事例

＝コミュニケーションの指導＝

要求や気持ちを伝えることができるようになったＡ君
特別支援学校 小学部

《子どもの様子は？》
Ａ君は、グラウンドを走ったり遊具に乗って押してもらったりすることが大好きです。型はめパズルやシール
貼りをしたり、好きなキャラクターの絵本を見たりすることも好きです。
しかし、周囲に上手く気持ちを伝えられずに，教室から勝手にとび出したり、急に近くの物や人をたたいたり
することも多く、教師から止められると、さらに怒りだします。
《背景は？》
●人に向かって自分のやりたいことや欲しい物を伝えることができず、直接行きたい場所に行こうとし
たり好きな物を取ろうとしたりする。
●自分の要求や不快な気持ちを適切な方法で表現することができず、怒り出す。
《得意なこと・できること》
●好きなものであれば、絵や写真がわかる。
●近くに好きなものがあれば、教師の手を引いて遊びを要求することができる。

《指導の経過は？》
● 写真や絵の理解を広げ，要求を伝える力をつけたいと考えて
・教室に写真コーナーを作り、Ａ 君が好きな場所や遊具
の写真を用意する。
・写真カードは１枚１枚簡単に取り外しができるように
する。
・グランドに行く、好きな台車に乗る等の時には、必ず
教師が写真コーナーから写真を取り出し、Ａ君に見せ
ながら言葉がけする。
・グランドに着いた時にもう一度写真を見せて、写真と
場所（または活動・物等）が一致するように心がける。
《その結果》しばらくすると、教師が「グランドに行こ
うか？」と聞くと自分からグランドの写真を取って教

〔写真コーナー〕

師に渡すようになった。
● 写真や絵を使って、要求（やりたいこと）を伝えよう
・Ａ君が教室を飛び出そうとした時には、止めて、一緒に写真コーナーに行き「なに？」と尋ねるようにする
・初めのうちは、教師がＡ 君の気持ちを推測しながら「台車？」等と写真をさすようにする。
・次に＜Ａ君自身が写真を取る→教師が受け取る＞という手続きを行ってから、遊びに行くようにする。
《その結果》
「Ａ君、なに？」と言って手を差し出すと、自分から好きな写真を取って教師の所に持ってくるよ
うになった。
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● ＮＯ（やりたくない・違う等）という気持ちを伝えよう
（１）Ａ君の気持ちを代弁し、適切なコミュニケーション手段（表現）を促す。
まず、Ａ君が怒りだす原因をもっと丁寧に捉えたいと考え、校内の職員に頼んでビデオを撮ってもらった。ビ
デオを見てみると、一緒にいる時には気づかなかったＡ君の動きや表情、その時の状況等を知ることができた。
そして、突然と思われていた「怒りの行動」の多くに意味があったことがわかった。理由がわからないものもあ
ったが、多くの場合、Ａ君がもし言葉で表現できるとしたら、
「もっとやりたい」
「
（教師が呈示したものとは）
違うよ！」
「もう、終わりにしたい」
「わからないよ！」等という気持ちになるかと思われた。そこで、Ａ君の気
持ちに応じられるように教師の働きかけを以下のように整理した。コミュニケーション手段としては、Ａ君が表
現しやすい簡単な身振りを用いることにした。
Ａ君の気持ち

教 師 の 対 応
○何をやりたいのか推測し「ブランコ？」等と受け止める。その後、

「もっとやりたい」

・続けて行える場合は、
「やって」と言いながら、身振りサイン（両手を打ち
合わせる）を示す。できれば、真似るように促す。
・継続できない場合は「残念・・・もうおしまい」等と身振りサインと言葉
で伝える。気持ちが落ちつかない時は「１０までね」
「あと１回ね」等と終わ
りを明確にしながら折り合いを図る。

