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研究集録刊行に寄せて
３年間に及ぶ本校研究の成果を集録としてここに刊行できますことは、まことに感慨深
いものがあります。それは、今回の研究が校舎移転と同時期に取り組まれたものだったこと
によります。通常業務の中で校内研究にかける比重はとかく低くなりがちで、ややもすると
負担感の大きいものです。加えて、最終年度の研究を移転作業と同時進行で進めなければな
らないということで、大きな義務感があったのも事実です。
そのような中、研究活動を意義ある取り組みにしていくためには、一人一人が研究に見通
しをもち、安心して取り組めるよう研究計画を立てること。そしてそれぞれの取り組みに価
値が生み出される仕組みを新たな視点で創造していくことが不可欠でした。その経過につ
きましては後述する研究の詳細をご覧ください。
◆

校

◆

本校教育がめざす児童生徒像

○

訓

『 明るく 強く 』

健康を大切にする子ども

○ 自ら学び、成長する子ども

○ 自分の考えを伝える子ども

○ 豊かな生活を営む子ども

さて、これは、本校の校訓と本校教育がめざす児童生徒像です。人の発達にゴールがない
ように、教育にも研究にも最終到達点はなく、あるのは児童生徒と共に今日を精一杯生きた
という通過点です。授業も研究も継続により点と点がつながり、一つの線になります。私た
ちは一時間一時間の授業、一日一日の生活といった地道な積み重ねの中で、児童生徒の生き
る力を点から線へとつないでいかなければなりません。
研究が一つの区切りを迎えるにあたり、私たちは児童生徒の生きる力をはぐくんできた
３年間を振り返り、新たな視点で本校教育がめざすテーマにアプローチしていく決意を新
たにしております。
○ 健康を大切にする子どもと教師
○ 自ら学び、成長する子どもと教師
○ 自分の考えを伝える子どもと教師
○ 豊かな生活を営む子どもと教師。
児童生徒と共に歩んできたからこそ、一時間一時間の授業、一日一日の生活を大切にして
きたからこそ、学んだことがあります。研究活動のさらなる発展に向け、子どもと教師で大
切にしていきたいキーワードです。
岩手県立盛岡となん支援学校
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校長 清水 利幸

Ⅰ

はじめに

盛岡となん支援学校は岩手県唯一の肢体不自由を専門とする特別支援学校として、小学部、中
学部、高等部が設置されている。本年度までは分教室も設置されているが、１月の移転を機に学
校と療育センターが併設されたことから、これまで岩手県立療育センター内にあった分教室は、
平成３０年度から学校内に統合される。本校の教育課程は、準ずる課程、領域・教科を合わせた
指導を主とする課程、自立活動を主とする課程、訪問教育の４つに分かれている。また、寄宿舎
には児童生徒のうち１６名が入舎し生活している。
本校では、平成２７年度に肢体不自由教育研究の全国的な課題として研究分野の偏りや少なさ
があることを踏まえ、実践例を増やしその成果を蓄積していくことが必要であることを確認した。
また学校運営計画でも「可視化」をキーワードとし「一人一人のがんばりが見える・伝わる学校
運営」という方針が示された。重点としては「すべての教員が研修・研究の成果を生かした授業
改善の状況を発表しあう」とされた。そこで３年次計画で、
「教員一人一人が課題をもち、主体的
に研究に取り組むこと」、「研究の成果を可視化し、発表の機会をもつこと」、「一人一人の成果を
まとめ、発信すること」を目指し、
「生きる力をはぐくむための『一人一研究』の取り組み」を主
題とした校内研究をスタートさせた。1 年次研究の結果、一人一人が自身の研究課題を明確にし、
各自の専門性を生かして教育研究の実践にあたり、成果をまとめたり発表の機会を設けたりする
ことは、肢体不自由教育を専門とする特別支援学校として専門性や指導力の向上につながる有意
義な取り組みであることが確認できた。一方で、教職員の課題意識を反映した「一人一研究」の
サポート体制の構築、研究グループの適切な編成、負担に配慮した推進日程の設定などの面で今
後に課題を残した。２年次研究では、１年次の成果と課題を踏まえ、スムーズな「一人一研究」
の推進と質の向上を図りながら、全体研究の主題にせまることを目指して取り組んだ。一人一研
究の実質的な実践を増やすとともに、授業研究への取り組みについて、過去の校内研究の成果で
ある授業改善の技法を活用した。結果として「一人一研究」と研究主題との関連が明確になった
り授業をベースにした研究が増えたりした。またデータの収集および整理の仕方、資料の論理的
一貫性などの点で質の高い研究が増えたことなども成果としてみられた。一方で研究会での発表
や資料作成に伴う多忙化、発表内容やグループの構成人数が多すぎることからの協議時間の不足、
グループ研究会における負担や役割の不公平感などが大きな課題として残った。
今年度の研究は、３年次研究の目標年次として、前年度までの研究の成果と課題を踏まえ改善
を加えながら、
「生きる力をはぐくむための『一人一研究』の取り組み」という主題のもと継続的
に取り組んでいくものとした。３年間を通し、主題を設定した本研究の取り組みがどのような成
果を生み出し、次の研究につなぐためにどのような課題があるのかを丁寧に検証しながら３年間
のまとめとしたい。

Ⅱ 学校の研究
１ 研究の概要
（１）研究主題
「生きる力をはぐくむ授業のための『一人一研究』の取り組み」（３年次計画の３年目）

（２）研究の目的
①

教職員一人一人が課題意識をもって主体的に研究に取り組むことで、児童生徒の生きる力をはぐ
くむための専門性と指導力を身につける。
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②

児童生徒の生きる力をはぐくむ授業につながる端的な取り組みをもとに研究協議をすることで、
教職員一人ひとりが授業に還元できる成果を得る。（３年次目に重視）

③

全体の成果物として研究集録をまとめ、一人一研究の成果（研究報告書）は校内ネットワークで
共有する。また優れた実践については外部団体の研究会で発表する。

（３）研究の内容および方法
①

一人ワンポイント研究
３年次のキーワードを「一人ワンポイント研究」とする。研究テーマは児童生徒の生きる力を

はぐくむ授業につながる、より具体的な取り組みにフォーカスを絞って選定するものとし、たと
えば「楽器演奏用の補助教材をつくる」「生徒が楽しく取り組めるダンスを考える」「集団で取り
組む運動会競技の新しいアイデア」
「朝の会の内容を新しくする」といった「教職員が今授業でや
りたいこと」を研究として取り組んだ。原則として一人一研究であるが、同一研究を共同で行う
ことが合理的である場合、グループ単位の研究を可とした。
従来の研究では一人一研究の推進段階に応じ、構想段階で「研究概要資料」を、進捗段階で「中
間発表資料」を、まとめ段階で「研究報告書」を作成し、グループ研究会（後述）で発表するも
のとしてきたが、３年次では各研究の要点を簡潔にまとめた資料を研究グループ（後述）毎に作
成するものとした。
②

調査
一人ワンポイント研究をはじめるにあたって、事前に教職員にアンケートをとり、
「今授業でや

りたいこと」について記入したものを回収する。これをもってワンポイント研究のテーマ提出と
し、書かれた内容をもとに研究グループを編成した（後述）。
研究を終えた段階で、校内研究の評価を調査するアンケートを行い、その結果を３年次研究の
成果と課題としてまとめる。また今年度は、３年間のまとめの年にあたるため、１年次から３年
次研究の取り組みをふまえ、研究主題にせまることができたのかを検証した。
③

全体研究会および校内研究報告会
３年次研究をはじめるにあたり、第１回全体研究会を行い、校内研究の全体構想および推進計

画を発表する。全体研究テーマ、研究内容及び方法、推進の流れなどを説明するとともに、代表
的な研究内容および手法についても具体的な取り組み例を示して紹介した。また今年度は１、２
年次研究の反省をふまえ、資料作成よりも協議を深めることに重点を置いて取り組むことを確認
した。グループ研究会および評価アンケートが終了した後に第２回全体研究報告会を行い、３年
次研究のまとめと今後の方向性を確認した。また第２回全体研究報告会ではグループ代表者によ
る研究のまとめを発表し成果を共有した。
④

グループ研究体制の構築とグループ研究会
一人一研究は、研究テーマや対象児童生徒、研究手法などに共通性をもったいくつかの研究グ

ループによるグループ研究会で推進するものとする。研究グループは、１回目のアンケート結果
をもとに【表１】のように編成した。選択テーマについては、同じ選択をした教職員でグループ
を編成するが、人数の多いテーマについては、最大で 10 人程度のグループになるように、たとえ
ば「摂食指導１」
「摂食指導２」のようにいくつかの下位グループに分ける。グループ研究会の後
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には、各研究グループの話し合いの様子や他のグループの教職員に周知したい内容をまとめた通
信を研究部が発行し、研究グループ間の相互理解を図れるようにした。
３年次の特徴の一つとしてグループ研究会では、資料作成よりも協議を重視した。従来では各
自作成した資料をもとにした発表を中心としていたが、３年次ではグループメンバーの「今授業
でやりたいこと」の要点を一つの資料（研究部が作成した校内研究テンプレート）にまとめたも
のを用いて発表する。資料作成にあたっては各研究グループのフォルダ内に共有ファイルを用意
し、グループ研究会までに各自要点を書き込んでおくものとし、それを受けてグループメンバー
でアイデアや意見を出し合うようにした。
グループ研究会は３回行う。１回目は「今授業でやりたいこと」のを発表し、グループ内から
各自の取り組みに対するアイデアをもらう。２回目は「その後の進捗」の報告をし、その時点で
成果が見え始めている場合には継続していく上での配慮事項や更なる取り組みについてのアイデ
アを出してもらう。逆に成果が見えにくかったり予想していた反応が見られず思うように取り組
めていなかったりした場合にはグループ内で時間をかけて協議を重ね２回目のアイデアを出して
もらう。３回目は「取り組んだ結果」として成果と課題をまとめて発表する。２～３回目の資料
は、それぞれのグループの前回資料に加筆する形で作成し、最終的には１年を通して、グループ
毎に一枚の資料が完成する。
【表１】研究グループの編成
研究グループ

件数/人数

１

授業改善１

８/８

２

認知・理解１

９/９

３

授業改善２

８/８

４

認知・理解２

９/10

５

排泄、自立活動

８/12

６

健康

８/11

７

運動

９/12

８

コミュニケーション

８/９

９

教科学習

８/11

⑤

主な内容
準ずる課程および教科・領域を合わせた教育課程の児童生徒を対象とした教
科学習における授業改善
様々な教育課程で学ぶ児童生徒を対象にした認知・理解に関する教材作成の
実践
主に自立活動中心の教育課程や教科・領域を合わせた教育課程の児童生徒を
対象にした授業改善における実践
自立活動中心の教育課程や教科・領域を合わせた教育課程の児童生徒を対象
にした情緒の安定や認知にかんする実践
自立活動中心の教育課程や教科・領域を合わせた教育課程の児童生徒を対象
にした排泄の確立等に関する実践
全ての教育課程の児童生徒を対象にした体調管理や摂食・姿勢に関する指導
等の実践
全ての教育課程の児童生徒を対象にした手指機能の向上や緊張・麻痺の強い
児童生徒への取組に関する実践
教科・領域を合わせた教育課程や自立活動中心の教育課程の児童生徒を対象
にした意思表示の確立等に関する実践
準ずる課程及び教科・領域を合わせた教育課程の児童生徒を対象にした学力
や観点別評価等に関する実践

研究サポート
研究部として一人一研究の推進をサポートする体制を【表２】のように整えた。研究サポート

は、一人一研究やグループ研究会の推進状況に対応してテーマおよび手法の決定、資料作成、研
究発表や協議の進め方などに対して行う。特にも３年次では、グループで一つの資料を作り上げ
ていくため、その作成にあたっては教職員間で共通した理解が図られるように配慮した。具体的
には、グループの共有ファイルに、該当グループに所属する研究部員の研究をあらかじめ記載し
ておき、グループメンバーが自分の研究を書き込む際に参考にできるようにしたり、書き込む際
のポイントとなるようなガイドを設けて提示したりした。
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【表２】研究サポート一覧

⑥

サポート内容
校内研究テンプレートの提示
研究部員による取り組み例の紹介
テーマ決定のためのアンケート実施
研究部員以外に、各グループに研究協議のリーダーを設定

時期
全体研究会
全体研究会
全体研究会後
グループ編成時

職員による得意分野の提示

グループ研前

グループ研究会の趣旨と流れを説明したガイドを配布
グループ研究会後の通信の発行
外部研究団体での発表に向けたリハーサル
研究のまとめ資料作成のためのガイドを配布
グループ発表のためのガイドを配付

グループ研①～③
グループ研後
外部発表前
グループ研③の後
校内研究報告会前

外部研究団体での発表
２年次研究で行われた「一人一研究」から特に優れた実践を選び、東北地区肢体不自由研究協

議会の第５５回秋田大会や全国肢体不自由教育研究協議会の第６３回山口大会、東北特別支援教
育研究大会の第５９回岩手大会における発表者として推薦した。推薦にあたっては、２年次研究
でのグループ代表者やポスター発表者に限定せず、すべての「一人一研究」に目を通した上で、
ふさわしい実践を選出するようにした。

（４）研究推進計画
①

３年次研究
本研究は３年の複数年次にわたって行い、各年次の主なねらいは下記【表３】の通りとする。
【表３】３年次研究のねらい

②

研究年次

ねらい

１年次
（平成 27 年度）

グループ研究会と研究サポートを生かして、「一人一研究」の成果をまとめて発表をする
流れを全員が経験する。「一人一研究」を推進するうえでの課題点を整理する。

２年次
（平成 28 年度）

1 年次の成果と課題を踏まえ、スムーズな「一人一研究」の推進と質の向上を図りながら、
全体研究の主題にせまる。

３年次
（平成 29 年度）

肢体不自由専門の特別支援学校としての特色を生かした「一人一研究」の成果を集積し、
取り組みを通して研究主題にせまれたか検証する。

今年次の推進
今年次の研究は、【表４】の通り推進する。
【表４】今年次の取り組み
月

日

曜日

主な取り組み

４

26

水

全体研究会①・アンケート①（一人ワンポイント研究テーマ提出用紙）配付

５

18

木

学部会（グループ編成表配付、資料テンプレート・記入例アップ）

25

木

グループ研究会①（テーマ発表）

６

中旬～下旬

通信発行

７

26

グループ研究会②（進捗報告）

８

中旬～下旬

通信発行

９

28

グループ研究会③（まとめ）、評価アンケート配付

10

中旬～下旬

水

木

一人ワンポイント研究推進期間

通信発行

5

11

上旬

２

９

グループ代表資料記入ガイド配付
金

全体研究会②

（５）研究の実際
①

一人一研究の取り組み
今年次の研究件数は７４件、そのうち共同研究は１１件であり、３年間の研究を通してみても

この傾向はほぼ同じであるが、研究に係る従事者数をみると単独研究に取り組んだ人数は３年間
で最も多い割合となっており、教職員一人ひとりが課題意識をもって積極的に研究に取り組んだ
結果が表れている（図１）。またその研究手法の多くは事例研究が大半を占めていた。研究分野別
では、これまでコミュニケーション分野の研究が最も多く取り組まれていたが、今年次は運動分
野や教科領域等に関する取組、更には認知・理解に関する取組が増えコミュニケーション分野を
初めて超える件数となった（図２）。このように研究分野も３年間を通して分散してきたことが分
かる。３年次研究当初からの目的の一つは「肢体不自由教育の実践例をより多く蓄積し専門性を
高める」というものであったが、このような幅広い研究実績はまさにその目的にかなうものとな
った。一人一研究の内容は、教職員個々の得意分野や専門性を生かした内容（例：感覚障害の経
験を活かした取組やスイッチ作成など自分の得意分野を生かした取組等）の取り組みが多く目立
っていた。また教職員個々のテーマは、各々が担当している授業と直結しているため、研究の取
り組みがすぐに授業に還元できるものとなっていた。

研究件数

H27

従事者数

単独研究/共同研究の件数と従事者数

H27

59

H28

11

60

H29

14

63

11

59

H28

27

60

H29

35
74

0%

17

25%

50%
単独研究

75%

100%

共同研究

【図１】単独研究/共同研究の件数と従事者
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ＩＣＴ分野
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6 3 2
摂食分野
H27

18

教科領域等
H28

H29

【図２】分野別研究件数集計
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15 14
5 4
認知・理解

排泄分野

3 3
その他

②

グループ研究会の実施と運営について
研究を推進するにあたって、教職員が一人一研究で取り上げたい研究内容についてアンケート

を実施しそれを基に研究グループを編成した。グループ研究会には、研究推進係として研究部員
を１名配置するようにしているため、研究グループ数は必然的に９つに分けられる。今年次の研
究で重視したことの一つに「グループ研究会での協議」を挙げている。教職員個々の研究課題に
対して、より多くの意見や取組に対するアイデアをもらいそれを授業実践に還元するというもの
である。そのため協議を深めるためにできるだけ同じような研究課題を掲げている集団を研究グ
ループとして構成できるように配慮をしたが、テーマが個々に設定されているため７４件の研究
数を均等に同じような課題をもったグループの集団にすることは難しく、編成の在り方について
は課題を残した。
今年次の研究で作成する資料は、研究部が用意した「校内研テンプレート」
（図３）を活用して
研究グループ毎に作成する。校内研テンプレートには、グループ研究会前にあらかじめ各自で研
究課題やそれに基づくサポートをして欲しい内容を入力しておく。事前に入力した内容は共有フ
ォルダに保存されているため、グループ研究会前にいつでもグループのメンバーが閲覧できるよ
うになっている。そのため事前に各自が校内研テンプレートに目を通しておくことで、グループ
研究会では効率的な運営が図られ各々の研究課題に対する数多くのアイデアを出し合える環境を
整えることができた。グループ研究会は３回実施され、いずれの場合においても同様に取り組ん
だ。グループ研究会の１回目は、前述したように各自の研究課題に対するいくつかのアイデアを
もらうことになるが、そのうち実際に活用できる、あるいは検討してみたいアイデアのみを校内
研テンプレートに入力し実践する。その結果は、２回目のグループ研究会までに各々が進捗状況
として入力する。この進捗報告に対してグループ研究会で協議し、いくつかのアイデアをもらい
再度各自の実践として取り組むことになる。３回目のグループ研究会までに各自がこれまで実践
してきた取組についてその結果とまとめ（成果と課題）を校内研テンプレートに入力する。
このようにグループ研究会を重ねるごとに各自の実践報告が校内研テンプレートに加筆されて
いき、最終的には１年間取り組んだ一人一研究の結果をまとめることになる。校内研テンプレー
トの活用は、昨年度までの課題として教職員の中に資料作成の負担感を感じるという意見が多か
ったものの、その点を解消することにつなげるものとなった。

氏名

例１

例２

テーマ
今やりたいこと

サポートして
欲しいこと

アイデア１

進捗報告

アイデア２

結果

まとめ（成果と課題）

対象生徒の見え方の 見え方の特性をしる手だてが
特性を知り、スムー 知りたい
ズな読みにつなげる
取組

視覚支援学校勤務経験者に聞 システムの活用により、対象生徒に 黒地に白文字にしてみたり、文 読み速度は、以前より速くなり
とって見えやすい位置や文字サイズ 字フォントを変えたりしてみて スムーズによめるようになって
いてみよう
有効視野評価システムを活用 がわかり、少しずつスムーズに読め はどうか。
きた。
るようになってきた
してみよう

対象生徒の見え方の 見え方の特性をしる手だてが
特性を知り、スムー 知りたい
ズな読みにつなげる
取組

視覚支援学校勤務経験者に聞 システムをうまく活用できず、 黒地に白文字にしてみたり、文 スムーズな読みにはつながら 成果
いてみよう
効果的な支援につながらない 字フォントを変えたりしてみて なかったが、ゴシック体で○ポ ○○○○○・・・
有効視野評価システムを活用
はどうか。
イント以上の文字なら読みやす 課題
してみよう
いようである。
○○○○○・・・

研究日①「今授業でやりたいこと」の提案と
それに対するアイディア交流（協議中心）

研究日②「その後の進捗報告」と
それに対するアイデア交流（協議）

【図３】校内研テンプレート（例）
7

成果
○○○○○・・・
課題
○○○○○・・・

研究日③「やってみた成果」
研究のまとめ（成果と課題）

③

一人一研究の成果発表
研究成果の報告については、第２回全体研究会の中で各グループの代表研究９件について発表

する機会を設け全教職員に紹介することができた（図４）。９件以外の研究については、校内のネ
ットワークにグループ毎に資料を保存し閲覧可能な状態とした。それぞれの発表については、簡
潔にまとめた資料や写真、動画などを用いて工夫しながら発表をすることができた。一方で成果
発表の時間を十分に確保できなかったことは課題であり、次年度以降に向けてできるだけ多くの
教職員の成果を発表できるよう報告会のもち方を検討していかなければならない。

【図４】成果発表の様子

２ 研究評価アンケート
（１）アンケートの概要
３年次（今年次）研究での取り組み全般についての評価を調査するアンケートを、研究に参加
した教職員を対象に実施した。設問は全部で８問、回答尺度は質問文に対する「そう思う」から
「そう思わない」までの 4 件法とした（リッカート尺度）。アンケート回収率は１００％であっ
た。

（２）全体評価
アンケート結果について、質問項目ごとの回答に評価点（最高点４～最低点１）を与え、算術
平均した。平均を概観すると【図５】のようになった。質問項目６までは３年間の年次比較で、
質問項目７は昨年度と今年度のみ、そして質問項目８だけは今年度のみの質問である。今年次は
8

移転に伴う作業と並行して取り組んできたため、研究期間が短く全体的にまとめるのが難しい状
況ではあったが、全項目の平均値は３．２３となりどちらかというと良好な評価を得ることがで
きた。

4.00
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3.41 3.47
3.20

3.00

3.39
3.19
3.10

3.10
3.04 3.01

3.47 3.44
3.29

3.34
3.22
3.13

3.45
3.30
3.23

3.03
2.86

2.99

2.50
2.00
1.50
1.00

Ｈ２７

Ｈ２８

H２９

【図５】研究の全体評価

（３）各質問項目への回答集計結果
①

質問１：全体研究会での説明はわかりやすかったか
全体研究会は校内研究全体の主題をはじめ目的、内容と方法、推進計画などの構想を説明し共

通理解を図る場である。今年次は、校内研テンプレートを作成し、それを基にグループ研究会を
進めていくこととした。この質問に対する平均値は３．４７と全ての質問項目の中で最も高い値
となった。これは実際に研究部員のテーマを例に具体的に説明したことにより、多くの教職員に
とって分かりやすく、また全体の推進計画に対しても見通しをもつことができたためではないか
と思われる（【図６】）。

Ｑ１ 全体研究会での説明は分かりやすい
H27

36

H28

35

23

H29

50

44
0%
そう思う

5

7

44

25%
50%
どちらかというとそう思う

75%
どちらかというとそう思わない

2
100%

【図６】質問１に対する各選択肢の回答者数（横棒内の数字は回答した人数）
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②

質問２：児童生徒の生きる力をはぐくむための研究ができたか
生きる力をはぐくむために教職員一人ひとりが各自のテーマに沿って研究に取り組んでおり、

３年間で４点評価は増えているものの、
「どちらかといえばそう思う」を合わせた肯定的な人数で
比べると１年次とほぼ同じくらいであるが、昨年度よりもその数値は低下した（図７）。

Ｑ２ 生きる力をはぐくむための研究ができた
H27

20

H28

39

23

H29

そう思う

17

42

29
0%

数字は人数

11

42

25%
どちらかというとそう思う

0

1

18

50%
75%
どちらかというとそう思わない

1

100%
そう思わない

【図７】質問２に対する各選択肢の回答者数（横棒内の数字は回答した人数）

③

研究グループの編成は妥当か
研究推進係として全てのグループに研究部員が所属するように編成しているため研究グループ

数は９つとした。研究グループ内の人数が多すぎて協議が深まりにくい状況は可能な限り考慮し
てグループを編成したが、一人一研究であるため必ずしも同じようなテーマだけのグループには
ならず、グループによっては協議が深まりにくい場合もあった（図８）。

Ｑ３ 研究グループの編成は妥当
H27

38

H28

30

26

H29

14
44

25%
そう思う

8

38

33
0%

どちらかというとそう思う

数字は人数

50%

0
2

11
75%

どちらかというとそう思わない

1
100%

そう思わない

【図８】質問３に対する各選択肢の回答者数（横棒内の数字は回答した人数）

④

グループ研究会は適切に推進・運営されたか
研究グループ数に限りがあるため、１グループあたりの人数が８～９件のテーマになってしま

う。グループ研究会の１回あたりの協議時間を考えると、１件の協議時間は十分とはいえないが、
教職員によるアンケート結果では、平均値が３．４４と良好な結果となった。グループ研究会前
に校内テンプレートに入力し、その資料に事前に目を通すことが可能だったことも影響している
10

ものと思われる（図９）。

Ｑ４ グループ研究会は適切に推進・運営された
数字は人数

H27

40

H28

32

32

H29

40

41
0%

4

48

25%
そう思う

7

50%

どちらかというとそう思う

1

75%

100%

どちらかというとそう思わない

【図９】質問４に対する各選択肢の回答者数（横棒内の数字は回答した人数）

⑤

研究部によるサポートは有用だったか
研究部としてグループ研究会の運営やグループリーダーの配置、校内研テンプレートの提示、

資料作成にかかわる作成ガイドの提示、グループ研究会後の通信の発行等に取り組んできた。ま
たいくつかのグループには、専門性のあるアドバイザー的な役割を果たしてくれた職員を配置す
ることができ、協議を深めることができた。その結果概ね良好な評価を得た（図１０）。

Ｑ５ 研究部によるサポートは有用だった
H27

32

H28

31

27

H29

37
40

0%

25%
そう思う

どちらかというとそう思う

42
50%

数字は人数

11

2

15

1
7

75%

どちらかというとそう思わない

1
100%

そう思わない

【図１０】質問５に対する各選択肢の回答者数（横棒内の数字は回答した人数）

⑥

グループ内での研究発表や研究協議は有意義だったか
今年次は、移転に伴い研究に従事するための期間が短かったりグループ研究会の回数が少なか

ったりしたものの、全体的には概ね良好な結果を得ている。ただし、前述のグループ編成の項目
でも取り上げられている通り、一グループあたりの人数が多く十分な協議時間が確保されにくい
という問題との関連が強いと思われるが、否定的な意見もみられるので、今後の推進運営を検討
する際には工夫が必要である（図１１）。
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Ｑ６ 研究発表や協議は有意義だった
H27
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【図１１】質問６に対する各選択肢の回答者数（横棒内の数字は回答した人数）

