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第７２回コーディネーターフォーラムを開催 

 

7月 26日（水）夜に、第 72回和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムが、和歌山大

学会場、田辺会場の 2会場をテレビ中継で結び開催されました。 

今回は和歌山大学会場から、和歌山大学教育学部 山崎由可里先生、和歌山大学教育学部音楽教育

教室 上野智子先生が講演してくださいました。お忙しい中 38名の方がご出席くださり活発な意見交

換がされました。 

 

「療法」的視点を取り入れた音楽活動の意義とその取り組み 

－特別支援教育と教科教育の協働の経緯と意義－  

和歌山大学教育学部 特別支援教育学教室 山崎由可里 

  

通常の学級でも「特別支援教育」を必要とする児童・生徒が存在する中で、従来の教科教育（教科

学習）について、特別支援教育の対象となるような児童・生徒の視点から再構築することが必要であ

る。つまり、支援が必要な児童生徒には、どのように支援や配慮をすればよいか、教科学習はどう進

めていくのがよいかを具体的に考え、授業をつくる必要がある。特別支援教育と教科教育の協働は今

後の特別支援教育における学級・学校経営に重要な示唆を与えると考える。 

このような問題意識のもと、これまで私たちは、特別支援教育、教科内容(ピアノ)、教育方法(音楽

教育)、それぞれの立場から意見を出し合って、質の高い音楽の授業づくりを考えてきた。 

この授業実践の一つとして、A小学校の特別支援学級（自閉症・情緒障害）で、音楽療法を援用し

た授業がある。はじめは授業に参加することができなかった児童も、音楽そのものがもつ力によって

心が開放され、自由に自己表現することができるようになり、積極的に授業に参加するようになっ

た。児童にとって、心の安定・安心と居場所を保障することはいかに大切なことであるかがわかる。 

私たちは、このような教科教育との協働による特別支援教育を、上野智子氏が報告する、自立活動

として実践する取り組みも行ってきた。 
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「療法」的視点を取り入れた音楽活動の意義とその取り組み 

和歌山大学教育学部 音楽教育教室   上野智子 

 

