事例

＝社会性の指導＝

周囲（相手）と一緒に活動できるようになってきたＡさん
特別支援学校

小学部

《子どもの様子は？》
Ａさんは，日課が理解できているように思われていましたが，自分の思いこみで行動してしま
っていることが多く ，
「 ちがうよ 」と注意されてもなかなか切り替えることができませんでした 。
行動を止められると，パニックを起こしてしまうこともありました。また，散歩に行った時など
は自分でどんどん先に歩いていってしまったり，集団での活動も場を離れて一人で行動していた
りするなど，周囲に合わせて待ったり行動したりすることも苦手でした。
《背景は？》
●スケジュールや約束が理解できず，パターンで行動していることが多い。
●手の平の汗の感触が苦手で，手をつなぐことを嫌がる。
●大きな音や音楽，友達の不安げな声が嫌い。
●要求や拒否を適切な表現で伝えることが難しい。
《得意なこと・できること》
●写真（絵）カードの意味は理解できる。理解できる単語（ひらがな）がある。
●タイマーを使って活動の切り替えができる。
●一人で好きなアニメの場面を再現しながら遊ぶことが好き。
●身体を動かして遊ぶことが好き。

《指導の経過は？》
● 個別のスケジュールで活動を伝える
・授業の細かな活動が理解できていなかったり，急に活動
が変更になったときに変更が受け入れられなかったりし
たので，個別のスケジュール（写真１）を作って示すよ
うにする。
・活動が決まっていない場合には写真２の
で示したよ
ような無地のカードを入れ「決まっていないけれども何
か活動をするよ」ということを予告しておく。
《その結果》 急な変更があった時も新たに示された活動を受
け入れ，行動できるようになった。自分のやりたい活動
のカードをスケジュールに貼り要求することもあるが，
いつできるかをを示すことで折り合いを付けることもで
きるようになった。

〔写真１〕

〔写真２〕
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● 役割交代や順番・ルール理解をねらいにした活動
週に２時間，同じような課題がある７人のグループで，社会性を育てることを課題とした授業を
行いました。
〈ボール投げっこ〉
・親役を決め，全員とボールの投げっこを行う 。（写真１）
・親役は順番に行い ，その順番は写真カードで示すようにする 。
（写真２ ）。
・友達の名前を呼んでから相手が取りやすいボールを投げるの
がルール。うまく投げられたらシールがもらえる。シールを
ためるとごほうびがもらえるシステムにする。
《その結果》
・ 順番表を見て，自分で親の席に移動して活動できるようにな
った。
・ボールの投げっこでは，友達の名前を呼ぶことを忘れ，不意
に相手にボールを投げてしまうことがあった。相手が取りに
くいボールを投げたことになり，ごほうびのシールがもらえ
なかったことが重なったことでルールが理解でき，名前を呼
んでから受け取りやすいボールを投げるようになってきた。

〔写真１：ボール投げっこ〕

〈わらべ歌遊び「お茶を飲みに来てください 」〉
・歌に合わせて呼びたい友達を手招きで誘い ，飲み物をごちそう 〔 写真２：写真カードの順番表 〕
する活動。
・呼ぶ役とお客様役を交代しながら行う。
・本物のジュース類を使い，飲みたい物を選択する場面も作る。
《その結果》 友達が呼ぶ様子をよく見ていて，手招きされるとすぐに気が付いて，お客の席に移動
することができた。呼ぶ役になると，まだ指名されていない友達を写真カードで確認して，手招
きをして誘うこともできるようになった。役割を理解して活動できた。
〈歌「手と手と手と 」（グループの歌 ）〉
グループ学習の最後に輪になって手をつないで歌う活動で，初めは手をつながずに友達の手首を
握っていたが，少しずつ手をつなぐことができるようになり，歌の間ずっとつないで一緒に歌うよ
うになった。

《指導後の様子》
・人と手をつなぐことを拒むことがなくなり，散歩や劇の発表等で自分から手を出してつなぎ，
活動できるようになりました。
・課題グループの小集団活動で，役割や簡単なルールを理解して活動できるようになりました。
この成果として，例えば教師とのボール蹴りっこの遊びの場面では，周りの人の動きを見て自
分の動きを止めたり待ったりして，遊びを続ける様子が見られてきました。
・活動の切り替えや日課の修正・変更への対応へも柔軟に対応できるようになってきました。生
活全般で，状況を理解して適切な行動を取ることができるようになってきました。
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事例