⑦

一人一研究に全体的に満足であるか
研究グループの編成や協議時間や回数の不足等課題は残るものの、８割の教職員は、どちらか

と言えば満足であると回答している。しかしながら「もう少しじっくりと取り組みたい」や「研
究主題に迫ることは難しかった」等の意見が表している通り、この質問に対する回答の平均値は
３．０３と低いものとなり、取り組み方の工夫が求められる（図１２）。

Ｑ７ 研究に満足している
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【図１２】質問７に対する各選択肢の回答者数（横棒内の数字は回答した人数）

⑧

３年間で研究主題にせまれたか
３年次研究のまとめとして今年度のみ実施したアンケートの結果が【図１３】である。質問に

対する４または３の肯定的な評価の割合は８割を超えるものの、全体の平均は２．９９とアンケ
ート項目の中で唯一３を下回る結果となった。
研究主題である「生きる力」がどの程度はぐくまれたのか、それを教職員一人ひとりの校内研
テンプレートの中には成果として記されている。しかしながら一人一研究のテーマは教職員個々
の課題に基づいているため、その成果がどの程度生きる力に結びついているのかを評価する基準
が全体で明確に確認されなかったために、教職員一人ひとりが検証しにくい状況になってしまっ
たこともアンケート結果に反映されているのかもしれない。いずれにしても全体の研究主題への
意識が弱まり、研究主題にせまれているのかどうかの実感がもちにくい状況となった。全体説明
12

の際や実践推進期間の中で研究主題をより意識できるような取り組み方を工夫していくことが求
められる結果となった。

Ｑ８ ３年次研究でテーマに迫ることができた 数字は人数
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【図１３】質問８に対する各選択肢の回答者数（横棒内の数字は回答した人数）

⑨

その他（自由記述等）
一人一研究の取り組み方については、様々な意見があるものの自分のペースで推進し、尚且つ

その取り組みが直接児童生徒の授業に還元できるというメリットがある。以下の本研究に対する
自由記述は教職員の意見を抜粋したものであるが、その多くは一人一研究の取り組みやすさを評
価している。
また今年度は、研究推進期間が短かったものの、共有フォルダ内にある校内研テンプレートを
使用することで、グループ研究会前にグループメンバーの資料に目を通すことができ、限られた
協議の時間を効率的に活用することができた。自由記述には、研究に取り組む時間の不足を指摘
する意見もあるが、反面校内研テンプレートを活用することで資料負担が少なく無理なく研究に
取り組むことができたとの意見もある。
【研究に対する自由記述（抜粋）】
・グループ研究会では様々な視点で意見をもらうことができ有意義な取り組みとなった。
（同３）
・グループ分けしたことで話しやすく協議が深まった。また自分以外の実践について知る
ことができ勉強になったし、他のクラスの児童生徒の理解につながった。（同１）
・一人一研究は、テーマこそ細分化されるものの自分のペースでじっくりと取り組めてや
りやすい方法であった。（同４）
・校内研テンプレートが有効であったし、全体の流れがわかりやすかった。協議する内容
がシートにより共有できてよかった。
・資料作成の負担が少なく、移転の時期に無理なく取り組めてよかった。（同 5）
・資料作成の負担は減らしてもらったが、深まらない感じがした。（同２）
・個々のテーマではなくみんなが同じテーマの方がよいのではないか。
・時間が足りなかった。（同 3）
・授業を見合う時間も欲しかった。例：自活の授業を小中高の担当者と一緒に見合うなど
・多忙化により研究に割く時間がとりにくい。業務の整理をしないとテーマに迫ることも
難しい。
・同じ内容・生徒で３年間取り組めたらより深まるだろうと感じた
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など

３

研究の成果と課題

（１）今年次研究のまとめ
①成果
・３年次の研究分野は、１、２年次と傾向が異なりより広く分散された傾向にある（図２
参照）。これまではコミュニケーションに関する内容が多く取り上げられてきたが、３年
次は運動分野が２１件、教科領域に関する分野が１８件、認知理解に関する分野が１４
件など多くの分野の研究実践が報告された。肢体不自由教育の研究に関してより多くの
実践例を学校全体として示す結果となり大きな成果となった。
・評価アンケートの結果、第１回全体研究会での研究の目的や方向性、更には推進計画な
ど今年次研究に関する説明が分かりやすく共通理解のもと研究にのぞむことができたと
いう評価を得ることができた。説明においては、研究部による実践例を基にして具体的
に進め方を提示したことが高い評価につながったのではないかと思われる。学校として
の研究を推進する上で、教職員が共通の認識をもち同じ方向性をもって取り組めたこと
で一年間の研究をスムーズに推進することができた。
・研究会の運営や研究を推進する上でのサポート体制については、表２のサポート一覧に
ある通り研究会の前日までに研究会のポイントを示したり、資料作成にかかわるガイド
資料の提示、グループリーダーの配置、また一部の研究グループにおいては専門性のあ
るアドバイザー的役割を果たしてくれる教職員の配置等、研究を進めていく上で必要と
思われるサポートに努めたことにより、多くの教職員にとって見通しをもったり進捗状
況や提出資料の確認を行ったりしながら研究に取り組むことができた。また研究推進期
間が短いながらも、それぞれの取り組み方に差が生じないように共通の校内研究テンプ
レートを活用して取り組んだ。校内研究テンプレートへの入力は、ポイントを絞って簡
潔に書き込むことになるが、限られた時間の中でグループ毎に協議をする上ではとても
有効な手段であった。更にグループ研究会を重ねるごとに校内研テンプレートが上書き
され最終的には実践内容を記した資料が作成され、１、２年次の研究で指摘された資料
作成に伴う負担感を解消することにつなげることができた。
②課題
・一人一研究の取り組みは、研究テーマが教職員個々により異なっているため、最終的に
はどの実践も児童生徒の生きる力の育成につながるものの、全体的に同じ方向性に向か
って主題にせまれたという実感がもちにくいという結果が、教職員による評価アンケー
トで示された。校内研究を推進していく上で、例えば中間まとめの際に研究主題にせま
るためにどのような取組や工夫が必要になってくるのか等のアンケートをとったり協議
する時間を確保したりすれば、全体で同じ方向性に向かって取り組んでいるという意識
がもてたのではないかと考える。また全体報告会の際にそれぞれの取組と研究主題との
関連性を明確にした成果発表となるような工夫も必要であった。
・研究手法も実践研究や事例研究など様々であり、取り組み方も日々の記録のデータを整
理・収集し分析しながらまとめる等そのやり方は教職員個々の研究内容によって千差万
別である。経験年数の少ない職員にとっては、各自の研究内容に対してどのような研究
手法や取り組み方が効果的な実践に結びつくのかが分かりにくい。グループ研究会では、
一人当たりの協議時間が限られているため研究手法や方法まで検討する十分な時間は取
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りにくい。そのため、研究を推進するにあたっては効果的な取組となるような研究体制
の検討も必要になってくる。
（２）３年次（H27 年度～H29 年度）研究のまとめ
①成果
・教職員それぞれが現在かかえている課題をテーマに「一人一研究」に取り組み、資料の
作成やその成果をまとめて発表することができた。３年次は、グループ代表以外は校内
研テンプレートによる簡略化した形式であったが、１・２年次は、一研究毎にポスター
形式にまとめ成果を蓄積することができた。（主に研究の目的１、研究の目的２に関連
※以下：目的番号のみ記載）
・１・２年次は資料作成とポスターセッションを、３年次は資料作成を簡略化し協議をそ
れぞれ重視して取り組むことができた。特にポスターセッションの形式は、全職員が積
極的に参加しやすく、また堅苦しさも解消されリラックスした雰囲気で質問をしたり意
見交換をしたりすることができ有意義な取り組みとなった。全てのセッションをまわる
ことは時間的に難しいが、自分が抱えている課題と似たような取り組みや関心のある取
り組みを自由にまわることができ、多くの教職員が「聞いてよかった」と感じる結果と
なった。（目的２）
・テーマが教職員個々により様々であるため、より多くの種類の実践発表を聞くことがで
きた。（目的２）
・３年間で取り組んだ研究の一つひとつは、肢体不自由教育が抱える課題をふまえた実践
例として蓄積することができたことは大きな成果であるし、学校全体としての専門性を
高めることにつながった。（目的１、目的２）
・
「一人一研究」で優れた実践をした教職員に対して、外部研究団体の研究会に発表者とし
て派遣することができた。（目的３）
・３年間の研究に関するアンケート調査（３年間で共通している６項目）の数値を平均し
た結果の上位は「研究会の運営３.４」
「全体研での共通理解３.３６」
「有意義な研究３.
３２」であった。３年間を通して、１グループあたりの人数は多いと感じているようで
はあるが、概ね研究会の運営には良好な評価が得られていた。また年度当初に行った全
体研究会では、研究の方向性や全体の構想を説明しているが、多くの教職員の共通理解
のもとに研究を進められたことは良かった。更に取り組んだ研究課題に対して、多くの
意見をもらうことができたり、他の教職員の実践を学ぶ機会となったりしたことが有意
義な研究につながったのではないかと思われる。（目的２）
・共同研究としての取り組みもみられたが、多くの教職員は一人ひとりが課題を明確にし
主体的に研究に取り組み成果を資料にまとめることができた。（目的１、目的２）
②課題
・研究に対する評価アンケートでは、
「児童生徒の生きる力をはぐくむための研究ができた
か」という項目の３年間の平均値は３．０５と低い。加えて「３年間で研究主題にせま
れたか」という質問を今年度アンケート調査したところ２．９９と低い値となった。児
童生徒にとってどのようにすれば生きる力が身につくのか、また生きる力はどの程度身
につけることができたのかなどについて全体として尺度を設けることが難しく、検証し
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にくかったことも平均値が低い要因の一つであろうと思われる。また、生きる力をはぐ
くむために現在かかえている課題をそれぞれがテーマとして設定しているが、各自が研
究を推進していく中で、研究主題である生きる力よりも個々の課題に対する取り組みへ
の意識が強まり、結果として主題への意識が弱まってしまったのではないかと推測する
こともできる。このことから全体研究会やグループ研究会においては、研究主題を意識
した運営や推進の工夫が必要であった。
・２年次と３年次だけではあるが、研究に対する評価アンケートの中で「研究に対する満
足度」は２．９５と最も低い値となった。一方で「有意義な研究」であると回答した値
は３．３２と高くなっている。これは、個々の課題に対する研究については、様々なア
イデアやアドバイスを受けることができたためにとても有意義であったと感じている教
職員が多かったからであると推測できる。一方で、３年目こそ簡略化した資料の作成で
はあったが、１，２年目の資料作成は他の業務と並行して取り組むには負担の大きいも
のだったという回答が目立つ。加えてまとめの年次ではあったが移転との関連で、負担
なく取り組めたと回答している割合も高いが、時間が足りずテーマにせまることができ
なかったとの回答も多く、全体的に満足度が低い結果となったのではないかと考えられ
る。いずれにしても「質の高い研究」と「負担感や不公平感の少ない取り組みやすい研
究」とのバランスを調整しながら有効な手立てを講じる必要はあった。
・研究グループの編成については、３年間の平均で３．２２とそれほど低さは感じないも
のの、アンケートの自由記述の中ではグループの人数が多く協議が深まりにくかったと
か、グループ研究会の後半に発表してしまうと時間が十分にとれず駆け足になってしま
ったという反省が毎年だされており編成する上で工夫の必要性を感じる結果となった。
また一人一研究であるため、同類のテーマだけでグループを編成するには限界があり、
その点も十分に協議を深めることができなかった要因となってしまった。
③まとめ
・３年次研究において、毎年７０本以上の研究に取り組まれていることから教職員一人ひ
とりが課題意識をもち主体的に研究に取り組めた。また研究の成果はネットワークを通
じて蓄積され、今後の研究や似たようなケースで課題をかかえる教職員の困り感を解消
してくれる貴重な参考資料とすることができた。そのことは大きな成果であり、学校と
しての専門性を高めたことにつながったと思われる。
・研究分野も３年間で多岐にわたり（３年間でコミュニケーション分野：６１本、運動分
野：４９本、教科領域に関する分野：３９本、認知・理解に関する分野２９本、他多数）、
児童生徒の生きる力をはぐくむことにつながったのではないかと思われる。
・一人一研究の成果は、全体の成果として研究集録にまとめると共に校内ネットワークで
共有することができた。また優れた実践は外部団体の研究会で発表する機会を得た。
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４

資料

（１）平成 29 年度岩手県立盛岡となん支援学校「一人一研究」インデックス
１グループ
鷲盛

美恵

児童の負担を軽減しながら書字できるノートの工夫

石坂

幸恵

上肢の緊張が強い児童の書字指導の取り組み

長谷川 紫織

自分でできる動きを生かしスムーズな書きにつなげる取り組み

佐藤

筆記が難しい生徒の支援

純一

金久 あゆみ

事例 国語の取り組み

高橋

ひらがなの学習について 読みのみ、発音なしの児童の学習方法

惠子

菊 地

忍

川村 麻理衣

国語・算数（領域・教科）の学習内容や支援方法について
自力でできる宿題の作成～生徒の特性に合った情報機器の活用～

２グループ
稗 貫

有

①視線入力装置を用いた教材の開発と活用
②☆本を活用した自立活動の授業

和井内 順一

自活グループの感覚教材の作成

佐藤

和美

自分でできる動きをいかした補助教材の作成～朝の会、出席確認～

野寺

泰子

側わん、拘縮の防止を目指した日々の体操の支援

柏山

典子

生徒の余暇活動を広げるための支援

松岡 亜沙美

主体的に取り組む態度を育てる総合的な学習の時間
～達成感を得られる畑学習を目指して～

太

田

陵

ひらがなの学習におけるプリント作り

清川

耕平

一定のものに強い興味関心を示す児童の興味関心の拡大を目指して

今井

真実

自己刺激が多い児童の外部刺激への興味

３グループ
青栁

チカ

本校の実態に応じた作業学習や校内実習での作業のあり方

高橋 美紀子

限られた興味とことばを生かし、また新しいことばを習得できるような手作り絵本の作成

南條

由紀

見通しをもち主体的に行動する力を育てる

種綿

鼓動

肢体不自由児における食事時のよりよい姿勢保持について

長 沼

咲

実態に差のある生徒それぞれがやりがいをもって取り組める生活単元学習についての取り組み

佐藤

謙成

一人で集中して取り組めることを増やすための取り組み

伊藤

篤司

自立活動における、継続的な作業活動～フレーバーボーイズの取り組み～

充

登校時の時間を充実させる取り組みについて～チャレンジタイムの充実～

福 田
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４グループ
伊藤 智佳子

手でホースを掴めるようになる、ものを持てるようになる方法

柴田

手先の巧緻性を高める取り組み～蝶結びができるようになるために～

里 舘
若林

英華
健
美帆

噛み癖の抑制についての取り組み
自己刺激行動が強い児童の刺激軽減へのアプローチ方法

中村 嘉代子

下校を渋る生徒へのスムーズな下校を促す支援方法

佐藤

触覚過敏が強い児童が触れたり、握ったりできる物を少しでも増やす方法

聡美

森岩優子・新妻伸也

生徒が興味をもって集中できることの模索

山口実野子・今野朋枝

情緒の安定を目指した取り組み～情緒変化への気づきとツールの獲得～

５グループ
髙橋

由紀

排泄を確立するための手立て～毎日の取り組みを通して～

近藤

衣里

重度重複障害の児童の排泄指導の効果を高めるための排泄記録の取り方と指導への活用の仕方

及 川 邦 彦

トイレで排泄をしたことのない児童への、排泄指導の導入について

佐藤 あゆみ

手指の動きをいかした活動を増やすには

髙 橋

右麻痺による左手優位の生徒の右手を使うための取り組み

牛渡

玄

麻里子

不随意有働により持続して物を掴むことが難しい児童への支援

原口美里・田中望 肢体不自由と知的障害をあわせもつ少額部３年女児の排泄の指導について
主濱早子・本間清香・本木美保子・吉田誠一

諸計画様式の検討

６グループ
細井 奈美江

体調を崩しやすい生徒の排痰を促す姿勢作り

上方

千尋

側湾の進行を防止する自活での取り組み

安藤

聖子

摂食の基礎知識と安全な介助について

森川

陽子

側湾と股関節脱臼がある生徒が楽に過ごせる姿勢

髙橋麻琴・安保淳

経管栄養による児童が摂食できるようになるための指導法について

鈴木弘樹・永山晋子

水分摂取と健康の関係について

大尻淑子・瀬川貴子・佐々木紀子

学級担任と連携した肥満指導
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７グループ
鈴木 久美子

足・腕・手の動きをたくさん取り入れた運動を行っていきたい

髙橋

育子

緊張が強い児童がリラックスできる姿勢・座り方の模索

佐藤

慎二

体力づくりの取り組み～将来的にスクラッチ歩行ができるようになるために～

鈴木 むつみ

自立活動を主とする教育課程に在籍する児童に効果的な「うんどう」の授業について

南 郷

体育での生徒の運動量をアップさせたい

南

柴田

宏子

自立活動の取り組みについて

阿部

眞実

緊張の強い児童の体をゆるめて座位がとれるようにするための取り組み

横田栄子・及川俊広・平賀真実・荒野浩志・藤澤より子

移転に向けた本校の教育課程はどうあればよいか

８グループ
本宮

孔子

ひらながの習得（書字は含まない）を目指し、５０音表で意思を伝えられることを目指した取り組み

平山

ユミ

食べ物と支援を受け入れて食事ができ、普通食に移行できることを目指した取り組み

菅原

牧子

不適切用語の消失を目指した取り組み

宮

栞 奈

意思表示の種類を増やし自分の言葉で言えるようになるための取り組み

吉 田 規 剛

聞き取りやすい発音で会話をするための取り組み

木津

悠子

さまざまな場面で声を出して返事やあいさつをするための取り組み

木村

芽衣

洋服を被る回数の軽減、自傷行為の軽減

久保雅利・及川秀視

発語を多くするための取り組み

９グループ
皀

章 宏

理科の「観点別学習状況」を適切に評価するため、よりよい評価方法や基準の改善

杉田 かおり

高校に準じた学力をつけるための取り組み

白 澤 文 敏

下学年と現在の学年の同系統の学習内容の精選（数学）

石 川

必要な情報を取り入れて、問題解決学習に取り組むための支援の在り方

茜

木村 るみ子

障がいを踏まえた文字（数字も含む）の上達のための取り組み

千葉

対象生徒が集団生活に落ち着いて参加できるようにするための取り組み

里奈

小水内光浩・阿部いつ子

社会人として生きていくための力を身につけさせるための取り組み

成瀬陽子・菊地幸恵・滝村真一

円滑な会計システムの構築
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・楽しんで漢字練習に取り組む
姿勢が見られた。思うように指
が当てられなので漢字の定着
は難しい。頑張りの記録が残ら
ないのが残念である。

･書けん台（読むためではなく
書くためのもの）の使用。
・穴あき定規（ひらがな）を使っ
てみる。

上肢の緊張が強い ・初めての書字指導はペン？ ・筆圧が弱くてもできるフェルト ・フェルトペンを使ってプリントで
児童の書字指導の 鉛筆？太さや持ちやすさの工 ペンを使用する。また、記録が 取り組む。対象児童もスムーズ
取り組み
夫。書きやすい教材教具。
残るようにプリントで取り組む。 に字が書けてうれしそうであ
る。意欲を持って取り組めてい
る。
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高橋惠子②

・教科書の音読をＩＣレコーダー
に入れ、自宅で繰り返し聞くよ
うにした。その部分の読みは上
手になった。

・本人が生活していく上で最低限必
要な内容は取り組み、その他本人
の課題に迫る内容も取り入れる。
（マッチング、発信する力等）

・教材に出てくる人物、物のイメージ
を写真、イラストで提示し、内容につ
なげる。（映像と音声のセットのもの
には取り組むことができなかった。）

かった。

の）、バインダーを使う。
・ｉＰａｄの利用。

・対象児童転校により、対象児 ・利き手ではない手での書字の方 ・利き手変換訓練中のため、ｉＰ ・ｉＰａｄ のアプリは有効だったが、アプリの選択は必要。反応を
法。
童の変更。
ａｄでの学習は有効だった。
待ってくれるもの、また、回答入力が容易なものが望ましいと感
→滑り止め（購入金額が安価なも
じた。

近は活用できていない。
・暗記カード代わりに活用を試してい
るところ。

・７月に分教室に転入生があり、その後時間割変更あり。対象児童との
国算の授業がなくなってしまったため、私自身の取り組みができなくなっ
てしまった。その為、アイデア２を受けての結果、全体を通しての成果や
課題が分からない。次の担当職員への引き継ぎが必要。

・ICレコーダーは有効だが、準備のための時間が必要であった。全部で
はなくても、計画的に活用を続けていきたい。また、写真、イラストの提示
は、ポイントを絞り、これだけは…という部分が中心となる。視覚的にとら
える教材を継続していく。教科書は指導するが、単元や学習内容の精選
も引き続き行っていく。

・ＩＣレコーダーの活用は、始めだけで長続きしなかった。
・暗記カード代わりに活用を試したが、大会前は効果がなかった。
学校だけの使用となり、継続して使 ・授業で行ったプリントで、答えが分かるものを宿題とすることが本人の力だけでできる
ものである。しかし、作業でしかなく、覚えることにはつながらないと感じる。
用できないため、効果が期待できな ・授業の中で、生徒一人ずつのｉＰａｄがあると、やれることの幅が広がると感じる。

・物語の心情の変化を顔のイラスト
で示したり、短歌のイメージを表す
写真を提示したりした。
・短歌の区切りを明確にし、音読の
練習をした。

・iPad及びパソコンの活用等を ・年度当初、中２の学習内容を精選し進める予定だったが、困
考えたが、本人の意欲に結び 難が生じ言語活動を中心とした内容に切り替えた。そのため、
つかなかった。
筆記をする場面が少なくなり、代替手段としての情報機器の活
用の必要性は当面は少なくなった。しかし、「書く」能力も身に
付けるため、今後も利用を検討していきたい。

・ＩＣレコーダーの活用（毎日の ・宿題の連絡から毎日取り組むよう ･「ボカロで覚える理科」をやっ ・「ボカロで覚える理科」は、スマート
にしたが、時間が無いときもあり、最 てみる。
フォンやｉＰａｄのアプリをするため、
連絡から）

・対象児童の実態を踏まえ、普段の生活
や将来の仕事等に役立つ内容を取り入れ
ていく。国語・・・自己紹介（自分を知り伝え
る）、手紙（礼状や年賀状）等 算数・・・計
算機での計算、時計、金銭、大小（大きさ・
重さ）、長さ等

・現在は一文字ずつ学習し、〇 ・好きなもののことばのカテゴ ・ホワイトボードに文字を書い
×で学習しているが、今後の リーを活用する。
て２つ書いたものの中から好き
学習方法について、アドバイス
な物を選択することができた。
がほしい。

・ＩＣレコーダーを使っての聞き ・ＩＣレコーダーの活用
取り方法

（領域）国語・算数 ・対象児童の実態を踏まえた ・中学部、高等部領域の国算
の学習内容や支援 上で、適切な学習内容は何な の授業を参考にする。
方法について
のかアドバイスがほしい。

ひらがなの学習に
ついて 読みのみ、
発音なしの児童の学
習方法

事例 国語の取り
組み

対象生徒の見え方 ・見え方の特性を知る手立て
の特性を知り、自力 が知りたい。
川村麻理衣 でできる宿題の作成 ・宿題の仕方を教える有効な
手立てが知りたい。

菊地忍

高橋惠子

金久あゆみ

佐藤純一

・インターネット等で情報収集
中。

・iPadを使うことで、学習意欲の向上に繋がった。教科書をiPadにいれて
いただいたことで、常に教師が横についてページをめくらなくてもよくなっ
た。書くということに対しても、上手にかけたという経験から積極的に取り
組むようになった。今後、授業でより効果的にiPadを使う方法について検
討していきたい。

・動きをいかしてスムーズな書 ・ｉＰａｄの活用。取り組んでいる ・３時間目の導尿で全員が揃う ・引き続き、授業の合間や家でiPad ・iPadにも、筆記にも学習全体に意欲的に
取り組むようになった。また、iPadを使う時
きの動きにつながるような教材 作業療法の情報収集。
までの時間、国語や算数のア をつかうことに慣れる。iPadの見れる のルールをしかっり確認することで自分で
範囲をロックをかけるなどして指定
教具
プリを活用。作業療法で取り組
使い方を意識できるようになった。国語算
する。無料のアプリをインストールす 数の教科書をiPadにいれてもらったが、な
んでいる野球を学校でも積極
る。
かなか活用できていない。
的に取り組む。

筆記が難しい生徒 ・パソコン入力ツール等の情報 ・キーガードの試作
の支援
・iPadの活用の模索

・フェルトペンで穴あき定規は有効であった。字の大きさははじ
めはA4サイズで取り組んだが、字の形を把握するためには10
㎝角くらいのサイズが良いとアドバイスをいただき作成した。本
人も字が書ける喜びを感じているようであった。「や」について
は今後も取り組んでいきたい。

・紙媒体で漢字の学習の記録を残したい場合の手段としては児童の負担
も少なく成果があったようだ。・本人の希望もあり漢字ドリルを使わないでｉ
Ｐａｄにして漢字練習している。記録が残らないところは練習した字を写真
に残すことにした。・児童が大きな負担を感じることなく書字させることは
成果の一つだが、実際に字を覚えて定着できたかというと困難であること
が多い。

まとめ（成果と課題）

・自作した穴あき定規(ひらが
な)を使って、名前を書いてみ
た。「こ」「う」は書けたが、「や」
は難しかった。

児童の負担を軽減 ・上肢の硬直が強く書字が困
しながら書字できる 難でも漢字を書けるようにでき
ノートの工夫
るアイテムや、指導法(条件は
紙媒体であること）

・個別対応で学習。担任の意向と本
人の希望によりｉＰａｄに切り替えた。
漢字のアプリを使用し、運筆練習し
ている。負担が少なく指で書く動作
が簡単である。

進捗報告

・マグネットシートを台紙にして ・ホワイトボードに5㎝四方のま
紙を挟み、その上にマグネのま すを三カ所穴抜きしたマグネッ
すを作って書く。漢字には作り トシートを被せて表記しやすい
とへんを簡単に色分けしておき 位置において書いた。おおむ
なぞらせる。
ね本人が満足いくようにでき
た。

アイデア１

結果

サポートして
欲しいこと
アイデア２

テーマ
今やりたいこと

自分でできる動き
を生かしスムーズな
長谷川紫織 書きにつなげる取り
組み

石坂幸恵

鷲盛美恵

氏名

１グループ

（２）校内研テンプレートによるグループ毎のまとめ
（２）校内研テンプレートによるグループ毎のまとめ
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①視線入力装置を見ていただ
き、活用法や使えそうな生徒に
ついて意見がほしい
②☆本の活用事例や使った経
験をお持ちであれば

