよく

あります。 

「分かった！」と思った

らすぐに動き出します。集

合場所を間違えて、一人だ

け違う場所にいて怒って

いることが何度かありま

した。いきなり怒り出すこ

ともあります。 

中学生のＢさんは、自分の考えをはっきりと話すこ

とができ、クラスでもリーダー的な存在です。勉強も、

よくがんばっています。吹奏楽部に所属し、毎日一生

懸命練習しています。アニメが大好きで、アニメの話

を始めると止まりません。 

なぜ、ケンカになってしまったのでしょうか？ 
 

その日、練習の場所が、音楽室から体育館に変更されていました。Ｂさんがいないことに

気付いた友だちのＥさんが、音楽室に呼びに行きました。Ｂさんは体育館に来たものの、Ｅ

さんと言い合いになり、なかなか練習が始められません。ついには、Ｅさんが泣き出してし

まいました。 

○体育館に来る前に、二人の間でどんなやり取りがあったのでしょうか。お互いに嫌な気持

ちを抱えていたのかもしれません。 

○変更はどのようにＢさんに伝えてあったのでしょうか。変更が苦手なＢさんは、戸惑って

いたり、イライラしたりしていたのかもしれません。 

〇Ｂさんは他にやりたいことがあったのでは？ 音楽室に何かを置いてきてしまったのかも

しれません。 

〇Ｂさんは、Ｅさんが言っている内容が理解できなかったのかもしれません。 

〇もしかしたら、Ｂさんは体育館が苦手なのかもしれません。楽器の音が音楽室での響きと

は違って聞こえることや、暑かったり寒かったりするのが嫌だったのかもしれません。 

 

でも、Ｂさんのこんなところが気になります 
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なぜケンカになってしまったのか、その対応を考えるために、二人の先生(YとＺ)

がＢさんと話をしました。そのやり取りを通して、支援のヒントをつかみましょう。  

ワークシート② やり取りを考えよう 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

先生と B さんのやり取りから、よかったところ、改善できるところを考えましょう。 

Y とＺ、二人の先生がそれぞれＢさんとやり取りしています。感じたことを書きましょう。 

 
 
 
 

・ 

・ 

・ 

・ 

これからこうする！ 

これまでの振り返り…                                   

こんな工夫をしてみたい（第 3 章 24 ページを参考に） 

B さんのような対人面(12 ページ参照)に課題のある子供とのやり取

りをする際に、配慮するべき点を考えましょう。 

Ｙ先生とＢさん 

Ｔ：何があったの？  

Ｂ：だって Eさん、嫌なこ 

と言わはったし…  

Ｔ：なんで怒ったの？ 

Ｂ：だって Eさん、嫌なこ 

と言わはったし… 

Ｔ：泣かせたらあかんわ。 

Ｂ：･･･。（怒って黙る） 

Ｔ：もう怒らんときや。 

Ｂ：･･･。  

Ｔ：いつもいつも困るわ… 

Ｂ：知らん。 

よかったところ 改善できるところ 

Ｚ先生と Bさん 

Ｔ：ＢさんはＥさんに何て言 

ったの？  

Ｂ：分からん…って言った。  

Ｔ：そうか、分からなかった 

んやね。分からなかった 

のは、場所？やること？  

Ｂ：やること。何をするか分 

からなくて… 

Ｔ：大変やったね。場所も変 

更やったしね。 

Ｂ：はい、音楽室やと思って 

たし、びっくりした。 

… 

    

    

    

     

 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

感じたこと 

例）自分もＹ先生と

同じような話し方

をしていた。 
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（３）高等学校のＣさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

    

      

  

      
    

                

            
  

  

      

    

        
  

  

  

  

  

 
 

 
 

 

Ｃさんが授業中に、ノートが書けずに困っていました 

時々遅刻します 板書をノートに写す 

ことが難しそう… 

忘れ物が多い 

おとなしくて、マイペースなＣさん 

授業中、何度も黒板を見

ては書く動作を繰り返し

ています。ノートを見る

と、見当違いの場所に書い

ていたり、細かい部分で間

違っていたりすることが

多いです。 

いつも急いだ様子がな

く、ギリギリに登校しま

す。時々遅刻することもあ

ります。反省した様子はな

く、時間をあまり意識して

いないようにも見えます。 

提出物が出せません。学

習に必要なものを忘れて

しまっても、平気なようで

す。体操服を忘れて、体育

を見学することが多いで

す。整理整頓ができず、よ

く探し物をしています。 

高校生のＣさんは、のんびりした雰囲気の、あまり

目立たない生徒です。成績は平均点ギリギリですが、

授業態度はよく、真面目に取り組んでいます。あまり

自分からは話しませんが、友だちとは、仲よくしてい

るようです。 

でも、Ｃさんのこんなところが気になります 

なぜ、板書をノートに写すことが難しいのでしょうか？ 
 

〇授業や板書の内容を理解することができていますか？今どんな学習をしているのか、黒板

のどこを見たらいいのか分からないのかもしれません。 

〇何度も見ては書くことを繰り返していませんか？「板書の内容をちょっと覚えてノートに

書く」ことが、難しいのかもしれません。(16ページ「記憶にとどめておけない」) 

○離れた黒板を見たり、ノートを見たり、見比べたりすることが難しいのかもしれま 

 せん。焦点が合わせにくく、見るべきところが分からないのかもしれません。 

○書くのが間に合わなくて、いつまでもノートを書いていたり、書くべき時にボーっとした

りしていませんか。いつ書くべきかが分かっていないかもしれません。 

〇不器用で、書くのが遅かったり、何度も書き直したりしているのかもしれません。 

〇板書の中に、分かりにくい文字、例えば画数の多い漢字や見慣れない記号などがあるのか

もしれません。それに戸惑って、書く気持ちになれないのかもしれません。 

＊詳しくは…平成 24年度 特別支援教育に関する研究Ⅰ研究成果物 

            「特別支援教育の知恵袋」31ページ～(p.47 参照)  



第 1 章 はじめに 自己肯定感を育てる特別支援教育 

 7 

 

 「板書をノートに写せない」とは、どういうことなのでしょうか。板書をノートに写すために必

要な力や教師ができる配慮について考え、支援のヒントをつかみましょう。 

ワークシート③ 板書の工夫 

 
 
  
・ 

・ 

・ 

あなたが関わる学級に、Ｃさんのような子供はいませんか？なぜ、板書をノートに写すことが

難しいのでしょうか、できるだけたくさん考えましょう。 

板書やノートの書き方について考えましょう。 

１ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

２ ①の中から２つ選び、第 2 章１０～１４ページを参考に、板書をノートに写すことが難しい

背景や要因について考えましょう。 

 
 
 
 
 

・ 

・ 

・ 

 
 
 
 
 
・ 

・ 

・ 

選んだ内容…                     

背景や要因として考えられること 

選んだ内容…                     

背景や要因として考えられること 

これからこうする！ 

これまでの振り返り…                                   

こんな工夫をしてみたい（第 3 章 26～28 ページを参考に） 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

例）ノートの写し方ま

で考えて板書をし

たことがなかった。 
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（４）特別支援学校高等部のＤさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

休み時間中に、Ｄさんがパニックになってしまいました 

反抗的な態度を 

とります 

ウソをついて 

しまいます 

わがままに見えます 

 

誰とでもすぐに仲良くなるＤさん 

会話の中で、「あれ？」

と思うことがあります。悪

気は無いようですが、事実

とは違う話をしているこ

とがあります。内容を確か

めると、怒り出してしまい

ます。 

普段は気さくですが、気

分にムラがあり、少し気に

入らないことがあるとイラ

イラし出し、わざと人を怒

らせることを言います。す

ぐに人のせいにして、自分

は悪くないと主張します。 

突然部屋を出ていく、長

袖しか着ない、給食は決ま

ったものしか食べない、ち

ょっとした音に「うるさ

い！」と怒り出すなど、な

かなかみんなと同じよう

に行動できません。 

特別支援学校高等部のＤさんは、小学校では通常学級

に、中学２年生から知的障害特別支援学級に在籍し、特

別支援学校に入学しました。特別支援学校では作業学習

を楽しみにしていて、パンを作って販売する活動に意欲

的に取り組んでいます。 

なぜ、Ｄさんはパニックになってしまったのでしょうか？ 
 

〇パンの販売をしていた昼休みに、友だち二人とトラブルがあったようです。その前後も含め、

どんなことがあったのでしょうか。 

○直接のきっかけはなんでしょうか。その前に、何か経過があったのかもしれません。 

販売の場面で、何かあったのでしょうか。 ○Ｄさんは、大声で何かを言っていました。

整理し誰と、どのようなやり取りがあったのか言葉や動きを てみましょう。 

〇友だちは、「 さんが突然怒り出した」と言いますが、理由は分からないようです。販売がＤ

うまくいかなかったのでしょうか。 

○パンが売れ残ってしまうのが納得いかなかったのかもしれません。 

○お金のやり取りが、うまくいかなかったのかもしれません。 

○苦手な音やうるさい音がしたのかもしれません。 

○他にやりたいことがあって、時間が気になったのかもしれません。 

〇もっと他に、 さんが混乱してしまう理由があったのかもしれません。何か、いつもと違う Ｄ

ことはなかったでしょうか。 

   

               

でも、Ｄさんのこんなところが気になります 
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日課 月 火 水 木 金 

朝の会     ◎     ◎        ◎      

１ 国語  ○ 美術   作業 国語  ◎ 作業 

２ 国語  ◎ 美術 作業 国語  ○ 作業 

３ 数学   学級 作業 理科   作業 

４ 数学  ○  学級 作業 社会   作業 

給食      

昼休み     ○     〇          ◎     ○ 

５ 体育 進路  ◎ 作業 学年  ○ 学級 

帰り      

 

 

Dさんが、怒ってしまう背景や要因を知り、パニックを予防する方法を考えるために、どんな

時に大きな声が出るのかを調べてみることにしました。その結果から、支援のヒントをつかみま

しょう。 

ワークシート④ パニックの予防 

・ 

・ 

・ 

 

まずは、どんな時間帯や活動内容の時に大きな声で怒ったのか、時間割を使ってチェックしました。 

チェックした表から分かること、怒った理由など、できるだけたくさん考えてみましょう。 

○…１回 ◎…複数

回  

解決できそうなこと…                  

方法と理由 

・ 

・ 

 

上の枠の中から、解決できそうなことをひとつ挙げ、解決方法とその理由を考えましょう。 

 
 
 
 

・ 

・ 

 

・ 

これからこうする！ 

これまでの振り返り…                                   

こんな工夫をしてみたい（第3章 21ページを参考に） 

・ 

・ 

・ 

 

Dさんのような行動面(１１ページ参照)に課題のある子供への対応を

する際に、配慮するべき点を考えましょう。 

 

例）表にしたことがな

かったので、分かり

やすいと感じた。 
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第２章 気付きから始めよう 子供の理解 

１ 気付きのポイント 

 教室に、以下のような様子が見られる子供はいませんか？「学習面」「対人面」「行動面」「身体の

特徴」「分かり方の違い」について、子供たちを見るときに着目すべき点をまとめました。 

（１）学習面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学習面 

聞くこと 

書くこと 

話すこと 

読むこと 

計算すること 推論すること 

・聞き間違いがある 

・聞き漏らしがある 

・個別に言われると分かるが、集

団場面では難しい 

・言われたことがすぐには分から

ない 

・話し合いがうまくできない 

 

・読みにくい字を書く 

・独特の筆順で書く 

・漢字のつくりを間違えやすい 

・句読点を正しく打てない 

・決まったパターンの文章を書く 

・早口、もしくは妙にゆっくり話す 

・よく言葉に詰まる 

・単語を並べ、短い文で話す 

・思いつくまま話す 

・内容を分かりやすく伝えることが 

難しい 

 

・似ている文字を間違える 

・文中の語句や行を抜かしたり、

繰り返し読んだりする 

・音読が遅い 

・文末等を変えて読んでしまう 

・文章の要点を正しく読み取る

ことが難しい 

・数の意味や表し方についての理解 

が難しい 

・簡単な計算が暗算でできない 

・計算に時間がかかる 

・いくつかの手順がある問題を解く 

のが難しい 

・数学の文章題を解くのが難しい 

 

・量を表す単位等の理解が難しい 

・図形を書くことや、表・グラフを理解 

することが難しい 

・事物の因果関係が分かりにくい 

・目的に沿って行動を計画し、必要に応じ

てそれを修正することが難しい 

・早合点や飛躍した考え方をする 
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（２）行動面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不注意 

多動性 
衝動性 

・授業中や座っているべき時に席を

離れてしまう 

・何かに駆り立てられるように行動

する 

・質問が終わらないうちに出しぬけ

に答えてしまう 

・他の人がしていることをさえぎっ

たり、じゃましたりする 

 

・手足を常に動かしたり、もじもじ

したりしている 

・過度に走り回ったり、よじ登った

りする 

・動き回って、集団の行事に参加す

ることが難しい 

・やることが無いとイライラする 

・順番が待てない 

・しゃべりすぎる 

 