＝社会性の指導＝

レストランでルールやマナーが守れるようになったＢ君
特別支援学校

小学部

《子どもの様子は？》
Ｂ君は，校外学習が大好きで，特にレストランで食事をすることを楽しみにしています。お金
の計算ができ，小遣いの範囲以内で自分の食べたいメニューを選ぶことができます。
しかし，大勢のお客さんのいるレストランでは，周囲を気遣ったり，場の雰囲気を察して行動
したりすることが苦手で，ドリンクバーの順番が守れなかったり，一緒に食べている友だちとト
ラブルになってしまったりすることがあります。
《背景は？》
●レストランに行った経験が少ないので，ルールやマナーが分からない。
●単語での要求が多いため，気持ちを相手に上手に伝えることができない。
《得意なこと・できること》
●写真や文字の入った手順表を見て，それに従って正しく行動することができる。
●教師に教えてもらった言葉を，復唱して相手に伝えることができる。

《指導の経過は？》
●レストランにはルールやマナーがあることを知るために
写真や文字が理解できるＢ君には，レストランで食事をする場合に，どんなルールやマナーが
あるのかを手順表や約束表を用意して説明しました。そして，教室内に仮想レストランを設定し
て，本物のレストランのような環境の中で，友だちと一緒に楽しく食事ができるように繰り返し
て学習を行いました。
〈配慮事項〉
・店員の服装，テーブル，メニュー表，おしぼり類，ドリンクバー，呼び出しチャイム，レジ，
ＢＧＭ等，なるべく本物のレストランと同じような教材を用意し，イメージしやすくする。
・ドリンクバーの手順表を用意し，よく確認するようにする（写真，文字で示す ）。
・ドリンクバーを利用する際に，隣に座っている友だちがいて通れない時には ，「すみません，
通してください」と伝えてから利用できるように練習する。
・「 ありがとうございます 」「お願いします」等，様々な場面でよく使われそうな言葉を事前に
表にして伝え ，「～の時は何て言ったらいい？」と質問しながら練習する。

〔学習予定表〕

〔レストランの約束 〕〔ドリンクバーの使い方〕 〔マナーの一言〕
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〔おいしそうに見え
る本物のようなメニ
ュー表〕

〔手動で操作できる
タンクを使ったドリ
ンクバー！〕

〔順番に並べるよう
に足形マットを用意 〕

そうだ！こんな時は「 すみません 。
通してください」って言うと隣の
人がどいてくれたことがあった
ぞ。

ドリンクバーに行きたいな～。
でも隣に人がいて通れないな。
こんな時はどうすればいいの
かな？

〔すみません。注文
をお願いします〕

〔店員さんは身なり
を整え本物らしく〕

〔隣の人にすみませ
ん 。通してください 〕

〔 おいしい～ 。また ，
この授業があるとい
いな〕

〔食べたら，お金を
払おう〕

《指導後の様子》
・ドリンクバーに好きなジュースがあったり，メニューに好きなお菓子があったりすることで，
子どもたちの興味が学習に向かい，マナーや約束を守ろうとすることができました。また，ド
リンクバーの手順や順番を守り正しく利用することができました。
・ルールやマナーが守れた場面をビデオで撮影し ，次回の授業の始めにその映像を観せることで ，
子どもたちはレストランでの様々な場面に応じた言葉を使おうとしたり，行動したりする姿勢
が見られました。

〈実際，レストランでは〉
店員に対して ，「お願いします」等の丁寧な言葉を使おうと意識したり ，「静かにする」の約
束を守って，騒がずに過ごすことができました。
授業中のみならず ，校外学習等の他の場面で ，知らない人にも「 すみません 」
「 お願いします 」
等の言葉を使ってかかわることができ，学習が実際の生活に般化している様子が見られました。

レストランで必要なルールや
マナーがあるんだな。教えて
もらって良かった！！
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事例