①視線入力装置を用
いた教材の開発と活
用
②☆本を活用した自
立活動の授業

進捗報告
①中学部桐明くんと高等部板倉さん
で実施済み。ベストポジションを見つ
けるのが大変で、準備段階で積極
的に協力できる生徒でないと難しい
かもしれない。音声入力も試した
い。

アイデア１

①頭をある程度動かさずにいること
ができ、少しの指示理解ができる児
童で装置を試してみたい→椎菜さ
ん、優晋くんなどはどうか。２択の選
択に活用できる。

アイデア２

生徒の余暇活動を広 ・ひもスイッチの作成
げるための支援
・アプリ
・車椅子ダンスのやり方

柏山典子

今井真実

清川耕平

太田綾

松岡亜沙美

収獲の時期に向け、車椅子に
乗ったままできるニンジンとジャ
ガイモ収獲のやり方を模索す
る。
対象児童６月より怪我のため
ベットサイド学習中

教師があらかじめ土を柔らかくほぐした
状態で、自作のペットボトル製の熊手
を使用すると、ある程度自力で雑草を
掻き取ることができた。自分でアイデア
を出し、制作した道具を使ったことで児
童も満足したようだった。

くもんの４B三角鉛筆を使用して数
回練習してみた。また、シリコンゴ
ム製のデスクシートを使用して取り
組んでみた。

自己刺激が多い児童 有効な刺激の入り方や興味の ・振動する道具を使って刺激を
の外部刺激への興 拡がりの事例などを知りたい。 与えてみる。
味

母が作成したヘッドギアを着用中であ
る。また、クッションを使うことで「叩か
ない」ことが暗黙の了解のようで叩くこ
とが減った。しかし、クッションがないと
楽しくても笑いながら叩いている。振動
する道具は大好きであるが、興奮しす
ぎてしまう。

強い自己刺激の時には、刺
激を変えるために振動する道
具を使ってみる。

一定のものに強い興 遊びの学習や授業の中で工夫 「一つちょうだい」など動作を伴 動作や教師の反応(賞賛など) イラストと具体物をマッチングさ
味関心を示す児童の して取り組んでいることがあれ うようにする。興味のあることを を加えることで集中して取り組 せてみる。本人が普段なじみ
興味関心の拡大を目 ば教えてほしい。
優先に進めてみる。
めるようになってきた。学習の のある物(本や靴、扇風機)を見
指して
際、イラストがあるとより興味を せてみる。
もって取り組める。

くもんの４B三角鉛筆を使用し
て練習してみる。
線なぞりに戻って学習すること
に取り組んでみる。

自分でできる雑草の取り方や 車椅子に乗ったままできる雑
水のやり方についてアドバイス 草取りや水やりの用具を模索
いただきたい。（筋力が弱く、重 し、使用してみる。
いものを持ったり、引っこ抜い
たりすることが困難。）

ひらがなの学習にお 実態に応じたマスの大きさや
けるプリント作り
線なぞり練習の提示について、
手作りプリンの有効活用してい
る情報があれば教えて欲しい。

自分でできる野菜の
世話のやりかたにつ
いて～達成感を得ら
れる取り組みを目指
して～

情報部の先生に協力していた iPadのアプリを楽しむ時間が設 以前使用していたひもスイッチ
だき、ひもスイッチの作り方を 定できなかった。
は木のオルゴール箱・ゴムで
教わる。
作製されていた。本人に合った
材料を選択し、使いやすいひも
スイッチを作る。

昨年度、本人が使用していたひもスイッチと同様のものを作成する。クラスの友達と一
緒にiPadタッチャーとスイッチを使い、アプリの将棋を一人で操作して楽しんでいる様子の
動画をiPad内に保存し、卒業後の余暇支援の資料とする。iPadに入っている無料のアプリ
をいくつか試し、気に入ったアプリを見つけることはできた。

良い効果が見られている。

（例リマック体操の曲を抱っこスピーカーを通して聴かせる）を取り入れることでより

け（例「右手の指をさわるよ」「左手の手のひらにスライムをのせるよ」 など）や音楽

だ。（本人の表情の良さや手足の緊張度が高まらない様子から。）ま た、 適宜声掛

なっている。速度はゆっくりめで、少しずつ圧を加える方法が今のところ良いよう

当初に比べ、触れる体験を安定して受け入れている様子が多く見られるように

毎日の活動の中で手指を使う内容を取り入れ、 繰り返し取り 組んだ。 しっかりと力
を入れてつかむ・放す、対象物をよく 見て教師と一緒に引っ張る、提示した場所ま
で手を伸ばしてつかむなど、それぞれのグッ ズを提示すると表情や自分からの動
作で反応する場面が増え、徐々に定着してきている。 現在は教師からの促しで取
り組んでいるが、自分で楽しみながらできる状況作りも考えていきたい。

ミラーボックスやライト類など普段見られないものを用意したので、児童の興味関心を
引くことはできた。児童それぞれの興味関心の対象が異なるので反応は様々であった
が、対象を見つけての注視や、教材に自ら手を伸ばしてみようとしたりとする反応等、それ
ぞれ引き出すことができた。細かい操作は困難な児童らではあるが、触れる叩くで反応す
るステップバイステップなどの教材を使用することができるようになってきているので、今
後も様々な手立てを考えたい。

頭を強くたたく行動が現れた時には、頭に振
動を与えてみたところ、快の刺激として入り、た
たかなくなるが、そのあと興奮状態になってし
まうことが多い。

イラストと具体物を指でさしてマッチングし、称賛するこ
とで繰り返し反応を示すようになった。教師の反応を見
たり、自分の動作を組み込むことで興味を示すように
なった。

母が作成したヘッドギアを着けることで頭を叩く行動はかなり少なくなった。叩いても痛くないよう
に着けていたが、着けることで叩いてはいけないという暗黙の約束を理解しているように感じてい
る。しかし、睡眠不足など身体状態が良くないときは、ヘッドギアを着けていても、自分で取り叩くこ
ともあった。その時は振動を与えることで頭を叩く行動は抑えられることもあった。叩く行動は頭蓋
骨への振動を楽しんでいるようである。今後は、興味関心の拡大を図り、頭蓋骨への振動以外に
も楽しめる物を探していくことが必要だと思われる。

イラストが載っている本やそれに伴った動作を加えることによって少し興味を示すように
なった。教科指導の時間には文字、イラスト、具体物をみて理解しやすくして興味関心の
拡大を図った。本人の関心は普段見慣れているアニメのキャラクターなどに偏りがちでは
あるが、テレビでみたアニメや日常生活で本人が感心を示した物や道具を教師の方から
働きかけて,本や物を提示して、進めていくことが興味の幅が広がるのではないかと思う。

９月上旬からベット上での長座姿勢ができるようになり、中旬から小さ
な食事用の小さなテーブルが用意されるようになった。
最近書く学習が実施できるようになり、プリント(書きやすい字から)を始
めている。

て総合的な学習の時間の「問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協同的に
取り組む態度を育て」るという目標も達成できた。

ニンジンとジャガイモの根元にあらかじめすずらんテープ 取り組み開始当初、教材の準備は教師がやっていたが、教材づくりから授業で
を結び、土をややゆるめておくことで自力で土から引き抜く 取り組みし、本児の意図やアイデアを汲んだ教材や方法を使用するようになったこ
感触を感じることができたようであった。
とで、本児の主体的な活動と意欲を引き出すことができたと思われる。それによっ

も感じてる様子。形が変化する様子もよく見ていた。

ライムの方が反応の良さが見られた。また、温度（冷たさ）

を行った。質感は、やや柔らかめの方が、そして粘土よりス

野寺泰子
表情が和らぐ様子が見られてきてい
る。

手を中心に色々な素材（紙粘土・スライム）に触れる学習

・ホースに平ゴムをつけ、握る練
習グッｽﾞを作成。短い時間でも取
り組めるようにした。
・好きな物（紐や輪っか）を素材に
使い、朝の会グッズを作成。

側わん、拘縮の防止 ・効果的な体操の実践例
上半身及び手、腕は「リマック 以前に比べて足の体操時、心拍数 手（足）に色々な素材を触れさせる。
を目指した日々の体 ・足の拘縮を和らげる？効果的 たいそう」を。足は「ふあふあた 増加はほぼ見られず、安定してきて （素材例：小麦粉粘土、スライムな
操の支援
な実践例
いそう」で主に『さする・なでる』 いる。 また、ゆっく りと圧を加えてな ど）
でる活動を取り入れ始めたところ、
を行っている。

佐藤和美

・握る、つかむ、引っ張るなど手
指を使った活動で、使用してい
る素材などがあったら教えて欲
しい。

輪っか、紐、ホースなどの素材を提示すると、 自分から
の動作(手を伸ばす、引っ張るなど)が増えてきた。ま
た、称賛や声掛けなどの関わりを楽しんでいる様子も
見られる。

自分でできる動きを
いかした補助教材の
作成～朝の会 出席
確認～

輪っかを使ってカバンの開閉、 磁石
を更に強力にして確実に引っ張るな
ど、日常生活の中でできる動きをい
かした状況を作っていく。

和井内順一

ライトを複数用意したことで、児童個々に異なる興味（好
み）に合わせることができた。のぞき込みスリットにも興味
関心を示して、ライトが見える位置に頭を持っていこうとす
る動きが見られた。

まとめ（成果と課題）
【成果】
意図的な注視を検出して動作に反映するという装置のコンセプトは、コミュニケーションだ
けではなく様々な学習活動への応用できる可能性を感じさせる。一方で設置や設定の
ハードルが高く、現時点では設定に協力でき、かつ視線入力のルールが理解できる児童
生徒への適用が現実的である。意図的な注視ができると思われる自活の児童に適用した
場合、個人設定が難しいので視線の検知にとどまるが、画面上のどこを見ているのかは
明確になった。事前事後学習でプレゼンテーションや動画を見せる学習の時に、どこに興
味を持っているのかを客観的に確認する手段となり、自立活動の児童生徒の指導にも大
変有用であることがわかった。
【今後の課題と展望】
最適な個人設定をするためにはタブレットアーム等の周辺機器の整備も進める必要があ
る。また誤作動を防ぐために視線入力によるWindows操作のためのソフトウェアの改善も
必要出るので情報収集したい。音声入力との併用がまだ試せていないので今後の課題と
したい。

結果
【適用対象について】
画面の表示に興味を持ち、意図的に注視できる実態の児
童生徒に向いている。
【効果について】
適用に向いた実態の生徒の場合、視線入力だけでの
Windows操作や簡単なゲームが可能である。自活の児童
の場合、提示された画面を本当にみているのか、画面上の
変化を目で追っているのか、どの部分に興味を持ってみて
いるのかを確認できる。
【難点】
Windows操作やゲームをする場合、誤作動や視線検知の
誤差が多く、かえってストレスとなることが予想される。自活
の児童生徒の場合は嬉しくなって頭を振ったり、装置に手
を伸ばしてしまったりすることで視線認識が中断してしまう
ことがある。

朝の会に限らず、課題の時間等でも
手指を使った活動を個別に取り組ん
でいる。 朝の会 グッ ズ を提示 する
と、 自分から輪っかに手を伸ばす、
つかむなどの動作も見られるように
なってきた。

使えるようにするための設定に
時間がかかる。対象生徒を抽
出してじっくり設定したいので、
それに対応できる学級・生徒を
選びたい。

音の出るおもちゃ等を準備。ラ
イトも複雑な点滅ができる物を
用意した。のぞき込みの穴を幅
が調整できるスリット状に作成
した。

自活グループの感覚 ・見たい触れたい感じたいとい バイブレーションライトの利用
教材の作成
う、自発的行動を引き出すこと や、BD等のスイッチ類を、おも
のできた実践例。
ちゃや電気機器の操作に用い
る教材を作成する。

サポートして
欲しいこと

テーマ
今やりたいこと

ライトやおもちゃの提示ベースとして、
ミラーボックスを作成した。５面に反射
する型で、顔の前に置くと首を動かして
覗き込んだり、手を伸ばして触ろうとす
る。スイッチは個々の児童の手指の動
きに応じて、３種類を作成中。

稗貫有

氏名

２グループ
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福田充

伊藤篤司

佐藤謙成

長沼咲

種綿鼓動

南條由紀

高橋美紀子

青栁チカ

氏名

・食器台を安定感のあるものへ替える
ことで、安定するのでは。（木製等）
・時間を決めて、本人の無理のないよう
にしていくこと。

食器台を作製した。食器台を使うことで、左
手で食器を持ちながら食べることができて
いる。本人が不慣れなところもあるので、
時間を決めて行うようにしている。
PTからは、側わんの進行を防ぐ上で重要
なことの１つであるとアドバイスをいただい
た。

肢体不自由児におけ ・よりよい姿勢保持のために日 ・台を使い、食器の高さを高くす
る食事時のよりよい 常生活場面から取り組めること る。
姿勢保持について
へのアドバイス
・食べ物をすくいやすいように
・本児にあった食器の選び方 ふちのついた食器を使う。
やアイデア
・食器まくらを使う。

登校後の時間を充実
させる取り組みにつ
いて チャレンジタイ
ムの充実

児童が一人でできたり、協力し
て取り組めたりする活動のアイ
ディア
係活動・自立課題・余暇的な活
動

現在取り組んでいるものを児童
が好きな課題、頑張ってみた
い課題を選べるようにする。
活動に終わりに花丸がもらえ、
称賛を受け、その称賛を全員
で共感できるようにする。

スイッチなどの支援具を使って
の調理。
消耗品であると売れる。

他の学級が自立活動で取り組 ・スキルミニギャラリーに取り組
んでいる学習を知りたい。
む。
・アクセサリーを作る。
・お菓子の詰め合わせを作って
販売する。

一人で集中して取り
組めることを増やす
には

生徒の力を活かし広 ・様々な制限がある生徒の動
げる継続的な作業活 作を作業的活動につなげるア
動
イディア、支援具の情報。
・売れる製品のアイディア

・生活単元学習で他学級がど
のようなことに取り組んでいる
か知りたい。
・実態に応じた目標や支援方
法のアイディア

実態に差のある生徒
それぞれがやりがい
を持って取り組める
生活単元学習につい
て

・生活上の課題を考え、本物の体験
を計画する。
・一人一人が分担して、作り上げる
やり方（分業で進める）。
・調理活動など。

聞き取りを行う。

結果

まとめ（成果と課題）

順序を自分で選べるように促しているが、
今までと同じ順番で課題を進めたい様子
が見られ、主体性への有効な手立てに
なっていない。
花丸を受け取る振り返るが定着し、朝の会
のときに自分の花丸を大きな花丸表に貼り
付けることでみんなで称賛しあえる状況に
なってきている。
100個集めたら、ごほうびにしようか、称賛
で終わろうかを検討中。

トークンエコノミー法を用いるた
め、子どもにとってより分かる
花丸の個数にしてはどうか。
→ 3個の花丸表を使用し、
変容をみていくことにする。

・販売を病棟へ売りに行く
・注文票で受け付けた受注販
売を行ってはどうか。

･朝の活動を充実するためにマイス
ケジュール帳を作成し、見通しをもち
やすいように課題を提示した。また、
花丸表を作成し、それぞれの頑張り
を称賛し合うことで児童同士がそれ
ぞれの様子を注目する行動が見ら
れた。

4月からマイスケジュールを用いた朝の活動に繰り返し、取り組むことで児童
が次に何をすれば良いのかが分かり、自分から活動に取り組み出すことができ
た。また、教師からの声掛けがなくても活動を進めることができるようになってき
た。
７月から花丸表を用いて、みんなの前で称賛の場面を繰り返すことで友達の
活動や頑張りを注目する行動が見られるようになってきた。
スケジュール表や花丸表を日常生活の指導以外の自立活動や生活単元学
習でも活用して自分から学習を進める姿を目指していくことが課題として残され
た。

・それぞれが作業活動を分担して行うことで、身体の動きの特性を行かした作業を行う
ことができ、それぞれの課題への対応とやりがいにつながった。また繰り返し同じ活動
を行ったことで、見通しがもちやすくなり、期待感をもって登校する様子や、責任感を
もって仕事する様子が見られた。コミュニケーションの充実もねらいとしていたが、「お
客様」からお礼やねぎらい、期待の言葉をたくさんかけてもらうことができた。多くの人と
関わることで人間関係の拡大にもつながった。
・ビッグスイッチで動作するミキサーや電源管理ユニットの製作を通し、教師の教材・支
援具作成能力を向上させることができた。
・現状の課題として活動時間の確保のむずかしさ、また次年度への引き継ぎ（高等部
進学に伴う）があげられる。

・ハーブティーではなく、ハーブソルトやス
パイスソルトを検討中。
・生徒が「お客様」から「また作って」と声を
かけてもらったり、他の作業活動を行う生
徒とコラボしたりと、生徒へのかかわりが増
えた。今後さらに販路を拡大し、生徒のコ
ミュニケーションや人間関係の拡大を図り
たい。
（9/29、コラボによる本校デビュー予定）

フタを押すとスイッチが入るミルを使った
コーヒー豆の粉砕、同じく押さえるとスイッ
チが入るシーラーを用いたコーヒーの包装
に取り組み始めた。４人が共有できる唯一
の感覚が嗅覚であることから、今後コー
ヒー、紅茶、スパイスなど香りが立つものを
中心に作っていく予定。単元名および”社
名”は「フレーバーボーイズ」。

・紅茶のブレンド（ハーブ・ミン
ト・カモミールなどはどうか）
育てて→干して→紅茶へ

スキルギャラリーについては、２学期で取り組む予定である。本人が好きなビーズを
使った作業なので興味が湧くと思われるが、取り組み方の提示を慎重に検討しないと、
間違ったやり方で進めてしまい、訂正が困難になることが予想される。
学級外の大人と交流することは本人にとって大きな楽しみとなっており、時にそれを励
みにして苦手な活動も頑張ることができている。だが、言い回しが独特だったり、聞き取
りづらいことがあり、本人の話す言葉を周囲が理解できないことがあった。そこで、円滑
にコミュニケーションが進むよう、「 М さん辞書」を作成した。普段本人と接している病棟
の担当者でも辞書を通して初めて意味が分かったことがあるようで、本人の話し言葉を
理解する上で一定の効果があると思われる。外部の支援機関と接することが多くなる
高等部に進学した際に、本人理解のツールとして一助となることを願う。

・スキルミニギャラリーの通販購入を準備
本人が最も好きな「色んな人 ・本人なりの言葉をまとめていたところ、意
中。夏休み明けから自立活動の時間に実
外にも語彙が豊富であることに気が付い
と交流する」ことのために、本 た。
施予定。
・自立活動以外にも、係活動や作業学習を 人が話す言葉をまとめた「М さ ・普段生活している療育センターの病棟で
中心に一人でできるようになった活動が
も本人が何を言っているのか分からないこ
ん辞書」を作成。
あった。
※本人が話す言葉が聞き取りづらいこ とがあるとのことで、辞書を印刷し渡した。
・本人なりの言葉、好きなこと（トークンに とがあり、コミュニケーションが滞ること 「こういう意味だったのか」と気づくことも
なりそうなこと）等をまとめ始めた。
あったようだ。
があるため。

・今回の研究を通して、姿勢保持について考えさせられた。正しい姿勢を維持す
ることが本人の食事への不自然さにつながってしまうケースが多くあり、それら
の適切な落としどころには苦しんだ。それでも進行を防ぐ意味でも必ず必要な
ことになってくると考えられるので、本人の無理のない範囲で継続して実践して
いきたい。
・今後、身体の緊張が進行してくることも予想される。本人なりの頑張りも認め
つつ、支援具に関しても実態に応じて変化させていきたい。

・繰り返し取り組んでいくことで見通しをもって行動することができたが、主体的
に行動しているのかは難しい。今は写真カードを使用し教師が促しているが、自
分から場所の写真カードや気持ちの絵カード等を選択できれば、主体的な行動
につながると考える。視覚的支援以外の支援の方法を学んでいきたい。まず、
他の学級の取り組みの様子等を聞くことを実践していき、今後につなげていき
たい。

・本物の木の感触、揺れる木の実などを楽しみながら教師とやり取りする
ことができた。
・バックを黒にすることでより木に注目することができた。
・今回は、元となる絵本を少しアレンジして作製したが、さらには生徒の認
知レベルに合わせ、生徒の興味（発することば）を元にゼロから絵本を作
製できたら理想的だと思う。先日自閉症者に合わせた絵本を手作りしたと
いう記事を読み、目指していきたいと感じた。

・一人で作業する機会が増え自信をもって取り組むことができた。
・今後は準備・片付け日誌記入なども一人で行うことができるような環境
設定や補助具、教材の工夫。一日のスケジュールや作業量がわかるよう
な表示などで見通しをもって取り組むことができる環境を普段の作業学習
や学習活動全般で行っていく必要がある。技能認定会などを通して全体
で考えていくことも必要である。

・友達の誕生日のお祝いと夏休み明けもみんなで頑張ろうぜというところ
から始まったゼリー作りが、先生方へ感謝の気持ちを伝えるという人との
やりとりに発展した。生徒も先生方へメッセージカードとゼリーを渡し、満
足げな表情であった。
・今後は、生活上の困難を意識しながら生活単元学習を計画していきた
い。

・新たに木製の食器台を作製し、練習中。
本人曰く「使いやすい」とのことであった。
・食器もふちがないタイプに変えることでス
ムーズに食べられるようになった。
・日によって差はあるが、長い時間食器台
を使って食べられるようになってきた。（好
きなものは特に食べたい気持ちが強く長時
間できた。）

国語・算数で教室移動をする際、自分
が使用するキャスター付きボックスを
もって移動することを固定して行うよう
になってから、ボックスを促されたり、
写真カードを見て自分から移動する際
にボックスを持って行くようになった。

・木を叩く、なでる、葉を吹き飛ばす、木
の実が揺れるのを見る、寝るしぐさ＋
「グーグー」などの動きや「ハチ」などの
言葉などを発しながら絵本を楽しん
だ。
・本とは素材の違う物を使用したことに
より、新たな興味がでてしまった。（木
を抜こうとしたりなど）

・実習で他の学校から補助具をかりておこ
なった。通常は足で行うペットボトルをつぶ
す作業を手で行うことで本人に合った形で
行うことができた。作業内容を細かく分ける
ことで仕事として活動できる機会が増え
た。

・ゼリー作りに取り組み、フルーツ班とゼ
リー液班に分かれて活動した。
・自分たちで食べた後、お世話になってい
る先生方にゼリーとコースターにもなるメッ
セージカードを作成して渡した。

・お菓子作りの調理活動を分業
で取り組む。
・人とのやりとりが生まれるよう
な単元計画（受注販売・販売）

登校から朝の活動など、学級内での見
通しをもっての行動に限らず、国語・算
数などの教科を通して、学校生活全体
で見通しをもって主体的に行動できる
ように取り組んでいく。

・トイレへ促す際、トイレの写真カードを手
渡しすることで自分からトイレに向かうこと
ができるようになってきた。場所について
はできそうだが、予定についても写真カー
ドなどを手がかりに理解できるように取り
組んでいく。

見通しをもち主体的 ・児童一人ひとりに合った見通 ・いろいろな学級の予定表や工夫に
に行動する力を育て しのもてる予定表の工夫や視 ついて聞き取りを行う。
る
覚的支援の方法など他の学級 ・写真カードなどの視覚的支援の教
材教具についての実践と工夫なども
での取り組みなどを知りたい。

絵本の構成、素材、大きさ、構 ・バックを黒にする。（見やすい）
造、興味を引く工夫などアドバ ・木の実が揺れるようにする。
イスしてほしい。

・夏休み明けから、お菓子作りを計画して
いる。
・調理活動を「美味しかった、楽しかった」
で終わらせず、広げたいと考えているが、
どのように広げていくか皆さんのアイデア
をお聞きしたい。（実践した内容など）

・絵本の中に出てくる木の実が揺れ
るように裏側で開くピンを使う。
・葉っぱが息を吹きかけると飛ぶよう
にバラバラを袋に入れておく（散らか
るのが課題か）

・生徒が発することができる得意なことば
を調査・記録した。
・絵本を作ってみた。本物の木を使ったの
で、ページをめくってもそれが生きるように
することが難しかった。
・最初に黒バックに木を貼り付けたページ
だけを生徒に提示した。興味をもってぐっと
握った。

限られた興味とこと
ばを生かしまた新し
いことばを習得でき
るような手作り絵本
の作成

本校の実態に応じた ・他校の様子や、在宅ワークも ・他校の様子など聞き取りして
作業学習や校内実 含めた作業内容など、どのよう 調べてみる。
習での作業のあり方 なものが考えられるか知りた ・企業や福祉事業所等での実
い。
践例などを聞き取りして調べて
みる。

アイデア２
・作業内容を単純なものにし、わかりや
すくすることで見通しをもって活動でき
るようにする。
・作業内容を細かく分けることで作業の
種類を増やし、本人に合った作業を見
つける。

アイデア１

進捗報告

サポートして
欲しいこと
・他校の肢体不自由のある生徒や自立活
動中心の教育課程の生徒の作業学習の
様子などをきいたり福祉事業所での様子
などを実際にきいてみた。
・補助具などを使用したり作業の分業化な
どを行っている例があった。

テーマ
今やりたいこと
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テーマ
今やりたいこと
アイデア１

情緒が乱れやすい生徒に対す ・自傷行為を防ぐ、サポーター
る支援方法や環境づくりについ を検討する。
てと自傷行為を防ぐ方法につい
てアドバイスをいただきたい。

サポートして
欲しいこと

・結びの手順を決め、同じやり方で何度も繰り返すことで、定着
していく様子がみられ、色の同じ紐でも結ぶことができた。
・結びはじめに戸惑う様子があるので、回数を重ねながら、ス
ムーズにできるよう継続していきたい。

一つ結びができるようになり、蝶結 紐の色を同一色にして試してみ ・一回目は教師のサポートで結
び練習セットで教師のサポートを受 る。
んだが、二回目からは手順を
けながら結ぶ。手順を声がけると、
声ると、自力で結ぶことができ
教師のサポートなしで結ぶこともあ
た。
る。

佐藤聡美

森岩優子
新妻伸也

・毎日繰り返すことで、克服まではいかないが慣れていき触っ
たり握ったりができつつある。
・苦
手とする紙類は今後も手に巻き付けてみたり紙を手で覆って
みたりを試しながら少しでも改善できるようにする。

・カレンダーなどの紙には自分から手を伸
ばすことはないが、教師と一緒になら仕方
ないかなと諦めるのか以前のような抵抗
はみられない。 以前は親指と人差し指の
間に物があるのは苦手であったが、最近
は多少なら物があっても握っていられるよ
うになってきた。