 「療法」には cure（治療）と care（援助）の 2つの側面がある。care（援助）＋音楽による音楽療

法について、日本音楽療法学会の音楽療法の定義では、「音楽のもつ生理的、心理的、社会的働きを用

いて、心身の障害の軽減回復、機能の維持改善、生活の質の向上、問題となる行動の変容などに向け

て、音楽を意図的、計画的に使用すること」とされている。音楽療法の先進国である米国では、個別

の教育プログラムの関連サービスの 1つとして提供されているが、制度のない日本では特別支援学校

や特別支援学級において音楽科や自立活動の中で、音楽療法の理論や技法が援用されることがある。

しかし、特別支援学級では教科の学習的側面が強く、音楽療法の取り組みが少ないのが現状である。 

 スティーゲ,B.によると、音楽療法には 3つ概念があるとされている。①手段としての音楽―音楽を

聴いたり音楽に合わせて演奏してクライエントに有効な音楽刺激を与える、癒しや治療の手段として

の音楽 ②媒体としての音楽―クライエントが楽器を演奏することで悩みや気持ちを代弁しセラピス

トは演奏を聞いて気持ちを汲み取る、双方向のコミュニケーションの媒体としての音楽 ③コミュニ

ティとしての音楽―音楽を通して社会やコミュニティに参加することへのきっかけや原動力になる、

社会的・文化的な環境としての音楽である。このような音楽療法を取り入れた音楽の授業実践は、特

別支援教育における自立活動と関連があり、障害のある児童生徒が生き生きとした学校生活を送れる

ことを目指す「心身の耕し（自己表現、仲間づくり、自己肯定感、心理的安定）」につながる。 

 以上の問題及び目的意識をもち、私たちは、A中学校特別支援学級の自立活動の時間に、音楽療法

的な視点を取り入れた「音楽の時間」という授業をこれまで行ってきた。この学級の生徒は、学校に

馴染めず悩みを抱えていた。小学校時代に音楽が好きだった生徒に、音楽療法を通して「心の耕し」

ができるように活動を行っている。授業は、「オープニング→活動→クールダウン→エンディング」で

構成されている。楽器や楽曲の選択に配慮し、柔軟なルールでの活動の中で、生徒の「いま・ここ」

を大切に、表現のタイミングや表現しないことをも尊重する。これらの活動を通して、生徒は自分の

考えを表現することができるようになり、教員にとっては生徒の心を知る場となる。また、インクル

ーシブの場として、日常的な人間関係とは異なる関係性の中で行う活動は様々な発見があり、それを

通じて自己受容と他者受容が生まれるきっかけにもなり得る。 

 

参加者の感想 

・間違いのないという環境で、自分の表現が受け入れられる経験ができることは、とてもいいと思

う。 

・障害のある子供たちは身体的・言語的な制限がある場合が多く、自己表現が限られるなかで、音

楽という媒体を用いることで表現手段を膨らませることができるという部分に魅力を感じた。 

・音楽療法を取り入れた授業の様子を見ることができよくわかりました。子どもたちの楽しそうな

様子が印象的でした。 

・ワークでは、自分のタイミングや表現方法で楽しみながら参加できた。 

・自分を自由に表現して、みんなに自分を認めてもらえるということは、自尊感情を認めてもらえ

るということにつながるので良いことだと思いました。 
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第 73回コーディネーターフォーラムを開催 

 

8月 23日（水）10時から、第 73回和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムが、和歌

山大学会場、新宮会場、田辺会場、きのかわ会場の 4会場をテレビ中継で結び開催されました。 

今回は和歌山大学会場から、和歌山大学教育学部 武田先生、和歌山大学附属特別支援学校 北岡

大輔先生が講演してくださいました。お忙しい中 175名の方がご出席くださり、各会場と活発な意見

交換がされました。 

 

講 演 テーマ 

二次障害に陥った発達障害のある  

生徒たちの対応とその後  

 

 

講  師：和歌山大学 教育学部        教授       武田鉄郎 

 発達障害のある子どもは、多動であることや対人関係のまずさなどの特性から集団生活の中で「生

きにくさ」を経験している。発達障害の領域での二次障害は、発達障害の特性と周囲の人との関係性

の中で生じる心身症や行動・精神面での合併症を意味することが多い。二次障害の一つに不登校があ

る。幼児期から青年期の時間経過の途上で、ひどく傷ついた生々しい経験や対人関係の結果、引きこ

もるようになったものであるといえる。しかし、適切な心の支援をすることでトラウマを抱えていて

も心は成長する(心的外傷後成長)。 

 不適応やトラウマを抱えた子どもには、TSCC-A（子供用トラウマチェックリスト）や ASEBA（Ｃ

ＢＣＬやＴＲＦ等）を実施し子どもの心の傷を知り、担任教員だけでなくチームを作り、同じ視点を

持ち適切な支援や配慮を行うことが大切である。基本的な対応として①安心・安全の確保と安全基

地、居場所を作る②共感性、基本的自尊感情を高める③個々に合理的配慮ができる柔軟性をもつとい

った、統合的で柔軟があること。これらの対応の過程において、教師と生徒は「合意形成」ができる

関係性をつくることも大切である。 

提案・交渉型アプローチは「叱らないが、譲らない」ことが基本前提であり大切なことである。子

どもが「できない」「わからない」「認めてほしい」など立ち往生したときに、子どもの主体性や自

主性を重んじ、同時に寄り添いながら、子どもが「選択」できる状況を設定し指導することが大切で

ある。教師は、子どもが「選択」できるように主導権を持って提案・交渉を行い、子どもが納得し折

り合いをつけながら選択・決定する。このようなやりとりを繰り返すうちに、レジリエンスも育てる

ことができる。このように教師と子どもが合意を目指すやりとりの中で、子どもの自尊感情やソーシ

ャルスキルも高められ、社会性が育ちやすい状況も作ることができる。 

 そして、もし、愛着に問題があるとしたら、一貫性のある愛着関係を築けるような愛着対象を提供
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することが治療の第一歩である。周りの大人に注意を惹こうとする子どもに対しては「叱るよりもむ