＝社会性の指導＝

進路に目標が持てたＣさん 自信をもって中学校へ
特別支援学校

小学部

《子どもの様子は？》
Ｃさんは現在６年生です。小学校の特別支援学級から，３年生の時に特別支援学校に転校して
きました。
おしゃべりが得意で身体を動かすこともお友だちも大好き。でも，集団での活動や友だちと遊
んでいるときに喧嘩やトラブルになることがしばしば。注意されても「僕だけどうして」となか
なか受け入れることができず，周囲も本人も集団での活動を楽しむことができませんでした。
《背景は？》
言語的コミュニケーションが可能で，能力があると見られがちなＣさんだが，
●集団場面では一斉の指示に注意が向けられないことがある。
●その場面で求められている具体的な行動が分からないことがあり，求められている
行動ができない。
●自分の気持ちが高揚すると，相手の気持ちを考えたり場面の状況や雰囲気を把握し
たりすることが難しい。
●友だちとのトラブルの経験が多く，よい経験を積めなかったために，叱られたことば
かりが思い出され，自分に自信が持てない。
《得意なこと・できること》
●学習面，計算は５年生程度，漢字は３年生程度の学習ができる。
●ゲームや漫画が大好きで，それらに関する知識が豊富。
●体育は得意。特に縄跳びや跳び箱はいろいろな技ができる。

《指導の経過は？》
● 分からないこと・苦手なことは絵にすれば分かる
・集団活動については，過去に起きたトラブルから予測される
出来事についての事前学習を個別に行う。学習の流れやその
ときの望ましい行動を絵や図にして説明する。
《その結果》 授業の中での友だちとのトラブルは減った。また，
トラブルになってしまった後でも，その時の状況を絵にする
ことで，相手の気持ちになって考え「何だ，そうだったのか」
と納得できるようになった。
● 疲れたら休憩コーナーで好きなことができる
・活動の切れ目に「休憩時間」を取り，教室のコーナーで好きな
ことができるようにする。
《その結果》 様々なことでストレスを抱えているＣさんにとって
気持ちの切り替えの上で有効だった 。「自分の疲れ度は 80 ％」
と表現でき，自分で活動の調整ができるようになってきた。
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〔プール学習
事前・事後学習の例〕

● よくできた時はポイントアップ！我慢が足りないときは減点…
・生活や教科学習でそれぞれに目当てを決め，達成できたときは，
「ポイント」をもらうことができるシステムを作る。ポイント
カードがいっぱいになると，ごほうびに新しい漫画がもらえる
ことになり，時々ボーナスポイントもある楽しいシステムであ
る。
〔ポイントカード〕
《その結果》 約束が守れなくてマイナスポイントになることも
あったが，ポイントを意識して行動を我慢することが多くなってきた。
● 自尊感情を高めるために
５・６年生では，能力にあった教科学習を進めることに重点を置きました。
《体育》 鉄棒・マット運動・縄跳び・水泳・マラソンなどを中心にして，細かい技能目標を表に
して分かりやすく伝る。自分の評価が表の中で着実に上がっていくことと，みんなから
ほめられたことがとても嬉しかったようである。
《国語》 出来事や自分の気持ちを作文にしてまとめる，一枚の絵や時系列の絵を見て文章にする
という学習を行う。苦手な漢字も，漢字検定で１０級に合格して自信を持ち，今は９級
をめざして勉強している。
《算数》 小学校４・５年生のドリルや教科書に沿った学習を行う。計算は好きで，楽しみに学習
できた。
● 社会性を高めるために
《居住地校交流》 小学校の特別支援学級で国語・算数・生活・体育を学習する。同級生と休み時
間に遊ぶことをとても楽しみにしていた。
《体 験 入 学》 小学部の卒業を控え，進学の選択肢のひとつとして中学校の体験入学を定期的
に行うようにする。
《交 流 学 習》 学年途中から，興味関心が似て共通の話題が多い中学部の生徒と週に一回一緒
に学習する。内容は会話や話し合いのスキル（温か言葉・ちくちく言葉，上手
な頼み方・断り方，ディベート ），ジェスチャー，ウノのゲーム等である。中
学部生徒の話し方をお手本にしたり，ゲームでわざと負けてくれることにびっ
くりしたりすることもある。見本となる存在として認めているようである。

《指導後の様子》
・転入当時，些細なことで起こしていたかんしゃくは見られなくなり，注意されると言い訳せずに
「そうだね」と自分の行動を反省できるようになりました。
・一斉指示に注意を向けられるようになり，集団でのルールが守れるようになりました。
・日常のいろいろな場面で「ありがとう」や「ごめんなさい」が言えるようになり，集団でのトラ
ブルがほとんど見られなりました。
・地域に友だちがほしいという理由で地域の中学校への進学を決めることができました。このこと
は ，Ｃさんが自分自身のことや周囲との関係を理解できるようになり ，自分の短所を認めた上で ，
自信と希望を持って進路選択した結果である考えています。
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事例