触覚過敏が強い児童
が触れたり、握ったり
できる物を少しでも
増やす方法

触覚過敏が強く、触るのを苦手
とする感触の物を少しでも触る
ことができるようになるための
アプローチ方法などアドバイス
を頂きたい。

触るのが苦手な物のみをさわらせる
のではなく、苦手な物、好きな物と
交互に触らせたり、ぎゅっと握らせる
場面と軽く握らせる場面を設けるな
ど緩急をつけてみる。

・苦手な物を長時間握らせてい
ると泣くこともあり、逆効果であ
ることから、苦手な物を毎日短
時間色々な形で握ったり触れ
たりさせてみる。

・カードを口にもっていく行動は対象物を好むということとその場で離す行動は嫌いと
いうことの確証は得られないが、本児にとって対象物への弁別の手段である可能性
はあると考える。
・他の生徒がいる教室であえて行っているが、集中できない行動（教師や友達を見た
り、他の事を考えたりする。）はあるものの、教師との１対１の学習が成り立っている。
・今回のカード学習が、本人の集中力を高めることや興味を広げることには至ってい
ないと思われるが、今後、将来の生活を念頭に、大勢の中での個別学習を継続し本
人の学習に対する姿勢の向上をねらっていきたい。

・先生と友達に分けて行っている。その
日によっても異なるが、カードを口に
もっていく行動とカードをその場で離す
行動ははっきりしている。

生徒が興味を持って 何の時間でも学習に集中できず周 ・普段母親とスーパーへ買い物に ・野菜・果物カードでの「好き ・人への興味と大好きな給食を
集中できることを見 囲の物を手でつかんだり、机をたた 行っているようなので、野菜・果物 （カードを口にもっていく）・嫌い 手がかりに、先生・友達カード、
いたり大声をだしたりし注意をひこう カードでの「好き・嫌い」の弁別学習 （カードをその場で離す）」の弁 献立カードへ発展させる。
つけたい
とする生徒に対する支援方法のアイ をする。
別ができてきていると思われ
ディア
る。

音が鳴るようなものに対しては材質や
太さに関係なく握ったり触ったりするこ
とは嫌いではない。紙やテープは触っ
てもすぐ「ポイ」っとしたり、首に紙を置
くと固まってしまい取り除くこともしな
い。

・自分で靴を履き替えスムーズに下校するには至らなかった。
・下校に限らずさまざまな面において急に動きが止まったり、活動の停止が見られる
場面があるが下校時ほどの抵抗は見られない。サービス利用で下校の時、自分で舎
玄関で靴を取り替え、外靴を持って１階玄関までの移動はできる。ただし、靴を履かな
い状況での校内移動のため決して良い手段ではない。何に対する拒否行動なのか
今後も継続して観察する必要がある。

・曜日により下校方法、昇降口が異な
るため同じ環境での指導は難しかっ
た。
・活動に対する予定確認ができるので
見通しを持つこと自体が課題ではない
と感じた。

・下校までの見通しと下校方法の確
認。
・一日の終わりの確認と下校場面へ
の切り替え。
・楽しく下校。
・下校時の記録の整理。

・触覚と嗅覚からのアプローチを試みたが、自己刺激が明らかに減少する結果を得
るまでには至らなかった。今後も少しずつ取り組んで行きたい。現在、視覚（特に光）
からのアプローチを試みている。光に対して大きな興味を抱いているようにみえる。
手が口から離れると同時に精神的に安定する様子がみられた。研究を通して今後、
情緒の安定のについて検討していく必要があると感じた。

・小学部に比べ、登下校時や給食に対す
るこだわりなどが減ってきている。
・目標に向かって苦手なことも頑張るという
気持ちをもつよう言葉がけによる促しや昇
降口の場所を変えるなど本人の変化を観
察中である。

いく。

・物を持てた時間を表にして整理すること
が出来た。しかし、自己刺激が減少したか
に関しては、本人の体調等があるため、日
によって差が生じている。今後観察していく
必要がある。また、情緒の安定の面から考
えていく必要もあると感じた。

・表にして整理してみる。何をど
のくらいの時間持てた。どのくら
い自己刺激が減ったか等。

・他の物と比べるとビニール製のおも
ちゃ、ホース、四角の小さな積木を掴んで
いる時間が長い傾向にある。
・匂いを嗅ぐときは手が一瞬口と鼻から離
れる。食べられないと判断すると少し怒
る。

自己刺激行動が強い 刺激軽減へのアプローチの仕 ・好きな香りと感触からアプローチを
児童の刺激軽減へ 方、どの様な例があるか。アド する。様々なタオルやビニール製の
物などを試す。好きな感触を探して
のアプローチ方法
バイスを頂きたい。

・他の人が顔を近づけてもなる ・他の教員も顔を近づけている ・相手への噛みつき行為の抑制方法は、掴めてきたが、確実
のか試すのはどうか等
ときは、自分の手を口の中に入 と言ったほどの根拠と理由がないし、自分自身の服や手を噛
れることはあったが、噛みつい む行為は全く手がつけれなく終わってしまったので、これから
たりすることは見られなかっ
も様々な方法でアプローチしつつ、噛む回数を減少していきた
た。
い。

・噛む回数は減少してきた。噛むときは
怒っているときと喜んでいるときのどちらか
と言うことがわかった。基本的には自分の
手を噛むか噛みつこうとするかのどちらか
で、自分自身の感情表現の仕方だと言うこ
とに観察をしてわかった。

によるが、一度も放り投げずに持っ
ていられることも出てきた。

・ ドクターに相談する。
・どのような場面で噛んでいる
かを観察して、どのような感情
の時かを見極め整理する。

自分自身の手や服、他者の
ことを噛もうとする行為を減ら
す、無くす取り組みをした方が
いればアドバイスをいただきた
い。

噛み癖の抑制

一つ結びがスムーズにできる
ようになったら、左右で紐の色
が違う蝶結び練習セットで練習
する。

下校を渋る生徒への 下校を渋る原因追及と場面の ・前年度、小学部時代の生徒の実
スムーズな下校を促 切り替えが難しい生徒への支 態把握から指導のヒントを得る。
援方法についてアドバイスを頂 ・下校時の環境設定の工夫
中村嘉代子 す支援方法
・下校時の生徒の様子の記録
きたい。

若林美帆

里舘健

柴田英華

蝶結びをスムーズにできるやり
方や、結ぶときのポイント等あ
ればアドバイスをいただきた
い。

蝶結びができるよう
になる。

左腕が守られている安心感に 腕サポーターをつけた事によって、情緒の乱れも少なくなっ
よって、自傷行為を防ぐことが た。課題は装着する際、腕が固定されて脇の下が金属に当た
出来ている。
る部分があるので、どう防ぐか、また、車椅子を新しくする予定
なのでサポーターの改良が今後も必要である。

まとめ（成果と課題）

・掴み続けることで本人が快刺激を受けられると思い、やる気につながるようにしよう
と思ったが、快刺激を与えると喜ぶ様子はあった。パッと手を離しても再度掴ませて、
手を離すまで歌うことでそこまで本人にとっては残念な気持ちにはならなかったかも
しれない。刺激をせずに、黙って車いすを押した日でも一度も手を離さない時もあった
ので、本人の気持ち次第で出来る日と出来ない日があったということになると思う。本
人がやる気を出すような快刺激を探す必要がある。

トレーナーやＴシャツ素材

結果

平均３回のうち１回は一度も離
さずに掴み続けることが出来
た。好きな歌を歌うとテンション
が上がりニコニコしながら手を
離すこともあった。

アイデア２

進捗報告
・ガーゼ素材でアームサポーターを作製
し、装着済み。本人もサポーターによって
腕の位置が安定している方が安心する様
子。自分からサポーターを探る仕草も見ら
れている。保護者さんからも了承済み。自
傷行為も減少した。

手でホースを掴める おすすめのホースを教えてくだ ・まず、掴む練習をやる。自分 OT相談では機能的には問題ないと ホースを掴んでいる時は歌を歌
ようになる、ものを持 さい。掴んで、持つための方法 から掴めるようになったら、少し のこと。毎日、健康観察表（ホース いながら進む、ホースを離した
てるようになる。
のアドバイスをいただきたいで ずつ長い時間掴んでいられる の持ち手をつけた）を教室と保健室 ら歌うのをやめて再度掴ませ
間の移動で持つようにしている。日
伊藤千佳子
す。
ようにしていく。
る。

情緒の安定を目指し
た取り組み
山口実野子 ～情緒変化への気づ
今野朋枝 きとツールの獲得～

氏名

４グループ
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サポートして
欲しいこと
アイデア１

進捗報告

トイレで排泄をしたこ ・オムツを常用している児童へ
とがない児童への排 の効果的な排泄指導の導入を
泄指導の導入につい 考えていきたい。
て

に大量に排尿するが、お昼を中断し
てまで行くことも難しい。有効的な方
法をお聞きしたい。

排泄を確立するため ・毎回定時排泄を促したいが、負担
になると出なくなってしまう。お昼中
の手立ての仕方

重度重複障害の児
童の排泄指導の効
果を高めるための排
泄記録の取り方と指
導への活用の仕方

・出ないときもあるが、トイレカードを選んで
すぐに排尿することがあった。トイレに行く
回数が多くても、トイレカードで確認するた
め、本人の負担は減った。６月３０日は
パーフェクトだったが、その後暑すぎるた
め排尿の感覚が変わる。今は大体一日に
２回は成功している。

・本児が好む、音の鳴る絵本や、コミュ
ニケーションツールとしてペチャラを用
い、長いときは４０分程度座ることも
あったが、排泄はせず。
・オムツには１時間に１回程度排泄して
いる模様。

・嫌がらない程度におむつを触り、出ている時間帯
を把握する。
・情緒の安定を第一に考え、水分を摂取した後や給
食を食べた後にトイレカードを提示してからトイレに
行くよう促す。その他の時間は、選択できるように遊
びのカードとトイレのカードを両方提示し、トイレの
カードを選んだらトイレに行く。

・リラックスできる環境作りをする。
・オムツへの排泄の時間を掴み、そこ
からトイレへのアプローチを実施する。
・座位での排泄→ベッドで尿器に排泄

・小中高の各学部各学級では ・水分量、排泄量の記録をから、１日 ・4/6～6/10の排泄状況を学校の時程
どのような形で排泄記録を取っ （学校で過ごす間）排泄の動向を把握 に沿って一覧にまとめた。6/12から
する。
は、毎回の排泄量の測定をはじめて、
ているのか、またはいないのか ・排泄リズムを一覧にまとめる。
水分量とあわせて記録をとっているとこ
を知りたい。記録から分かるこ ・排泄の１回目を見つける。
ろである。
との整理の仕方と活用につい
・排泄の１回目はまだ動向をつかめ
ず。
て情報交換したい。
肢体不自由と知的障 ・各学級で行っている排泄指導 ・定時排泄を促す。
・出た、出ないを手を挙げて教
害をあわせもつ小学 について教えていただきたい。
えることがあった。
部３年女児の排泄指
・排尿のリズムはまだつかめて
導について
いない。

テーマ
今やりたいこと

・声掛け等で、トイレは排泄するところ、
尿器を当てられたら排尿するという意
識付けを行う。
・排泄を試みる少し前から、「この授業
終わったらトイレ行こうね」など声掛け
をする。

主濱早子
本間清香
本木美保子
吉田誠一

諸計画様式の検討

・タオルに限らず、いろいろな素材や動
作を試して、得意不得意や好き嫌いを
把握し出来ることを探る。
・いろいろな経験を積み重ねて、人や
環境に慣れることで出来ることもある。

・小中学部の「個別の指導計 ・限られたスペースを有効に使 ・校務部会後に打ち合わせを ・グループ内の話し合いより、
画」のよりよい様式について意 うためには、年間目標を他の する等して、小学部の様式を制 準ずるの児童の「学習の様子」
見がほしい。
シートに移す等して新様式を。 作中。
は必要なのか。→挟み込みで
知らせる方法もある。

・朝の会でタオルを付けた日めくりを続ける
ことにより、引っ張ることを理解してきた。
・運動会の競技で、くじの取っ手にタオルを
付けると、自分から掴んでくじを引いた。練
習では出来たが、本番ではいつもと違う雰
囲気のせいかタオルを取ろうとしなかった。

・右手を意識させるための手立てを 設定する。（車いす操作や雑巾絞り 使って取り組む様子が見られるよう
知りたい。
等）
になった。

不随意運動により持 ・補助具のアイデアや、感覚を ・好きなもの（タオル）などを利
続して物を掴むこと 掴むための運動など、適切な 用して、自分で掴める補助具を
が難しい児童への支 支援のあり方を知りたい。
作る。
牛渡麻里子
援
・どんな感触や形が掴みやす
いかいろいろ試してみる。

髙橋玄

・靴下を履く練習でタイムを計測して ・車いす操作でもタイムを計測するこ
右麻痺による左手優 ・両手を同時に使う活動や左右それ ・ＰＴ相談で実態把握をする。
位の生徒の右手を使 ぞれの手を使う活動など、授業の題 ・記録（タイム）を付けて比較する。 実施した所、両手を使った方が早く とで、両手で操作した方が早いこと
材について紹介してほしい。
・片方の手だけではできない課題を 靴下を履けることが分かり、両手を を体感させる。
うための取り組み

・教務部担当者以外からも意見を聞き考えることができた。
・最終的には「道徳」の欄を設けるだけになったが、準ずる課程
の「学習の様子」の欄や通知表として見やすい様式を検討する
ことができた。

・小中準ずるの様式下方に道徳を設
け、文章表記の教科・領域でそろえ
ることに。教務部会・各学部会を経
て職員会議で提示し、小はＨ30から
使用することに。

・タイムを計測することで、成果が本人にとって目で見て分かるものとなり、両手
の活用という行動の強化と学習意欲の向上につながった。また、スロープの昇
降という片手ではできない課題を設定したことも効果的であった。
・課題としては、教師からの声掛け等がなければ、左手のみで行う活動もあるた
め、日常的な生活に即した課題設定を行い、継続して取り組んでいく必要性を
感じた。

・タイム計測をすることで、本人のやる気に
つながり、両手で車いすを操作することが
増えた。
・スロープの移動を課題として取り組んだ
所、両手を使わなければ昇降できないこと
が分かり、両手を使うことが多くなった。

・上から押すことには抵抗がないので、ビックマックなどのスイッチや押す
タイプの補助具を活用、工夫することがよい。
・毎日継続して行うと、行為と結果のつながりを理解することができるよう
である。また楽しいと感じる雰囲気作りも大切である。
・もっと指先を使うことのできる活動や教材の工夫が必要であり、いろいろ
な経験を積み重ねていきたい。

・スイッチを活用することで、横になったまま取り組める活動の幅が広がっ
た。ただし、スイッチで操作できる機器（接続部分）であることが前提であ
るため、他にどんな機器が使えるか情報収集が必要。
・手指の動きを生かした活動の一つとして、これからもスイッチ操作を継続
していきたい。

・ビックマックを親指と人差し指で挟ん
で、握る形で押した。
・ON、OFFのマークを付けての操作は
まだ実施できていない。
・握る形のスイッチの方が押しやすそう
だったが、押し心地に検討が必要。

・上から押す行為には抵抗なく、素材
や状況に違いがあっても手を動かすこ
とができる。
・手の動きと連動する結果を理解する
と、自分から触ろうとする。

・夏休み前までは、便器に座ることや、尿器を当てられることを嫌がる様
子や、音の鳴る絵本を要求するなど、排泄行為を受け入れる姿勢があま
り見られなかったが、徐々に尿器を当てられても落ち着いて座位を保持す
るなど、排泄指導の受け入れが見られた。家庭でも排泄のタイミングは分
からない模様なので、家庭と連携を取り、定時排泄にも取り組むことで、
効果的な排泄指導にしていきたい。

・定時排泄を促すことができるようになり、「トイレに座る＝排尿する」が定着してきた。
また、排尿した後は声を上げたり壁を叩いたりして出たことを教えてくれるようになって
きた。1日に1回だけ失敗する日が多くなり、後はパットを濡らさないで過ごすことができ
ている。但し、濡れることに対しあまり不快がないため、定時排せつ以外でパットに排尿
したりズボンを濡らしてしまっても特にアクションを起こすことはない。今後は自らトイレ
に行きたい意思を伝えトイレに行く方法を考えていかなければならない。

・毎日の排泄回数と成功回数を表にまとめると、わずかではあるが、少しずつ成
功する回数は増えてきている。その要因は何か見つけることはできなかった。
・２年生のときよりも成功回数は減っているが、トイレで排尿できたことを喜び頑
張りたいという気持ちはある。夏休み期間は家庭での協力を得ることができたた
め、今後も継続して取り組んでいきたい。

・5ヶ月分の排泄の動向を水分量、排泄量を加えて、記録を取りながら観察し、学校に
いる時間帯での排泄の動向を把握することができた。また、記録を取ることで、いつもと
違う様子に早めに気付き、対応ができた。
・回数は少ないが、トイレで排泄したり、トイレでおむつを外した際に、排泄することが
あったことは、自分の意思で排泄しようという芽生えの反応とも考えられる。継続して取
り組む中で、自分の意思で排泄できることが増え、将来的に尿器での排泄などにつな
げていければ良いと思う。

まとめ（成果と課題）

・座位をとり尿器への排泄を試みるも、
尿器への排尿は見られず。
・尿器を当てている間は「嫌だ嫌だ」や
「音の鳴る本下さい」とサインで訴えてく
ることがなくなり、長くて２０分程度は、
落ち着いて取り組んだ。

・トイレに行く抵抗がなくなり、1日に６～7回定時排
泄を促すことができるようになった。「トイレに座る＝
排尿する」が定着してきており、座ってから早い段階
で排尿するようになった。今まで5日間パーフェ クトの
日があり、オムツに排尿していても２００ｍｌ以下の量
だったので、パンツ＋パットに切り替え過ごしてい
る。

・定時排泄をする少し前に声を掛け、促
すことを試みた。
・我慢できるときも、パットに漏らしてし
まうときもあった。声を掛け忘れてしま
うときもあったため、今後は声を掛けて
促していきたい。

・トイレに誘導する時間の少し前から声を
掛ける。例えば、５０分ごとに誘導する場
合には、４５分くらいになったときに「あと少
しでトイレに行けるよ」と声掛けをする。我
慢できる時間を徐々に増やしていき、定時
排泄ができるようにする。

・友達と一緒に定時排泄を行い、その
時出た尿の量をその都度量り、トイレを
促す時間を考えたり、パンツ＋パットに
移行する目安として考えたりする。

・6/12～9/8の排泄状況を学校の時程
に沿って一覧にまとめた。あわせて排
泄量と水分量についての記録を取っ
た。学校にいる間の排泄回数は5-6回
であり、1回目の排泄量は、40-60ｍｌ程
度が多いことが分かった。

結果

・トイレでオムツを外した時の排泄は、
トイレでの排泄の芽生えととらえ大切
にしながら、トイレでの排泄に継続して
取り組む。
・便のリズムの把握（家庭との連携）
・一回目の排泄の把握に努める。

アイデア２

手指の動きをいかし ・横になったまま取り組める活 ・スイッチを使って、扇風機の操作を ・押す形のスイッチを使って、扇風機 ・ビックマックにON、OFFの
を付けることができる。ONとOFFが マークをつけて、操作する。
た活動を増やすには 動にはどのようなものがあるか 行う。
・スイッチに種類があるので使って 違うスイッチであることを確認中。 ・握る形のスイッチを使用して
知りたい。
佐藤あゆみ
比べてみる。
・握る形のスイッチも使ってみる。
みる。

及川邦彦

髙橋由紀

田山美里
田中望

近藤衣里

氏名

５グループ
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森川陽子

安藤聖子

上方千尋

細井奈美江

大尻淑子
瀬川貴子
佐々木紀子

鈴木弘樹
永山晋子

髙橋麻琴
安保淳

氏名

アイデア２

結果

側湾と股関節脱臼が 体の動かし方について知りた
ある生徒が楽に過ご い。
せる姿勢

・リハビリはしばらく休んでいた
が、今月から再開した。
→リハビリ、家庭と連携し、動かし
方を動画に撮り、共通理解をはか
る。

・腹臥位の時間を作って取り組ん ・腹臥位の時間は生徒にとって大切。
でいる。
生徒の状態に合わせて継続していく。
・本人も呼吸が楽なようで、寝て ・側彎についての研修が必要。
しまう事が多い。

・むせにくい姿勢で摂食する。
・お箸で介助する。（大量を口に入れな
い）
・顎を引いて食べるために、介助者は
同じ目線にする。
・とろみのあるものを食べる機会をつく
る。
・集団の前で大きな声で歌ったり発表し
たりする機会をもつ。

・誤飲予防の体操を毎回行う。
・カラオケが効果的なので歌唱体
験を積む。
・とろみを嫌うので、どのような食
べ物の時にむせるかを話し合い
むせない工夫をする。（具入りの
味噌汁）

摂食の基礎知識と安 誤飲予防の体操等を知りた
全な介助について
い。
むせにくい摂食方法について
知りたい。

・誤飲予防体操とその意義の文
章をラミネートをかけ車椅子にセッ
トする。
・瑞雲荘の職員にも周知する。

・研修で学んだことを参考に自分でもで
きることを考えてみる。
・側湾について医学的側面をインター
ネット等で検索し調べる。

・６月より動作法の学習会に参
加。
・８月の合宿学習会に参加予定
・活動メニューを動作法の本を参
考に取り組んでいる。

側湾の進行を防止す 動作法やNMBPなどで、自活の ・姿勢保持など、学校で取り組め
る自活での取り組み 中で取り組めることを教えてほ ることは何かを探るため他機関と
しい。
の連携・利用する。
・不足している知識を研修等で基
礎から学ぶ。

・食事内容のチェックリストの実施。
・家庭でできる運動の提供。
・医療や寄宿舎など生活リズムを整え
るための情報提供。

・様々な姿勢の変換を連続して行う。
（右側臥位→左側臥位又は腹臥位→
右側臥位など）
・腹臥位姿勢の方法を写真とともにシー
トにまとめ、家庭、放課後デイサービス
と情報の共有する。

・チェックリストを作成（保護者用・
本人用）。食事や日常生活の様
子について確認中。
・まだ受診をしていないので、担
任から夏休み中の受診を促す。

・尿の量を量ってみるとやはり週 ・記録に取ったものをグラフ化する。
始めが回数も少ないことがはっき ・1日の水分の目安を割り出す。
りした。
・保護者との連携。
・水分量は毎日３００～４５０位飲
んでいる。
・水分の少ない時は表情も悪い。

体調を崩しやすい生 ・痰がからんでいつもすっきりし ・外部専門家に排痰に向けての ・側湾している部位（凸部）をしっ
徒の排痰を促す姿勢 ない生徒が、うまく排痰できる 取り組みとして取り組んでいる腹 かりと伸ばす腹臥位姿勢を教わる
作り
方法を知りたい。（例、普段の 臥位姿勢をチェックしてもらう。
ことができた。
姿勢、運動などの取り組み、吸 ・痰の吸引時に、呼吸介助を行 ・息を吐くタイミングをみながら、
引時のコツなど…）
う。
呼吸介助を行うことで、上手に咳
き込むことができる。

学級担任と連携した ・関係作りが難しい保護者対応 ・どのくらい食べているか、食事量
肥満指導
について。
についてチェックリストの作成。
・肥満指導のアイディア。
・血液検査の結果等を見て、医療
機関との連携。

・水分摂取との関係を知るために
尿の量を量って記録する。
・水分の量を記録する。
・健康状態との関係を見ていく。

・登校→水分→腹臥位→給食→腹臥
位→水分→下校のリズムができつつあ
る。
・大泣きすることはなく学校では穏やか
に過ごすことが多い。

・むせることはあるが、チアノーゼを起こ
したことは一度もなかった。
・本人が意識して行動できるようになっ
た。
・とろみのあるものは嫌がり取り組めな
かった。
・瑞雲荘の職員も気をつけて見守るよう
になった。

・側湾には２つのタイプがあることなど
医学的なことや、機能的なことを知るこ
とで今後の見通しが持てるようになっ
た。

・連続して、姿勢変換を行うことで、昼
過ぎあたりから、多量の痰を自力で出
せるようになった。併せて吸引を行うこ
とで、しっかりと排痰につながった。

・チェックリストを作成したことで食事や
運動を保護者が意識できつつある。食
事を細かくチェックすることで、児童も量
を気にしたり、食べたいものを我慢した
りする日もある。

・記録を取ったものをグラフ化して見ると
休み明けに尿量が少ないことがはっき
りした。
・1日の水分の目安を割り出したが１３０
０ｍｌを1日で取っているかは家庭の情
報が入らないため分からない状態であ
る。

進捗報告

水分摂取と健康の関 ・水分摂取が十分にできてい
係について
なかったために起きたこと(実
例)を教えてほしい。

アイデア１
・夏季休暇中、がんばりシートを使用し
食べた物の記録をつけたが、食べたの
は５日間（牛乳、たくわん）であった。
・「～回食べようね」、「これで最後だ
よ」等の声かけをすることで、理解し自
分からスプーンに口を近づけた。

サポートして
欲しいこと

経管栄養による児童 ・口を開けて食べることができ ・ペースト状にこだわらず、本人が ・スプーンに口を自分からつけた ・家庭との連携。
が摂食できるように るようになるために、どのような 興味をもつような食物の形態（実 り、好きな食べ物があると（フルー ・経過を見ながら、児童に負担のないよ
なるための指導法に ことをしたらよいか。
物や液体等）を試してみる。
ツ等）、教師の手を取って自ら口 う、楽しい雰囲気の中で食べるように、
ついて
・食べ物を見たり、触ったりしなが に運ぼうとする様子が見られた。 これまでの摂食を継続する。
ら口につけることに慣れさせる。
・家庭と連携・情報共有しながら
取り組む。

テーマ
今やりたいこと

６グループ
まとめ（成果と課題）

・休憩と活動のバランスが取れていると、集団の活動にも、楽しそうに参加
できるようになった。
・側湾は進行しているように思える。
・休憩の時はコルセットをはずすように言われているが、はずしていていい
のか、再度検討が必要。

・今後も継続して誤嚥体操をしたり、音読や歌唱はとても効果的なことが分
かったので、継続して取り組みたい。
・食事中に話しかけるとむせてしまうので、周囲にもむせやすいことを伝え、
係わる職員のなかで共通理解を図ることが大切である。
・何よりも本人が理解し周りに説明できることが、卒業後に活かせることだ
と思う。

・生徒の実態によって、知らないことやさらに深く学ぶことは重要であること
を改めて知る機会になった。そして現在は、専門的なことを学びやすい環境
であることを再認識できた。今回の研究したことを基に継続した目標が立て
やすくなったことは、最大の成果だといえる。
・今後の課題としては、今回実施している成果をデータとして取ることができ
なかったことである。新たな活動メニューを立てるだけで、十分な活動の記
録として残せるところまでいかなかった。新旧の違いにまでいかなかった。