しろ安心させてあげる」ことが必要である。これは決して甘やかしではない。 

 

  

講  師：和歌山大学附属特別支援学校            北岡 大輔氏 

 地域の学校から入学してきた子供たちは不安定な情緒や体調、コミュニケーションのトラブルなど

が見られる。TSCC の結果では、1/3の生徒が準臨床域以上である。強度の不安や他者への不信感など

様々なトラウマを抱えていることがわかる。 

「夢と希望をもってたくましく社会へはばたいてほしい」との想いからカリキュラムの見直しを行

った。他者との関わり合いの中から、自己を見つめ、自分らしい生き方を考える力を育むことを目標

に「セルフデザイン」授業を要として、カリキュラム全般を通して包括的に指導を行っている。教員

は、どのクラスの生徒の悩みも聞くようにして、生徒の了解のもと生徒の悩みを教師間で共有してい

る。生徒の悩みに対して、生徒ができること、教師がすることを明確にして問題解決に向けて一緒に

進めるようにしている。 

「マイリバー」「ぶつかり合う心」などの授業では、自分の気持ちを書くことで伝える力をつけると

同時に、友達の考えや気持ちを知ることができ、生徒同士の関わりが深まっていった。卒業後も友達

との関係は繋がっており、お互いに現状を話すなど良い交流が続いている。また、学年縦割りの活動

を行うことで、先輩へのあこがれや後輩への配慮など、自分の立場を踏まえた考えや行動ができるよ

うになった。 

社会に出ると必ず困難な場面に直面する。他者との安心できる関係を築く経験の積み重ねや、困っ

たときに相談できる多様な場所や手段を知っておくと、自分自身で解決できる力につながると思われ

る。 

  

質疑応答  

① TSCC検査を落ち着いて受けられない子どもへの対応は。TRF は一人か、複数の教師が行うほう

がいいのか 

A 集中できない子どもには、日常の生活の中で数回に分けて聞いてあげ、それを先生が記入する。

このことから、検査だけでなく子どもを理解することもできる。静かな場所で行うことも大切。 

 TRF は複数の教師が同じ項目をすることが大切。子どもは先生に対して違う態度をとる。 

② 認知行動理論について何歳から必要か 

A 保育園のときからでも可能。認知行動理論を使って行動、考え、感情を、客観的に自分自身を見

られるようにすることが大切である。 

参加者の感想 

・ASAEBA など実施して目に見える形で子どもを理解できると、教師間で共通理解のもと支援、指

導ができると思った。 

・仲間づくりの支援の大切さを感じた。子どもたちが互いに支えあい、高めていくには場の設定と

適切な声掛けが必要だと感じた。 

・困難に直面したときに、他者に「相談できる力」を養うことが大切だと思った。 

・「叱るよりもむしろ安心させてあげることが必要である。これは甘やかしではない。」実践してい

きたいと思った。 

・自尊感情を高める「叱らないが譲らない提案・交渉型アプローチ」の大切さがよく分かった。 
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第 74回コーディネーターフォーラムを開催 

  

10月 25日（水）夜に、和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムが、和歌山大学会 

 場、新宮会場、田辺会場、きのかわ会場の 4会場をテレビ中継で結び開催されました。今回は和歌 

 山大学会場から、和歌山大学教育学部 江田裕介先生、和歌山大学教職大学院 衣斐哲臣先生が講 

 演してくださいました。お忙しい中 49名の方が、ご出席下さり、各会場と活発な意見交換がなされ 

 ました。児童相談所の役割と機能、実情について学校教員は学び、連携したり、コンサルテーショ 

 ンを受けたりする必要があることが再認識される機会になったと考えます。 

 

講 演 テーマ                           

「児童相談所の役割と実情を学ぶ  

～児童福祉と学校教育との連携の課題～」  

 

講演題目： 児童相談所の役割と実情を学ぶ～児童福祉と学校教育との連携の課題～ 

 

講  師： 和歌山大学教職大学院     教授         衣斐哲臣氏 

    