 

・細かいところに注意ができず、ケア 

レスミスが多い 

・集中し続けることが難しい 

・面と向かって話しかけているのに、 

返事をしないことがある 

・指示を聞いていない 

・するべきことを最後までできない 

・必要なものをなくす 

・気が散りやすく、忘れやすい 

コラム 「わざとじゃない！」 
 

 授業中にいつも後ろの席のヒロ君と話をしている小学３年生のヨシ君、毎日毎日注意されて

も、また後ろを向いています。「こら！後ろ向いたらダメ!」と怒られるたびに、「しまった！」

とあわてて前を向くものの、またすぐ後ろを向いて…の繰り返し。 

 担任の先生からその様子を聞き、「お家でも話題にしてみてください」と言われたヨシ君の母

親は、「なんで後ろ向くの？」と家でゆっくり聞いてみました。ヨシ君は、「今、何の勉強してる

のか分からんし、ヒロ君に聞いてるねん」と言いました。後ろを向いてはいけないことは分かっ

ていても、つい向いてしまうし、分からない上に怒られることが嫌でしょうがないと言っていま

した。 

 早速、母親が先生にそのことを伝えたところ、先生は「何度注意しても後ろを向くのは、注目

してほしいからだ、だからゆっくり話を聞いてあげてほしい」と思っていたとのことでした。 

 その後先生は、必ず「今、何の勉強をしているか」がヨシ君に分かるように、板書を工夫し、

タイミングよくヨシ君に声をかけるようにしました。ヨシ君の「困った行動」はずいぶん減り、

ヨシ君自身も、困ったり、嫌な思いをしたりすることが減りました。 （特別支援学校教員） 

行動面 
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（３）対人面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と関わること 

コミュニケーション 

興味関心・こだわり 

・特定の分野に詳しく、「○○博士」と呼ば

れている 

・他の子供が興味を示さないようなことに

興味がある 

・自分だけの世界をイメージして浸ってし 

まい、切り替えが難しい 

・とても得意なことと、極端に不得意なこ

とがある 

・日課・手順の変更や変化を嫌がる 

・見通しがもてないと不安定になる 

・特定の物やことに執着する 

 

・話し言葉がたどたどしかったり、

抑揚なく話したりする。 

・冗談や皮肉が分からない。 

・会話が一方通行である。 

・丁寧すぎる言葉遣いをする。 

・独り言を言ったり、場面に関係な

く声を出したりすることがある。 

・相手によって態度や言葉遣いを変

えることが難しい。 

 

・友だちと仲良くしたい気持ちはあるが、友

だち関係をうまく築けない 

・一人で過ごすことが多く、友だちが少ない 

・ゲームやグループ活動で、仲間と協力して

活動することが難しい 

・相手の気持ちを理解することが難しい 

・周りの人が困惑するようなことを遠慮せず

に言ってしまうことがある 

・自分の非を認めず、非難されると過剰に反

応する 

・口げんか等のトラブルが多い 

詳しく知りたいときは… 

小・中学校用チェックリスト 
 

高等学校用チェックリスト 

http://www.shiga-ec.ed.jp/soudan/sanko/ky

ouikusoudan_list.htm   

を参考にしてください。(ｐ.47 参照) 

対人面 

http://www.shiga-ec.ed.jp/soudan/sanko/kyouikusoudan_list.htm
http://www.shiga-ec.ed.jp/soudan/sanko/kyouikusoudan_list.htm
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（特別支援学級担任） 

  
コラム 「こだわりへの支援」 
 

小学校の特別支援学級でのお話です。自閉症のヒロコさんは、ある日突然、右手に何か（タオ

ルや、鉛筆など…日によって持つ物は変わりましたが）を持って着替えをしないといられなくな

りました。当然、とても着替えにくいのですが、かたくなにそれを持ったまま着替えようとしま

す。「ここに置いたら？」と担任が言っても、聞き入れられる様子ではありません。担任は、「も

う体育が始まってしまうなあ…」と思いましたが、『こだわりに教師がこだわってしまうと、こだ

わりが強化されてしまうことが多いですよ』と研修会で聞いたことを思い出し、見て見ぬふりを

することにしました。数日間はそのこだわりが続きましたが、ある日気付くと、何かを持って着

替えるこだわりはなくなっていました。 

ヒロコさんは、他にもいろいろな…他の人から見たら「なぜ？」と思うようなこだわりがあり

ましたが、それをやめさせようとすると、余計かたくなになり、そのこだわりを守ろうとしまし

た。特に何かを持つこだわりには、それを持っていないと不安な様子さえ感じたので、やめさせ

ることよりは、その不安の原因を知ることが大切だと担任は思いました。そして、行事の前にな

るとこだわりが強く見られることに気付いたので、安心して行事に参加する方法を考えることを

大切にして取り組みを考えるようになりました。 

高校生のサトル君は、ノートを書く手順にこだわりがありました。書く量が

少なく、決まったパターンのある板書の場合はよいのですが、量が多いと書く

のにずいぶん時間がかかってしまいます。ある日、サトル君がノートに写して

いる間に教師が黒板を消したことがあり、「ノートが書けないと分からなくな

る！」と怒り出してしまいました。 

そこで、教師は、少し板書の量を減らし、全て書ききれるような工夫をしてみました。ところ

が、サトル君は「まだ消さないで！」と繰り返し言うようになり、授業が中断してうまく進める

ことができませんでした。以前、板書が消された不安が原因かもしれません。 

今度は発想を転換し、プリントを作成し空欄に記入する形で授業をしてみました。サトル君は

書く場所が決まっていることもあり、すらすらと書き進めることができました。教師も授業が進

めやすく、授業が中断することがなくなりました。意外なことに、他の生徒にとっても「要点が

分かりやすい！」と好評でした。 

子供たちのこだわりは、原因が分かりにくく、その内容も様々です。いったい何をしているの

だろうと、不思議に思うこともあります。長く続く場合もあれば、いつの間にか終わっているこ

ともあります。ただ、教師が子供のこだわりに「こだわって」、その時その時に何とかしてやめさ

せようとしてしまうと、むしろ悪い方向に変化することが多いようです。少し、距離を取って見

てみること、そして、そのこだわりが本当に「やめさせなくてはいけないのか」を吟味すること 

が大切です。こだわりは、うまくいかなかったり、見通しがもてなかっ

たりする不安な毎日の中で、せめてここだけでも自分が主導権をもって、

「こうするんだ！」という思いを発揮している場面なのかもしれません。

こだわりだけを取り出して対応を考えるのではなく、その行動に隠れた

思いを感じ取って下さい。うまく対応することができれば、「強みと良さ」

を生かす支援につながります。 

（小学校 特別支援学級担任） 
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（４）身体の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不器用さ 

 

感覚の違い 

走り方や体操のときの身体の動かし

方、鉛筆の持ち方、さらには目の動か

し方についても、独特で、スムーズで

はない動きをする子供がいます。その

ため、物や人によくぶつかる、物をよ

く落とす、友だちの足を踏むことが多

いのです。 

身体の協調運動がうまくいかない場

合が多いようです。 

耳 ちょっとし

た物音が苦手 

小さな音に敏感 

  

 

 
 

 

 

  

 

  

 
 

  

 

 

目 目の動き、 

明暗や空間の感

覚に特徴がある 

口 極端な味

覚や食感の

好みがある 

鼻 匂いに敏感 

皮膚  触感に

敏感で決まった

服しか着られな

いことがある 

 

コラム 「優しい意図的な無視」 
 

中学校の特別支援学級から、特別支援学校高等部に体験学習に来たリョウ君。彼はとにかくおし

ゃべり。話題は百人一首の作者の経歴や、テレビのキャラクターの衣装など、幅広くてとらえどこ

ろがありません。所構わず、相手も選ばず、唐突に話しかけてしまいます。 

特別支援学校高等部でリョウ君の体験学習に対応した先生は、リョウ君のそんなおしゃべりには

全く反応することなく、彼が体験するべき学習について淡々と伝えました。そのうちにリョウ君は、

「なんでこんなところに来ちゃったんだろう」「僕の味方はどこだ」と言い出しましたが、その先生

は、「体験学習です」「みんな味方です」とさらっと答えて次の学習の道具を彼に手渡すのでした。 

リョウ君の担任は、そのやり取りを見てびっくり。いつもだったら多くの先生を振り回し、自分

自身も混乱しがちな彼が、なんだかとても落ち着いていて、別人のようでした。 

 体験学習の感想を聞かれたリョウ君は、「とても楽しかったです」「勉強になりました」と言いま

した。担任は、「高等部の先生方がとっても上手にリョウ君を『無視』していたことが印象的でした」

と言われました。担任は、中学校でも他の先生方に「やさしい無視」と「淡々と、さらっと」対応

する効果的な方法を伝えました。また、授業中以外には、いっぱい彼の話を聞く時間もとりました。 

 生徒の話にはちゃんと答えるのが基本ではあります。でも、学習中は、余計な刺激を減らすため

に「やさしい無視」をすることも有効です。そこにはみんなが分かり合えるルールが必要です。そ

して何より、先生の「優しさ」が欠かせないと思います。        （特別支援学校教員） 

 

特定の場所に入らない、着替えをしないな

どの「わがまま」に見える行動が、匂いや、

音、触感に対する反応である場合があります。

「我慢ができない」程度ではなく、例えばち

ょっとした音がフォークでひっかく音を聞き

続けさせられるような苦痛に感じることもあ

るようです。 

体温調節がしにくい、低緊張で姿勢が

とりにくいなど、生理的に疲れやすい特

徴もあります。また逆に疲れを全く感じ

なかったり、疲れを認識することが難し

かったりする場合もあります。 

 

身体の機能の難しさ 

感覚の違い 

DSM-５の自閉症スペク

トラム(障害)の診断基

準に「感覚の困難に関

すること」が入れられ

ました。(ｐ45参照) 
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コラム 「感覚の違い」 
 

エミさんは小学校 1 年生。特別支援学級の子供です。春のよく晴れた日に、校外に交通安全教

室に出かけましたが、しばらくして「頭が痛い…」と言い出しました。保護者からは風邪気味の

連絡もないし、その時は休憩するとおさまったので、原因は分からないままでした。しかし、次

の週、学校探検でグランドを歩いていた時、またまた「頭が痛い…」と言い出したエミさん、今

度は「なんか、目がチクチクする…」とも言いました。その日もよく晴れた日だったので、特別

支援学級の担任は、もしかすると、「光」が原因かもしれないと考えました。 

「光」がまぶしいと感じるのは、誰にでもあることですが、エミさんの場合はチクチクと針で

刺される感覚があり…そのうちに頭痛につながり…イライラが募るという深刻な状態でした。あ

まり無理をさせると、家庭での生活に支障が出てくることもありました。 

そこで、光がまぶしい日には、時間を限定して外に出るなど活動の量を調整することや、家庭

と連携し、調子が悪い時には休憩を増やすなどの配慮をしました。現在は、本人と話し合いなが

ら、活動を調整できるようになってきています。 

赤ちゃんの泣き声に過敏に反応する自閉症のモエさんは、小さな頃は赤 

ちゃんの泣き声を聞くとすぐに駆け寄って泣いている赤ちゃんの口をふさ 

いでしまったそうですが、高校生になった今では「泣かないでね」とおま 

じないのようにつぶやきながら、なんとか我慢できるようになりました。 

でも時々、赤ちゃんに、「泣かないでね！もう泣かないで！」と言って詰め 

寄ってしまうこともあり、まだまだ配慮は必要です。モエさんの場合は、外に出るとき、「赤ちゃ

んが泣くかもしれないね」と事前に話しておくと、“赤ちゃんの声を聞いても駆け寄らないで、先

生に「泣かないでね」と言うこと”を約束できるようにもなりました。 

自閉症の傾向がある子供たちは、自分が苦しんでいる感覚について、「他の人は我慢しているの

に自分は我慢ができない、ダメなやつだ」と思っている可能性もあります。感覚過敏に苦しんで

いることや、何が苦しいのかにさえ気付きにくいこともあります。「こうしてほしい」と、周りの

人にうまく言えないため、行動だけが問題視されてしまうことが多いようです。 

子供に「困った行動」があると、その行動だけを見てしまいがちですが、その行動が起こる原

因に、感覚の問題があるかもしれません。そうした感覚を和らげるための配慮をする必要があり

ます。針で刺されるような感覚を「我慢しなさい」「わがままだ！」とは、到底言えません。教師

が、本人のちょっとした声を聴くこと、なぜだろうと気にし続けることが、本人の困難さを知る

手立てだと思います。 

発達障害のある当事者が書いている本があります。そこには、「そんな

ことが？」と思うような事例が、いくつもあります。感じ方だけでなく、

どんなに苦しんできたのかということ、周りがどんな配慮をしたら対処で

きるのかという内容は、「目からウロコ」の連続です。1冊でも、読んで

みてはいかがでしょうか。 

（小学校特別支援学級担任） 
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（５）分かり方の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