・経管栄養のケアとの兼ね合いで、隙間の時間を見つけ、学習の取り組み
と折り合いをつけながら、様々な姿勢変換に取り組んだ。連続した姿勢変
換により、しっかりとした排痰につながった。
・学校だけでなく、家庭や放課後の生活場所（事業所）での取り組みの兆し
が見え始めた。まだまだ、取り組みの一歩ではあるが、色々な場所や人の
中で支援しながら、本人の安定した呼吸状態につながるようにしていきた
い。

・毎日の体重測定の結果を提示、おやつや食事の内容の変更を依頼する
など保護者に児童の健康状態について伝えたことで、保護者の協力を得る
ことができた。しかし、継続した取り組みにならないことが課題である。
・通院はまだできていない。保護者が肥満に対する危機感を感じていない
ことも課題である。寄宿舎の入舎には前向きである。

・実際に尿の量を量ってみると予想していた通り休み明けに少ないことが
はっきりした。学校、デイサービス利用の日は水分を約500ｃｃ～650ｃｃ取っ
ているが家庭での様子が分からないため1日の水分量が摂取できている
かは不明であることがはっきりした。
・今後、おりにふれて、家庭に対して水分量が足りていないこと、足りないこ
とでの健康に及ぼす影響等を話していくことが課題である。

・約２０分間、食堂で給食を食べた。特に、フルーツ等(甘い物)や味噌汁等
（しょっぱいもの）は好んでいたように思う。ただ、食べムラがあり、自分から
スプーンに口を近づける日もあれば、下を向いたり、手で教師の手を掴んだ
りと拒む日もあった。
・児童は、食堂に来ること、みんなと一緒に食事を摂ることや、２０分間、食
堂に居ることを嫌がらなかったのは評価すべき点である。児童が食物に興
味を持ち、口を開けてくれるまで長期的な指導で向き合い、保護者が食べ
て欲しいと願うような家庭との連携が大切であり課題だと感じる。
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テーマ
今やりたいこと

サポートして
欲しいこと
アイデア１

進捗報告

・現在取り組んでいるラジオ体操に
加えたり、新しい活動にチャレンジし
たりしながら、今後、リズム体操的
な楽しい運動を行っていく。

・ヨギボなどを使ってみる。
・抱っこしてギュっと体を縮め
て、そこから体を緩めることの
心地良さを知る機会を設ける。
・継続

・不安定な姿勢の状態の場の
設定をする。

・個々の生徒に合ったギリギリ
の姿勢運動を取り入れ、運動
量をアップさせる。

・夏休み中に歴代の自活部担当者
に聞き取り調査。過去の学校評価
アンケート、小学部の自活ファイル
活用事例を閲覧。

・あぐら座の他にリラックスを促
すため足を曲げたうつぶせ姿
勢を取り入れる。

・マットに降りても落ち着かない時には
抱っこをして様子を見るようにしてい
る。眠ることもある。
・うつ伏せでもリラックスできるように
なったが、マットに降りた時に肘などが
赤くなるのが気になる。
足首は普段装具を着用しているので、自
活の膝立ち歩きで装具を外す際にストレッ
チを行っている。ストレッチに対する抵抗が
なくなり受け入れている。歩くとき腰の動き
も見られる。
体も大きくなってきている。４月から２ｋｇ
増。

ソフトブロックやマットを使って滑り台
を設定した。そこをクッションチェアに
乗って滑り降りたり横転で転がったりし
て、ビニールのピンを倒した。ピンに触
れる感触に驚いたり楽しそうにしたりし
ている様子が見られた。
ラジオ体操の曲に合わせて、緊張をほ
ぐしながら体操を行った。曲に合わせ
ての体操を楽しんでいる様子が見ら
れ、緊張もほぐれていたので、しっかり
体操ができた。今後も続けていきたい。
・夏休み中、自活部の外部専門家担当
者に聞き取り。小学部の自活ファイル
から活用事例を閲覧、まとめ。
・夏休み明け、外部専門家の先生に聞
き取り。小学部の各担任にアンケート。
実践例をピックアップ。

緊張が強い児童がリ 座った時や、横になった時に緊 ・好きな抱っこで、リラックスし
ラックスできる姿勢・ 張を緩めることができる方法を た状態を知る。
髙橋育子 座り方をみつけたい 教えていただきたい。

将来的にクラッチを 先生方の実践例や、クラッチ歩 ・クラッチ歩行では腰や足首の
使って歩行ができる 行についての情報を教えてい 動きもポイントとなるので、スト
レッチを行う。
佐藤慎二 ようになるための体 ただきたい。
力づくり

みなさんが日頃どのような「う クッションチェアに乗ってビ
んどう」や「体育」の授業を行 ニール製のボウリングのピンを
い、どのような成果があったの 倒す。
か教えていただきたい。

体育での生徒の運動 体育の授業でどのような活動 生徒の実態に応じて、緊張して
量をアップさせたい。 をしているか、どのような進め いる部位をほぐしてあげなが
方をしているか教えて頂きた ら、身体を動かす。
い。
・外部専門家を依頼するようになっ
た経緯。アドバイスを基にして、日々
の活動にいかされていること、改善
されたこと､課題等についてのアン
ケート。実践例の紹介。

・座位姿勢をとりやすい足の組みや足 ・俊広先生のほかにも、PTさんにもアド
首の位置、腕の位置など確認しながら バイスをいただき、リマック後５分間練
練習する。
習をしている。暑さで緊張が強いときは
難しいこともあるが、だいたいの時間を
本人も意識して取り組んでいるようであ
る。

自立活動を主とする
教育課程に在籍する
鈴木むつみ 児童に効果的な「う
んどう」の授業につい
て

自立活動の取り組み 本校小学部の自立活動の特
について
色、アピールできることなどに
ついてご意見をいただきたい。
柴田宏子
（外部専門家、動作法、
NMBP・・・・）

緊張の強い児童の体 緊張をゆるめるための活動を
をゆるめて座位がと 教えてほしい。
座位保持のための練習方法が
阿部眞実 れるようにしたい
あれば教えてほしい。

南郷南

結果

・うつぶせ姿勢は重力によって首が反
り返らない姿勢になりやすい。あぐら座
ははじめつらそうな表情をするが、その
まま続けることで慣れ、力が抜けること
もあった。

・本校の外部専門家活用は、児童生徒
の障害の状態により専門性がが求め
られるようになり、５年前から始まって
いる。
・外部専門家の活用方法、各相談内容
についてまとめた。

・なかなか定着させることが出来ず、時
間に余裕がある時に行った。もっと
様々な体勢から生徒のギリギリ姿勢を
見つけていきたいと感じた。準備体操
の中に取り入れることができるように考
えていきたいと思った。

・筋緊張のある児童はさらに緊張が強
くなった。教師の支えによる座位保持
ができる児童には支えを最小限にした
ところ腹筋や背筋を使って座位を保持
しようとする積極的な運動がみられた。

・体力はついてきたと思われ
る。昨年は、自活後はぐったり
していたが今年はみられない。

・抱っこやうつ伏せなどをするこ
とで緊張を緩めることができる
ようになり、リラックスして車椅
子に乗っていられる時間が増
えた。

・ラジオ体操の様子をｉｐａｄで撮影し、自分
の様子を見ることで、腕の動きなどを確認
したり、意識して動かすことができた。
・風船バレーでは、回数の目標を決め、楽
しみながら、腕を大きく動かす様子が見ら
れた。

・終了
・試案を基に作成できた。
・教育課程の具体的運用につ ・具体的運用についてもアイ
いて各学部部長間で検討し共 ディアを共有できた。
有する。

アイデア２

足・腕・手の動きをた 足や腕・手をたくさん動かすこと ・朝の会の中で、ラジオ体操な ・「座位でのラジオ体操ＤＶＤ」
くさん取り入れた運 ができ、教室でも行えるような どをみんなで行い、体を動かす を見ながらの体操に挑戦した。
・朝の会の中で、週２回体操を
鈴木久美子 動を行っていきたい おすすめの体操や運動を教え 時間を設ける。
ていただきたい。
行うこととした。

横田栄子 移転に向けた本校の 各学部検討会で各部各個人が ・一日をイメージして立てる。 ・短時間のためイメージをどのように
伝えるかが課題。
及川俊広 教育課程はどうあれ 自らのこととしてとらえ、教育課 ・事前に試案を各学部で提示し
・研究日①の前に各部で試案を提
程について考えること。（お任 促す。
平賀真実 ばよいか
示していたのに気づいていない。せ
せではなく、単年度案ではな
荒野浩志
めて担当者で確実にとらえる。
く）
藤澤より子

氏名

７グループ

〈成果〉
あぐら座を毎日5分間、続けることで座っている時間の半分は腕の緊張が緩
むようになってきた。
〈課題〉
体のねじれが大きくなってきている。今まで以上に緊張を緩ませ、左右差を現
状維持する努力が必要。

〈成果〉
多くの職員が成果を感じていて、児童生徒の指導・支援の充実につながって
いる。
〈課題〉
助言を受けた医療的情報が自立活動としての手立てに還元できているか。ま
た、その場限りになっていないか。→明確な目的意識や継続性が必要。

〈成果〉
ラジオ体操を取り入れることで、体を大きく動かして体操することができた。また、生徒
が好きな声や曲に合わせることで、緊張がほぐれやすくなり体の各部位が動かしやすく
感じた。
〈課題〉
生徒の目標に合わせてギリギリの姿勢運動を準備体操に取り入れていきたい。

〈成果〉
先生方から日頃の取り組みについて伺うことができ、児童はさらに経験
を積むことができたととも私自身の勉強にもなった。
〈課題〉
他にもいろいろな運動に取り組み、児童一人一人にとって効果的な授
業を工夫していきたい。

＜成果＞
・体力がついたと思われる。本人も活動に意欲的。
＜課題＞
・体力はついてきたようだが、それを証明する指標が無かった。
・クラッチ歩行を学校では行っていないので、研究のテーマとして適当ではな
かった。

＜成果＞
・色々な姿勢をとったり、脇を伸ばすマッサージをすることで緊張を緩めること
ができるようになり、車椅子に座っていられる時間が増えた。
＜課題＞
・側わんが進んできているので、進行を予防する姿勢やマッサージ。
・褥瘡の予防。

・2学期から新しい活動を始める際の、一人一人の目標設定について
・活動の際の支援の仕方について

＜課題＞

・自分の動きを確認することで、児童自身が気を付けながら体を動かしたり、自分で目
標を決めて取り組んだりすることにつなげることができた。

＜成果＞

＜成果＞
・昨年度作成の試案を基に検討することができた。
・具体的運用に関わる検討ができた。
＜課題＞
・具体的運用での調整が必要。

まとめ（成果と課題）
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サポートして
欲しいこと
アイデア１

進捗報告

口の開け方を意識することで発
音が少し明瞭になってきてい
る。発音のスピードが早くなに
つれて不明瞭になることが多
い。

鏡に口形の図を記し、口の開 実習後、発音が聞き取りにくく ことたぶを用いて口の開け方
け方を確認しながらゆっくりと発 なっている。
や舌の訓練する。
声する。
IpadのSiriを活用して正しい発
音の練習を行う。
研究前から呼名後の発声はで
きつつあったが、入院・欠席期
間があり、元に戻ってしまった。
札の提示には、はじめ怪訝な
表情を見せており返事をしな
かったが、徐々に慣れてきてい
る様子。
Yシャツを着せることで、どの場
面でも服を被らずに過ごせる時
間が長くなってきている。また、
身体を揺らすとクールダウンで
きるようになってきた。

名前の札を見せて、名前を呼
ぶ→返事。音声はその場で消
えるので視覚的な合図をする。
「これが提示されたら名前を呼
ばれる」とわかる。

聞き取りやすい発音 発音の仕方（口の開け方、舌
で会話をするための の使い方、発声等）
取り組み

さまざまな場面で声
を出して返事やあい
さつをするための取り
組み

洋服を被る回数の軽 対象生徒の実態に合わせた有 ボタン付きのシャツを着させ、
減、自傷行為の軽減 効な支援のアイディアやアドバ 意図的に被らせないようにす
イスなどを教えてほしい。
る。怒った時には、生徒の肩に
手を置き身体を左右に揺らすこ
とで情緒の安定を図る。

吉田規剛

木津悠子

木村芽衣

宮栞奈

声を出して返事やあいさつをす
る場面やタイミングを理解する
にはどのような取り組みや指導
が有効か知りたい。

本人がYシャツを着ることを拒
んでいる訳ではないため、この
まま継続してYシャツを着させ、
顔を出して授業に参加できるよ
うにする。

はじめの会の呼名では、本人もタイミングを認識し、発声の準備
をする様子が見られ声を出すことが多いが、他の場面では反応
が薄い。決められた場面や繰り返し実施している場面以外でも
相手とのやりとりのひとつとして自分の名前を呼ばれたら返事を
することを意識させたい。また、自分の順番の前後にも声を出し
てしまうことが多く、適度なタイミングや友達の順番を待つことに
も取り組みたい。

発音の様子を動画で撮影し、確認することで発声への意識が
変わってきたと感じる。しかし、実際の会話の中では聞き取りに
くい場面もあり、様々なパターンでの発声練習も取り組んでいく
必要がある。また、伝わらなかったときに言い直すことも併せて
取り組んでいきたい。

対象生徒の知っている単語は少ないと思われる。相手に自分
自身の意思を伝えたい場合は言語がはっきりとしている。自分
の意思が伝わらない場合は表情や「いや」と伝えることができ
る。絵カードを使い意思表示をした場合は再度確認をとると「う
ん」「いや」を言えるようになってきている。言語がまだまだ不明
瞭なところが多いため今後もコミュニケーションをとり意思表示
の場面を増やしていきたい。

音声言語のよるコミュニケーションの可能性は大いに感じるが、
環境の設定が必要である。音節数を頼りに場面の助けを借り
て、なんとなく聞き取れる程度の発音も課題である。発語を促
す働きかけを継続することと、音声を発することで良いことが起
こるという環境設定をすることが大切である。意味が理解できな
いだろうと思っても、何度も話しかけることも継続していきたい。
本児にはきこえ方に特徴があるようだ。きこえ方の特徴を理解
し話しかけを効果的にしたいと考える。

長期休みなどをはさむと、「ぶたやろう」を発することが増えてい
るが、周囲の環境を整える（教師が反応しないなど）ことで少な
くすることはできた。発する単語も、場面によって意味合いを使
い分けている。完全な消失はめざすことができなかったが、これ
からも継続して取り組んでいきたい。

学校でボタン付きシャツを着せ ボタン付きのシャツを着させ、意図的に被らないようにする方
ることで、洋服をほぼ被らずに 法は生徒にとって有効であった。学校に登校してからシャツを
授業に参加できるようになって 見せると、着替えようとする様子などが見られることもあり、今
きている。
から着るということを認識でき、本人も納得しているようだった
ので、今後も継続して取り組んでいきたい。

自分の順番を認識するための
写真カードは未実施、名前の
札は継続中。呼名の後の返事
はできることが多くなり、発声を
止めるタイミングもよいときが増
えてきている。

相手に自分自身の伝えたいこ
とや聞きたい曲などははっきり
伝えることができるようになっ
てきている。返事は促すとする
場合としない場合がある。

意思表示の種類を増 目標達成のための段階的な手 好きなEXILEの歌を聞きたいと ipadを持って行くと曲が聴けると 絵カードを見せながら言葉をつ
やし自分の言葉で言 段が知りたい。
きには意思表示をするように促 わかるようで声に出して意思表 なげてみる
えるようになるため
す。できる限り返事と手を挙げ 示するようになった。嫌いな音 コミュニケーションを促す機会を
の取り組み
るようにする。
楽がかかると「いや」と言えるよ 増やす
うになってきている。

久保雅利
及川秀視

名前の札と併せて、写真カード
で自分と他の生徒を認識して
自分の番に返事をするように
促す。

促されると「おねがい」「ありが
とう」など発語はあるが自発的
なコミュニケーションには至って
いない。英語の歌は鼻唄のよ
うに突然現れることがある。安
定しない

音声言語による発語がスムー 手遊び歌を取り入れる。
ズになってきている。繰り返し ＰＣに文字入力できるように取
の場面を多くし発語を求める事 り組む。
で発語の機会が増えてきてい
る。

廊下などで会った時に、あいさ 音読の機会を設定する。
つなど簡単な音声言語を投げ 音声言語でのやりとりを求め
かけていただき、会話の相手 る。
になって欲しい。

休みをはさむと不適切用語を使
うことが増えていた。同じ単語
「ぶ」であっても、場面毎に意
味合いが違っていた。

発語を多くしたい。

菅原牧子

話すことができる言葉を増や
す。同じ単語でも意味合いが違
う使い方をしているため、使い
方を観察する。

話せる単語が増えてきたが、
意味のある言葉ではない。
教師側が反応しないことで不
適切用語を話すことが減ってい
る。

食生活に偏りがあったり食事に おかず１つに１つの器を使用
バンゲードを受け入れるよう
他学級のテーブルなどに移動 学級を問わず、たくさんの先 ・食事を摂りたくないという現状は、食の好みというよりは気分
興味がなかったりという方の摂 し、１つずつ完食していく。空に になった。食べられる物が増え して、新鮮な気持ちで食べてみ 生に声をかけていただいたこと によるところが大きいということが分かった。また、たくさんの先
食指導の良い方法があったら なるたび賞賛する。併せて毎 てきた。担任団以外の先生に る。医師の指導を受けてみる や、学級の友だちに負けたくな 生に知ってもらい、声をかけてもらうことで本人の励みとなっ
教えて欲しい。
日バンゲードにも取り組んでい 褒められるとやる気になる。口 のもいいのではないか。
い気持ちの芽生えよって完食 た。見た目ではなく、食べやすさで食べ物を選ぶことができた。
く。
に入れてから出すこともある。
することもできてきた。
・食事を摂ることが当たり前となるまでには、時間を要すと思わ
れるが、家庭ともできるだけ連携しながら取り組みを続けたい。

５０音表を見せながら平仮名をマッチングすることは、対象児に
とって有効的であった。平仮名の文字に対する興味だけではな
く、発語の音に対する興味もでてきた（急に色んな言葉を発す
るようになった）ので継続して学習していくことが必要であると
感じている。生活に必要な単語だけではなく、動詞も覚えて指
さしできるようになることで、更に意思表示できる可能性は広
がっていくと考えられる。継続して取り組んでいきたい。

まとめ（成果と課題）

食べ物と支援を受け
入れて食事ができ、
普通食に移行できる
ようにしたい。

５０音表（濁音なども入っている
冊子型のもの）を作成し、現
在、物の名詞や人の名前を一
緒に学習中。友達の名前は正
しく指さしをすることができるよ
うになった。

結果

か教えてほしい。

ipadのアプリを取り入れてみる
（クラス的に難しいかもしれない
が）。サイン・マカトンは手の機
能的に難しいので、将来的に
般化できるように５０音表を使
う。

アイデア２

たい。

ひらがなの習得（書 ひらがなの音と文字のマッチン ひらがな５０音表を持ち歩いて 舎と話し合いながら、持ち歩ける５０
音表を作成しているところであり、ま
字は含まない）を目 グから習得までのプロセスが みる。
だ実際には取り組むことはできてい
指し、５０音表で意思 知りたい。やったことある先生
ない。国算の時間にはひらがなの
を伝えられるようにし 方がいればどのようにやったの
マッチングをしている。

テーマ
今やりたいこと

不適切用語の消失を 会った人や正式な場などで不
生徒が言いやすい、意味の
目指して
適切用語（ぶたやろう）を話す ある言葉を入れる。たくさん
ことをなくしたい。ぶぶぶ→ぶ 使っていく。
た→ぶたやろうに発展してしま
う。

平山ユミ

本宮孔子

氏名

８グループ
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アイデア２

必要な情報を 取り
入れて、 問題解決
学習に取 り 組むた
めの支援の在り方

・希望する普通高校の編入試験に合格し６ 【成果】学習内容について「中学校範囲」「高校範囲」と伝えながら学習を進めた。
月に編入した。
普通校への編入を希望し、意欲をもって学習した。高校範囲については「○○が
分からない」と担当者に伝え、そこから中学範囲にもどり学習を進めることで理解
が深まったと思われる。
【課題】療育センター退所・希望校への編入時期が曖昧な中、急遽編入試験受験
が決まり、試験対策ということでその場しのぎの学習となってしまった。学習空白期
間がある程度長い生徒について、学習期間が見通せない中での学習内容の精
選、進め方が課題である。

準ずる課程がどういうものかわからない保 準ずる課程の生徒は、高校の教科書を履修して単位を取るための基礎学力と努
護者や中学校の先生がいるので、より丁寧 力も必要。しかし、高等部の職員間、管理職も考え方が違うことがわかった。どこ
な教育相談が必要。希望だけでなく、準ずる までが支援なのか、どこまで生徒のわかるレベルまで下げるのか、準ずるの位置
に入るための具体的な基準が必要。ついて づけがわからないままである。
行けない場合は、入ってからの変更も可能
にしていく。

・たくさんの情報から、１つの ・ アク セスリーディング の申 ・アクセスリーディングは，他児童と一緒に夏
必要な情報だけに注目する 請。
期休業中に申請予定。
方法
・見るところを○で示し、注視 ・自立活動でiPadの活用開始
・アクセスリーディングの進め できるようにする。
方

・iPadは，継続的に活用していく。
・学習内容を適用して問題を解決する「力を 【成果】アクセスリーディングの教科書データを活用することで，必要な情報だけを
・読みのための教材は，素材を変え つけるもんだい」はこれまで２時間かかって 取り出し，学習に集中することができるようになってきている。また，教科書データ
るなど，児童が自分で活用できるよ いたが１時間で終えることができた。
を使用してからの単元テストでは，正答率７６％で平均よりも１０％高い結果が出
うに工夫する。
・自分で操作しながら必要なページを出すな ている。
ど，主体的な学習ができるようになった。
【課題】教科書データは，文字の大きさや色を変えることができるので，児童のより
読みやすい環境で学習を進めていきたい。また，図形や筆算などは挿絵とされ，う
まく拡大されないので，必要に応じて副教材を用意するなどし，さらに児童が主体
的に学習に取り組めるよう，今後も教材研究を重ねていきたい。

千葉里奈

成瀬陽子
菊地幸恵
滝村真一

・繰越金なしにすると児童生徒に残金返金、 ・集金袋での集金が部分的に可能に ・各家庭によって直接の集金が可能な場合 ・労金の口座が増やせないことが分かり、学級毎に出納簿をつけるということがで
同時に当面必要な学習費を４月末までに全 なると、個別の学習費に関する処理 とそうでない場合があるので一律に実施す きないので、これまで通り学部の会計担当者がいくつかの学級をまとめて行う。担
員に納入してもらわなければならない。
（支出伺い票作成、ろうきん票作成、 るのは難しい。
任はこれまで以上に学級の児童生徒の収支を確認しながら処理をしてほしい。ま
・集金袋での集金がどの範囲なら可能なの 出納簿入力等）にかかる 時間 が減
た、個別の学習費以外の臨時集金が可能な家庭とそうでない家庭があることが分
か。
る。
・移転後の口座数は新校舎の教室数に合わ かった。以上の点からやはり現状の方法がこの学校に適しているのではないか。
・学級毎に通帳を作りたかったが、ろうきん ・移転後は分教室の人数分各学部 せて考える。（8月現在）
個別の学習費の分量を減らすと処理にかかる時間が減る、ということを考えると、
から不可能とのお返事。
の人数が増えるので、出納簿を正確
小学部段階では個別の学習費で、それ以降は学級費にはできないか。
に入力できるように一つの口座（出
納簿）の登録人数を適正化する。

対 象 生 徒 が 集 団 活 対象生徒の実態に合わせた ・ 聴 覚 過 敏 か も し れ ないの ・落ち着かない時は、黒い布をかぶせると落 ・トランポリンやブランコなど、様々な ・トランポリンやブランコなどにい取り組む。 ・その日の機嫌や体調によって異なるが、手を使った感覚の授業は、姿勢やタイミ
動 に 落 ち 着 い て参 有効な支援のアイディア
で、フードやタオル など をか ち着くことが多い。・運動会の際は、やさしく 感覚刺激の体験を増やす。
特にトランポリンは大きな声で笑いながら楽 ングを見ながら支援し、できることが増えてきているように感じる。
加 でき る よ う に し て
ぶせて落ち着かせるようにし 声掛けをして、ほとんど落ち着いて過ごすこ
しむ。
・車いすに乗ったままで長時間の活動はまだ難しいが、声かけや気分転換などを
いきたい。
てみる。
とができた。・夏の暑さがとても苦手で、怒る
加えながら、なるべく乗ったままで活動する時間を増やしていっている。
・記録をとる。
ことが多くなった。

円 滑 な 会 計 シ ス テ 校舎移転後、組織の改変を ・原則繰り越し金無しに した
ムの構築
見越して会計業務 の精 選と 場合、年度始めに必要となる
新たな会計システムの提案 集金
・通帳の数増による金の流れ
の明確化

障 が い を 踏 ま え た 課題や練習について支援の ・ボールペンなども使い書き ・授業や宿題では鉛筆を使うことが多い。
・鉛筆を使用。
・学校で使用するものから漢字を選ぶととも ・宿題のノートを見ながら、出来たところや難しかったところを生徒から話してもら
文 字 ( 数 字 も 含 む ) 仕方やアイデアを知りたい やすさ等をチェクする。
・画数の多い漢字は書くことが難しいので画 ・身近な漢字に配慮しながら出題す に、小学校低学年からも漢字を出題した。 う。それについて確認し、間違ったところはもう一度書くようにした。
・小学校の漢 字を 中心 に練 数の少ないものを出している。
る。
画数の少ないものはなぞりやすく、丁寧に書 漢字を読めないことがあり、ひらがなを振るようにした。
木村るみ子 の上達
習する。
くこともあった。

石川茜

まとめ（成果と課題）

・毎週末に新聞を読んだ感想文を書いてくる ・話せるようになるために、思ったこ ・新聞の感想文も、テーマが 固定 してきた 【成果】実習を繰り返すたびに、報・連・相の大事さは少しずつ分かってきている。
宿題を課す。
とを３点にまとめる習慣。
が、世間の出来事に関心を持つようになり、 ２名は自分の実力が把握できてきている。与えられた課題に真摯に取り組むよう
・現場実習で、報・連・相を強調し、目標や反 ・寄宿舎研修会「卒業後の豊かな生 自分の意見も添えて書けるようになってき になってきた。一人で出来ることはする、という意識の芽生えもある。
省に入れる。
活を送るために」から学ぶ。
た。
【結果】学校生活では、周囲からの眼があるために、自粛していることがあるが、
・宿題は自分で教科担に渡す。
・実習から教訓を学ぶ。
・「卒業後の豊かな生活を送るためにため 家庭に帰ったり、一人で生活するとなると、どれだけの自制心があるか分からな
に」から８ポイントを解説を少し加え生徒にア い。また、１名は自分の実力をしっかり把握できていない感じがあり、親の強い希
ンケートした。
望で進学したいと言っている。進学対策と平行して、就労支援をしていく予定であ
る。