＝社会性の指導＝

勝敗のあるゲームに参加できるようになったＤさん
小学校

情緒障害通級指導教室

《子どもの様子は？》
Ｄさんは，負けるのが嫌いです。低学年の時は，ゲームに負けると大泣きしパニックになってい
ました。現在も，負けそうになるとゲームを続けているのが嫌になりわざと負けて終わりにしてし
まったり，負けると悔しくてブツブツと不満を言ったりします。
先日は，体育から戻る時に，教員が全員とじゃんけんをして勝った人が決まった歩数だけ進むゲ
ームをしました。Ｄさんは，数日前まで楽しんで行っていましたが，急に参加を嫌がりました。ル
ール違反をしているＨさんがいることに納得いかず ，「ヤダ！ 」「うざい！ 」「つまらない 。」と言
い続けていました。
《背景は？》
●活動がどうなるのか見通しが持てないと不安。
●ゲームは勝つことが一番だと思っている。
●自分の気持ちが高揚すると、相手の気持ちを考えたり場面の状況や雰囲気を把握し
たりすることが難しい。
《得意なこと・できること》
●ひらがなや小学校２年生程度の漢字が分かる。

《指導の経過は？》
● 「ゲームに負けたときにどうするか」を理解するために
ゲームをして負けた時に大泣きをしてゲームが中断していた時期は，下記のようなソーシャル
ストーリーを作成しゲームが始まる前に確認しました。
「ゲームをするときには」
ぼくは，○○小学校4年生の△△です。
ぼくは，友だちや先生とゲームをするのがだいすきです。
ゲームは，かつときもあれば，まけるときもあります。
かったときは，うれしいです。
まけたときは ，ざんねん・くやしい・イライラしたきもちになるときがあります 。
か っ た ら ｢や っ た ー ！ う れ し い ！ ！ ｣と よ ろ こ び ま す 。
ま け て も だ い じ ょ う ぶ で す 。 ｢も う 1か い ゲ ー ム を や っ て
ください｣といえばいいのです。
ないたり，おこったり，さわいだり
しない で，つ たえよう とおも います。
・実際にゲームを行う前に，勝った時・負けた時の行動の仕方を練習する。
《その結果》 負けた時はやはり悔しく機嫌が悪いのですが，少しずつ泣かないでゲームに参加す
るようになった。
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● ゲームを最後まで続けるために
ゲームに負けそうになると「 どうせ負けるんだ 」とわざと負け ，放棄する様子が見られたので ，
ゲームを行う前に『こんな時，どうする？』というプリントを使って指導を進めました 。「勝負
は最後までわからない 」「相手の気持ちを考える 」「楽しんでゲームを行うには？」ということ
を理解できるような内容にしました。
Q１
Q２
Q３

Q４
Q５
Q６

ゲームの１回目が終わりました。負けた○○さんは ，「次も負けよう！」と言いました。
負けた○○さんは，どんな思いで言ったのでしょう？
「次も負けよう！」という言葉を聞いて，勝った◇◇さんはどう感じたでしょう？
「次も勝たせてもらうぞ 」「やる気がないのかな？ 」「つまんない 」「やりたくないな」
それを見ていた友だちは，どう思うでしょうか？
「○○さんは，どうしたのだろう？ 」「○○さんは，何でああ言ったのだろうか？」
「はじめから負けようなんて，つまんない 」「嫌な言い方だな」
○○さんは，どう言えばよかったのでしょうか？
「もう，やめた 」「次は，負けないぞ 」「早く負けよう 」「悔しい！次こそは 。」
○○さんの言い方が変わったら，友だちはどう思うでしょう？
○○さんが「今日は，負けちゃったけど，またやろうね」と言ったら，◇◇さんは，
どう思うでしょうか？

● ルール違反をする友だちと一緒にゲームを行うために
ルール違反するＨさんがいることに納得がいかず，教室でずっと文句を口にするＤさん 。「今
後，ゲームに参加するためにどうしたらよいか？ 」「ずっと気持ちが落ち着かず否定的な言葉を
教室の中で言っているとみんながどんな気持ちになっているか？」を考えるために，コミック会
話を用いました。
やだ！うざい！