記憶にとどめておけない 

見る力と聞く力 

まず全体を見せて or 一つずつ教えて 

 
ぱっと見て大体理解できる(同時処理)タイ

プと、一つひとつ順番に覚えていく(継次処理)

タイプがあります。「ぱっと見て」タイプは、

地道な作業はとても苦手で、まず全体を見たい

と思っています。反対に、「一つひとつ」タイ

プは、たくさんのことを一度に見せられたり言

われたりすると、わけが分からなくなります。

同じ学習方法では、うまくいきません。 

「ちょっと覚えておく」力、ワーキングメモリ

ーは、学習に欠かせない力です。子供が、板書

をしているとき、何度も何度も見直して、書い

ては消して…を繰り返しているときは、ワーキ

ングメモリーが弱い場合があります。何かを取

りに行って、他のものに気持ちが向いてしまう

のは、気が散りやすいだけでなく、記憶にとど

めておけない可能性もあります。メモ等を使い、

記憶にとどめる力を助ける支援が有効です。 

私たちは一人ひとり、苦手なとこ

ろも得意なところも違います。聞く

ことが苦手な人は、見ることは得意

（動作性タイプ）なことが多いよう

です。見たら分かるのであれば、メ

モや板書の工夫が有効です。見るこ

とは苦手で、聞いた方がいい（言語

性タイプ）のであれば、板書を声に

出して読むなど、言葉かけを工夫し

てください。 

どちらの場合も、情報の「量」が、

子供に合っているのかを、吟味する

必要があります。さらに、教室には、

聞いたら分かる、見たら分かる、ど

ちらの子供もいる場合が多いので、

どちらの手立ても必要です。 

コラム 「さっき言ったでしょ！」 
 

小学２年生の教室で先生が言いました。「じゃあ、今からいうことよく聞いてね～、まず、靴を履き

かえて、それからグランドの畑のところに行って、みんなでトマトの収穫をします！」それを聞いた

行動派のシュンくん、早速教室を飛び出して…そのまま畑に直行！真っ赤なトマトをもぎ取って、誇

らしげな笑顔です。 

そこへ、遅れてやってきた教室のみんなが、「あ～！シュンくんずるい！みんなでって先生ゆーてや

ったやん！」と言いました。その次に先生がやってきて、「シュンくん、先生なんて言いましたか？さ

っき言ったでしょ！もう、上靴のままやし…」トマトを採ってご機嫌だったシュンくんには何を怒ら

れているのかさっぱり分かりません。周りの友だちが外靴を履いているのも目に入りません。せっか

くのトマトも後ろに隠してしまいました。「あ～あ、またやっちゃった…」 

シュンくんにとって、「靴を履きかえて→畑に行って→みんなで→トマトの収穫をする」という先生

の話は、ちょっと長すぎたようです。魅力的なトマトの赤い色が頭に浮かんだのか、それとも収穫が

早くしたかったのか、「靴を履きかえて→みんなで」は抜けてしまいました。 

シュンくんのように、「ちょっと覚えておく」力が弱いと、勉強でも、生活の中でも、「さっき言っ

たでしょ！」と言いたくなるようなことがたくさんあります。でも、それを予想して対応を考えるこ

とが重要です。シュンくんの笑顔を取り戻せるのは、教師の支援の工夫なのです。 

（特別支援学校教員） 
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  あなた自身と子供の「得意なこと」「苦手なこと」について、整理してみましょう。そこから、

「強みと良さ」を生かした「分かりやすい！」支援方法を探しましょう。 

ワークシート⑤ 分かりやすい！を探そう 

１ あなた自身の得意なこと、苦手なことについて、１０～１２ページを見ながら書き

込んでみましょう。 

２ 同じ手順で、あなたが関わっているクラスの中で、一人の子供を想定し、得意なこと、

苦手なことについて考えましょう。 

自分の得意なところを生かした分かりやすい方法を考えましょう。 

 

得意なこと 苦手なこと 

どうしたら得意を生かせますか？ どうしたら苦手をカバーできますか？ 

得意なところを生かした分かりやすい支援方法を考えましょう。 

得意なこと 苦手なこと 

どうしたら得意を生かせますか？ 

 

どうしたら苦手をカバーできますか？ 
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小学校のＡさん(ｐ.２参照) 

机に座っていられる時間が短く、そわそわ 

して席を離れることが多い。板書の時間にな 

ると、廊下に出てしまうこともある。 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

 

 

高等学校のＣさん(ｐ.６参照) 

 全体での指示の理解は難しいが、個別に指示 

をすると学習にはついていける。周りの友だち 

の様子を見ながら、学習の内容を理解している 

ことが多い。 

 

ワークシート⑥ 座席の配慮 

それぞれの子供の特性に配慮して、どのように指導するかを考え、そのために適した座席の

位置を考えましょう。 

託 

 

託 

 

 

 

今後、あなたが関わる学級で、席替えをするときに配慮するべきこ

とを考えましょう。 

右上の見取り図の中で適した座席に〇をつけ、その理由を書きましょう。 

右上の見取り図の中で適した座席に〇をつけ、その理由を書きましょう。 

Ｃさんの特性に合わせて、座席で配慮できることをでき

るだけたくさん書きましょう。 

A さんの特性に合わせて、座席で配慮できることをでき

るだけたくさん書きましょう。 

 
 
 
 

・ 

・ 

 

・ 

これからこうする！ 

これまでの振り返り…                                   

こんな工夫をしてみたい 

例）座席がそんな

に大事だと思

わなかった。 
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２ その他の特別な配慮を要する子供について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しく知りたいときは… 

「特別支援教育ガイドブック」 

平成 25 年(改訂版) 滋賀県教育委員会 

http://www.shiga-ec.ed.jp/soudan/sanko/pdf

/24kaitei.pdf 

「教育支援資料」平成 25 年文部科学省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokub

etu/material/1340250.htm   

 を参考にしてください。(ｐ.47 参照) 

知的障害のある子供たち 

知的障害とは、知的機能の発達に明らかな

遅れがあって、適応行動の困難性を伴う状態

をいいます。 

 

一人ひとりの実態に合わせて、生活に結び

ついた具体的な学習活動を中心に、実際に使

える力を育てる視点で指導することが大切

です。教材・教具や補助用具を含めた学習環

境の効果的な設定をすること、関わり方の一

貫性や継続性をもたせ、周囲の理解を進めて

いくことが大切です。 

こんな支援を！ 

肢体不自由のある子供たち 

肢体不自由とは、発生原因を問わず、大

脳の運動中枢や神経、あるいは筋肉、骨、

関節等の諸器官が損傷を受け、四肢体幹に

永続的な運動機能の障害がある状態をい

います。 

 

まずは、医療機関等と連携し、禁止事項

や運動制限などを確認することが必要で

す。支援を受ける場合が多く、受動的にな

りがちなので、体験的な活動を取り入れる

ことで自分でできた気持ちをもたせるこ

とが大切です。 

 

こんな支援を！ 

病弱・身体虚弱の子供たち 

病弱とは、病気にかかっているため、体力が

弱っている状態をいいます。身体虚弱とは、身

体が弱いという状態をいい、先天的もしくは後

天的原因により身体機能の異常を示したり、疾

病に対する抵抗力が低下したりする状態を指し

ます。 

 

まずは、家庭や医療機関と連携し、病気の特

性や、守るべき生活規制を十分把握することが

必要です。そして、本人の病気に対する自己管

理能力を育成する視点が大切です。 

こんな支援を！ 

 

コラム 「発達の視点をもって」 
 

 小学校３、４年生で子供たちは、学習の面や社会性の面で発達の節目「９、１０歳の節」を迎える

と言われています。学習の面では、小学校１、２年生までの具体的な生活経験を基本にした学習から、

抽象的な概念の学習や書き言葉を中心にした体系だった学習へと変わっていきます。さらに、これま

では「できないこと」に困っていたのが、「みんなと比べて自分だけができないこと」に気付きます。

社会性の面では、友だちとのトラブルを契機に、自分を見つめ始めるようになるものの、気持ちをう

まく表現できずに悩み続けることがあります。 

この頃は学習の面や社会性の面で多くの子供がつまずきを経験する時期ですが、発達障害のある子

供の場合、つまずきの大きさのため、それ以降の発達に大きな影響を与える時期であり、この点で、

教師の役割は大きいと言えます。教師が子供の発達の状態を的確に捉え、「まだまだ成長していくのだ」

という視点をもって特性を理解し、支援をすることが大切です。          （大学教授） 

http://www.shiga-ec.ed.jp/soudan/sanko/pdf/24kaitei.pdf
http://www.shiga-ec.ed.jp/soudan/sanko/pdf/24kaitei.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm
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視覚障害のある子供たち 

視覚障害とは、視機能の永続的低下の総

称です。視覚障害には、視力障害・視野障

害・色覚障害・光覚障害等があり、両眼と

もに視機能の低下があって、手術や矯正に

よっても回復や改善が十分ではなく、障害

が固定している状態を指します。 

 

まずは、光の調整や座席の配慮、教科書

の工夫など、見えやすい学習環境を整えま

す。教材・教具、情報機器等を活用し、問

題解決的な学習に主体的に取り組むこと

ができる工夫をします。 

言語障害のある子供たち 

言語障害とは、言語情報の伝達および処

理過程における様々な障害を含みます。そ

の苦しみは周囲の予想以上に大きく、劣等

感、欲求不満など情緒面に大きな影響を及

ぼすこともあります。 

 
 

まずは、家庭や専門機関と連携し、本人

の精神的な面に留意しながら、楽しく練習

できるようにしましょう。指導場面では、

無理な言い直しはさせず、「楽に話せる」学

習環境を工夫します。 

聴覚障害のある子供たち 

聴覚障害とは、聴覚機能の永続的低下の総称です。聴力障害、聴覚過敏、

錯聴、耳鳴りなどがこの中に含まれますが、一般的に聴覚障害といえば聴力

障害のことを指します。 

 
 

まずは、コミュニケーションの力を育てる視点が必要です。視覚的に情報

が獲得しやすいような教材・教具、情報機器の活用などの工夫が大切です。 

コラム 「生まれつき見えないこと」 
 

弱視学級に在籍する小学校５年生のアイさんは、知的障害を併せもつ、生まれつき全盲の児童です。

弱視学級の担任は、盲学校からのアドバイスを受けながら、言葉だけでなく、手や指を使って、体験

的な学習を中心に取り組んでいました。 

ある日、「かぞえうた」を歌いながら、「ふたぁつ」と言って、担任は右手で２の形を作りました。

もちろん、彼女の手を取って、「ふたぁつ」と言いながら指を立てて２の形を作ろうとするのですが、

それがなかなかできません。担任は「ふたぁつって、こうやで」と言いながら、何度も彼女の指を曲

げたり伸ばしたりします。でもどうにも彼女にはさっぱり分からない様子でした。 

彼女の認知面は、小学１年生くらいの力があり、おはじきなどを使えば簡単な足し算をすることが

できます。２本の指が「２」であることは分かっても、「ふたぁつ」が、同じことだとは、知らなかっ

たのです。私たちが、小さな頃から、「ふたぁつ」と言いながら２本の指を出したり、周りがするのを

見てきたりした、その経験が全盲の彼女には無かったのだということを、深く実感しました。 

「当たり前」が、一人ひとりにとって違うことを思うと、教師にとって、その違いを知り、 

背景を思いめぐらして、理解しようとする想像力が、とても重要なのだと思います。 

（小学校 特別支援学級担任） 

 

 