下 学 年 と 現 在 の 学 学年またぎの同系統の学習 ・基礎・基本を学んだ上 で、 ５月に編入試験受験が決まり、該当学年で
年 の 同 系 統 の 学 習 内容の効率的な学習の進め 宿題などで応 用問 題に 取り ある高２基礎力テストの出題範囲を中心に
内容の精選（数学） 方のアイディアを知りたい。 組む。
進めた。また編入後に円滑に学習に入れる
よう、希望校の学習状況を踏まえた学習を
進めた。

社 会人 とし て生 きて 社会人として生きていくため ・報・連・相の大切さを学ぶ。
いくための 力を 身に に、学校にいるうちに身につ ・資格を取る
つけさせたい
けておくべきことは、どんなこ ・人に頼らず自分でできるこ
とがあるか、種類・内容を知 とをやる気持ち。
小水内光浩
りたい。
・自分の考えを文章にまとめ
阿部いつ子
る。

白澤文敏

結果

「観点別学習状況」の中で、 ①授業以外で、宿題の内容 ①テレビや新聞などで見聞した化学の内容 ①夏季休業課題を自分の考えを含 ①生徒２名とも、新聞から科学に関する記 ・授業理解のアンケートを毎時間継続することと、長期休業課題と期末考査に自
特に「関心・意欲・態度」の評 などで評価する。
を夏季休業課題とした。
めてまとめられたか確認する。
事を５項目選び、各項目をそれぞれ１ページ 分の考えを含めてまとめる内容を盛り込むことにより、関心・意欲・態度の評価方
価につい て、 他の 教科 では ②目標に準拠した進歩の状 ②授業を理解できたか確認するアンケート ②授業理解のアンケートを毎時間継 にまとめることができた。
法を改善することができた。今後も続けたい。
具体的に どの よう な方 法や 況など細かく記録する。
を毎時間実施している。
続する。
②授業理解のアンケートを毎時間継続して
基準で評価しているのか知り ③ドリルなどの問題に評価基 ③関心意欲の評価の業者テストを参考にし ③１学期末考査でも関心意欲を評価 いる。
たい。
準を書いているものを参考に た問題を考査で出題した。
できる問題を出題する。
③１学期末考査でも関心意欲を評価できる
する。
問題を出題した。

進捗報告

理科の「観点 別学
習状況」を適切 に評
価 する た め 、 よ りよ
い評価方法や 基準
に 改 善 し たい 。（１、
２年次の続き）

アイデア１

サポートして
欲しいこと

テーマ
今やりたいこと

高 校 に 準 じ た 学 力 準ずる教育課程のあり方・入 検査などをして実態を把握す 昨年度より準ずる課程の授業の確保など高 検査の実施
をつける
学する生徒の選考方法
る。
入試の選 考基 準を 等部内で話題になることが多くなったが、い 教育課程の検討
検討する。
ろいろな考え方がありまとまらない。入試検 入学相談の充実
討委員会・教育課程選考委員会などで検討
杉田かおり
中。

皀章宏

氏名

９グループ

（３）グループ代表による発表資料
１グループ

自力でできる宿題の作成
～生徒の特性に合った情報機器の活用～
川村 麻理衣（中学部 2 年 1 組担任）
Ⅰ はじめに
対象生徒は文章を読む時にルビが必要で、単語としての意味を理解できない。また、誰に読み上げて
もらうことで理解できるが、一人で読んで内容を理解することは難しい。そのため対象生徒の特性に合
った情報機器を使い宿題を自力でできる環境が整えば、今後の学校や家庭生活において、学習の質や幅
を広げることができるのではないかと考えた。
Ⅱ 実践
１ 指導対象
本校中学部２年 生徒 A
２ グループ研究会での協議内容
（１）サポートして欲しいこと
・宿題の仕方を教える有効な手立てが知りたい。
（２）取り入れたアイデア（アイデア１とアイデア２）
・ＩＣレコーダーの活用（毎日の連絡から始める）
・映像と音声がセットになったものを使ってみる（
「ボカロで覚える理科」
）
※「ボカロで覚える理科」とは、受験対策で市販されている参考書のこと。
（３）アイデアに基づく実践
①指導方法
・ＩＣレコーダーの使い方を説明し、帰りのＨＲで宿題や持ち物の連絡を担任が吹き込
み、生徒が自宅で聞いて確認する。
・国語教師がＩＣレコーダーに「小テストの問題と答え」
「国語教科書の本文」を吹き込
み、生徒が宿題で繰り返し聞いて暗記したり、音読練習したりしてすらすら読めるよ
うに練習する。
・授業時間にｉＰａｄで「ボカロで覚える理科」を使う。
②活用の様子
・ＩＣレコーダーを使うことで、持ち物や宿題の忘れ物は減った。しかし、本人の意思で
使うわけではなかったため、長続きしなかった。
・ＩＣレコーダーを用いての国語の教科書の音読練習は、すらすら読めるようになった。
・ＩＣレコーダーを理科の暗記カード代わりに試したが、活用期間が大会前と重なり、宿
題として活用する機会がなく、成果が分からなかった。
・
「ボカロで覚える理科」は、曲のテンポが速く、映像が次々と変わり文字にルビをふって
いないため、萌恵さんはあまり興味を示さなかった。
Ⅲ まとめ
１ 成果
・ＩＣレコーダーを用いての国語教科書の音読練習は有効であることが分かった。
２ 課題
・ＩＣレコーダーは、携帯に便利であるが、音声データのみであるため、活用方法に限りがある。
・どのような情報機器であっても使用する本人が必要だと自覚し、能動的にならないと意味が無い。
・授業で行ったプリントで、答えが分かるものを宿題とすることが本人の力だけでできるものである。しか
し、作業でしかなく、覚えることにはつながらない。
・授業の中で、生徒一人ずつのｉＰａｄがあると、本人にあったアプリを試すことができ、幅が広がると感じる。
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２グループ

主体的に取り組む態度を育てる総合的な学習の時間
～達成感を得られる畑学習を目指して～
松岡 亜沙美（分教室小学部 1 組担任）

Ⅰ はじめに
対象児童は準ずる教育課程で学習している。これまで総合的な学習の時間で野菜の栽培や調理活動に
意欲的に取り組んできた。しかし、筋力の低さなどからできる活動が制限されがちであった。今回の取
り組みでは本児が教師と一緒にどのような支援があればできるようになるかを考えることが意欲をさら
に引き出し、主体的に活動に取り組むことにつながるのではないかと考えた。
Ⅱ 実践
１ 指導対象
分教室小学部 児童 A
２ グループ研究会での協議内容
（１）サポートして欲しいこと
・自分でできる野菜の手入れ方法、調理の方法のアイデアをいただきたい。
（２）取り入れたアイデア（アイデア１とアイデア２）
・アイデア１…軽量かつ車椅子に乗ったまま使用できる用具の紹介
・アイデア２…収獲した野菜を用いた調理活動の実践
（３）アイデアに基づく実践
①畑の雑草を取ろう
教師があらかじめ土を柔らかくほぐした状態で、自作のペットボトル製の熊手を使用すると、
ある程度自力で雑草を掻き取ることができた。自分でアイデアを出し、制作した道具を使ったこ とで
児童も満足したようだった。
②収獲した野菜を使ってカレーライスを作ろう【表１】
１回目は、自分に必要な支援を考えるきっかけとして、教科書通りに調理した。その結果、力を
入れることや野菜を押さえることが難しいことが分かり、２回目は「どうしたらもっと自分の力 で作
業できるか」という視点で計画を立てて実施した。すると、自分でできる作業が増えた。
１回目
２回目

野菜の皮むき
ピーラーを使用
電子レンジで加熱後、
手でむく

ニンジンとジャガイモを切る
包丁を使用
加熱済みのものを包丁で切る

タマネギを切る
包丁を使用
ビッグマックを接続したフー
ドプロセッサーを使用

【表１】１回目の調理活動と２回目の調理活動の作業方法の比較

Ⅲ まとめ
１ 成果
教材教具の準備を予め教師がするのではなく、単元の一部として本児の要望やアイデアを取り入れて
一緒に計画、活動することで本児の主体的に活動に取り組む態度や意欲を引き出すことができたと思わ
れる。自分でどうすればできるのかを考えるきっかけになった。また、ふりかえりシートでも、
「道具作
りや手での皮むきが自分でできておもしろかった。
」と書いており、自分でできることでの達成感を感じ
ることができたのではないか。
２ 課題
現在、本児は担任には自分の必要とする支援や要望を伝えることができるが、それ以外の教師には消
極的である。また、依頼の仕方が分からず困ってしまうことがある。自分はどうしたいのか、そしてど
のような支援があればできるようになるのかを考える活動を通して、これから困難な場面にぶつかった
ときも、自らまたは周囲と一緒に考え実践していく力、自分の意図を積極的かつ適切に伝える力を身に
つけていってほしい。
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３グループ

自立活動における、継続的な作業活動
～フレーバーボーイズの取り組み～
伊藤 篤司（分教室中学部 3 組担任）
Ⅰ はじめに
対象生徒は中学部３年男子４名、いずれの生徒も ADL 全介助であり、
「自ら身体を動かして活動を行
う」
、
「人から感謝、期待される」等の経験が乏しい。また友達同士のコミュニケーションもほぼ見られ
ない。本実践は、仲間とともに繰り返し行う作業活動を通し、自分で身体を動かして役割を遂行する楽
しさや、人から感謝・期待される喜びを感じることを目的とする。
Ⅱ 実践
１ 指導対象
分教室中学部 生徒 A 生徒 B 生徒 C 生徒 D
２ グループ研究会での協議内容
（１） サポートして欲しいこと

制限のある生徒の動きを作業活動につなげる支援のアイデア

売れる製品のアイデア（年度を通し、継続した作業活動を行うため）
（２） 取り入れたアイデア（アイデア１とアイデア２）

スイッチで動く機械を使用する

消耗品、特に食品は売れる
（３） アイデアに基づく実践
① 活動の題材
生徒４名が共通してもっている感覚が嗅覚（※）であるため、香りが強い食品であるコ
ーヒーの加工を行うことで、感覚を共有し活動への一体感を出した。
② 教室での作業活動
ミル作業、シーラー作業、ラベル作業を設定し、役割を分担した。ミル作業、シーラー
作業についてはスイッチ操作で行えるよう工夫をした。
③ 広報・販売活動および評価の視覚化
生徒の活動を広めることで、より多くの人に労いや期待の声を掛けてもらえるよう、掲
示による広報活動「インスタ」を行った。また実際にお客様に納品し、感謝される機会を
設けるとともに、
「いいね」をしてもらうことで評価を視覚化し、多くの人に応援しても
らっていることが感じられるようにした。
Ⅲ まとめ
１ 成果
毎週繰り返す活動により、見通しと期待感をもって取り組む姿が見られた。また、役割遂行の成功体
験を積むことで、積極的・意欲的に活動に取り組もうとする姿が多く見られるようになった。多くの感
謝や労い、期待の声掛けをしてもらったことで、自己肯定感が高まるとともに、人間関係の拡大につな
がった。スイッチ操作の技術が向上するなど、身体の動きに関する効果も見られた。
２ 課題
香りの強い製品ということで主にコーヒーを取り扱ったが、紅茶やスパイスミックスなど、幅広く商
品を開発することでマンネリを防ぎ、学習内容や生徒の経験がより広がるようにしたい。
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４グループ

手先の巧緻性を高める取り組み
～蝶結びができるようになるために～
柴田 英華（小学部２年２組副担任）

Ⅰ はじめに
対象児童は、手先を使った作業的活動に意欲的に取り組む様子が見られ、巧緻性が高まってきてい
る。対象生徒が普段使用している物の中に紐を扱うものがあり、本人は紐の扱いがうまくなりたいと感
じている。紐結びができれば、学校や家庭生活において、生活の質や幅を広げることができるのではと
考えた。
Ⅱ 実践
１ 指導対象
本校小学部 児童 A
２ グループ研究会での協議内容
（１）サポートして欲しいこと
・巾着の紐を使って蝶結びをスムーズにできる方法。
（２）取り入れたアイデア（アイデア１とアイデア２）
・一回結びができるようになる。
・左右で色の違う紐を用いて練習する。
（３）アイデアに基づく実践
①指導方法
朝の５～１０分程度で、左右で紐の色が違う蝶結び練習キッドを使い、紐結びを行う。は
じめは一回結びを何回か行い、安定してきたら蝶結びに移行する。動作の一つ一つを確認しながら
教師と一緒に取り組み、動きを覚えたら本人が自分の力でできるようになるまで取り組む。蝶結び
まで安定してできるようになったら、紐の色を同一色のものに変え、蝶結びに取り組む。
②様子
はじめ、一回結びで苦戦している様子が見られた。二重に結んでしまったり、蝶結びの際に縦結
びになったりすることがあったが、何回か繰り返し行うことで一定の動作で結べるようになった。
蝶結びがうまくできると喜ぶ様子が見られ、意欲的に取り組む姿勢が見られた。
③結果・考察
給食の際に使用している巾着の紐を使って、蝶結びができるようになった。以前は、巾着の紐の
一回結びに時間をかけていたが、蝶結びまで自力でできるようになった。また、巾着の紐を長く柔
らかい材質のものに変えたことで結びやすくなり、本人がより達成感を味わいながら取り組むこと
ができるようになった。
Ⅲ まとめ
１ 成果
巾着の紐を使って蝶結びができるようになったことで、今後の学習活動や日常生活において手先の器
用さを生かした取り組みにつながるのではないかと期待できる。ビーズを使った課題も集中して取り組
み、手先を使って細かいものを扱う作業も以前より早くできるようになったと感じられる。
２ 課題
時間をかけて取り組んでいるので、本人の自信をつけながら毎日継続して、スムーズにできるように
取り組む。
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５グループ

排泄を確立するための手立て
～毎日の取り組みを通して～
髙橋 由紀（小学部２年２組担任）

Ⅰ はじめに
対象児童は、支援は必要だが自力歩行ができる環境の変化に弱い児童である。リラックスで
きるようトイレの環境を整えたり児童の気持ちに寄り添った支援を行うことで、トイレでの排
泄を促すことができるのではないかと考え、昨年度から排泄指導に取り組んでいる。

10月
6

３回

５回

２回

5

１回

４回

0

1

2

0

０回

2

6

０回
１回
２回
３回
４回
５回
６回
７回
パ…

Ⅲ まとめ
１ 成果
トイレに対する本人の負担を減らし、本人に寄り添って排泄指導を行ったことで、成功率を
上げることができた。また排尿した後は声を上げたり壁を叩いたりして出たことを教えるよう
になってきた。トイレに対する抵抗がなくなったことで、家のトイレでも排尿できるようにな
り、さらにはデイサービス先や校外学習先の公共のトイレでも排尿することができた。
２ 課題
「トイレに座る＝排尿する」ことが定着したため成功率が上がっているが、失敗して濡れることに対
しあまり不快がないため、定時排せつ以外でパットに排尿したり、ズボンを濡らしたりしても自ら何か
を訴えることはあまりない。今後は排泄はトイレで行うことだということを理解し、自らトイレに行き
たい意思を伝えトイレに行く方法を考えていかなければならない。
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パ… 2

）９

１ 指導対象
本校小学部 児童 A
２ グループ研究会での協議内容
（１）サポートして欲しいこと
・本人の負担がないようなトイレの
促し方（給食中も含む）
（２）実践
【図１：月別 １日における排泄成功回数】
①指導方法・実践(アイデア１)
・本人に負担がかからない程度にオムツを触り、出ている時間帯を把握する。
・水分補給後や給食中後にトイレに行くときは、トイレと遊び（給食）のカードを提示して
本人が選択できるようにし、意向を尊重する。
②結果・課題
出ないときもあるが、トイレカードを選んですぐに排尿することがあった。選択して確認
することで本人の負担は減ったようだ。1 日２回成功するようになったが、オムツが濡れて
いる状態は続いている。成功率を上げ、オムツからパッドに移行していくため、トイレに行
く回数を増やす必要がある。
③指導方法・実践（アイデア２）
・友達と一緒にトイレに行くことで、トイレはみんなで行く場所だということを意識付け、
定時排泄を促す。
・尿の量を把握するため、オムツの重さを量る。
④結果
トイレに行く抵抗がなくなり、1 日に６～7 回定時排泄を促すことができるようになっ
た。
「トイレに座る＝排尿する」が定着してきており、座ってからすぐ排尿するようになっ
た。今まで７日間パーフェクトの日があり、失敗は 1 日に 1～2 回程度である。(図１参
照）オムツに排尿していても２００ｍｌ以下の量だったので、パンツ＋パットに切り替え
て過ごしている。
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Ⅱ 実践

６グループ

側湾と股関節脱臼がある生徒が楽に過ごせる姿勢
森川 陽子（高等部 2 年 4 組 担任）

Ⅰ はじめに
対象生徒は側湾と股関節脱臼のため、体を動かす時に緊張して、力が入ったり、痛がったりすること
が多い。経鼻栄養で、登校後 45 分間横になり水分、12 時から 1 時間エネーボ、2 時から 45 分間水分と
体を動かすことができない時間も多い。同じ姿勢で長時間いることで、体も硬くなり、体を動かすと痛
がるのではないかと考えた。生徒が痛がることなく姿勢を変える方法について研究することにした。
Ⅱ 実践
１ 指導対象
本校高等部 生徒 A
２ グループ研究会での協議内容
（１）サポートして欲しいこと
・体の動かし方について知りたい
（２）取り入れたアイデア（アイデア１とアイデア２）
・腹臥位の時間をつくる。
・外部専門家のアドバイスをいただく。
（３）アイデアに基づく実践
①午前水分後、午後水分前腹臥位にした。ゆったりとリラックスできた。
②外部専門家にアドバイスをいただいた。
水分の時の姿勢、バギーの時の姿勢、腹臥位についてアドバイスをいただいた。
③家庭で取り組んでいる縦だっこを教えてもらい取り入れた。

↓方向からタオル、クッションを
いれ背中を広げる。

首が曲がることで、体がねじれ
てしまうので、首をまっすぐに
する。

げっぷがでやすくなる。

Ⅲ まとめ
１ 成果
外部専門家にアドバイスをいただくことで、リラックスして過ごせる時間が増えた。正しい
姿勢を意識して過ごすことができるようになった。
２ 課題
対象生徒は側湾が進んできているため、コルセットを長時間着けることができなくなってきている。
オムツ替え等で体を動かされると痛がることも多い。今後も、姿勢について専門家のアドバイスをいた
だいていく必要がある。
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７グループ

体力づくりの取り組み
～将来クラッチ歩行ができるようになるために～
佐藤 慎二（中学部 1・2 年 2 組担任）
Ⅰ はじめに
対象生徒は、学校での多くの時間を車椅子の自走で過ごしている。家庭やサービス利用時は膝立ち歩
きで移動している。療育センターでの訓練時にクラッチ歩行に挑戦しており、保護者は将来的に日常生
活内でクラッチを使用させたいという希望を持っている。体力が伸び盛りである中学生段階から体力づ
くりをしていくことで目標達成に近づくのではないかと考えた。
Ⅱ 実践
１ 指導対象
本校中学部 生徒Ａ
２ グループ研究会での協議内容
（１）サポートして欲しいこと
・クラッチ歩行の児童生徒指導の実践例が知りたい
（２）取り入れたアイデア（アイデア１とアイデア２）
・腰や足首の動きもポイントとなる。
・運動は、現在の取り組みの継続でよいのではないか。
（３）アイデアに基づく実践
【図１スキャモンの発達・発育曲線】
①指導方法
自立活動で３０分程度の膝立ち歩きを行う。スキャモンの発達・発育曲線（図１参照）にもある
ように、中学生の年代は体格が大きく成長する時期でもあるので、それに応じた運動刺激で筋持久
力の向上を図る。
②様子
廊下やスロープでやや長めの区間を歩き続ける時、息を弾ませながら運動する様子が見
られた。取り組み始めは終盤に動きが鈍くなることもあったが、継続するうちに時間いっ
ぱい活発に運動を継続できるようになり、長い日は４０分以上歩き続けることもできた。
③結果・考察
膝立ち歩きでの３０分は難なく取り組めるようになった。昨年度までは自立活動後の学習時は疲
労から動きが少なくなることがあったようだが、今年度はそのようなことがなくなり、自立活動後
も午後までしっかりと活動できている。また、発声も大きな声に変わってきた。これは普段の生活
内での膝立ち歩きよりも長く、息を弾ませながらの運動を続けることで、筋持久力や心肺機能が高
まったためと考える。
Ⅲ まとめ
１ 成果
サイズアウトしていたウォーカーの新調が済み、１０月中旬から自立活動でのウォーカー歩行を再開
した。スロープの上り下りも含め３０分以上継続して歩くこともでき、日常生活内でのウォーカーの使
用も始められるようになってきている。慣れもあると思うが、療育センターでの訓練時の歩行速度も上
がってきているとのこと。
２ 課題
将来的にクラッチ歩行を目指すにあたり対象生徒は左肘関節が不安定で、クラッチでの体の支持がで
きるか心配がある。左肘へのアプローチは学校では行わない方がよいと専門家より助言をいただいてい
るので、他の身体部位の筋力や柔軟性の向上などで補う方法はないか、家庭や療育センター、専門家と
連携し取り組みを進めていく。
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８グループ
８グループ

発語を多くするための取り組み
及川 秀視 久保 雅利（高等部２年 1・２組）

Ⅰ はじめに
対象生徒はことばに関する理解はあるが、自ら音声言語を発して伝えるとことは生活場面においては
安定していない状態であった。口蓋裂の手術痕はあるが音器は正常に機能しており、感情を表面に出す
時は大きな声を出すこともある。大きな声を発し怒ることで、要求を伝えようとする習慣が身について
いるように推測された。そのため対象生徒に発語することが心地良いことだと感じる環境が提示できれ
ば、音声言語で伝える便利さを体感することができるのではと考えた。
Ⅱ 実践
１ 指導対象
本校高等部 生徒 A
２ グループ研究会での協議内容
（１）サポートして欲しいこと
・あいさつなど簡単な音声言語を投げかけていただき、会話の相手になって欲しい。
（２）取り入れたアイデア
・音読の機会を設定する。
（発語しなければならない場面の設定）
・音声言語でのやりとりを求める。
（まずはあいさつから）
・手遊び歌を取り入れる。
（英語の時間に学習したお気に入りの手遊び歌）
（３）アイデアに基づく実践
①指導方法
・音器の確認と、息、声の学習。
・生活に必要なことばの投げかけを多くする。
・朝の会の当番活動（日程の音読など）の習慣化。
②音器の訓練
・８秒を目標に息ふきを実施。優しい息づかいを練習する。
・母音口形の練習。
（オ、ウの口形を特に意識する）
・舌の動きが不安定であるが、まずは口形の安定を優先した。
③話して欲しいことばの投げかけ
「おはようございます。
」
「ありがとうございます。
」
「おねがいします。
」
「おしてください。
」
「おちゃ」
「トイレ」
「おわります。
」
「さようなら。
」
など繰り返し、繰り返し模倣を誘い発語を促した。
④結果
・
「おはようございます」
「さようなら」
「こんにちは」など自分から発語することもある。
・音読を繰り返すことで発語が増え、発音は不明瞭ではあるが音節数はあってきている。
・きこえ方に特徴があり、高周波数帯に敏感に反応し指示が通りやすいことが分かった。
Ⅲ まとめ
１ 成果
（１） 自ら音声言語を発し伝えようという意欲が育ってきている。
（２） 発語を促されて、口声模倣ができるようになってきた。
２ 課題
（１） 発語は増えてはいるが発音が不明瞭なためうまく通じないことが多い。発語を増やしつつ発音
の明瞭度あげることが課題である。
（２） 音声言語を主たるコミュニケーション手段として取り上げるには、積極的にことばを繰り返し
投げかける環境を整えなければならない。
（３） 情報保障を徹底する。
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９グループ

必要な情報を取り入れて,問題解決学習に取り組むための支援の在り方
石川 茜（小学部２年 1 組担任）

Ⅰ はじめに
対象児童は,どの学習にも意欲的に取り組んでいるが,様々な視覚情報の中から必要となる１つを見て
課題に取り組むことに課題がある。特にも,算数の学習では,注視することが難しく,問題に取り組む間に
思考が停止してしまうこともある。そこで,アクセスリーディングの教科書データを活用して,視覚情報
の限定をすることで,児童が主体的に学習に取り組むことができるのではないかと考えた。
Ⅱ 実践
１ 指導対象
本校小学部 児童 A
２ グループ研究会での協議内容
（１）サポートして欲しいこと
・たくさんの情報から、１つの必要な情報だけに注目する方法
・アクセスリーディングの進め方
（２）取り入れたアイデア（アイデア１とアイデア２）
・アクセスリーディングの申請
・自立活動－iPad の活用開始・MN リードでの読み速度
・外部専門家の活用
（３）アイデアに基づく実践
①アクセスリーディングの教科書データの入手と活用
アクセスリーディングの教科書データの申請をし,実際に算数の学習で活用する。
②記録及び分析方法
ポイント数や文字色，文字数など様々な条件のもとで読み速度を測定し記録する。
③読み速度の比較
MN リードを活用して,読み速度の比較をする。また, iPad の縦横を変え,１行に入る文字
数を変え,読み速度を計測する。
④結果
MN リードの結果から,白地に黒文字の方がより小さい文字を読めることが分かった。しか
し,白地に黒文字でも,黒地に白文字でも１分間に読める文字数は,５０文字程度であった。
外部専門家の ST 相談において，iPad を縦に持ち，横６文字提示では，すらすら読めるが，
iPad を横に持ち，横８文字提示では１文字ずつ読むことが分かった。
Ⅲ まとめ
１ 成果
教科書データを活用することで，必要な情報だけを取り出し，学習に集中することができるようになって
きている。また，教科書データを使用してからの単元テストでは，正答率７６％で平均よりも１０％高い結
果が出ている。
２ 課題
教科書データは，文字の大きさや色を変えることができるので，児童のより読みやすい環境で学習を進め
ていきたい。また，図形や筆算などは挿絵とされ，うまく拡大されないので，必要に応じて副教材を用意す
るなどし，さらに児童が主体的に学習に取り組めるよう，今後も教材研究を重ねていきたい。
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（４）グループ研究会記録
「一人一研究」第１回グループ研究会報告
H29.6.30
１
Ｇ