 児童相談所とは、児童福祉法によって定められている都道府県ならびに指定都市に設置された児童

福祉の行政機関である。原則 18歳未満のあらゆる子どもと家庭の相談に応じ、常に子どもの最善の利

益を考慮し、援助活動を展開していくことを目的としている。基本機能としては市町村援助、相談援

助、一時保護、措置の 4つがある。このうち、一時保護については、児童相談所所長の権限で行うこ

とが認められている。また、児童相談所は、児童福祉司、児童心理司など専門職の職員が配置され、

様々なケースに対応している。しかし、近年は、虐待ケースの増大と社会的要請の高まりにより児童

相談所だけで対応するのが困難である。他機関と連携し専門性をもって対応しないと、子どもを守れ

ない状況である。 

 児童虐待とは、児童に対して「本来してはいけないことをする」身体的、性的、心理的虐待と「本

来すべきことをしない」ネグレクトがあり、それぞれが単独でおこるのではなく関連していると考え

られる。これら中で心理的虐待は、児童虐待防止法の改正により、面前 DVが心理的虐待に含まれる

ようになったことが影響し、最も高い割合を占めている。 

 虐待への対応は、保護者が「しつけ」、児童相談所が「体罰」と主張して対立する案件が多い。

「しつけ」と「体罰」の境界を引くのは容易ではなく、今でも「体罰」を容認する考え方は根強い。

しかし、「体罰」は容認できるものではない。「体罰」を用いない子育てを行えるよう、保護者に意

識改革を促す必要がある。 

 保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童のことを要保護児童と言う。要

保護児童の早期発見や適切な保護、支援を図るためには、市町村、学校、保健機関などが児童に関す
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る情報や考え方を共有し適切な連携のもと対応していくことが重要である。 

子どもの命を守り、子どもの最善の利益を確保するためには、家庭に対する社会の介入性を強化す

る必要がある。親が、子育てを学び、楽しみ、子育てによって親が育つことができるように、地域の

人や行政などの支援と繋がり、孤立させないことが重要である。 

 

講演題目： 日本の児童養護における今日の課題 

  

講  師：和歌山大学 教育学部    教 授      江田 裕介 

 

 社会的養護の種類は、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、

自立援助ホームがある。社会的養護の対象児童約 4.8万人の内、児童養護施設への入所児童が約 3

万人と最も多い。また、日本では施設入所が 99％、里親委託が 1%であり施設での対応が多い。

しかし、海外では施設入所に比べて里親委託の割合が高く、日本の里親制度は遅れている。その

要因の一つは、両親が健在している場合が多く、里親委託をしようとしても、受け入れ側も児童

も容易に受け止めることができない現状がある。 

入所児童のほとんどは、家庭の養育能力に問題がある場合が多い。児童の多くは、ネグレクト、身

体的・心理的虐待など何らかの虐待を経験している。親に養育能力がなくネグレクトの状態になり

入所となる乳児や、障害があることで、身体的虐待を受けて入所となるケースが多い。  

 ベトナムでは、社会的養護の主な理由は、引き取り手のない孤児や捨て子、経済的理由から養育で

きないなどである。しかし近年、都市部では日本のように家庭における不適切な養育が理由で入所と

なる児童が見られるようになり地域差があるのが現状である。 

 

質疑応答  

① 児童相談所に相談をしても、案件が多くすぐに対応できない現状があるのではないか。 

A 児童福祉司を増やすため研修の義務化など改善に努めている。しかし、思ったように関われ

ていない現実がある。対応できていない時は、繰り返し要求してほしい。虐待について

は、市町村も窓口になるので市町村や消防署員が確認に行くと思います。 

② 発達障害児の親にも、同じような特徴が見られることがある。親支援プログラムについて概要

を教えてほしい。 

A 育てにくさのある子どもの親は、虐待に繋がるリスクが高い。いくつかのプログラムがある

が、そのプログラムの専門知識のある方を紹介している。和歌山県では、トリプル P を実

践している団体があり、そこに委託して施設から子どもが帰る際に、保護者に対してプロ

グラムを受けるよう進め繋いでいる。プログラムを受ける中で変化がある場合がある。 

 