ずるい人が
いてやる気
がなくなる ！
D くん

何で，ずっと
言っているのだろ
う 。聞 いていた くな
い ！僕 たち関係 ない
のに！

なんだ
そういう
わけか

ずるをする
人は嫌いだ
友だち

《どうすればいいのでしょう？》
１ ＨさんにＤさんの気持ちを伝える
① 分かってもらえた
スッキリ！！

② 分かってもらえない
そういう人もいるんだ

２ ＨさんにＤさんの気持ちを伝えない
① 楽しい活動に参加できず，余計につまらない
いらいら！！！

《指導後の様子》
集団で行うゲームは，みんなで楽しみが共有でき，コミュニケーション能力を向上させていくた
めの有効な手立てとして活用できます。勝敗へのこだわりを克服するには，時間がかかります。低
学年のうちにどうクリアしていくかがポイントですが，高学年からでも取り組む必要があります。
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事例

＝社会性の支援＝

一人でスーパーマーケットと書店の利用ができるようになったＥさん
特別支援学校

中学部

《子どもの様子は？》
音声言語による表出はありませんが，言葉で伝えられたことについては簡単な内容であればほ
ぼ理解でき，学校では落ち着いて活動ができています。
しかし，家庭では，いらいらして母親に対して大きな声を出すことがあります。母親が仕事を
しているため，Ｅさんは，週に２回程度は放課後にデイサービスを利用していますが，自宅に一
人でいる日もあるということです。母親は「家にいるだけでなく近くのスーパーや図書館に出か
けて買い物したり好きなことをしたりできると，放課後の生活が充実し，いらいらすることもな
くなるのではないか」と話していました。
《背景は？》
●公共機関利用についての知識はあるが，一人でお店や交通機関、公共機関の利用をする
機会が全くない。
このことにより放課後の生活がＥさんにとっては物足りないものになっている。
《得意なこと・できること》
●自分の身の回りの整理や学習場所への移動が一人でできる。
●毎朝，学級の健康観察カードを保健室に届ける係をしているが，この係活動も欠かさずに
行える。

背景としてのＥさんの生活について，受けている支援や利用しているサービスも含めて整理
しました。
〔 Ｅさんの個別の教育支援計画(支援者資源シート)〕
<教育>
<福祉>
・特別支援学校中学部○年○組組
・デイサービス○○
担任名 ○○○○
週２回程度放課後利用
○○○○
<医療・健康>
・Ａクリニック ○○医師
○○のために月１回程度通院

Ｅさん

<今後必要な支援>
・家の近くのスーパーや図書館を
利用するための支援
○ディサービス
支援員 ○○さん

<家庭・地域生活>
・父，母，姉(大学生)。両親は共
働き，父親の仕事は土日も出勤
・デイサービス利用以外の日は，
放課後５時３０分頃まで一人で
過ごしている。
<出身機関，その他>
・Ａ市簡易マザーズホーム
本校入学前に利用
・特別支援学校小学部
中学部入学前に在籍
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《支援の経過は？》
● 放課後，家の近くのスーパーや図書館が利用できるようになるために
個別の指導計画により保護者との連携をはかる
個別の指導計画でのＥさんの重点目標は以下のとおりです。
①コミュニケーションカード(絵と文字)や簡単なサインを使って必要なことを周囲の人に伝える
ことができる。
②ひらがなの短い文を読んで意味がわかり，学習や生活に生かすことができる。
①②の目標は，これまでも学習のなすかで取り組んできた内容です。保護者との面談ののち，
次の目標を増やすことにしました。
③家の近くのお店や図書館を一人で利用することができる。
③の目標については，家庭との連携なしには進められないことを保護者と共通理解しました。
● 放課後，家の近くのスーパーや図書館が利用できるようになるために
－個別の教育支援計画により，地域の支援サービスと連携をはかる－
①学校での学習として，グループ別の課題学習の時間にＥさんの家の近くの「買い物マップ」を
作る。この活動を通してスーパーや図書館の位置，行き方(信号をわたるかどうか)について十
分に学習する。
学習を進めるにあたっては，写真を活用して
大型スーパー
レストラン
スーパー
具体的なイメージが持てるようにする。
(書店)
● ●
②実際にスーパーに行って買い物の学習を行う 。
この学習は放課後の活動であるため，地域の
● ●信号
デイサービス事業と保護者，学校とで連携し
て進める。連携するにあたっては個別の教育
自宅
図書館
支援計画により情報交換を行う。
マンション ● ●信号
最初は担任と保護者も同行し，２回目以降は
デイサービスの支援員がＥさんと一緒に行き，
● ●
買い物を支援する。
《その結果》
〔買い物マップ〕
週１回のこの学習を継続して進めたことによって，スーパーでの買い物は一人でできるように
なった。そして，好きな本を一人で買いに行きたいというＥさんの希望から，別の大型スーパー
内の書店でも買い物をすることにした。