こんな支援を！ 
こんな支援を！ 

こんな支援を！ 
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３ 気付きのための方法として 

（１）目の前にいる子供たちをよく見て実態把握をする 

 まずは教室にいる子供たちの実態を把握しましょう。おすすめは、小さなメモを

書くことです。行動を観察し、「おや？」と思った時に、メモしておきます。小さな

メモが集まると、それが実態把握につながります。「不注意な行動が多いな」という

気付きから、「～の時間になると、～の間違いが多いな」ということが分かります。

教室で、一番近くにいる教師こそが、実態把握のキーパーソンなのです。 

（２）引き継いだ情報を支援に生かす 

昨年度の支援内容を把握し、必要なことを引き継いでいますか？ 支援には一貫性が必要です。個

別の教育支援計画・個別の指導計画(ｐ.32参照)等の資料を読み込み、可能な限り昨年度の担当者と

話し合うことで、目の前の子供の「困っていること」についての新たな気付きにつながります。ま

た、自分自身も、次年度にどのような引継ぎが必要で可能なのかを常に考えながら、具体的な支援

を検討していきましょう。 

（３）アセスメントに関する情報を支援に生かす 

障害のある子供の実態把握のために、検査を行うことがあります。教室にいる子供の中には、検

査の結果が引き継ぎ資料としてある場合があります。そのような検査は、あくまでもその時の、そ

の場での子供の様子・状況を捉えたものではありますが、子供の実態把握、そして、支援の手掛か

りを得る資料として有効です。検査結果だけではなく、その検査がどういう経緯で実施されたのか、

子供の様子、保護者への対応など、参考となる情報がたくさん見つかるはずです。 

また、もっとその子供について詳しく知りたいと思ったときは、専門家に諸検査(ｐ.46参照)を依

頼する方法があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 「アセスメントの有効性」 
 

通常の学級には、いわゆる発達障害により支援を必要としている児童生徒が在籍することが明らか

になってきました。発達障害の特性をもとにして、一般的に「情報を視覚的に伝えること」などが有

効であると示されることが多いようです。  

しかし、こういった方策は、いつでも誰にでも通用する「万能薬」のようなものではありません。

特性は一人ひとり違いがあります。見えにくさ、聞こえにくさ、発音のしにくさ、手指の機能のぎこ

ちなさ、視線の動かしにくさ等々、子供たちの学びにくさにどれだけ気付けているでしょうか。 

一人ひとりの特性を把握する「アセスメント」のためには、認知の特性などを探るための知能検査

や心理検査、認知機能の発達の状況を把握するための発達検査などがあります。こういった検査は専

門の教育相談センターや特別支援学校等でも受けることができます。また、医師により、障害の状況

を医学的に診断することもあります。そして、検査の結果、指数やプロフィールの図示などで、個々

の認知の特性の一部が明らかになります。    

ここで大切なのは「やはり発達障害だった」という理解ではなく、「この子の強みはどういう面で、

弱みとして考えられることは何か。ではどうすればもてる力を引出し、生きる力にできるか。」とい

うことです。結果を知る（聞く）時には、そのためのヒントを得るようにしましょう。 

そして、方策を練るのは教えるプロである私達教員自身に他なりません。検査結果や助言などを手

掛かりに適切な支援を考え学びやすさを編み出すこと、さらに、方策により子供に成果はあったか記

録をもとに評価すること、これらは私達教員がすべき「アセスメント」でもあるのです。 

（特別支援学校教員） 
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0 

 

中学生のある生徒が、最近学校を休みがちになってきました。そこで、その生徒に関

わる教師が気付いたことを、よかったことは黄色の付箋に、できなかったことは青色の

付箋に、どちらとも言えない様子はピンクの付箋に書き、実態を把握することにしまし

た。付箋から、この生徒の実態把握につながる気付きをまとめてみましょう。 

 

ワークシート⑦ メモから実態把握 

    朝の会 

 日直の仕事○きびきびできた 

 

帰りの会 

配布物忘れ、後から取りに行く 

 

 

 4時間目 社会 

 地図帳を開かない、ノート書かず  

  

５時間目 体育 

体操服忘れ見学 

 

 2時間目 国語 

 作文時間いっぱい書くが出さず 

 

昼休み 

教室で一人。探し物？ 

 

よかったこと できなかったこと どちらとも言えない 

朝の準備 

机の中を整頓していた。 

4時間目 理科 

プリントを見て実験準備できず 

 

 

 

下校時 

着替えに時間がかかる 

 

部活 

準備一人でもできた。片付けも 

 

帰りの会 

連絡物未提出、失くしたらしい 

 

2時間目 英語 

質問には答えるが後は寝ていた 

3時間目 英語 

リスニング後の質問に正解 

 

1時間目 国語 

ノート書かず、ぼーっとする 

 

昼食時 

一人でさっさと食べていた 

 

生徒が、苦手なことは? 

 

 

生徒が、得意なことは？ 生徒の特性として考えられる

ことは? 

 

 

 

付箋にメモした内容から、下記のことについて、分かったことをまとめましょう 

    

この生徒への支援を具体的に考えましょう 

 

 

 

2時間目 国語 

人物の気持ちを生き生きと表現 

 

 

５時間目 数学 

プリントに落書き 

９/25 

９/26 

９/28 
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第３章 ちょっとの工夫で子供が変わる 特別支援教育の手法を知ろう 

１ 誰もが過ごしやすい学級づくり 

（１）まずは、安心できる環境づくりから 

子供たちにとって、「居心地のいいクラス」とは、どんな学級でしょうか。自分がここ

にいていいという安心感がある。教師と、周りの友だちとも、信頼関係がある。そし

て、自分の居場所がある。まずは、誰もがすごしやすい、あたたかい学級づくりが大

切だと思います。 

（２）得意なことを生かした活躍の場を用意する 

「一人一役」を実践している学級には、一人ひとり

に居場所があると言えます。例えば、子供の得意なこ

とを生かして係の活動を決めると、毎日「ありがとう」

と伝えることができます。「役に立てた」という気持

ちを本人がもてることが、大切です。 

（３）クラス内の相互理解を深める「つながり」を大切にした活動 

学級活動や、朝の会等において、人間関係づくり

を主眼とした取り組みをしてみましょう。学級の中

で自分や相手の気持ちを考えること、身近な問題を

解決する方法などを話し合える経験が大切です。お

互いを認め合い、人間関係をつくるためのルールや

マナーを学ぶ場の設定が重要です。 

このような活動を通して、子供同士の適切な関係

が維持できているか、配慮することも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 「学級肯定感」 
 

中学生のミウさんは、学年が変わり、クラスが変わるたびに、毎年、「去年のクラスの方が良か

った」と言います。また始まったな、と思いながらも、「どうして？」と聞くと、「○○ちゃんが

いないし…先生が…」といくつかの理由が出てきます。どれも彼女にとっては切実な問題です。 

 今年中学３年生になった彼女は、５月のはじめに修学旅行に行きました。「せっかくの修学旅行

やのに、去年のクラスの方がよかったわ」などと言いながら、事前学習や計画に取り組みました。

すると、旅行が近付くにつれ、「なんか、このクラスでよかった気がしてきた」と言い出しました。

修学旅行のグループ決め、活動の計画などの取り組みを通して、彼女の提案がいくつか採用され、

自分の役割や居場所が実感できたことが大きかったようです。 

 そして、修学旅行。いつも期待ばかりがふくらんでしまう彼女は、どの行事も「思ったより楽

しくなかった。」と言ってしまうのですが、今回は違いました。「むちゃむちゃ楽しかってん！」

と満面の笑顔。たくさんの思い出ができました。今は４月の言葉が嘘のように、「このクラス最

高！」と言いながら、友だちと一緒に受験勉強に励んでいます。 

「このクラスが好き」という気持ちは、感覚的なもののようではありますが、そこには年齢相

応の「所属感」や「役割意識」があります。「楽しかった思い出の共有」も気持ちを高める要素で

す。そして、自分の居場所があると感じられることが、一番大切なことだと思います。 

（特別支援学校教員） 

得意なこと    活躍の場 

字がきれいに書ける  予定表を書く係 

フットワークが軽い  新聞記者係 

生き物に詳しい    生き物の世話係 

お世話好き      忘れ物チェック係 

 

学習例    トレーニング法 

〇人間関係づくり    〇グループ 

問題解決する力     エンカウンター 

〇伝えたいことを    〇アサーション 

伝えられる力      トレーニング 

〇感情をコントロール  〇アンガー 

  するスキル        マネジメント 

生徒指導提要第 5章教育相談(ｐ.109)より抜粋 
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２ 教師の言葉かけを見直そう 

 子供たちは、教師がすることをよく見ています。問題があったときに、どん

な言葉かけをしているか、どんな表情で対応しているか、それが子供たちの次

の行動につながります。無関心は無視を、否定的な態度は仲間外れを生むかも

しれません。教師の態度、そして言葉かけが重要です。 

（１）「褒める」言葉と「叱る」言葉 

 子供たちの肯定的な理解や態度を増やすためには、ま

ず、教師が肯定的な言葉を使うことが大切です。中でも、

「褒める」ことは教師の大切な仕事です。子供は褒めら

れるのが大好きです。ただ、年齢が上がると、そっと褒

めるなどの工夫が必要です。合言葉をつくるなど、あな

たならではのオリジナルの褒め方を見つけましょう。 

 「叱る」ことはとても難しいです。特に、特別な支援

を要する子供たちは傷付きやすく、マイナスイメージだけをもってしまうことが多いようです。み

んなの前で叱ることは、なるべく避けるべきです。叱った後に、子供が「何が悪かったのか」「次に

どうするべきなのか」が分かっていることが重要です。叱った後、「今の叱り方でよかったか」自分

で振り返ってください。 

（２）子供同士の相互理解を促す言葉かけ 

発達障害のある子供たちは、周りの子供が不快に感じるような行動をしてしまうことがあります。

そのようなときにどう対応するかによって、子供同士の相互理解を促すことができます。否定的な

感情に同調したり、「困ってるのは先生や」という投げやりな態度を見せると、「あいつが悪い」と

思わせてしまいます。「違いがあっていい」という理解を促すことが重要です。 

日頃から、起こりそうな問題にどう対応するのか、周りの子供たちにどんな言葉かけをするのか、

想定しておくことも必要です。例えば、「なんで○○さんは～をしないの？」と子供が聞いたとき、

その言葉にどんな思いがあるのかを受け止めることが重要です。聞いてきた子供自身が、認められ

ていないと感じているかもしれません。何よりも、自分も友だちも、誰もが認められている、大切

にされているという実感を、子供たちがもてることが大切です。  

  
コラム 「褒めるコツ」 
 

小学５年生のナオ君は、めんどくさいことは、まずやりません。机の上に突っ伏し、次にわ

ざと変な読み方をしたりして、授業の邪魔をします。外で遊びたくて、うずうずして机をガタ

ガタして、結局ノートに落書きを始めます。いつもこんな感じで教師の言うことを聞きません。 

漢字の練習の時間、鉛筆さえ持たないで突っ伏していたナオ君。担任の先生はまた机をガタ

ガタするだろうと分かっていたけれど、それを止めませんでした。そして、「毅然とした態度」

で、「学校は勉強するところです」「はい、やります」とだけ伝えました。ちょっとでも鉛筆

を持ちそうになったら「おーっ、さすがナオ君。がんばるなぁ」と褒めました。ちょっとでも

やろうとしたら、さらに褒めます。こまめに褒める。「やろうとしたこと」 

を褒めるのがコツ。「やったこと」を褒めるのは、もうちょっと先の話。 

「先生の言う通りにする方が、結局、心地いい」という体験が、まずは大 

切だと思うのです。                                                      （小学校教員） 

褒め方のポイント 
○すぐに！その場で 

→何が良かったか、が分かりやすい 

○子供が分かる言葉で 

→分かり方に合わせた伝え方で 

○具体的に 

 →「その○○が、～だからいいね！」 
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否定的な言葉を、肯定的な言葉にしてみましょう。 

ワークシート⑧ 肯定的な言葉かけ 

例）廊下は歩きます。(分かりやすく肯定的な表現にします) 

肯定的な言葉 

廊下は走らない！          

否定的な言葉 

 席を立たない！          

 そんなことでは○○になれないよ。          

 集中力が無いな！          

 なんで宿題をしてこなかった！?             

 話を聞かないと大変なことになるよ。             

 その答えは違うよ！             

 まだそれしかできてないの？             

 

 

 
            

 帰らないの？             

教室で言ってしまった否定的な言葉を、肯定的な言葉にしてみましょう。 

 

 

             

肯定的な言葉は「分かりやすい言葉」です。 

「～してはいけない」という言葉から、何をしなければいけないのかを考える

ことは、推測する力が弱い子供にとっては難しいようです。何をしたらよいの

かをシンプルに伝えましょう。 

肯定的な言葉の良いところをできるだけたくさん考えてみましょう。 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

・ 

・ 

・ 

・ 
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３ 特別支援教育の視点で授業を変えよう  

（１）ユニバーサルデザインとは 

 学校生活の中で、ユニバーサルデザインについて、考えてみましょう。ＡさんやＢさんのために、

授業の内容を工夫したことで、ＣさんやＤさん、さらに、周りの子供たちにとっても、分かる授業

になります。特別な支援を工夫することは、実はすべての子供たちにとって「分かる授業」になる

のです。ユニバーサルデザインは、障害のある人だけでなく、すべての人が対象です。特別支援教

育の視点で、学級づくりや授業づくりを考えることこそが、授業におけるユニバーサルデザインに

つながるのだと考えられます。 

（２）教室をすっきりさせる 

 教室の中に気になるものがあると、子供たちがザワザワしたり、トラブルのもとになったりしま

す。物がいっぱいあると、雑然として集中できません。目で見たものすべてが頭の中に飛び込んで

くるような特性のある子供たちにとっては、洪水の中にいるような気持ちになり、大切な情報だけ

を選択することが難しくなります。学習に取り組みやすい教室環境を作りましょう。 

（３）分かりやすいルールを示す  

 子供たちにとって、教室で過ごしやすいための「ルール」は必要です。

例えば、「声のものさし」は、話をする声の大きさを伝える時、または、

話をしてもいい時と、静かに聞くべき時を知らせるためにも有効です。

子供たちと一緒にルールを決めて、それを分かりやすく示すこと、伝え

ることが重要です。まずは、声のものさしなどを活用して、 

「静かにするルール」から始めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 「前面掲示はシンプルがいいか」 
 