参加者の感想より 

・「知ってしまったから、ほっとけない。お節介でしょうが関わらせてもらいます。」と話されてい

たのが印象的でした。関係性を大切に繋がる工夫を色々な人と一緒に考えていきたい。 

・虐待の事例をお聞きして、子どもに対する声掛けや保護者に対する対応は学ぶところがありまし

た。 

・専門的な機関と同時に、「地域の目」というものの役割が大きいと感じた。 

・虐待の早期発見や早期支援、予防には、多職種の連携が重要であると改めて感じた。 

・日本の里親比率が世界的に見て、こんなに低いと知り驚きました。 
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第 7５回コーディネーターフォーラムを開催 
  11月 22日（水）夜に、和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムが、和歌山大学会 
 場、新宮会場、田辺会場、きのかわ会場の 4会場をテレビ中継で結び開催されました。   
 今回のフォーラムは、特別支援教育の学級・学校経営における障害のある子どものいる家族の理解、 
家族支援の在り方への示唆となることを目指して実施しました。お忙しい中 61名の方が、ご出席下 
さり、各会場と活発な意見交換がされました。 

講 演 テーマ                           

「発達障害のある子どもの家族への心理的支援について 

‐診断から就学までの早期家族支援‐」 
 
講演題目：今回のフォーラムのテーマの背景と趣旨〜障害のある子どもの家族支援の近年の動

向 
 
講  師： 和歌山大学 教育学部    准教授      古井 克憲 
 
 平成 17年に「発達障害者支援法」が施行されたことにより、障害者に関する法制度に発達障害の位
置付けが定着した。平成 28年には発達障害者支援法の一部が改正され、家族支援に関する条文では
「発達障害者の家族だけではなく関係者にも情報の提供を行うこと」、また「家族同士が支え合うた

めの活動の支援を適切に行うよう努めなければならない」が加筆された。つまり、発達障害者に関わ

る様々な人に各関係機関が連携して相談や情報提供を行うこと、そして、家族同士がお互い支え合う

ための活動「ピアサポート」の視点が追加された。 
 障害のある児童の就学先について、保護者は様々な葛藤のなかで決定していく。保護者は、子ども

の学習面での学びを大切にするか、身辺自立をはじめとした生活能力の向上を目指すか、そのどちら

に重点を置くのか、に悩む。また、通常の学校に入学した場合のリスクは何か、リスクに対する対応

ができるような学校環境が整っているかなど、様々なことを総合的に考え、判断して決めている。 
 特別支援教育における学級・学校運営においては、就学移行の際、本人、家族、就学前施設の関係

者、学校教員、教育委員会の就学担当者が、関係者として集い意思疎通を重ね、合意形成を図ってい

く「リスクコミュニケーション」を行うことが重要である。 
 
講演題目：発達障害のある子どもの家族への心理的支援について 
 
講  師： 和歌山大学 教育学部    講 師      竹澤 大史 
 
 障害をもった子どもと家族に対しては、子どものライフステージに沿った支援が必要である。

家族支援のニーズとして、乳幼児期には診断告知や育てにくさ、児童期には仲間関係や親やきょ
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うだいとの関係、青年期には進学や就職、成人期には就労や親亡き後の問題などがあげられる。 
先天性身体障害のある子どもの親の心理状態を表す「段階モデル」、子どもの障害について肯定

と否定を表裏一体になって表す「らせん型モデル」を読み解いても、親にとって子どもの障害を

受容することは簡単にできないことがわかる。障害受容のプロセス・スピードは一人ひとり異な

る。行きつ戻りつ、受容のゴールはない。家族の状態に合わせて寄り添う支援をすることが大切

である。 
障害のある子どものきょうだいは、親が同胞の子育てに手がかかり同胞中心の生活になること

から、「いい子」であることを求められ自己主張ができない場合が多い。また、親の代わりに介護

的な役割を引き受ける場面もある。このような状況により年齢以上に成熟し、責任感が強い様子

が見られる。これは、人間的な成長に繋がっている。しかし、心理的に負担がかかり過ぎている

という面も考えられる。そこで、きょうだいへの支援が重要となってくる。親は、親ときょうだ

いだけの時間をもつ、過度のプレッシャーを与えないようにすること、また、家族以外に自分の

気持ちを話せるよう、教員やカウンセラーに繋げることなどが必要な支援が考えられる。 
 愛知県には、心身障害者のために、療育、医療、教育、職業訓練などを行うとともに、在宅の