２
Ｇ

３
Ｇ

４
Ｇ

５
Ｇ

６
Ｇ

７
Ｇ

８
Ｇ

９
Ｇ

研究部

・書くことへの支援の方法、児童生徒の特性に応じ、今何を教えるべきかについて話し合いを行った。
・児童生徒の思いだけでなく、保護者の思いもある中、将来的にどのような姿を目指すのか高等部の先生か
らの情報が必要だと感じた。
・ｉＰａｄの便利な機能やアプリについても情報の交換がなされた。
・児童生徒の目標、支援すべきことは何かを確認した。児童の目標を達成するために支援することを明確に
するとともに、支援グッツで補う方法についてサポートし合った。
・教材の作成や活用、身体の動き、児童が達成感を得るための取り組みなど話題は様々であった。

・これまでに取り組んできた生活単元学習や作業学習を切り口にして、教材や単元、授業の進め方について
の話し合いを行った。
・本物の体験や児童生徒が「できた」や「今日も楽しかった」とやりがいを感じられるような授業作りの視
点についての確認ができた。
・情緒の安定、蝶結び、噛み癖の抑制、自己刺激、下校しぶりなど多岐にわたるテーマに対し、有効的な教
材の作成、その利用法やスモールステップの積み重ねが大事である事、視点を変えた活動、教材の利用な
どいろいろなアイデアが出された。

・排泄指導や、手先をうまく使うためのトレーニング方法、教具などについて、先生方の経験をもとに、い
ろいろなアイデアが出された。また、日頃から記録を取り、そこから見えてくることを、今後の指導、支
援に活用していくことが有効であるということを確認した。

・摂食、水分摂取、肥満、姿勢等、児童生徒の体調を整えていくために、学校で取り組めることは何かを話
し合った。摂食の進め方、脱水症状の見分け方、姿勢について等、児童生徒一人一人について意見が出さ
れた。保護者、医療機関との連携の大切さを改めて確認した。

・運動・体育・体づくりを中心に協議を深めることができた。
・いろいろなバージョンのラジオ体操や幅広い実態で取り組める体育の内容等は、取り組んでいる先生以外
にも参考になるアイディアが多かった。

・意思の伝え方や発語を促す指導、より良いコミュニケーションをとるにはどうすれば良いかなどを中心に
話し合いが行われた。
・先生方の経験をもとに、様々な意見やアイディアが出された。

・グループメンバーが準ずるクラスや教科担当の先生が多く、それぞれで取り組んでいることを話してもら
いながら協議を深めることができた。
・前任校で経験した様々な情報やアイディアが出された。
例：アクセスリーディングやデイジーの活用など

次回、第２回グループ研究会は、７月２６日（水）「進捗報告、アイディア交流」です。
■職員の得意分野をまとめました。研究で何か困っていることがあれば相談してみてください。
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「一人一研究」第２回グループ研究会報告
H29.8.29
１
Ｇ

２
Ｇ

３
Ｇ

４
Ｇ

５
Ｇ

６
Ｇ

７
Ｇ
８
Ｇ

９

研究部

・どのアイデアを取り入れたのか、進捗状況、取り組みの様子などについて報告を行った。そこから、問題
点、新たなアイデア等の意見交換がなされた。
・人によっては、担当の子どもが変更してしまったり、転校したりしたため、テーマを変更したり、他の職
員に引き継ぎ、経過観察をする場合もあった。
・グループ研①でのアイデアをもとにそれぞれ実践を行い、報告を行った。実際に作った教材を見ながらア
ドバイスをしあったり、これから行う支援について話し合った。その中で、教材作成をする予算がなく、
自分で出している状況であることが話され、教材を学校でみんなで使う場合にどこかから教材費として出
せないかという意見が出た。
・各自の実践を報告し、質疑やさらなるアイディアの交流を行った。特に、児童生徒の興味関心、できるこ
とを中心に実践を考えていくことが大切であるとの話し合いがなされた。具体的には、生徒の嗅覚に働き
かける作業学習の実践、生徒が発することができる言葉が登場する絵本を作成する実践、生徒の発する言
葉の解説書作りの実践についての話し合いが活発であった。
・前回いただいたアイデアを実践してみた進捗状況、取り組んでの様子を報告してもらった。うまく進んで
いる様子やもらったアイデア以外の取組についても併せて報告してもらった。
・せっかくグループになった集団なので、グループ内の対象児童生徒と校舎内で出会った時は、お互いに挨
拶するなど交流的なものがあると理解が深まっていくのではないかという意見が出された。
・前半は、排泄・認知理解・諸計画のテーマごとにグループに分かれて協議やアイデア交流をした。後半は、
そこで出た内容を代表者が発表し、全員で共有した。同じテーマの中で、これまでの取り組みや進捗状況
を報告し意見交換をしたことで、より協議が深まり、次回までの取り組みに参考となる意見が多く出た。
日々の記録からきちんと実態把握をし、有効な手立てを考えることが大切と感じた。
・記録をとり、保護者に児童・生徒について理解してもらい、協力してもらうことの大切さと難しさについ
て協議した。学校で取り組んでいることを、家庭、事業所とも連携していけるよう、発信していく必要が
あることを確認した。また、側湾の予防の重要性についての意見が出され、側湾の研修会の企画を希望し
たいという意見がでた。
・進捗状況、取り組みの様子などについて報告を行った。そこから、問題点、新たなアイデア等の意見交換
がなされた。すでに終了しているチームもあったが、取り組みを継続していくという研究も多数あった。
その児童生徒にとってどの体勢が心地よいのか、運動できるぎりぎりなのかを十分に観察し、見極めて取
り組む必要があると再確認することができた。
・進捗状況や取り組みの様子についての報告をし合い、全員で共有した。自分なりの見解を持ち、これから
の研究を見据えていたり、アイディア１をそのまま継続して行っていくと言う意見などが多数出された。
iPad を使った具体的な提案や様々な意見を出し合いながら協議を深めることができた。一方で効果的な
アイデアを出しにくい研究テーマもあり、取組の難しさを感じた。
・前回のアイディアから、それぞれ研究を進めており、進捗状況を報告し合った。
・児童生徒ができるようになってきたこと、改善しなければならないことなどの変化についても出された。

G

次回、第３回グループ研究会は、９月２８日（木）「まとめ」です。
■校内研テンプレートに『アイデア２』を入力し実践に取り組んでいただいていますが、まだ未入力の方がいら
っしゃいますので、忘れずに入力をお願いします。
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「一人一研究」第３回グループ研究会報告「成果とまとめ」
H29.10.２０
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研究部

研究の成果と課題を一人ずつ発表した。実際に使用した教材・教具を紹介しながらの発表もあった。最後
まで研究を継続することができた方、生徒の移動や担当替えにより途中で終わってしまった方等様々であっ
た。またｉＰａｄを活用したいが、実態にあった操作性を検討していくことが課題であると確認された。更
に児童生徒に合ったアプリの情報共有など、必要になっていくのではないかと感じた。
それぞれ研究の成果と課題を発表したが、その中から視線入力装置を用いた研究について、Ⅲグループの
児童を対象に行ったものを紹介したい。児童は未定頸であるが、姿勢を安定させると、タブレットに注目す
ることができる。パッと画面に映ったものを見たり、全身が現れると顔を見たりしていることがはっきりと
わかった。授業の中で児童がどこを見ているのかを知る手段になることが分かった。
これまでの取り組みにおける成果と課題について確認を行った。成果としては、児童生徒ができること（使
える感覚）を中心とした題材設定、単元計画、教材作成などを行い、できる状況を整えることで児童生徒が
やりがいや達成感を感じることに繋がることが分かった。課題としては、児童生徒の感じた思いをどのよう
にして客観性を高めていくのか、記録の取り方の工夫が必要であると感じた。
各自の研究の成果と課題を発表。もらったアドバイスを参考にしながら取り組み方を変更したり、工夫を
加えたり対象の児童生徒と向かい合い、試行錯誤を繰り返したという発表が多かった。全体的に初めの頃よ
りは変化が見られたという発表が多かった。今後も、今の取り組みを継続させ記録を取りながら尚いっそう
児童生徒の実態に即した働きかけの工夫をしていくことが必要である。
これまで日々の記録やアドバイスを活用しながら適切な支援を模索し研究を進めてきたなかで、改めて実
態把握と継続性の大切さがわかった。しかし定着までには、今回の研究期間では足りないため、今後も継続
して取り組むことを確認した。また生活に即した課題設定や、動作と結果の関連性が理解できると、児童生
徒が主体的また意欲的に取り組む様子が見られることから、そうした教材や課題の工夫が必要だと感じた。
摂食についてと姿勢についての研究だったため、成果をまとめるには、今回の研究期間では難しく、現状
報告と今後の課題だけに留まった感がある。摂食については、家庭との連携が不可欠であるが、連携の難し
さが課題としてだされた。また小中高と情報を共有し、家庭をサポートしていく必要性についても確認した。
今回の研究では、学部間の情報が共有できる良い機会となった。
各自の成果と課題を発表した。運動・体育・体力作り・体操のテーマで取り組んでいた７グループでは「自
分から」
「楽しんで」というキーワードがまとめでも多く聞かれ、意欲的に取り組む大切さを感じた。課題
として、方法を評価する数的指標を記録としてとりにくい内容であったという声が多く聞かれた。今後も、
取り組みは継続していくことで確認をした。
発語を促す働きかけや、様々なパターンでの発声練習に取り組んでいくことなど、それぞれの研究の成果
や課題について報告しあうことができた。また、児童生徒が主体的に活動に取り組めるような環境の設定や
生徒の実態に即した働きかけの工夫が必要だと感じた。今後も継続して研究を行うことを確認し合い、いろ
いろな支援方法を共有できたことが良かった。
それぞれの研究のまとめの報告の中で、児童生徒へ成果が見られたことや、まだ課題が残っていることな
ど報告し合うことができた。他学部のことや情報機器についてなど知らなかったことがグループ内で情報共

G

有できたことが良かった。

次回、研究会は、２月９日（金）「全体研究会」です。
グループ代表の方は 11 月 24 日（金）までにまとめをお願いいたします。提出用のフォルダは後程連絡します。
■校内研テンプレートに『成果と課題』を入力し、まとめていただいていますが、まだ未入力の方がいらっしゃ
いますので、忘れずに入力をお願いします。
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例２

例１

氏名

アイデア２

結果

研究日①「今授業でやりたいこと」の提案と
それに対するアイディア交流（協議中心）

研究日②「その後の進捗報告」と
それに対するアイデア交流（協議）

まとめ（成果と課題）

研究日③「やってみた成果」
研究のまとめ（成果と課題）

視覚支援学校勤務経験者に聞 システムをうまく活用できず、 黒地に白文字にしてみたり、文 スムーズな読みにはつながら 成果
いてみよう
効果的な支援につながらない 字フォントを変えたりしてみて なかったが、ゴシック体で○ポ
○○○○○・・・
有効視野評価システムを活用
はどうか。
イント以上の文字なら読みやす 課題
してみよう
いようである。
○○○○○・・・

進捗報告
システムの活用により、対象生 黒地に白文字にしてみたり、文 読み速度は、以前より速くなり 成果
徒にとって見えやすい位置や 字フォントを変えたりしてみて スムーズによめるようになって ○○○○○・・・
文字サイズがわかり、少しずつ はどうか。
きた。
課題
スムーズに読めるようになって
○○○○○・・・
きた

対象生徒の見え方の 見え方の特性をしる手だてが
特性を知り、スムー 知りたい
ズな読みにつなげる
取組

アイデア１
視覚支援学校勤務経験者に聞
いてみよう
有効視野評価システムを活用
してみよう

サポートして
欲しいこと

対象生徒の見え方の 見え方の特性をしる手だてが
特性を知り、スムー 知りたい
ズな読みにつなげる
取組

テーマ
今やりたいこと

校内研テンプレート記入例
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（６）外部研究団体による発表資料
【第５５回東北地区肢体不自由教育研究大会（秋田大会）発表資料】

小学部児童の自力あぐら座位獲得を目指した取り組み
岩手県立盛岡となん支援学校 本宮 孔子
１

はじめに
本研究の指導対象は小学部３年生の女児、自立活動を主とする教育課程で学習を行っている児童で

ある。肢体不自由と視覚障害をあわせもっており、強い光刺激以外見えていない状態である。本児は
自分で積極的に身体を動かして心地よい姿勢を探そうとすることができるが、あぐら座位を保持する
ことは困難である。あぐら座位に取り組むことで、自力でバランスをとり、身体を起こした状態で過
ごせるようになることを本研究の目的として取り組んだ。
２

実践

（１）指導方法
PT の助言を基に、手の着く位置を補助しながら、あぐら座位の練習に毎日継続して取り組む。朝の
体操の時間に補助をした状態で５分間取り組み、徐々に補助の手を離していく。
○PT の助言内容
・装具をつけたままで床上でのあぐら座位の練習を行う。
・介助者は体幹装具を保持し【図１】
、身体をまっすぐに
するように声掛けをしながら補助する。
【図２】
（２）記録および分析方法

【図１】体幹装具の保持

【図２】介助者の補助

５分間の練習後、補助の手を離した状態のまま、自力であぐら座位をとれた時間（倒れ込むまでの
時間）を計り記録する。週に１～２回程度ビデオや写真を撮り、身体の状態を記録・比較する。
（３）評価の基準と方法
・自力であぐら座位をとれた時間を計測し、計測の途中でバランスを崩して身体が前後に振れても、
主体的に手を着いてもう一度姿勢を立て直すことができた場合には、継続して記録をとるものとす
る。
・「倒れ込むまで＝身体が前後の床についたところまで」を計測する。
・１０分以上自力であぐら座位がとれた場合にはそれ以上は計測しない。
（４）結果
①取り組みの状況
６月末～１０月初旬にかけて練習を行った。時間の計測ができない時もあり、記録の回数は時期に
よって異なる。
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【図３】夏休み前の座位保持時間

【図４】夏休み後の座位保持時間

②指導前半（夏休み前）の様子
・ほとんどはバランスをとることができない。後ろに倒れてしまうため、手の着く位置を繰り返し補
助し、主体的な動きとつながるよう支援した。
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・右手を右足の横の床に着いて身体を支えるが、この
前傾姿勢【図５】のまま、まっすぐな状態でバランス
をとることは難しい。疲れると手を着いたまま前に倒
れ込む【図６】ことが多くなった。

【図５】前傾姿勢

③指導後半（夏休み後）の様子

【図６】倒れ込み

・手を太腿の上に着け、ぐらぐらしなくなった。
【図７】
・手をぐっと床につかなくても、お尻だけで水平な状
態を保ち、バランスをとれるようになった。
【図８】
④姿勢の変化
指導前半【図９】は、身体が前傾になり、床に手を

【図７】太腿に手を着く

【図８】お尻が水平で安定

着いて身体を支えていないと前後に倒れ込んでしまう
状態だった。指導後半【図１０】になると、手で身体
を支えなくても身体の体幹をつかって、自分の背筋の
力で起き上がり座っていることができるようになった。
また、お尻への体重のかけ方も上手になり、均等に体
重をかけられるようになった。
⑤取り組み後の本児の様子

【図９】指導前半の姿勢

【図１０】指導後半の姿勢

「あぐら座位」が本児にとって負担ではない姿勢に変化したように感じる。長時間座れるだけでな
く、自力のあぐら座位で集団活動に参加できるようになった。身体を起こして座っていることで、以
前より周りの音を耳から有効に取り入れているように感じることが多くなり、様々なことへの反応も
よくなった。
（返事や独り言、笑い声など）また、車椅子に乗っている時の姿勢にも変化を感じること
ができた。
３

まとめ

（１）成果
本研究の結果から、今回のあぐら座位の指導は下記の通り対象児にとって有効なものであったと考
えられる。手の着く位置や身体のバランスを補助しながら、時間をかけて身体に染みこませていった
ことで、目が見えなくても自分でバランスをとることができるようになり、自力であぐら座位ができ
るようになった、と思われる。また、本人の体調や機嫌を考慮し、無理なく取り組めたこともこの研
究を有効なものとした一因と考えられる。あぐら座位をとり、身体を起こすことで反応の良さがみら
れたり、車椅子に座る姿勢も改善されたりと、本来の目的以上の効果が感じられた。
（２）課題
今後は、あぐら座位だけではなく、椅子座位につなげていき、より多くの場面で身体を起こして、集
団活動に参加していく姿を期待したい。そのためには、高さのある座面でもバランスをとることが重要
になってくる。今回の研究では床が接地面であったため、目の見えない本児でも安心して座ることがで
きていたが、椅子座位では高さや幅に限りのある椅子でお尻のバランスをとる必要がある。更に腕の力
や握る力も必要となるため、本研究のような成果がすぐには期待できないことが想定される。いつで
も、どんな場所でも座っていられるようなバランスのとり方、力のかけ方を検討していく必要がある。
また、この取り組みのあとに、本児が精神的に不安定な状況になった時には、それまでできていたあぐ
ら座位ができなくなることもあった。確実な習得のためには、精神面を安定させられるような環境づく
りも非常に大切である。児童が安心して取り組めるような環境づくりも今後の課題としていきたい。
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【第６３回全国肢体不自由教育研究協議会山口大会 ポスター発表資料】

自分で読むことのよさや楽しさを実感できる授業づくり
（学校名）岩手県立盛岡となん支援学校
（職 名）教諭 （名前） 石川 茜
【目的】
対象児童は，準ずる教育課程小学部１年男２名で

３．単元計画

ある。平仮名をすべて学習済みであるが，文字を見
て読むことに難しさを感じている。学習に対しては

次
一

時
１

二

３
４
～
６

三

７
８

意欲的に取り組むが，文字を見て読むことよりも，
耳で聞いたことを覚えて唱えることが多い。家庭学
習でも同じように耳で聞いたことを唱えている。

９
10
11

６月に国語（光村図書）で「くちばし」を題材に

12

学習活動
①知っている自動車について話し合う。
②図鑑と「自動車カード」例を見て，図鑑作り
の意欲をもつ。
③範読を聞いて，学習課題を設定する。
④「じどう車くらべ」を読み，気づいたことを
話し合う。
（自動車の図鑑や本の並行読書）
⑤それぞれの自動車の「しごと」と「つくり」
を比べながら読む。
・バスや乗用車・トラック・クレーン車
⑥はしご車の「しごと」と「つくり」を考えて
書く。
⑦自動車図鑑や本などから，
書きたい自動車を
選んで読む。
⑧「しごと」と「つくり」をワークシートに書
く。
【本時】
⑨目次や表紙等をつけて，
自動車図鑑を完成さ
せ，読み合って，感想を伝え合う。
⑩学習を振り返る。

して，
「くちばしくいずをつくろう」の学習に取り組

４．評価の観点

んだ。説明文の中から，問いと答えになる文章を見

［読むこと］

つけ，自分で選んだ鳥の問いと答えを考えたり，く

評価規準と評価方法
【関】自動車について知っていることを話したりきいたりし
て，図鑑作りに関心をもち，自動車に関する本や文章
を進んで読もうとしている。
（発言・観察）
【読】問が何か，問いと答えがいくつ書かれているかを読み
取っている。
（発言・ワークシート）
【読】それぞれの自動車の「しごと」と「つくり」を書き抜
いている。
（ワークシート）
【言】長音・促音などの表記や，句読点を正しく使って書い
ている。
（ワークシート）
【関】自動車について説明されている絵本や図鑑などを読
み，進んで調べようとしている。
【読】本の中から「しごと」と「つくり」にあたる部分を書
き抜いている。
（ワークシート）
【書】調べた自動車について，
「しごと」と「つくり」を「そ
のために」を使って書いている。
（作品）
【言】著運音・促音などの表記や，句読点を正しく使って書
いている。
（作品）

事柄の順序を考えながら読み，内容の大体を理解

ちばしの形や鳥の食べ物について調べたりすること

している。

ができた。しかし，自分で文章を読む段階には至っ

本や文章の中から，必要な言葉や文を書き抜いて

ていなかった。

いる。

本研究では，
「じどう車くらべ」を主教材とし，問

知識を得るために本や文章を選んで読んでいる。

いの文，
自動車の仕事や作りを読み取る学習を進め，
この単元のゴールとして自分で選んだ自動車の仕事

［書くこと］
「そのために」を使って文と文をつなぎ，自動車

や作りについて調べ，
図鑑をつくることを設定する。
文と文の続き方に注意しながら，大事な言葉や文を

の仕事と作りを説明する文章を書いている。
書いた文章を，友達と読み合い，よいところにつ

読み取り，それを表現できるようにしていきたい。

いて感想を伝え合っている。

そして，自分で調べ，自動車に対する知識を得るこ

【評価と成果】

とで，読むことのよさを実感できる授業を展開して

主教材を用いた学習では，４つの自動車について

いきたい。

繰り返し同じ形式のワークシートを活用したことに

【内容・方法】

より，自分たちで「しごと」や「つくり」を見つけ，

１．指導目標

必要な言葉を書き抜くことができるようになった。

知識を得るために，事柄の順序を考えながら内容

単元計画の３次，副教材を用いた学習では，自分

の大体を読み，本や文章から大事な言葉や文を書き

たちで図鑑から「しごと」や「つくり」を見つけ，

抜くことができる。

付箋を付けることができた。１つの図鑑だけではな

２．主な手立て

く，複数の図鑑を読み，知識を得るために読もうと

・大事な言葉や文に着目できるようなワークシート

する姿が見られた。また，自分から図鑑を読むこと

を作成する。

で，知識を得られることを実感したり，友達の調べ

・トミカなどの自動車のおもちゃを用意し，作りを

た自動車と比較したりして学習を深めることができ

見つけることができるようにする。

た。しかし，読むために「書く」活動を取り入れた

・副教材として働く自動車の図鑑や指導者が作成し

ことで，難しさを感じる場面もあった。ここで実感

た図鑑などを用意する。

した「読むこと」のよさを活用して，活動を進めら

・単元のゴールである自動車図鑑を作ることを最初

れるように今後も教材研究を重ねていきたい。

に示して学習に取り組めるようにする。
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【第５９回東北特別支援教育研究大会岩手大会

発表資料】

外 部 専 門 家 との 連 携 を 生 かし た 自 立 活 動
岩手県立盛岡となん支援学校
Ⅰ

教諭

柴田

宏子

実践にあたって
盛岡となん支援学校は、岩手県内唯一の肢体不自由教育を主とする特別支援学校で
ある。本校では児童生徒の障がいの状態が重度・重複化、多様化し、より専門性が求
め ら れ る よ う に な っ た こ と を 受 け 、 ５ 年 前 か ら PT（ 理 学 療 法 士 ）、 OT（ 作 業 療 法 士 ）、
ST（ 言 語 聴 覚 士 ） な ど の 外 部 専 門 家 活 用 が 始 ま っ た 。

Ⅱ

実践内容
１ 対 象 ・ ・ ・ PT は 児 童 生 徒 全 員 、 OT、 ST、 呼 吸 器 専 門 PT は 希 望 者 。
２ 活用方法
（１）希望の取りまとめや時間調整は自立活動支援部担当職員が行う。
（ ２ ） 事 前 情 報 と し て 「 プ ロ フ ィ ー ル 票 」、「 外 部 専 門 家 相 談 シ ー ト 」 を 提 出 す る 。
（３）外部専門家が来校し、自立活動支援部担当職員も同行して授業等を参観し、担任
が助言を受ける。
（４）
「 外 部 専 門 家 相 談 シ ー ト 」に 助 言 内 容 を 整 理 し た も の を 各 児 童 生 徒 の「 自 活 フ ァ イ
ル」に保存する。
（５）記録写真や動画を閲覧可能な状態とし、学部内で共有する。
（６）学部で情報交換する機会を設け職員間で共有を図る。
３ 相談内容の例
（ １ ） PT・ ・ ・ 車 椅 子 や 装 具 等 の 調 整 、 姿 勢 と ポ ジ シ ョ ニ ン グ 、 緊 張 緩 和 の 方 法 、 機 能
の維持向上のための動き、可動域の確認、自作教材への助言
（ ２ ） OT・ ・ ・ 補 助 具 、 机 等 の 工 夫 、 ポ ジ シ ョ ニ ン グ 、 動 き の コ ン ト ロ ー ル 、 視 覚 情 報
の整理
（ ３ ） ST・ ・ ・ 嚥 下 、 食 物 形 態 、 介 助 方 法 、 食 器 具 、 食 事 動 作 等 、 発 声 、 発 語 に 関 わ る
こと、コミュニケーション
ア 摂食指導検討会の助言、職員や保護者向けの研修会の講師を依頼している。
イ 食 事 動 作 、 姿 勢 に つ い て 、 PT と ST に 同 時 に 相 談 で き る 機 会 を 設 定 し て い る 。
（ ４ ） 呼 吸 器 専 門 PT・ ・ ・ 呼 吸 の 状 態 、 呼 吸 や 排 痰 の た め の 姿 勢

Ⅲ

成果と今後の課題
１

成果
職員向け学校評価アンケートでは外部専門家に関する項目において高評価を得て
おり、多くの職員が成果を感じている。
地域の外部専門家との連携が定着し、児童生徒が学習活動に取り組みやすいように
環境を整えるための方法や、運動機能を維持・向上するための方法 について専門的見
地から助言を受けられることは、児童生徒の指導・支援の充実につながっている。
２ 今後の課題
一方で助言を受けた医療的情報が自立活動の目的や指導方法に還元できているか、
また、その場限りになってはいないかと危惧する声も一部にある。自立活動支援部に
よるコーディネート、相談シートの有効活用により、明確な目的意識や継続性が必要
となる。学校教育という立場から、児童生徒の主体的な学びや自己実現に繋げること
を念頭に置き、外部専門家との連携をより充実したものとしていきたい。
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Ⅲ

寄宿舎の研究

１ 研究の概要
（１）研究主題
「生きる力を育む生活指導の確立をめざして」（3 年次研究の 3 年目）
サブテーマ「キャリア教育の視点に基づいたグループ実践を通して」

（２）研究の目的
キャリア教育の視点から、舎生が社会参加と自立に向けた「生きる力」を獲得するための効果的な
指導方法を検証し、寄宿舎の生活指導向上を目指す。

（３）主題設定の理由
寄宿舎ではキャリア教育の視点に基づいて生活指導計画の見直しを行い、新しく様式を作成し、キ
ャリア教育の視点から目標の設定及び手だての考案を行うことで一人一人の自立をめざす「生きる力」
の獲得に繋がる生活指導計画の在り方を検討した。
昨年度は新しい生活指導計画のもとに一人一研究を行いＰＤＣＡサイクルから舎生一人一人のキャ
リアの獲得について検証し更なる生活指導の向上を図った。
３年次研究のまとめとなる今年度は、舎生一人一人が今までの取り組みから得られた力を発展でき
るような支援を工夫し、そのポイントをグループで集約し、支援の手立てとすることで、新たなキャ
リアの獲得と更なる「生きる力」の獲得に繋がるのではないかと考えた。そこで研究主題を「生きる
力を育む生活指導の確立をめざして」、サブテーマ「キャリア教育の視点に基づいたグループ実践を
通して」と設定し、研究を進めていくこととした。