教室の前に、一人ひとりがロケットに乗っているように個人写真が貼ってある教室がありまし

た。ある男の子が授業中に、じっとその写真を見ていて、授業中うわの空でした。何度声をかけ

ても、教師がその場から離れると、再びその子の目は写真に向いています。終わってから、どう

したのか尋ねてみると、「○○ちゃんが後ろを向いてロケットに乗っているのはおかしい。」との

こと。写真の向きの関係で後ろを向いてロケットを操縦しているようになっていたのが気になっ

ていたようです。写真やカラフルな絵の存在感は、こちらが思っているよりも影響があります。 

 ある教室では、前面にみんなで考えた学級目標だけを掲示してありました。担任の先生がみん

なの目指す目標だという話をしながら掲示されていました。ある時、いつもは落ち着いて学習や

活動に参加することが難しいことの多い子が、神妙な顔をして学習に取り組んでいました。「頑

張っているね！」と声をかけると、真面目な顔をして「だって『がんばる』のが○組のめあてや

ろ。がまんするのはしんどいけど、ぼくも頑張ってるねん。」という答えが返ってきました。そ

の子が前面掲示の目標を目にするのはその時が初めてではなかったはずですが、いつも目標が

「そこに」あることで、その子も自分のタイミングで学級の目標を理解したのではないかと思い

ます。掲示物も、担任の先生がどのように子供たちに伝え、どのような意味をもたせるかによっ

て重要なアイテムになるということをあらためて感じさせられた出来事でした。 

前面掲示はシンプルがいい…ということで、黒板の上は何も掲示物がない教室も増えていま

す。シンプルにして集中しやすい環境づくりを目指すことが課題です。でも、必要な情報は子供

たちに伝えたいので、情報を精選し、思いを込めて掲示することが大切だと思います。 

（小学校 通級指導担当） 

ｐ.26～28の写真は、「特別 

 支援教育の知恵袋」から引用。 
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（４）学習パターンの工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）認知の偏りへの支援  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

視覚支援・構造化 

 

見ても聞いても分かる板書 

授業に変化をもたせる 学習形態の工夫 

一つの活動だけの授業は、子供が飽きてしまい

ます。授業の中で、聞く・書く・話すなど、いく

つかの活動を組み合わせる工夫が必要です。この

ことで、集中力も持続しやすくなります。 

板書の工夫は、すぐにできる

効果的な方法です。授業の流れ

が一目で分かる配置、色使いの

ルールや配慮、まずは丁寧に書

くことが大切です。話を聞く時、

黒板を写す時を区別し、それぞ

れ集中できることが重要です。 

シンプルに情報を整理し、目で見てすぐ

に分かるよう視覚的に示すことは、誰にと

っても分かりやすい構造化の工夫の一つで

す。例えば、活動の方法、場所を写真や絵

などを使って示すと、自分で考えて作業が

できます。ICT機器の活用も有効です。 

教師の話が多い授業は、受け身的で

す。一人で課題に取り組んだ後に、グル

ープやペアで検討する場をもつことで、

子供同士の学び合いができ、自信をもっ

て発表できることにつながります。ま

た、身体の向きを変えることで、気持ち

の切り替えにもつながります。 

 

繰り返しのある活動 

コラム 「主体性を大切に」 
 

どんな子供たちにとっても分かりやすい「視覚支援」「構造化」ですが、そこにはちょっとしたポイ

ントがあるように思います。一番大切だと感じるのは、伝えたい内容が子供にとって「楽しいお知ら

せ」であり、子供の主体性を大切にしたものであってほしいということです。 

 自閉症の生徒の話です。保護者も熱心に勉強されていて、学校でも、家庭でも連携して彼のスケジ

ュールを作っていました。彼の場合は連絡帳が有効で、自分で書く連絡帳がそのままスケジュールと

して活用できるようにしていました。変更がとても苦手なので、変更がある場合は連絡帳を書き直す

のですが、自分では直そうとしません。そこで担任が彼の目の前で書き直そうとすると「書かないで！」

と言って大騒ぎをします。しまいには担任が鉛筆を持った瞬間に「書かないで！」と言って鉛筆をも

つ手を押さえに来るのでした。 

彼らが分かりやすいように、精いっぱい考えて工夫をしているのですが、彼らにとっては「もうた

くさん！」と感じてしまうことがあるようです。子供たちは、目で見たり、耳で聞いたり、それぞれ

の得意なところは違います。そして、得意なゆえにその情報が強すぎることがあるのです。こちらが

一生懸命伝えていることは、絶対的な命令に感じてしまうこともあるようです。 

彼らに伝えることは、まずは「楽しいお知らせ」であってほしいと思います。そして、将来的に自分

でスケジュールを組み立てることができれば、それこそが「自立」につながるのではないでしょうか。

（特別支援学校教員） 

 

 

 

一人で   グループで  

「この授業は毎回こんな流れでするんだな」と分かると、

安心して学習に取り組めます。内容は変えながらも、活動

を繰り返し、学習の流れを一定にすることで、分かりやす

い活動になります。 

大事なことは黄で 

カードにして貼る 
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（６）見通しをもたせる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）プリントの工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）行事の時に配慮すること 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タイムタイマーの活用 

学習の流れを示す 

スモールステップで学ぶ 

 

 

不安を取り除く 

スケジュ-ルの活用 

目で見て残り時間が分かると、見通しがもてます。

課題を、「あと 5分でしてください。」と指示した時に、

上の写真のようなタイムタイマーは分かりやすく、集

中力も高まります。時間の区切りを明確に示すこと

で、時間の感覚を育てることにもつながります。 

行事は、「非日常」の取組で

す。行事の前や当日には、「い

つもと違う」「変更が多い」こ

とによって、見通しがもてず、

不安や混乱が大きくなってし

まいます。子供たちが理解で

きる方法で見通しを伝える

と、少し不安を取り除くこと

ができます。 

本人が分かりやすい方法でスケジュールを作ると、持

っているだけで安心できることがあります。また、その

表を使って、変更を具体的に伝えることもできます。変

更は早めに伝えること、変更がありそうなときは、事前

に予告をしておくことも 

重要な配慮です。これか 

ら何があるのか、いつ終 

わるのかが分かると、安 

心して活動に取り組むこ 

とができます。 

 

1 枚のプリントに、たくさんの内容が盛り込まれている

と、どこから取り組めばいいのか分からなくなります。シ

ンプルに、大事なことを少しずつ、できることから始める。

それができたらまた増やすステップがあると、「できた！」

という気持ちがやる気につながります。 

課題の難易度・量が違うプリントや、子供が自分で選ん

で学習内容を加減できるものを用意すると、無理なく学習

に向かえます。時間がかかってしまうことにイライラしな

いで、落ち着いて学習できます。自分で選ぶ力は、将来の

自己選択・自己決定にもつながる大切な力です。 

体験的な活動の際には、ノー

トのどこにどんな内容を書いて

いいのか分かりません。理科の

実験などの場合は特に、学習の

流れが分かり、めあてやまとめ

を書き込みながら学習できるプ

リントは効果的です。 

授業の始まりには、学習のめあ

てや流れを示すと見通しをもち

やすくなります。また、マグネッ

トや矢印を貼ることで、「今何の

学習をしているか」を理解しやす

くすることができます。そうやっ

て見通しをもてること、いつでも

確認できることが、主体性と安心

感につながります。 

選べるプリント 

流れに沿った内容 

〇 8:30 グラウンドに行く

〇 9:00 開会式　並ぶ

〇 10:00 １００ｍ走　走る

〇 11:30 ダンス　よさこい

〇 12:30 教室に行く

お弁当

運動会☆スケジュール
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テストやプリントには、子供理解の大切なヒントが詰まっています。子供が、どんなところで、

どのように間違えているのかを見て、支援のヒントをつかみましょう。 

ワークシート⑨ テストから読み取るつまずき 

 間違いやすいところは? 

2 つのテスト・プリントから分かることを探りましょう。 

 
 

 間違いの原因や背景を考えましょう 

 この児童への支援の工夫を考えましょう 

 

 

 この生徒への支援の工夫を考えましょう 

間違いの原因や背景を考えましょう 

間違いやすいところは? ２ 

小学校 1 年生(３学期)の作文 

中学生の漢字テスト 

１ 
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明日は、体育祭(運動会)です。学級のみんなはとても張り切っています。Ｅさんも駿足を生かし

て、リレーで活躍したいと思っているようですが、反面とても不安な様子。練習が始まった頃から

少しイライラしているようです。みんなが力を発揮できるように、行事の時に配慮するべきことを

考えましょう。 

ワークシート⑩ 行事の時の配慮 

体育祭(運動会)の当日には… 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

体育祭(運動会)の練習や当日には、「いつもと違うこと」があります。子供の視点に立ち、どん

なことが違うのか、できるだけたくさん考えましょう。 

「いつもと違うこと」に対して、どのように感じる可能性があるでしょうか。そこでどんな配慮が

必要か、できるだけたくさん考えましょう。 

体育祭(運動会)の練習が始まると… 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

どんな配慮をするべきでしょうか（第 3 章 26～28 ページを参考に） 

・ 

・ 

・ 

 

次回の行事(       )の時にはどのような配慮・工夫をしてい

く必要があるかを考えましょう。 

 

どのように感じる可能性があるでしょうか（第 2章 10～1２ページを参考に） 

・ 

・ 

・ 

 

 
 
 
 

・ 

・ 

 

・ 

これからこうする！ 

これまでの振り返り…                                   

こんな工夫をしてみたい（第 3 章 26～28 ページを参考に） 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

例）行事の時にイライラ

している理由を考え

ずに怒ってしまった。 
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第4章 横と縦のつながりをつくる 支援を未来につなげよう  

１ 横につながりを広げる…連携 

（１）校内体制の初めの一歩 

自分が関わっている子供の課題を、自分で全部抱え込み、解決する

のはなかなか難しいことです。まずは隣の先生に、「今日、こんなこと

があったのですが…」と、相談してみましょう。また、学校には、特

別支援教育コーディネーターがいて、専門的なことについても、相談することができます。子供の

課題を共通理解することが、より適切な支援を広げること、一貫性のある指導につながります。 

（２）保護者の話を聞く 

保護者と支援についての話をするときは、まずは保護者の話をよく聞いて、気

持ちを汲み取ることが大切です。できていること、以前より改善できたことのエ

ピソードを積極的に伝えます。教員がわが子をいつも見守り、良い面を見ている

ことが分かると保護者は安心されます。その上で、一緒に考えたいという思いを

伝えましょう。ポイントは、情報を整理すること。何を聞きたいのか、何を伝え

たいのかを、事前に明確にしましょう。 

（３）専門機関との連携について 

 校内での話し合いの中で、より専門的な視点で

のアドバイスが必要で、学校だけでは解決できな

い問題がある場合、専門機関と連携して取り組ん

でいく必要があります。その場合も、担任だけの

判断ではなく、管理職や特別支援教育コーディネ

ーター等と相談しながら進めましょう。 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 「日頃のつながりを大切に」 
 

保護者と教師、立場は違いますが、子供を真ん中につながっています。 

ある保護者が、「子供の問題点ばかりを先生から言われると、わが子だけではなく自分も否定

されているように感じてしまう。」と言われました。 

また、ある保護者は、「こんなときは、このように対応しています、と学校での具体的な支援

について話してもらえるとありがたい。子供の問題や課題を指摘され、聞くことはしんどいけれ

ど、家庭でも気をつけて見てみよう、対応してみようと思えます。」と言われました。子供の姿

を伝えるときは、姿だけではなく、具体的な対応も併せて伝えることが大切です。 

保護者と話し合いをする中で、「家庭では、困っていません。」など、思いの共有ができないこ

ともあるでしょう。学校での「課題と思われる姿」が、うまく伝わらないこともあるでしょう。

実は保護者も、「家庭での姿がうまく伝わっていない」と感じているかもしれません。学校にい

る子供の姿を、保護者は実際に見ることは少なく、教師の話からしか、知ることはできないから

です。やはり大切なのは、日頃の情報交流で、どれだけつながっているかということではないで

しょうか。 

子供との付き合いの長さ、深さは、保護者が一番です。家庭での姿を聞かせていただく謙虚な

姿を大切にし、より深く子供理解を図りたいですね。    （市教育委員会 特別支援教育担当） 

横のつながり…連携の流れ(ｐ.46 参照) 

特別支援教育コーディネーターに相談 

校内委員会を開催…実態把握と情報収集 

   共通理解のもとで支援の在り方を検討 

専門機関につなげる…専門的アドバイス 

医療機関、教育相談機関、福祉機関等 
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２ 縦のつながりをイメージする…進路 