障害者や家族の相談・指導、心身障害の原因の探求・治療や予防を図るための研究を行う総合的

な福祉センターが設置されている。そこでの家族支援の一つとして、早期家族支援プログラムが

行なわれている。このプログラムは、3つのプログラムで構成されている。①「心理教育プログラ
ム」：本人や家族が参加して、専門知識や情報提供を行う。個別の問題に対処法を伝え、参加者の

自信回復を目指す。②「短期宿泊型プログラム」：親子で短期間宿泊して、親子で分かれてプログ

ラムを受ける。親は、親同士が育児の悩みについて話し合う。このことは、ピアカウンセリング

の効果が期待できる。③「ペアレント・トレーニング」：心理教育プログラムを経験した人を対象

に子どもの特徴を理解し誉め方や励まし方を学ぶものである。 
 以上のような、障害のある子どもの家族の理解、及び診断から就学までの早期家族支援の内容

を把握したうえで、学級・学校経営を行っていくことが重要である。 
 

質疑応答  

① 障害を持つ子どもの兄・姉と弟・妹では感じ方が違うか。 
A 違うと思う。小さい頃は、女性の方が「将来面倒をみなければ」など責任を感じやすい。

兄・姉は、同じ学校に来て欲しくないと思う。大きくなると関係性が変わるので感じ方は

よくにてくる。 
② 障害を受容できない親は「ペアレント・トレーニング」に参加できないが、その様な人にはど
のようにしているか 

A 参加者は意欲のある方。病院から言われても参加しない人も多い。また、受給者証がなけれ

ば参加できない。診断を受ける前の人は、保健センターと連携して個別の支援が行われ

る。 
 

参加者の感想より 
・就学についての判断、就学後の合理的配慮には、丁寧で正確な情報提供の必要性があると思う。 
・「障害受容にゴールはない」本当にその通りだと思いました。 
・障害者本人を支え、共に生活をする家族を含めた支援の視点を持つことが大切であることがよく

分かりました。 
・「ピアサポート」自分と同じ立場の人達と体験を語り合ったり、悩みを話したりする中で、自分と

同じような気持ちを聞いたり、自分だけではないと感じたりすることは大きな支援になると思う。 
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第 7６回和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラム 

を開催しました 
１月２４日(水)夜に、和歌山大学コーディネーターフォーラムが、和歌山大学会場で開催されました。

今回は、和歌山大学特別支援専攻科の学生 3名の発表になっており、テレビ中継はしませんでした。 
お忙しい中、３３名の方が出席して下さいました。 
 

発表① 小学校特別支援学級での児童の実態把握と学習支援： 

コーディネーター実習を通して 

 
	 地域の小学校に在籍するＡ君は、入学当初は集団活動においても困難さが見られなかったが、学習が

始まると他の児童に比べ学習の定着が遅く、通常の学級担任が個別支援を行うも次第に差が開き始めた。

校内委員会において、Ａ君のことを話し合った結果、2 学期から困難なところについては、特別支援学
級で少人数指導を行い支援することが決定された。 
	 Ａ君の実態把握と目標を設定し、情報共有するために実態把握シートを発表者が作成した。このシー

トは、個人と環境との相互作用で児童の実態把握を行うことを重視するため、ICFを参考に作成したも
のである。シートには、Ａ君の聞こえ方や見え方など身体的・認知的な特徴、発達検査の結果、困難な

ことなど具体的な実態、周りの人との関わり方、性格など本人の特徴が記入された。国語を中心とした

実態把握シートからは、書くのが遅いこと、先生や友達が書字を手伝ってくれるなどの原因により、自

分で書く機会が減っていたことがわかった。そこで、A君への支援学級での取り組みとして、特別支援
学校で使用している教材を取り入れ、文字の認識や読み方の学習を実施した。A君は文字の理解が深ま
ると、自信を持ち、意欲的、積極的に学習に取り組むようになった。さらに、特別支援学級で学習し身