《指導後の様子》
お店や公共機関，交通機関を利用できるようになることは，地域で生活していくための支援と
して大切です。このような支援は学校での学習に加えて，実際に利用するお店や公共機関に行っ
て体験することが必要になります 。家庭との連携が必要になりますが ，Ｅさんの場合 ，保護者(母
親)も仕事で制約があるため，支援サービス事業と連携をして進めました。
実際の経験を積み重ねていくうちに，Ｅさんは買い物の活動を楽しみにし，自分の希望も伝え
られるようになりました。スーパーと書店の利用は一人でできるようになりました。
次には，図書館を利用したいというＥさんの希望があります。スーパーのときと同様の方法で
支援していくことで，図書館の利用も可能になることでしょう。
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事例

「

＝社会性の指導＝

体育交流学習を通して周囲とのかかわりを
持つことができるようになったＦさん
中学校

特別支援学級

《子どもの様子は？》
中学１年生のＦさんは，スケジュールや自分の持ち物に若干のこだわりがありますが，予定の
変更等があってもパニックを起こすことはなく，様々な学習課題にもよく取り組んでいます。
周囲からの言葉かけを理解して活動することはできるようになってきましたが，自分から周囲
へ働きかけることは消極的です。トイレや水飲み，「今日の予定」の板書を要求することは「・
・・をします。」
「・・・をしてください。」の２語文で担任に意思表示することことができます。

《指導の方針は？》
Ｆさんの入学で開設された学級の在籍は１名。Ｆさんが集団の一員としての意識を持ち，みん
なと一緒に何かをする楽しさを感じることができるようになることは，将来的に大切なことであ
ると考え，積極的に通常級への交流学習を行うことにしました。体育と音楽，給食，清掃の時間
に担任と一緒に通常学級に行く計画を立てました。

《指導の経過は？》
● 体育の授業の参加に当たって

（１年女子の体育）

Ｆさんの授業参加（交流及び共同学習）を教科担当（T1)と相談し，下記の３点を確認した。
・単元（授業）の目標は通常の学級の生徒の目標から，Ｆさんの目標になるものにしぼり，さら
にそれを具体的な目標として設定する。
・単元の導入からまとめまで，授業の流れに沿って参加する。活動場面で担任（T2）はＦさ
んの個別指導にあたる。通常の学級の生徒と協力する場面では，間に入り円滑に活動が進むよ
うにサポートする。
・Ｆさんのできること，できないことを見極め，少し頑張ればできる目標を設けて，達成感が味
わえるようにする。通常の学級での授業が楽しいと感じられるように配慮する。

《指導後の様子》
担任と一緒の交流及び共同学習を２年間続け，３年生になった今年は４月から一人で通っていま
す。交流している学級も２年からの持ち上がりで，周囲の生徒もＦさんのことを理解し，接してい
ます。Ｆさん自身もその中で，とても楽しげに活動しています。最近Ｆさんは，学級でも，自分が
プリントを取りに行き，他の生徒に配る等，自分から周囲に働きかけるようになりました。
周囲との関わりを持つことが不得手な自閉症のある生徒にとって，集団の中に入るということは
大きなストレスを抱え込むことになる可能性もあります。個々のケースにより異なりますが，Ｆさ
んの場合は，この２年半の交流及び協同学習での様々な経験が社会性の育成，人間関係の拡がりに
有効に関わっていると考えます。
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事例

＝社会性の指導＝

周囲の人からの働きかけを受け入れ，
安定した気持ちで生活できるようになったＧさん
特別支援学校

高等部

《子どもの様子は？》
高等部の 3 年生のＧさん，進路先は地元の福祉作業所を希望しています。Ｇさんは，学校や家
庭生活において活動に見通しが持てないと，情緒が不安定になり，こだわり行動（化粧，散髪，
ゴミの収集等）が激しくなります。しかし，写真カードや絵記号による予定表が理解できるよう
になってきており，以前より日課の変更を受け入れて，安定した気持ちで生活することができる
ようになってきています。保護者は，落ち着いた気持ちで生活し，集団の中で身近な人からの働
きかけを受け入れて，行動することができるようになって欲しいと願っています。