（１）個別の教育支援計画・個別の指導計画について 

 子供たちの支援・指導は、保護者や子供の思いが反映されていること、実態が的確に把握されて

いること、目標が明確で、手立てが具体的であること、そして次のステージにつなげていくことが

必要となります。それを形にしたものが、個別の教育支援計画・個別の指導計画です。 

長期的な視点で支援を検討するためのツールが、個別の教育支援計画です。そこから、学校での

具体的な支援の内容を明確にしたものが、個別の指導計画です。市町村や学校ごとに様式がありま

す。まずは身近な先生に聞いてみましょう。 

（２）進路指導で配慮すること 

 進路指導は、中学校・高校・大学への進学、もしくは就職も含めた、子供の人生を左右する、重

要な課題です。個別の教育支援計画・個別の指導計画を活用し、今目の前にいる子供の、今ここに

ある情報を基に、どんな進路が想定できるのかを検討しましょう。 

まずは子供に、選択肢を分かりやすく伝える

ことが重要です。自分で決めた実感がもてるよ

うに、「自分はこんなところに行きたくなかった

のに」という思いを抱えてしまわないように、

子供を主体にした進路指導を進めましょう。 

進学・就職は、早めに、丁寧に検討する必要

があります。見通しがもちにくいことや、イメ

ージの力が弱く、体験しないと実感しにくいこ

とを考慮し、体験学習や実習等を実施しましょ

う。進路先との十分な協議、関係機関との連携

をしたうえで、現在の支援内容を引き継ぐこと

が重要です。  

個別の指導計画  

児童生徒の実態に応じたきめ細かな指導が

できるように、実態、目標、手立てや指導方

法等を具体的に示すもの。担任等が中心にな

り作成する。 

個別の教育支援計画   

長期的な視点で一貫した的確な支援を検討

するために、特別支援教育コーディネーター

が中心となり、担任、保護者、関係者が話し

合い、必要に応じて作成する。 

個別の指導計画を書くポイント 

①目標は実現可能なものを具体的に！ そこから支援の方策を！ 

例）読み書きの力を付ける→平仮名の半濁音の表記を確実にできるようになる 

  目標が達成された時、または一定期間取り組んでも変化がない時は、修正が必要 

②「強みと良さ」を生かして、長所を伸ばす手立てを考える！ 

例）ゆっくりだが丁寧に取り組める→作業量を減らし時間を保障する、できたら褒める 

③目標と手立てはスモールステップで！ 

例）〇→◎、△→〇、×→△にしていこう！…今できていることから広げていく 

④みんなが情報を共有することで、支援が広がる！ 

 

 進路指導で大切にしたいこと 

実態の把握に基づいた適切な

就学指導、保護者の理解 

分かりやすい選択肢の提示 

好きなことを生かした将来設計 

自己理解に基づいた進路の選択

本人の納得、周囲の理解 
高等学校 

中学校 

 自 分 で 決 め た 実 感 

小学校 
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（３）二次障害の予防を大切に 

 子供たちは、「困った行動」を繰り返す

ことがあります。周りの人に迷惑をかけた

り、危険であったりすると、教師は厳しい

態度を取らざるを得ません。しかし、子供

の困った行動は、その行動だけをやめさせ

ようとしても、うまくいきません。注意を

すると反抗的になり、さらにエスカレート

することになりかねません。周りを巻き込

んで、授業が成り立たなくなることもある

でしょう。 

 困った行動をする子供は、実はその子供

自身が、「困っている」のです。困った行

動をしてしまうのはなぜか、子供が抱える

問題、背景や要因に目を向け、その解決策

を考えましょう。困った行動は、実は「子

供からのSOS」かもしれません。「もう一度

やり直そう」と思える、やる気を引き出す支援が必要です。 

 発達障害のある子供の場合、自分では解決できない「困っていること」に配慮されず、叱責や非

難ばかり繰り返されると、次第に追い詰められていきます。それが、「否定的な自己理解」となり、

不登校や非行などの二次障害の発生につながるのです。 

 
コラム 「自己否定を自信につなげて」 
 

現在高校生のコウさんは普段は穏やかで優しい性格です。しかし、気持ちを言葉 

で伝えるのが難しく、怒りを暴力でしか伝えられず衝動的に行動することもありま 

した。中学校では、対人関係のストレスから、授業に入れない教科が増え、別室で 

過ごす時間が増えていきました。中学２年生の時アスペルガー症候群の診断を受け、学校では、スト

レスコントロールを目標にスクールカウンセラーによる週 1 回のカウンセリングを受けていました。 

最初は、教師に心を開こうとせず、「自分はだめな人間だ」と自分を否定していました。登校しに

くい状態が続きましたが、たくさんの教師や大好きなカウンセラーとの関わりで少しずつ前向きに変

わっていきました。進路については、高校に合格しても毎日通える可能性は低く、進路先を決定する

だけが進路指導ではないと考え、将来の自立した生活につながるようにするための協議をしました。

学校で開いたケース会議に、母親と、福祉や教育等の関係者が集まり、それぞれの立場から意見を出

し合いました。母親は「うちの子はこの中学校に来てよかった。このままだと私たち家族は社会から

取り残されて大変なことになっていたと思います」と本当に安心された表情で話されました。 

現在、コウさんは通信制の高校に通っています。地元の支援センターに週に２、３回、自転車で通

えるようにもなっています。このことは本人の大きな自信となり、生活のリズムを整え他者との接触

の機会を増やすことになりました。高校は、中学校からの引継ぎを受けて、定期試験の受験方法、単

位の取り方ガイダンス、グループ編成、定期的な保護者懇談など丁寧な対応を続けられています。コ

ウさんは大好きな音楽の作曲をして演奏会で披露したり、趣味のリサイクルショップによく出かけた

りするまでになりました。                 （市教育委員会 特別支援教育担当） 

 

コラム 二次障害の予防 

気を付けたい様子 

 二 次 障 害 の 発 生 

自分は人とは違うという自覚、うまくいかない

ことの積み重ね  否定的な自己・他者理解 

怒られやすい、ふざけている・怠けてい

ると思われる、対人不信、自尊心の低下 

自己否定からくる不安、周囲への不信感 

  精神的な症状、将来への否定感 
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（４）自己理解を育てることで自立と社会参加へ 

「強みと良さ」を生かす支援をすることで、「自己肯定感」を育てることが、肯

定的な「自己理解」につながります。障害のある子供は、障害特性によるつまず

きや失敗によって、自己肯定感をもちにくく、心の傷が深くなってしまいます。

成功体験が少ない子供は、失敗から学ぶことは難しいのです。肯定的な自己理解

を自立と社会参加へつなぐことが、特に、中学校、高校では、重要になります。 

思春期から青年期にかけては、自分の特性に気付き、理解し、努力することが大切になってきま

す。自分の苦手なことに気付き、それをカバーする方法を教師と一緒に考え、学習等に困難がある

場合は援助を求めるなど、教師と話し合えることが大切です。教師とのこのような触れ合いを通し、

人や社会に対する信頼感を学んでいくことにもなります。もちろん、子供自身が得意なところに気

付き、その力を伸ばしていけるよう支援していくことも大切です。 

高校を卒業するまでに、自分がどのようなことが得意で、どのようなことが苦手なのか、そして、

どんな支援があれば、強みを生かし、苦手を克服できるのかを、「自分で分かっていること」が目標

です。そのことが、チャレンジする力、そして、失敗しても再チャレンジする力につながります。 

 

 

 

 

  

小学校 

高校 

コラム 「私は私だよね」 
 

「私、心苦しかったんです。親にも学校でも『心配かけて、迷惑かけて』って言われて」「△先

生は私にちゃんと言わなあかんて言ったけど私は話したことのない人とは最初は話せない」 

これは、現在、ある企業で二十年間就労しているヒカリさんが、卒業後に幼い頃のことを振り

返って手紙に書いた言葉です。彼女は小学校時代に知的障害と緘黙的と言われ、中学校でことば

の教室に通級し、特別支援学校高等部に進学しました。 

高等部で新しい友達に出会い、どんな場面でどうすれば良いかを学んでいったヒカリさんは、

気後れすることなく人と接することができるようになりました。時に困っている友達を助け、明

るい彼女は皆の人気者にまで成長しました。「この学校で私は変わったんです」とも綴っています。 

それでも就労に向けての実習ではうまく話せず、我慢して失敗することもありました。「ヒカリ

さんは良いところがいっぱいあるのだから、無理して背伸びしなくて良い」とのアドバイスに「こ

のままの自分で良いって言ってもらったことが嬉しかった」と何年後かに手紙で伝えてくれまし

た。成人を祝う会では、「変わったなぁって言われるのが良いのか、変わらないねって言われるの

が良いのかわからない。でも私は私だよね」と話していました。 

最近の彼女とのメールでのやり取りの中では、数々の名言を伝えてくれています。「幸せは人に

よって色々あるよね」「人間明日のことは分からん。明日のことが分かったら怖くて生きていられ

ない」「未来と将来はどう違うんですか」「今日は私の大好きな勤労感謝の日。前は働いているお

父さんに感謝する日で、今は働ける自分に感謝する日」などなど。 

 直接出会っても多くを語る訳ではなく、まだまだ未熟な面もある 

ヒカリさんですが、誰かに何か言われて嫌だったと伝えることはほ 

とんど無くなりました。自分を振り返り、自分を見つめ、客観的に 

自分の進んでいく姿をとらえているとすら感じます。勤め続けてい 

られるのは、周囲の方々の理解と力添えはもちろんですが、自分の 

ことを理解できるようになり、心が安定していることも大きな拠り 

どころだと感じずにはいられません。    （特別支援学校教員） 
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  小学生のＡさん(ｐ.２)について、本人と、３人の支援者がそれぞれ思いを語っています。

その内容から、あなたは担任として、今後どのような支援をしていく必要があるかを、３１

～３４ページを参考に考えましょう。 

ワークシート⑪ 個別の指導計画作成Ⅰ…つながりをつくる☆小学校版 

 

 学校は楽しいよ。友だちたくさんいるし。

勉強のときは、座ってなあかんと思ってる

んやけど、気が付いたら廊下に出てしまっ

てるねん。先生に「あかん！」って言われ

ると気が付いてすぐ戻るんやけど…。だっ

て、勉強なんて大体何しているか分からへ

んし。「黒板見て」って言われたら見るけど、

何見ていいか分からんし…遊ぶ方が好き。 

本人  

 友だちがたくさんいるのはとってもいい

ことで、勉強ができることよりそっちが大

事やと思います。先生はやる気がないみた

いやって言うけど、Ａは小さい頃ＡＤＨＤ

って言われたことがあって、集中しにくい

ことは伝えているはず。勉強嫌いな子でも、

分かるように教えてくれたら、Ａもちょっ

とは賢くなるでしょう。 

 まだ小学生やし、勉強のことはいいです。 

保護者 

 

 少し勉強が難しくなってきたかもね。席

を立つのは減った気もするけど、ＡＤＨＤ

だから、離席とかは仕方ないよね。成長と

ともに、落ち着くよ。 

最近ボーっとしてて、いつもどこ見てる

のか、黒板の上の方ばっかり見てるような

…プリントとかにも取り組みにくいよね。 

よく友だちを怒らせるし、なんでやろうな。 

 

 保育所からは、ＡＤＨＤということで、

引継ぎを受けています。１年生の担任が個

別の指導計画を作ったので、それを今の担

任の先生に渡しています。本人は、少し落

ち着いてきたように思いますが、そろそろ

勉強の方が心配です。 

何かあったら、いつでも校内委員会を開

けるようにしています。 

同僚の先生 特別支援教育コーディネーター 

 

今後どのような支援をしていく必要があるかを考えましょう 

学校内でするべきこと 

保護者・家庭に対して 

 

本人に対して 

 

今すぐするべきこと 

 



第４章 横と縦のつながりをつくる 支援を未来につなげよう 

 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート⑪ 個別の指導計画作成Ⅰ…つながりをつくる☆中学校版 

 

今後どのような支援をしていく必要があるかを考えましょう 

学校内でするべきこと 

保護者・家庭に対して 

 

本人に対して 

 

今すぐするべきこと 

 

 

 最近嫌なこと続きで、ちょっとしんどい

わ。一生懸命頑張ってても、うまくいかな

いことが多くて。 

 友だちと仲良くやりたいけど、分からな

いうちに怒られたりして、後から「しまっ

た」って思う。こないだは、何でか分から

んけど笑われてたみたい。私っておかしい

のかな。 

だんだん学校行くのが嫌になってきた… 

 

 がんばりやさんやし、問題ないと思いま

す。ちょっと猪突猛進型と言うか、すぐし

ゃべるし動くから、周りが見えないところ

もありますけど、友だちもいるし、成績も

悪くなってないし。様子見たらいいですよ。 

 時々トラブルに巻き込まれることもある

んですけど、もうちょっと周りを見てくれ

たらいいのにな。成長に期待します。 

 

 小学校からはB さんについて特に資料は

もらっていません。でも、部活動の担当の

先生からは、「どうしてあんなに空気が読め

ないのか」と聞かれたことがあって、気に

しています。変更に弱い様子もあるような

ので、見通しをもてるような配慮が必要か

もしれませんね。本人はどう思っているの

でしょう。ちょっと話してみようかな…。 

 