につけた力を、通常の学級で発揮できることで自信を持つことができるようになった。今後も、教員は

情報共有し、教員同士の繋がりを持ち支援を継続することが必要と思われる。 
 
 

発表② 集団生活や学習につまずきのある児童の不安の理解と 

不安の軽減につながる支援 

	  
	 	 今回、事例発表を行うのは、地域の小学校の特別支援学級に在籍する、自閉症スペクトラム障害

で聴覚過敏のある児童 B君である。学校側が、児童について困っていることの中に、例えば、嫌な
活動はしようとせず教室を出て行ってしまうことがある、ということがあった。その背景について

発表者が検討したところ、B君は見通しの持ちづらさを抱えており、自分の気持ちを上手く伝えら
れないことなどがわかった。学校では、書きたがらない、大きな音や音楽を嫌がる、失敗を恐れて
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いる様子が見られた。 
B君の担任教諭から、B君について、①連絡帳を自分で書く、②時間割によって教室移動をす

る、③係の仕事を忘れないでする、④学校行事に参加してほしい、と発表者に相談があった。そこ

で、不安の軽減を中心とした支援を行うことにした。板書が苦手であることから、連絡帳のマスに

合わせて書いたメモを渡す。時間割を色分けして、視覚的に掲示することで教室移動を促す。係の

仕事は、仕事カードを作成し作業が終わったらひっくり返す。運動会では内容を伝え、参加の仕方

に選択肢を用意する。例えば、リレーでは決勝のテープ係を提案した。これらの支援で出来なかっ

たことが出来るようになり、自分なりの頑張りを自分も周囲にも認められるようになった。 
今回、ＴＲＦやＩＣＦを活用し児童の課題を見つけ、困難の背景を理解することによって、B君

への支援の視点をもつことができた。担任教諭は、提案する支援を受け入れてくれ、みんなと違う

形であっても行事に参加できるよう柔軟な対応ができていた。担任の理解は、学級の子どもたちの

理解につながり、クライスメイトは B君への支援を「特別扱い」として受け取らず、B君の頑張り
を認めることができた。学級の児童にとっても良い環境づくりができたと考えられる。 

 
 

	 	 発表③ 自尊感情を高め、ソーシャルスキルの力を育てる 

「社会性と情動」の学習ユニットの開発 
 
	 社会性と情動の学習（SEL-8S）の中で、SEL-8S学習プログラムは、学習活動、日常生活での様々な
取り組みに必要な自尊心の土台となるものとして社会性を位置付け、この部分の育成を目指して開発さ

れたものである。社会性は、学校・家庭・地域社会の影響を受けて育まれる。今回は、SEL-8S 学習プ
ログラムにある、社会性の基礎形成期に大切な、基本的生活の習慣、自己・他者への気づき、聞く・伝

える、関係づくりの 4つに焦点を当てて小学校特別支援学級での取り組みを行った。 
	 C 君は情緒コントロールが難しく、不快刺激に対する耐性の低さから行動上の困難が多く見られた。
思い通りにならないとパニックになる、勝ち負けや自分が 1番になることにこだわりが強い。また、活
動内容を見て、参加の有無を即時に決め、参加しない場合も多い。就学前の園では、集団活動にはほと

んど入れていなかった。今回、見る・聞く意識を高め、他者理解の基礎などを築けるように「どうぶつ

かるた」やすごろくを用いて授業を行った。C君は「どうぶつかるた」では参加しようとしなかったが、
かるたは全員が取れることを説明したり、少し違う役割で参加できるよう促したりすることで参加する

ことができた。 
	 社会性を高めるために集団活動への参加を促すためには、一部参加から始め、活動の入り口を広げる

ことや、活動内容を複数準備するといった不安を軽減することも大切である。活動に参加し達成感が得

られ、成功体験を積み重ねられることが、集団活動への見通し、安心感を持てることにつながる。 
 

 