《背景は？》
●活動に見通しが持てないとこだわり行動が強くなる。そのため，状況の変化にうまく対応
できず，周囲からの働きかけを受け入れることが難しくなってしまう。
《得意なこと・できること》
●通常の日課での場所の移動はスムーズに行うことができる。
●簡単な活動内容あれば，一度行うとほぼ活動手順を理解することができる。
●落ち着いているときには，初めての活動でも安定した気持ちで取り組める。

《指導の経過は？》
● 生活のリズムを整え，安心できるように

－日常生活，家庭生活―

・クラスで 1 週間の予定表を作成し，何があるのかを言葉と合わせて説明する。
・家庭にも予定表を持ち帰り，母親と確認するようにする。
・クラスでは，朝の活動をルーティン化する。落ち着いた気持ちで 1 日がスタ
ートできるように，一人で取り組める課題学習，そして，朝の会での係活動
という流れで学習を進める。
《その結果》家庭では，母親に行事の絵を指差して教えるようになった。また， 〔１週間の予定表〕
当初と予定が変更になった時には，母親が予定表で説明すると素直に受け入
ることができるようになってきた。
クラスでは，気持ちが安定していると声かけに笑顔で手を振ったり，歌う時
に自分から友達と手をつないだりする姿が見られるようになった。
〔朝の課題〕

● 認知発達面の成長のために

―課題学習，職業家庭―

・課題学習では，学習内容を理解し，見通しを持って取り組めるように，写真で示した手順表を
用意した。
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・活動の最後には，本人が好きな課題をいくつか用意し，自分で選択できるよ
うにした。
《その結果》学習を継続したことで，絵カードや写真の意味の理解ができ，平
仮名など言葉の学習にも取り組めるようになってきた。課題は全て教師と向
き合って行っているが，視線を合わせることや，課題が全部できた時に教師
とハイタッチして笑顔で応える姿が見られるようになった。

〔 課題学習の教材〕

・職業家庭の授業では，ビーズの仕分けに取り組むようにした。見本を用意し，
必要に応じて手順表を示すようにした。
《その結果》数種類のビーズが入った皿の中から，同じ種類のビーズを分類す
ることができた。また，ビーズが全て無くなると，姿勢を正したり，自分の
頭を下げたりすることで「終わった」ことを意思表示するようになった。

〔職業家庭の学習)

● 特別活動における支援について

－運動会，学級での時間―

・実施が土曜になることが多い運動会は，「土曜日は休業日」という認識があるＧさんにとっては，
参加することができないものであった。今年は，スケジュール表で土曜日に運動会があることを
知らせる。
・当日は用具係を担当することにした。係活動を行う際はビブスを着るようにし，何を運ぶかにつ
いては言葉と絵カードで説明する。
《その結果》土曜日の運動会を受け入れることができ，初めて参加することができた。ビブスを用
意すると係であることを認識し，用具も迷わず運ぶことができた。また，最後まで不安定になる
こともなかった。
・クラスでまとまった時間が取れる場合には，風船バレーやサッカー等のスポーツやカードゲーム
に取り組んだ。事前に時間と内容を本人に知らせ，終わりに好きな活動（絵本，パズル等）がで
きるように計画した。
《その結果》落ち着いてゲームに参加することができた。

《指導後の様子》
課題学習では，視覚優位という特性を考慮したアプローチが，認知面やコミュニケーション面
への支援として有効でした。認知力が高められたことにより，こだわり行動などの不適応行動が
少なくなり，人との係わり方等の社会性が身についたと考えます。また，家庭にも協力をお願い
することで，色々な学習場面で人との係わりが増えてきました。
Ｇさんは，高等部の 3 年生なので，卒業後の生活を意識した課題に取り組むことも重要です。
福祉作業所の実習の前には，職業家庭で作業所と同じ活動に取り組みました。実習にあたっては，
作業所にも協力をお願いしたところ，Ｇさんのために写真入りの 1 日のスケジュール表を用意し
てくれました。昨年度は，２日間の実習で精一杯でしたが，今年度は，不安定になることはほと
んど見られず，５日間の実習に最後まで取り組むことができました。
本人の特性をよく見極めた上で，認知を育てる指導を行うことの大切さを改めて実感しました。
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