 昔からちょっと頑固なところがあって、

空気が読めないというか、人の話を聞いて

ないのでねぇ…。小さいころはかんしゃく

もちでよく飛び出して大変だったんです。

でも、今はだいぶ落ち着いて勉強はよくが

んばってるし、部活動もいろいろあるけど

何とかやってるみたいやし、よかったです。

この調子で高校生活もがんばってほしい。 

本人 保護者 

同僚の先生 特別支援教育コーディネーター 

 

中学生のＢさん(ｐ.４)について、本人と、３人の支援者がそれぞれ思いを語っています。

その内容から、あなたは担任として、今後どのような支援をしていく必要があるかを、３１

～３４ページを参考に考えましょう。 
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高校生の C さん(ｐ.６)について、本人と、３人の支援者がそれぞれ思いを語っています。

その内容から、あなたは担任として、今後どのような支援をしていく必要があるかを、３１

～３４ページを参考に考えましょう。 

ワークシート⑪ 個別の指導計画作成Ⅰ…つながりをつくる☆高等学校版 

 

だんだん勉強についていくのが難しくな

ってきて…。ノートを書いてると今何の勉

強をしているのか分からなくなるんです。

先生が黒板のどこのことを言っているのか

分からなくて…。でもノートは書かないと

いけないし。あと、「提出物出して」って言

われるけど、出したら「これじゃない」っ

て言われて、どうしたらいいか分からない。 

 

本人  

家では何も話してくれないので…、どう

したらいいのかさっぱり分かりません。学

校には休まず行っているので、あまり心配

していないのですが、家では勉強はほとん

どしてないです。宿題とか予習とかしてま

すか? たまに夜更かししてるみたいで、部

屋の電気がずっとついてることもあるんで

すけど。大学行くつもりなんですかねぇ。  

 

保護者 

 

まず、遅刻が多くて困ります。反省した

様子もないし…。家庭科を担当しています

が、提出物が出せないですね。授業はまじ

めに受けているんですが、どうも分かって

ないみたいですね。怠けてると言うか…。 

ノートを書くのがずいぶん遅いみたいで、

うまく書けていないのでは。私自身は他の

教科を見ていないのでよく分かりません。 

 

 

 

中学校からは少しのんびりしているくら

いで…と聞きましたが、引継ぎの資料など

はありません。部活動の顧問の先生からは

友達の輪の中にも入っているし、特に問題

ないのでは? と聞いています。 

 大学進学を考えるのなら、テストの解答

を書くのにずいぶん時間がかかってしまう

だろうし、何か対策が必要かもしれません。 

  

 

同僚の先生 特別支援教育コーディネーター 

 

今後どのような支援をしていく必要があるかを考えましょう 

学校内でするべきこと 

保護者・家庭に対して 

 

本人に対して 

 

今すぐするべきこと 
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特別支援学校高等部のＤさん(ｐ.８)について、本人と、３人の支援者がそれぞれ思いを語

っています。その内容から、あなたは担任として、今後どのような支援をしていく必要があ

るかを、３１～３４ページを参考に考えましょう。 

ワークシート⑪ 個別の指導計画作成Ⅰ…つながりをつくる☆特別支援学校版 

 

養護学校、行くつもりあんまりなかった

んやけど。パン作るのは楽しいから、水曜

日と金曜日は休まんようにしてる。 

 中学校の時は、しんどいこともいっぱい

あったけど、ここはマシやねん。勉強も難

しくないし。でも、学校終わってから暇や

し、嫌や。することないし…。 

 

本人  

中学校では学校に行きにくい時期もあっ

たけど、最近は自分で起きて自転車で通学

してるので、それだけで嬉しいです。 

 進路のこと言われても、何ができるのか

分からんし、考えにくいな…。学校でどん

なことできてるんやろか。本人は何にも教

えてくれへんし、先生に聞いてみようかな。 

  

 

保護者 

 

 普段はいいんですけど、怒り出すとちょ

っと見境がつかないことがあって、友だち

も怖がってしまいます。なんで怒るのか、

ちゃんと調べた方がいいですかね…。 

 気分のむらが激しいし、突然動くことが

あるので、目が離せません。授業中でも意

識せずに動き出すのは、何でなんでしょ

う? 

 

 

 

学校にもきちんと来れているし、そろそ

ろ卒業後のことを話していかないと…。本

人の思いが大切ですよね。作業学習がんば

ってるみたいやし、良いところを生かして

いけたら。 

 もともと多動やった子やけど、今でも突

然走り出すことがあるみたいやね。大きい

声で怒ってるのもよく見かけるわ…。 

  

 

同僚の先生 特別支援教育コーディネーター 

 

今後どのような支援をしていく必要があるかを考えましょう 

学校内でするべきこと 

保護者・家庭に対して 

 

本人に対して 

 

今すぐするべきこと 
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あなたが関わるクラスの中で一人の子供を想定して、まず、その子供にとって良かったと感じ

た出来事を３つ挙げてください。次に、そのうちの１つについて、じっくり考えるための質問に

答えてください。そこから、その子供の「強みと良さ」を見つけてみましょう。 

ワークシート⑫ 個別の指導計画作成Ⅱ…強みと良さを生かす 

強みと良さを生かす 

強み… 
 

良さ… 

ア） 

どういうところが本人にとって良かった点ですか。 

イ） 

ウ） 

１ 良かったなと感じた出来事（よくできた、楽しかった、嬉しかったなど） 

２ ①のうちの１つのことについて選び、考えてみましょう。選んだのは…（   ） 

どういうところが周りの人(教師・子供)にとって良かった点ですか。 

選ばなかった他のことについても、特に良かった点があれば書きましょう。 

３ 本人の、「強みと良さ」について考えましょう。 

その「強みと良さ」は、今後どんな場面で生かせるでしょうか。 
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あなたが関わるクラスの中で一人の子供を想定して、下の方から、上に向かって①から⑥まで

を記入しましょう。順番に考え、個別の指導計画の基本的な記入事項についてまとめましょう。 

ワークシート⑬ 個別の指導計画作成Ⅲ…基本的な記入事項 

 

 

 

 

学習面 

聞く力、話す力、書

く力、読む力、計算

する力、推論の力、

学習への構え、 

知的障害の有無 

実 態 １ 

手立て ５ 

目 標 ４ 

要因・背景 ３ 

行動面 

注意集中の持続、 

衝動性、多動性、 

集団活動への参加、 

気持ちの安定 

対人面 

コミュニケーション

の力、人と関わる力、

状況理解、対人関係

のトラブル、興味関

心、こだわり 

その他 

自己肯定感、身体の

特徴、感覚過敏、養

育環境、登校状況、

病気の有無、医師か

らの指示 

長期目標 ６ 

下の４枠から気になるところを書き出しましょう。 

   

年後、 

②の背景にある要因を考えましょう。 

③を考慮して、②を改善するために必要な力は? 

 

④のために、「強みと良さ」を生かして今できる指導・支援は？ 

 

そして、〇年後、こうなってほしい！ 

 

 

課 題 ２ 下の実態から、特に気になる点を１つ選び、具体的に書きましょう。 
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第５章  特別支援教育の制度  

１特別支援教育について  

 平成19年(2007年)４月に文部科学省から出された「特別支援教育の推進について(通知)」(ｐ.47

参照)には、次のように定義されています。 

（１）インクルーシブ教育システムの構築に向けて 

共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム(ｐ.46参照)の理念が重要であり、学校にお

いては特別支援教育を着実に進めていくことが大切です。平成25年に、文部科学省から出された「教

育支援資料」(ｐ.47参照)は、科学的・医学的知見に基づいた障害の把握、具体的な配慮の観点等、

また、就学手続について詳細に解説しています。その序論に、 

等、インクルーシブ教育システムの構築のための大切な視点が示されています。発達障害のある子

供への特別支援教育は、すべての学校園に求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な「学びの場」 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、

生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。 

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発

達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施さ

れるものである。 

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やそ

の他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎と

なるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。 

 

学校教育は，障害のある子供の自立と社会参加を目指した取組を含め、「共生社会」の形成

に向けて、重要な役割を果たすことが求められている。そのためにも共生社会の形成に向けた

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進が必要とされる。 

インクルーシブ教育システムの構築のためには，障害のある子供と障害のない子供が、でき

る限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり、その場合にはそれぞれの子供が，授業内容

が分かり、学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過ごしつつ、

生きる力を身に付けていけるかどうかが最も本質的な視点である。 

コラム 「どの生徒にも分かるための支援」 
  

若手教員のナツ先生が勤める高校では、特別支援教育コーディネーターを中心に、特別 

支援教育の取組が進められ、最近その研修が行われました。 

しかし、ナツ先生は、自分のクラスの生徒について、人の話を聞けない、提出物が出せない、何度

言っても約束を守らない…そんな様子は怠けているだけではないのかと感じています。「どの生徒に特

別支援教育が必要なのか分からない」「生徒の自己責任では？」と思ってしまうのでした。 

そんなとき、先輩教員がナツ先生に、「提出物の締め切りを書いてみたら？」とアドバイスしてくれ

ました。そこでナツ先生は、小さいホワイトボードに「いつ、だれに、何を」提出するのかを書き、

下校時のＨＲでみんなに見せて確認するようにしました。すると生徒たちは、「あ、明日か」と言って、

提出物の期限を意識するようになってきました。ナツ先生は、怠けているだけではなかったんだと感

じました。このような、どの生徒にも分かるための支援を進めることこそが、インクルーシブ教育シ

ステムの構築に向けた、教師の大切な仕事だと思います。          （特別支援学校教員）          
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（２）「学びの場」について 

特別な支援が必要とされている子供の多くは、通常の学級に在籍しています。平成24年(2012年)

に文部科学省が実施した調査の結果、小中学校の通常の学級に在籍する子供の約６.５％が特別な支

援を必要とすると報告されました(ｐ.47参照)。子供の状態によっては、通級による指導、特別支援

学級や特別支援学校のような教育形態を必要とする場合もあります。子供一人ひとりの学び方に応

じた、多様な「学びの場」を考えることが、とても大切です。 

 

 

 

 

  

コラム 「６年がかりの検討を経て」 
 

 子供に合った「学びの場」を考えるとき、大切なのは本人と保護者の思いに寄り添い、よく話し合

うことです。急ぐことはできません。学校側が考えるよりよい「学びの場」の意見が、保護者と一致

するとは限りません。しかし、担任も保護者も、子供の「成長を願う」気持ちは同じです。 

現在は成人し、支援を受けながらも運転免許を取って自立した生活をしているカズさん、実は就学

前に保育所から引継ぎがあり、ＡＤＨＤとＬＤの疑いがあるとの医療情報もありました。  

そこで、学校では小学 1 年生から通級指導を開始しましたが、学習についていけない実態から、２

年生の進級に向けて学校は特別支援学級への入級を勧めました。しかし、保護者は支援に関すること

であれば快く話し合えるものの、特別支援学級で学ぶことに関しては納得されませんでした。学校で

は本人に合った支援を最優先し、保護者とも話し合いを重ねました。結果として家庭生活での困難さ

も出てきた小学校６年生になり知的障害の特別支援学級へ。中学校でも特別支援学級に在籍し、養護

学校の高等部へ進学しました。 

「学びの場」の選択はとてもデリケートな問題です。どんな力を付けることが必要 

なのか、そのためにどこで学ぶべきか、子供の自立と社会参加を見据え、保護者と同 

じ土台に立って話し合うことが、何よりも大切だと感じます。（市教育委員会 特別支援教育担当） 

 

 

小学校・中学校 

  

通常の学級 

通常の学級に在籍する約６.５％、 

３５人学級なら２～３人はいると考 

えられる特別な支援を必要とする子 

どもに、一人ひとりの特性に応じた 

適切な支援を 

することが重 

要である。 

 

 

特別支援学校 

「学習上または生活上の困難を克服し自立が図られること」を目的とする。比較的障害の程度

が重い子供を対象に、将来の自立に向け、生活能力の向上に重点を置いた専門性の高い教育を

行う。滋賀県では「盲学校・聾話学校・養護学校」がある。 

(におねっと県内の特別支援学校一覧) http://www.nionet.jp/shisetsulink/item_tokubetsushien.html 

特別支援学級 

特別な支援を必要とする子供を対象とする。少

人数学級が基本であり、障害種別・実態に応じた

特別の教育課程を編成することができる。通常の

学級と交流学習を行うことが多い。 

通級による指導 

障害の程度が比較的軽い子供を対象とし、個別

や少人数の指導など、より細やかな支援をする。

通常の教育課程の一部を活用し、通常学級に在籍

しながら通うことができる。 

http://www.nionet.jp/shisetsulink/item_tokubetsushien.html
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（３）高等学校における特別支援教育 