（４）研究の内容
1 年次 キャリア教育を視点とした個別の生活指導計画の流れを完成させる。
2 年次 キャリアの獲得の実態と効果的な指導手だてを検証する。
3 年次 グループによるキャリアの獲得の実態や効果的な指導及び手立ての検証とまとめを行う。

（５）３年次の方法と推進日程
今年度は、個別の生活指導計画を通して、日々の生活の中での取り組みについて「グループ研究」
を推進し、キャリアの獲得について検証していく。
①寄宿舎キャリア教育ワークシートとＩＣＦ相関図を利用し、個別の生活指導計画を作成する。主体的
な生活を目指した目標（ねらい、願い）を明確にする。
②各グループで検討を行い、キャリア発達を促す指導・支援のポイントを職員間で共有する。
③寄宿舎研究会で実践報告を通じて成果と課題の共有化を図る。
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【研究の推進日程】
日

程

内

４月２１日

研究会①（研究提案）

４月２６日

全体研究会

容

５月

棟会（前期の目標・手だての検討、確認）

９月

棟会（前期のまとめ、後期の目標・手だての検討、確認）、
各グループ協議

１０月２７日

研究会②（中間報告：実践報告）

１２月下旬～

棟会（後期のまとめ）

１月上旬

各グループ協議

１月２６日

研究会③（まとめ）

２月 ９日

校内研究報告会

（６）研究の経過
①個別の生活指導計画の作成
・寄宿舎キャリア教育ワークシートとＩＣＦ相関図を利用し、主体的な生活をめざした目標（ねらい、
願い）を明確になるよう個別の生活指導計画を作成した。
・研究部で作成された校内研テンプレートを引用し、寄宿舎研究の取り組みが一目でわかるようにア
レンジした様式を作成した。
②各グループ協議の実施
・研究テーマに共通性を持つ舎生同士でグループ分けをし、全部で 4 グループに組み分けられた。
・グループ毎で集まり、支援方法やサポートして欲しいことなどを検討した。
・女子棟は、複数部屋担当者が多いため、グループ毎の協議ではなく、棟としての協議がなされた。
③研究会で実践報告
・中間報告では、各グループの実践を報告し、各自の課題を明確にすることで、今後の取り組みや支
援の手立てを全体で共有することができた。

２

成果と課題

グループを組むにあたり、どのように分けるかを検討し、個別の生活指導計画を基に共通の目標を持
つ舎生同士をグループで分け、更に活動しやすいように棟毎に分かれた。
取り組んだ内容は、校内研テンプレートを引用し、寄宿舎用にアレンジした一覧表に、担当毎に記入
した。実際取り組んでみた感想（成果と課題）は以下の通りである。
〈グループ研究の成果〉
・全体の取り組みが分かりやすかった。
・「サポートしてもらいたいこと」を提示したことで、舎担が全体に伝えたいことが伝えやすくな
り、取り組みやすくなった。
・統一した言葉かけができるようになった。
・普段とは違うグループで話し合うことができ、違う視点で取り組むことができた。
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・少人数グループで集まりやすかった。
・個別の目標の中からテーマを選び、どこを伸ばせばいいのかわかりやすかった。
〈グループ研究の課題〉
・複数担当の職員はグループがかけもちになり、あまりグループの意味が無かった。
・変則勤務のため、集まる時間が持ちにくく話し合う時間があまり持てず、深まらなかった。
以上の成果と課題の中で、グループでの集まりやすさもある反面、寄宿舎職員特有の勤務事情もあり、
研究を深められなかったという反省も出た。これは取り組みが遅れてしまった係の反省点でもある。

３

まとめ
寄宿舎の生活指導は、卒業後の生活に繋がるものであり、日々の指導こそがキャリア教育である
と職員間で確認し、日々実践を積み重ねてきた。
３年前、キャリア教育の視点から生活指導の組み立てを考えたときに、漠然とした捉えと職員の
指導がまちまちだったため、具体的に活かしきれていない現状があった。そこで、キャリア教育に
ついて根本から見直す研究の機会を設け、学習会や実践を通して、その概念や活用方法を学び、舎
生個々の実態をより深く捉えることのできる個別の生活指導計画の他、キャリア教育ワークシート
とＩＣＦ相関図を作成したことで、個々の実態に即した指導計画を立てられるようになった。
昨年度は、新たに作成した個別の生活指導計画、キャリア教育ワークシート、ＩＣＦ相関図を使

用し、実態把握とキャリア発達の状況をまとめることにより、具体的な目標・手立てを考える
ことができた。実践報告では、職員間の共通理解や日々の積み重ねで定着し、自発的な行動に
つながった例などがあげられ、取り組みを共有することで他の舎生の取り組みや支援方法の参
考に繋がった。
今年度は 3 年目の集大成ということで、今まで重ねてきた取り組みにより得られたキャリア
をグループとしてまとめることで、舎生一人一人の課題をより明確にし、また、統一的な指導
を実践することで、自主性を導き、個々の力をより発展させる生活指導の改善に繋がるのでは
ないかと考え、グループ研究に取り組んだ。グループ研究では、より多角的な舎生個々の実態
を捉えることと同時に指導、支援の統一に結びつけることができた。
三年間の取り組みの積み上げにより、舎生個々に合った指導計画と実践は舎生の自主性、すなわ
ち「生きる力」の向上に繋がったと考えられ、一定の成果があったと考えられる。
3 年次研究は今年度で終了となるが、今後も寄宿舎ならではの舎生一人一人の生きる力を育むため
の指導、支援に努めたい。
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Ｉ・ T

T・ Ｄ

Y・ S

T・ Y

氏名

手立て（支援方法）
前期

」
サポートして
欲しいこと

手立て（支援方法）
後期

下校時、確認をすることで以前 一週間の予定を提示し、より細
より、時間のめどが立つように かい提示する。
なった。
時計を提示することで、自分で
時間を決めて行動することがで
きてきている。

進捗報告

まとめ（成果と課題）

帰舎した時に、一週間の流れ <成果>一日の流れのめどがつくことで、会議や行事の際に、騒
を、確認をすることで以前より、 ぐことが少なく参加できている。
より時間のめどが立つようにな <課題>家庭でも時程を提示しているが、効果が無く生活リズム
り、行動もスムーズだった。 が崩れてしまうことが多い。それを引きずったまま帰舎するた
時計を提示することで、自分で め、流れに乗れないこともある。
時間を決めて行動することがで 体調不良を訴える時に怒ってしまい、静かに伝えることが出来
きてきている。
ない。学部と連携を取り、家庭の支援を進める。

結果

〈成果〉気持ちの上では「頑張ります」と前向きな様子が出てい
る。こちらから提示することでの「僕もそう思っていました」は、
自分でどうするか考える機会が出てくる中で、あまり気にならな
くなった。
〈課題〉体調が安定しない。『（心理的に）つらい＝具合が悪い』
になっているのではと疑わしいときもある。無理なく学校・寄宿
舎生活を送ってほしいとともに、頑張らなければならないときも
あることを意識してほしい。バランスを取りながら進めたい。その
ため、自己決断を尊重し、その発言に責任を持たせるよう促し
たい。手始めに舎泊予定や登校時間を意識させたい。

排泄のリズムを整え、排 学校との引き継ぎを基にトイレ ・水分補給をこまめに行う。 学校との引き継ぎでトイレの時 ・前期の手立てを継続し、トイレ ・後期はお茶を温めた為、飲む 〈成果〉排尿時間帯の目安、排尿間隔を職員間で情報を共有で
泄の意思を支援者に伝え サインを出した時は速やかにト ・ホワイトボードに排尿の記録 間帯を確認し、その近い時間 での成功率を高めていく。 量も増え水分を補給することが きたことにより、トイレでの排尿の成功は多かった。
ることができる。
イレに行く。
をつけ、時間帯の目安とする。 帯にトイレサインが出た際、トイ
出来た。トイレサインが出るも、 〈課題〉 トイレでの排尿の成功は多くなってきたが、トイレサイ
・最終排尿時間と排尿間隔を レでの成功が多く見られた。
日によっては排尿間隔が安定 ンが出るも、日によっては排尿間隔が安定しない日もあり、まだ
職員間で周知する。
しない日もあった。
完全な定着までには至っていない。新しい環境にもなったの
で、排便にも繋がれば良いかと思う。

日課に沿った生活を送る 舎生活に充実感を得るため、 自分でやるよう、指摘を待って 登校前、時間を意識しての動 気付きにつながるような支援。 カレンダーの表示、見ている様
ことができる。
自分でできることは自分で頑 ほしい。本人のプライドを尊重し き、清掃活動は早くなった。心 時間を考えて、見通しを持って 子はあったが、それが体調面
張るよう促す。役割としての清 つつ、答えを提示するのではな 身不調があったことを受けて やるべきことをやるよう、直接 で良い影響を与えたかはわか
掃活動を取り組みやすくする。 くヒントを提示して自分で気づ “元気に登校するために”無理 的でない声がけ。舎での服薬 らない。自分で考えるよう促す
いて動けるようにしてほしい。 のない舎生活を送らせたい。指 や体調不良をカレンダーに記 接し方が効いたのか、主体的
できたときは褒め、できなかっ 摘に対する「僕もそう思ってい 録し本人が自覚できるよう提示 な行動が出てきた。（欠席した
たときはできるだけ振り返りを ました。」が目立つようになっ する。
日の舎生会長挨拶、電話して
してほしい。
た。
代読を頼んできた。）

排泄のリズムを整え、自 一連の動作を、提示・確認しな 拭き取りの際、本人の手を取り 一連の動作を確認したが、見 一連の流れを再確認し、再度 一連の手順などを提示したが、 ＜成果＞不適切行動については、職員間であまり大げさな反
分で処理ができる。
がら、一緒に取り組む。
一緒に行ってほしい。
ながらということはない。
一緒に取り組んで行く。
それを見て行うことはなかった 応をせず、淡々と接することで、こちらの反応を求めなくる。ま
不適切な行動があった場合に 不適切行動があった場合は、 不適切行動は、無くなった。 不適切行動については、今は が、不適切行動は、ほぼ消失 た、繰り返すことで消失した。
は、その都度話をし、意識でき その都度話をし、本人とともに、 拭き取りは、職員にお願いする 消失しているが、再度氷室する したと思われる。
＜課題＞寄宿舎での取り組みを、家庭で継続して取り組んでも
るようにする。
何回でも手を洗うようにしてほ ことが多く、一緒に取り組んで 可能性もあるので、継続して行 拭き取りに関しては、なかなか らうことが、なかなか難しく、定着まで至らない。また、家庭での
しい。
も、「拭く」ということに意識がな く。
定着しない。
本児への関わりが、なかなか時間がとれない現実もある。
い。

生活リズムを整え、情緒 本人と、順番を書いたホワイト 棟会や係会の開催日をわかっ
の安定を図る。
ボードに、活動を示す札を使 た段階で知らせて欲しい。
い、１日の流れを確認する。
時間の経過を伝えるために、タ
イマー等利用し、視覚的支援を
行う。

テーマ
今やりたいこと

研究テーマ「 生活リズムの確立

４
資料
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K ・ H

Ｆ ・ K

K ・ T

」
手立て（支援方法）
前期

サポートして
欲しいこと

・寄宿舎で、取り組んでいる事
を家庭でも協力を得ながら、装
具着用やストレッチを習慣化す
る。
・自力排便が全くなく、家庭で
の浣腸のみで生活している。
医師の指示や運動、食事等可
能な支援をしていく。

手立て（支援方法）
後期

・声をかけると、渋々食器を持
とうとするが、自分から持とうと
いう意識は薄い様子。
・タオルを絞るときに両手を使
おうとする場面が見られた。そ
の他の日常場面でも右手を使
う回数を機会を捉えて増やして
いきたい。

・食事や洗顔などの日常生活
の場面で、意識的に右手を使
う場面を増やす。
・学部での取り組みなど参考に
なるものを随時取り入れてい
く。

・寄宿舎で、取り組んでいる事
を家庭でも協力を得ながら、ス
トレッチを習慣化する。
・本人と相談しながら、便意を
自分で感じ、トイレでの排便を
増やしていく。

依然として職員の声かけが必 椅子に座った時に、真っ直ぐ座
要である。また便座に座ったと れているか職員と一緒に確認
きにズボンとパンツを膝下まで する。(前期継続)
下げていないことがあるので、
それにも声かけが必要である。

進捗報告

長期休み中も保護者の協力が
あり装具の着用ができた。今
後は、ストレッチも習慣化して
いきたい。
医師の指導により、自力で排
・トイレでの排便の習慣化の 便が増えてきた。今は、紙パン
為、1日１回トイレに座る練習の ツでの排便が多いので今後
介助をして欲しい。
は、トイレでする事を目標にし
たい。

・装具着用前、就寝前のスト
レッチをして欲しい。
・薬の摂取量、排便の有り無し
の確認と報告をして欲しい。

右手を使うことで日常の 食事の際、右手で食器を支え ・右手を使う場面を捉え、右手
動作がスムーズにできる るなど、右手を使う場面を意識 を使うよう言葉かけをする。
ようになる。
的に増やす。
・右手を使ったことでスムーズ
にできた場合は賞賛する。

自分の身体に関心を持
つ。

椅子にまっすぐ座ることが 椅子に座った時に、真っ直ぐ座 ・自身では椅子に対して真っ直
できる。
れているか職員と一緒に確認 ぐ座れているか分からないこと
する。
が多いので、その都度確認し
てほしい。

研究テーマ「 自分の身体を知る
テーマ
氏名
今やりたいこと

・職員の言葉かけがないと、右
手を使うことは少なかった。
週1泊なので、なかなか取り組
みを増やすことができず、前期
の状況とあまり変わらなかっ
た。

・装具の着用は、習慣化出来
たが、ストレッチは習慣化出来
ていない。
・医師の指導もあり、排便の回
数が飛躍的に伸びた。自分で
も便意を感じ、トイレでする事も
増えた。

・便座に座ったときに「真っ直ぐ
座ります」と自分自身で言う姿
が次第に見られるようになって
きている。しかし、まだ定着に
はいたっていないので、これか
らも継続した支援が必要であ
る。

結果

（２）男子棟２グループ

56

N ・ Ｍ

K ・ A

W ・ H

氏名

グループテーマ「

・自分から挨拶や話をするの
を待つ。自分から言い出せ
ずにいる時は、さりげなく促
すようにする。
・あいさつがんばり表を継続
して使用し、励みにする。
・相手の顔を見て挨拶や話
ができた時は賞賛する。

あいさつがんばり表のポイントを
貯めてお菓子作りなどをすることを
楽しみに、相手に聞こえるように挨
拶するよう頑張っていました。少し
ずつ声も大きくなり相手の顔を見て
挨拶ができるようになってきている。
依頼の際は自分から話すことが
できますが、一語文で済ませてしま
うことがあるので、「〇〇をお願いし
ます。」と最後まできちんと話すよう
に声掛けをしている。

相手の顔を見て挨拶や依 ・あいさつがんばり表を作り、
頼をすることができる。
励みになるように活用する。
・相手の顔を見て挨拶や話が
できた時は賞賛する。

・自分から挨拶ができない時
は、話しやすい雰囲気作り
や声掛けをする。
・きちんと挨拶ができた時は
賞賛し、がんばり表にｼｰﾙ
を貼る。

・挨拶をすることの意味や大切
さを伝えていく。
・実際の場面を通して職員も一
緒に挨拶をして、お手本を見せ
ていく。
・棟や学部の職員にも協力をし
てもらい、挨拶が出来た時は、
その都度、良い点や改善点を
伝えていく。

挨拶をする際、クラスメイトには
自ら元気な声で挨拶をすること
や小学部の友達には優しく声
をかけるなど、相手に合わせた
挨拶が出来るようになってき
た。後期は高等部進学に向
け、先輩や先生方にも挨拶が
出来るように支援をしていく。

・使い方が混乱しないよう授業で用
いている50音表を基に頻繁に用いら
れる言葉も追加し使用する。(50音
表常時携行）
・随時、使い勝手を学級担任や棟職
員と共有し、不具合時は修正を図
る。
・自習時間は、特にもひらがな・数
字に触れさせながら習得を図る。
・生活に密着した簡潔で簡単な言葉
で問いかけ、模倣や返事を引き出
す。
・表出できた言葉を共有(書き込み
表準備）し日々のやりとりでも繰り
返し用い言葉の獲得につなげる。
・上手に発声や話そうとする姿勢を
賞賛し意欲につなげる。
・映像に興味を示すことから生活の
写真や自撮りも含めた動画を視聴し
言葉の表出につなげる。

手立て（支援方法）
後期

学部や棟を超えて、たくさ ・挨拶をする時、相手の顔を見 ・挨拶をすることが出来たら、
んの人に挨拶が出来るよ て元気に挨拶ができるように、 挨拶の良かった点・改善点を
うにする。
実際の場面を通して確認してい 伝えていく。また、しっかりと挨
く。
拶が出来た時は、称賛をして
・挨拶表を作成し、気をつけて 次回への自信へと繋げていく。
挨拶をすることができたらチェッ
クしていく。その都度挨拶の良
かったところや改善していけば
良いところを伝えていく。

進捗報告
自然に飛び交う生活用語の他、簡
潔な語りかけでたくさんの言葉を覚
えていることから、筆記も併用し50
音表で示し文字からなる言葉の指さ
し練習をしている。また、50音表に
は、「トイレ「おちゃ」「おねがいしま
す」「ありがとうございました」などの
言葉も挿入し、一差しで相手に伝わ
るよう練習していが、自ら50音表を
持ち出し職員に伝えようとする時が
あり。まだジェスチャー中心に
「あー」「うー」などの発声で伝えが
ちなやりとりを、言葉は何文字から
成り立っているかを指で数え、発声
に導くことで、徐々に「ただいま」な
ど文字数を発声するようになり、今
では不明瞭ながらも言葉を発するこ
とができ、明らかに識別できる言葉
あり。まだ、ひらがなや数字の不確
かさがあり習得に向け練習中（なぞ
り・マッチングなど）。尚、濁点文字
等も挿入となっている学級担任作成
の50音表が混乱しないことから後期
はそれを用いる予定。

・単語や言葉とひらがなとが
マッチングできるよう、場面を捉
え、音とともに文字を提示する。
・50音表には、よく使う単語や
依頼・感謝の言葉も挿入し活用
に向け場面場面で指さし練習す
る。

生活の中からたくさん言
葉やひらがなを覚え、５０
音表の使い方を練習す
る。

サポートして
欲しいこと
・言葉やひらがな・数字等の習得に
向け、場面を捉え簡潔・簡単な問い
かけと引き出し方。
・上手な発声や、伝えようとする姿
勢および50音表活用等賞賛し意欲
につなげる。

手立て（支援方法）
前期

」

テーマ
今やりたいこと

コミュニケーション力を高める
結果

気持ちが前向きになったこ
とで、声が大きくなり自分から挨拶が
できるようになってきた。
あいさつがんばり表のポイントを貯め
て、お菓子作りなどをすることを楽しみ
にして取り組むことができた。

寄宿舎や学部の先生方に協力をして
頂き、挨拶をする際、お手本を見せて
アドバイスをすることで、小さな声だが
挨拶が出来た時があった。職員や好
きな人に挨拶をする際、恥ずかしさか
ら、なかなか挨拶をすることは出来な
かったが、挨拶への意識は高まってき
ている。

学担作成の５０音表は、車いすに常
時携行してもらっているが、STの先生
より使用は、時期尚早の助言があり、
補助的確認程度に用いた。ひらがな
や数字のなぞり書きが好きで、自習時
間にとらわれずなぞりの土台文を要求
することから、音読とともに書いてあげ
ているが、集中力がつき、線上を行っ
たり来たりのなぞりはあるものの文字
と書き順の習得にもつながっている。
生活密着での問いかけをしたことで、
言いやすい友達名や、（やって）「ちょ
うだい」などのほか、聞こえた言葉を
自分から発声することもあり、促しで
は、模倣発声が更にできてきた。ま
た、褒められることが好きでやる気
モードにつながっている。動画視聴、
写真とも好きで、解説しながら言葉を
引き出した。テレビの幼児番組の言葉
遊びなども興味を示し視聴している。
また、連絡帳へ生活の様子の写真を
添付し、効果的なやりとりの拡大にな
るようコメントを添えているが、家庭の
他、福祉サービスの利用先にも連絡
帳を見せ会話が広がっている。
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Ｉ ・ S

Ｆ ・ Ｍ

Ｍ ・ T

Ａ ・ K

Ａ ・ Ｍ

H ・ Ｃ

氏名

グループテーマ「

見られた。

使用頻度が高いものを確認し、どのように
部屋の整理整頓をする。 ・帰省日前日に部屋の整理を ・集団生活なので、常に色々な 日にちにこだわらず、自分が気 ・衣装ケースの中の整理を一
行うよう声かけを行う。
人から見られていることを意識 付いた時に整理を行う様子が 人でできるよう、実際に使いや 入れると使いやすいのかということを一緒に
・日にちを決めて衣類の整理を するような声掛けをする。
あった。
すい入れ方を一緒に考える。 考えると、移転後の部屋では自分で使いや
すいように工夫し衣類の整理を行う様子が
行う。

・前期に作成した日課表に当
番活動や部屋掃除の時間を記
入し、時間を意識しながら当番
活動や部屋掃除に向かうこと
ができるよう声掛けを行う。

何時から朝の当番活動を行うかわかって
はいるが時間に間に合うように急ぐなど、時
間を意識しながら当番活動に向かうことは定
着には至らなかったが、前期同様に朝食前
にできないときは朝食後に行うというように
日課の中での動き方を自分で考え行うこと
ができていた。

日課表を作成し、その中で自
分の動きを確認できるようにし
た。また当番表を作成したこと
で当番を忘れずに行うことがで
きるようになってきている。

当番活動、部屋掃除を忘 ・日課表を作成し、部屋に掲示 ・定着するまで、掃除の手順な
れることなく、責任を持っ する。
どを教えてほしい。
・で
て行う。
・当番を確認しやすいよう机上 きた時は賞賛して、自信を持た
に置く当番表を作成する。
せてほしい。

る。

苦手な活動でも、回数をこなし ・慣れてきた活動については少 当番活動は職員からの促しで取り組むこと
ができている。職員と一緒に行うことで手順
ていく中で取り組むことができ しずつ見守りを増やす。
や方法は覚えた。気分が乗らないことはあ
ている。いったんコツをつかむ
るが、最終的にはやり遂げることができてい
と上手にできるようになった。

・仕事内容を説明し、定時に行
うように促す。
・職員と一緒に行い、手順や方
法を覚える。

・毎回やり遂げたことを褒める、
職員と一緒に喜び合う。
・予定が変わる、新しい活動の
場合は事前の予告。

当番活動をする。

時間は短縮している。

自分で使いやすい方法を考え、収納ができた。
声がけにより、整理整頓を行うことができた。賞
賛により、翌日も意識して整理整頓することも少
しみられた。

職員への依頼は、自分から話すことができ
た。
１月より移転に伴い帰省・帰舎の乗り換えが増
えた。冬休み中に家族と時刻表を確認し駅への
連絡やタクシー予約を行った。２回目からは自
分で行っている。

結果

時間内に終える回数は増えてきた。その日
・卓上時計の活用
のスケジュールや体調により難しいこともあ
・時間の確認
・自分で終了時間を設定する。 るが、当番活動や身の回りの家事に要する

時間を意識するようになった。趣味に
集中し、終了時間を過ぎてしまうことが
あっても、急いで次の活動に移るように
なった。登校時など、時計を見て１人で
行動する場面が増えている。

決められた時間内に活動 ・終了時刻の表示や確認の促 ・視界に入る場所に時計を置
を終える。
し
く。
・時計の準備、置き場所の工夫 ・趣味の時間に入る前は、より
ていねいに終了時間を本人と
確認する。

・実際の場面で連絡を忘れた
り、伝え方が不十分だった
りした時に、アドバイスをす
る。

・舎室の机上の整理整頓につ
いて方法をともに考える。

舎室の整理整頓ができ
る。

自分で必要な連絡をとる ・単独帰省・帰舎の際の予定
ことができる。
変更など、連絡が必要な実
際の場面を活かし支援す
る。

収納方法を確認し、整理整頓を行っ
た。曜日を決め、定期的に整頓を行う
ようにした。舎室の棚については自分
で使い方を決めて使用することができ
ている。

手立て（支援方法）
後期

・曜日を決め、行う。
・整っていない様子が見られた
・どのようにしたら使用しやすい 場合は声をかける。
かを本人とともに考える。
・定期的に整理整頓を続けて
いる様子が見られたら賞賛す
る。

進捗報告
・職員への連絡、友達への連
絡など相手に応じた話し方
や伝え方について、そのつ
どアドバイスする。

」
サポートして
欲しいこと
予約していたタクシーが来なかった
時に、慌てずすぐに自分で連絡を取る
ことができた。月曜日に乗車する新幹
線の時間が変更になる場合は、前日に
忘れずに寄宿舎に連絡することができ
た。

生活習慣を身に付ける
テーマ
手立て（支援方法）
今やりたいこと
前期

（４）女子棟２グループ

あとがき

「教育基本法」
（教員）第９条
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養
に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
「教育公務員特例法」
（研修）第 21 条
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければな
らない。
校内研究は授業づくりや授業改善に資するためだけではなく、自校が大切にしている
考え方の再確認や積み重ねられてきた実践を継承するためにも大切なものであると考
えています。校内研究には、児童生徒が日々の学校生活を安心安全で楽しく価値あるも
のとして展開しつつ、将来にわたって一人一人の成長及び発達を確かに支援し続けると
いう役割と、個々の教職員及び学校全体にとっては指導力や障がい等に対応する専門性
を磨き続ける役割、すなわち研修としての役割が同時に課せられていると思うからです。
平成２７年度からの３年間、「生きる力をはぐくむ授業のための『一人一研究』の取
り組み」という研究主題のもと、毎年７０本以上の研究への取組がありました。このこ
とは、教職員一人一人が課題意識をもち主体的に研究に向き合ってきたことを示してい
ると考えられます。
一人ひとりが個別にテーマを掲げる「一人一研究」という手法は、自分のペースで納
得のいくまで取り組めるという反面、多忙感や負担感を抱くこともありましたが、「肢
体不自由教育の実践例をより多く蓄積し専門性を高める」という目的にかなっていまし
た。
これらの研究の成果は校内ネットワークに蓄積されており、今後の教育活動のための
貴重な参考資料となることでしょうし、これらの研究への取組は本校の肢体不自由教育
校としての専門性を高めることにもなったと思われます。
これまでの研究の成果と課題を踏まえ、次年度以降も充実した校内研究が推進できる
よう、皆様から多くのご助言・ご指導をいただければと存じます。ぜひご一読いただき、
ご感想をお寄せください。

平成３０年３月
副校長
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