小中学校の通常の学級に在籍する子供の約６.５％が特別な支援を必要とすると

報告された調査の結果から、滋賀県の高校への進学率が高いことを考えると、高校

にも同じように支援を必要とする生徒が在籍していると言えます。高校生は、進学

や就職等、自らの進路を決める、大切な時期です。思春期・青年期を迎え、見通し

がもてない将来に、不安が募る時期でもあります。高等学校においても、学習指導

や生徒指導、進路指導を行う際に、子供の特性を理解したうえで、適切な支援を進

めていくことが求められています。 

高校入試、大学入試については、入学・選抜

試験が行われますが、学校によって方法は様々

です。まずは本人が進学への意欲をもてること、

具体的にそこで何がしたいのかという目的意識

を明確にもてることが大切です。 

その上で、「現在している支援」を、試験が行

われる機関に伝え、配慮を受けることができる

場合があります。「個別の指導計画」等を示すこ

とで、本人が本来もっている力を発揮するため

に必要な支援を伝えることができます。 

  

試験における特別な支援の例 

〇集団の中で試験が受けられない 

  →別室での受験、座席の配慮 

〇試験中にぶつぶつと話してしまう 

→別室での受験、注意事項の文書を配布 

〇問題を読むのに時間がかかる 

  →拡大文字の問題を準備 

〇マークシートがうまく塗りつぶせない 

  →マークの代わりにチェックで解答 

大学入試センターＨＰから(ｐ.47 参照) 

 

コラム 「高校生が抱える課題」 
  

高校生のノブさんは、テニス部に所属し、熱心に活動しています。部活はとてもが

んばっているのですが、学業との両立は難しいようで、授業中の反応は鈍く、課題や

提出物の達成度も低く、１学年末の成績では不認定科目が複数ありました。生活面で 

は大きな問題を起こすこともなく、おとなしく目立つところがなかったため、怠けているだけだと考

えられていました。かろうじて２年生に進級しましたが、夏季休業中の単位追認考査でも不合格が多

く、進級が難しくなってしまいました。 

その頃から、ノブさんは欠席が増えてきました。本人は面談で、「みんなと同じように勉強してるつ

もりなのになぜ自分だけ成績が悪いのか、部活もうまくいかない…」と言っていました。「自分なんて

もう進級できない」と、否定的な気持ちを強く感じているようでした。 

そこで担任は、学年会議で相談し、他の教員からも情報を集め、授業やテスト等での様子を聞き取

り、ノブさんへの支援について考えることにしました。ノブさんから悩みを聞き取る中で、授業中の

教師の言葉が聞き取りにくいことや、提出物の期限や必要なものをすぐに忘れてしまうことが分かり

ました。ノブさんは自分からメモを持ち歩くことを提案し、すぐに実行しました。学年会議でもその

ことを共有し、必要な情報を分かりやすく伝えるようにしました。 

その後、「メモ書いた？」と教師と確認することで、忘れ物がほぼなくなりました。メモをきっかけ

に、他の教師とのやり取りが増え、テスト対策を一緒に考えるようになりました。ノブさんは「こう

すればできる」方法を知り、「何とかやれそうだ」と手応えを感じることで自信を取り戻しました。 

ここで大切になってくるのは、「自己理解」です。自己理解は言い聞かせても育ちません。自分の長

所と短所を知り、自分で納得し、肯定的に思えるように支えることがまず大切ではないかと思います。

そして、長所を生かし、短所を補う方法を身に付けることが、卒業後の人生を豊かに生きることにつ

ながると思います。                            （県教育委員会 特別支援教育担当） 
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（４）国際的な状況 

特別支援教育への転換のきっかけとして、平成６年

(1994年)の「サラマンカ宣言」が挙げられます。その中

に「すべての子供は、何らかの困難さ、もしくは相違を

もっていようと、可能な際はいつもともに学習すべきで

ある」とあり、すべての人のための特別支援教育の基本

的方向が示されました。 

さらに、平成18年(2006年)の「障害者の権利に関する

条約」(2014年批准)により、インクルーシブ教育システ

ムの構築に向け国内の整備が進められています。 

国内での経過 

平成16年(2004年)、発達障害に関し、早期発見や発達

支援に対する国及び地方公共団体の責務を明らかにし、

学校教育における支援や就労の支援等を定めた「発達障

害者支援法」が成立し、総合的な支援の充実が重要な政

策課題として示されました。 

そして、平成18年(2006年)に学校教育法が改正され、

平成19年(2007年)度から、全国で特別支援教育が本格的

に実施されました。各学校で、校内委員会の設置、特別

支援教育コーディネーターの指名が行われ、校内の体制

整備が進められています。 

（５）合理的配慮について 

平成24年(2012年)７月に文部科学省から出された「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(ｐ.47参照)には、次のように定義されています。 

合理的配慮に関わって、学校においては、子供一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導

と支援をしていくことが求められています。 

例えば、読み書きに時間がかかる子供の場合、拡大文字を示

したり、聞いて分かるように伝えたりすることなどは、「情報・

コミュニケーション及び教材の配慮」です。 

また、不注意による衝動的な行動が多い子どもの場合、感情

のコントロール方法の指導をしたり、良い面を認め合えるよう

な受動的な学級の雰囲気づくりをしたりすることは、「心理面・

健康面の配慮」です。 

このような学校における合理的配慮の観点については、「教育

支援資料」(ｐ.47参照)に具体的な例があります。 

国際的な状況の概念図 

障害を社会的な不利と捉えた 

特別支援教育の基本的方向が示された 

インクルーシブ教育システムの構築へ 

 

国内での経過の概念図 

 

発達障害者への支援の充実 

「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、他の子どもと平等に『教育を受ける権利』を享有･

行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと

であり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とさ

れるもの」であり…（以下略）                                       

国際連合「障害者の権利に関する条約」 

ＷＨＯ「国際機能分類(ＩＣＦ)」 

ユネスコ「サラマンカ宣言」 

「発達障害者支援法」が成立 

合理的配慮の在り方が示された 

「インクルーシブ教育システム構築のため

の特別支援教育の推進（報告）」 

 

特別支援教育の本格的実施 

「学校教育法」の改正 

合理的配慮とは 

 特別支援教育の必要性 

「合理的配慮の否定」は、障

害を理由とする差別である 

障害の状態や教育的ニーズに 

応じて教育環境の整備を行う 
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 資 料  
１ 用語解説

（１）障害の理解に関すること 

発達障害  

  自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性

発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その

他これに類する脳機能の障害であってその症状

が通常低年齢において発現するもの。 

(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO16

7.htmlより一部抜粋) 

＊このハンドブックで発達障害については、「発

達障害者支援法」の定義を基にしています。 

ＡＤＨＤ（注意欠陥/多動性障害）  

ＡＤＨＤ(AttentionDeficit/Hyperactivity 

Disorder)とは、年齢あるいは発達に不釣り合い

な注意力、又は衝動性、多動性を特徴とする行

動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障

をきたすものである。 

 また、７歳以前に現れ、その状態が継続し、

中枢神経系に何らかの要因による機能不全があ

ると推定される。 

ＬＤ（学習障害） 

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達

に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計

算する又は推論する能力のうち特定のものの習

得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指す 

ものである。学習障害は、その原因として、中

枢神経系に何らかの機能障害があると推定され 

るが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障

害などの障害や、環境的な要因が直接の原因と

なるものではない。 

自閉症 

自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との

社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅

れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわる

ことを特徴とする行動の障害であり、中枢神経

系に何らかの要因による機能不全があると推定

される。 

高機能自閉症 

高機能自閉症とは、上記自閉症のうち、知的

発達の遅れを伴わないものをいう。 

 

アスペルガー症候群 

  アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを

伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達

の遅れを伴わないものである。 

広汎性発達障害（ＰＤＤ） 

高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎

性発達障害に分類されるものである。 

＊ＡＤＨＤ～広汎性発達障害については

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu

/004/008/001.htmより一部抜粋 

情緒障害  

  自閉症・情緒障害学級の対象は、『自閉症又は

それに類するもの』『主として心理的な要因によ

る選択性かん黙等があるもの』と規定されてい

る。情緒障害は、「情緒の現れ方が偏っていたり、

その現れ方が激しかったりする状態を、自分の

意志ではコントロールできないことが継続し、

学校生活や社会生活に支障となる状態」のこと。 

(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubet

u/004/007.htmより一部抜粋) 

＊ＡＤＨＤから情緒障害については、文部科学

省による定義を基にしています。 

DSM-５ 

  アメリカ精神医学会によりまとめられた精神

疾患に関する診断基準。平成２５年５月に発表

された。これにより、自閉症関連の診断基準が

変更された。 

自閉症スペクトラム(障害)（略称ＡＳＤ） 

  自閉症に関連する障害の総称であり、障害の

状態を連続体として捉えたもの。DSM-５により、

○A コミュニケーション・対人的相互性の障害 

○B 感覚の過敏性や鈍麻、感覚刺激への関心など

が、自閉症スペクトラムの診断基準とされた。 

併存障害 

  発達障害は単独障害のみならず、PDDとADHD、

LDとADHD、PDDとLD というように発達障害同士

の合併や、二次障害などから派生した別の症

状・障害と併存することも多く、このような状

態を指す。 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/008/001.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/008/001.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/007.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/007.htm
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（２）支援に関すること 

共生社会 

  これまで必ずしも十分に社会参加できるよう

な環境になかった障害者等が積極的に参加・貢

献していくことができる社会。誰もが相互に人

格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り

方を相互に認め合える全員参加型の社会である。 

インクルーシブ教育システム   

障害者の権利に関する条約によると、「インク

ルーシブ教育システム」とは、障害のある者と

障害のない者が共に学ぶ仕組みである。インク

ルーシブ教育システムにおいては、小・中学校

における通常の学級、通級による指導、特別支

援学級、特別支援学校と、連続性のある「多様

な学びの場」を用意しておくことが必要である。 

特別支援教育コーディネーター 

  特別支援教育の推進を図るため、校内の連携、

担任への支援、保護者の相談窓口、校外の関係

機関との連携を進める等の役割をもつ。 

校内委員会 

  校内の特別支援教育の中心となって支援を推

進していくことを目的としている組織。子供や

担任への具体的な支援につなげるために、「気軽

に相談でき、共に支え合える、持続可能な校内

委員会」にしていくことが必要である。 

交流及び共同学習 

  障害のある子供と障害のない子供が活動を共

にする機会。小・中学校等や特別支援学校の学

習指導要領等においては、そのような機会を積

極的に設けるよう示されている。 

＊共生社会～交流及び共同学習については、

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/c

hukyo3/044/attach/1321668.htmより一部抜粋 

ＩＣＦ(国際生活機能分類) 

  平成13年(2001年)WHOにおいて採択された。人

間の生活機能と障害に関する状況を記述するこ

とを目的とした。障害を機能不全のみと捉えず、

生活や社会参加の在り方を問う。学校では、教

師や支援・指導も環境因子として捉え、指導方

法を工夫することが求められている。 

 

 

アセスメント 

  個人の状態像を理解し、必要な支援を考えた

り、将来の行動を予測したり、支援の成果を調

べること。障害の特性や障害があることによっ

て生じている困難さだけでなく、周囲の人や環

境を含めた生活を理解する必要がある。 

諸検査(滋賀県内で多く使用されているもの) 

 〇新版Ｋ式発達検査(京都国際社会福祉センター) 

1)姿勢運動、2)認知適応、3)言語社会の３領域

に大別され、各領域と全領域について子供の到

達している発達年齢段階を測定する。 

 〇Ｋ-ＡＢＣ心理・教育アセスメントバッテリー 

子供の得意な認知のスタイルを知り指導に役立

てる。知能（情報を処理して問題解決する力）

と習得度（数やことばの知識と読みの力）に分

けて測定される。 

＊以上の諸検査については 

http://www.nise.go.jp/portal/universal/shoga

i/kensa01.htmlより一部抜粋 

〇WISC-Ⅳ知能検査法(日本文化科学社) 

子供の認知能力を測定する個別式の臨床検査。

WISC-Ⅲの改訂版。全般的な知的能力を示す四つ

の合成得点のほか、特定の認知領域の知的機能

を表す指標得点も算出する。(日本版WISC-Ⅳ知能

検査 実施・採点マニュアルより一部抜粋) 

医療機関 

  障害の診断や投薬等を行う。 

教育相談機関 

  市町の発達支援センター、総合教育センター

がある。地域によっては、特別支援学校等が行

う巡回相談などを利用して、具体的なアドバイ

スを受けることができる。 

福祉機関 

  生活上の不便に関して支援を行う。 

相談モール 

  滋賀県においては、平成25年７月より、障害

者医療福祉相談モールとして、障害のある方へ

の相談窓口が開設された。１か所で多様な相談

ニーズに対応している。 

＊滋賀県障害者医療福祉相談モール 

ワンストップ相談受付窓口 ☎077-569-5955 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm
http://www.nise.go.jp/portal/universal/shogai/kensa01.html
http://www.nise.go.jp/portal/universal/shogai/kensa01.html
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