「違うよ」

○「ちがう」と言いながら、ＮＯの身振りサイン（手を振る）を示す。でき
れば、真似るように促す。

「終わりにしたい」

○「やらない」と言いながら、ＮＯの身振りサイン（手を振る）を示す。で
きれば、真似るように促す。

「わからないよ」

○Ａ 君が必ずわかるやりとり（物を入れる、手合わせ）等を促して、混乱を
なくす。

（２）ＹＥＳ／ＮＯの表現を促す。
写真や絵の理解が広がってきたので、好きな活動の時だけなく
様々な場面で、実物やカード（写真や絵）を使ってＡ君の意思を確
認するようにした。コップの絵カードを見せながら「お茶のむ？」
と聞くと、飲みたい時にはカードに手を伸ばす、飲みたくない時に
は「ア〜」と言って払いのける様子が見られた。そこで、払いのけ
た時には「いらない」と言ってＮＯの身振りサインを教師が繰り返
すようにしている。

《指導後の様子》
グランドや遊具で遊びたい時には、自分からカードを取って教師に渡すようになりました。Ａ君が要求したい
もののカードがない時には、カードを探そうとする様子も見られるようになりました。欲しいカードが見つから
ず怒りだすことがありますが、こっちにしようかと他の好きなカードを出すと応じて気持ちを切り替えることも
増えています。また、教師がＮＯの身振りサインを促そうと手を差し出すと、自分から手を振って表現すること
もあります。家庭でも、週末には行きたい場所の写真を選んで出かけるようにしているとのことです。これから
も、Ａ君の思いを汲み取りながら、彼が穏やかに自分の気持ちを表現できるように支援して行きたいと思います。
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事例

＝コミュニケーションの指導＝

身振りやカードで要求を伝えられるようになったＢさん
特別支援学校

小学部

《子どもの様子は？》
B さんは，特別支援学校小学部４年に在籍しています。コミュニケーション面では，発声はあ
るものの，言葉や身振りによるやりとり
PEP-R発達尺度プロフィール

は難しい段階です。言語理解は日常の生

イエス（うなずき），ノー（バイバイの身
振り）で表現したり，相手の指示に応じ

月年齢

語文～２語文を理解し，自分の気持ちを

月年齢

活場面で使用している言葉であれば，1

たりすることができます。

80
60
40
20
0

摸倣

Ｂさんは，年度始め頃，身近にかかわ

微細 運動

目と手の協応

合格得点

言 語表出

芽生え反応

りのある教師や児童に向かって，手の甲
をつねったり，首をひっかいたりする行
動が見られました。これらの行動を観察し，他児童の泣き声，自分の要求が上手く相手に伝わら
ないことがきっかけになっているのではないかと考えました。このことから，自分の気持ちや要
求を社会的に受け入れられる表現手段で，相手に伝えられるようにしていくための支援が必要で
あると感じました。
PEP-R 発達検査の結果からは，摸倣，知覚における芽生え反応（できつつある反応）の高さか
ら，身振りやカードによるコミュニケーションの表出手段を育てていくことが有効なのではない
か，言語理解面では，Ｂさんが理解しやすいように，短い言葉かけで対応していくことが良いの
ではないかと考えました。

《指導の経過は？》
● 行動の“きっかけ”についての分析
下記の表では，行動の分析を行い，それに関連した対応策と結果について示します。
不安定になるきっかけ

行

動

① 友だちの泣き声や

結

果

① その場から逃げら

叫び声，教師の大

身近な教師や友だちに

れる。イヤープロ

きな声

対して

テクターを装着し

・ ひっかく

てもらえる。

② ＭＤ（音楽）を聞
きたい，お茶が飲

・ つねる

みたい等の要求が

・ かみつく

える。水筒の栓を

上手く相手に伝え

・ 泣く

開けてもらえる。

られない

の行動を取る

② ＭＤをかけてもら

③ 活動の流れに見通

れる。

しが持てない

④ 注目してもらえ

④ 一緒に遊んで欲し

る。係わってもら

い，側にいてほし
い

③ その場から逃げら

える。
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● 行動を軽減するために対応したこと
①友達の泣き声や叫び声（嫌悪事態からの逃避）への対応
・ひっかいたり，つねったりする行動がでる前に，Ｂさん自身が，自分で耳をふさいだり，
イヤープロテクターを装着したりするように行動を促した。
・Ｂさん自身が，気持ちを落ち着かせ，気持ちを切り替えることができる場所（図書室など
の静かな部屋）を確保しておくようにした。
②MD を聞きたい，お茶が飲みたいなどの要求が相手に上手く伝えられない（物や活動の獲得）
行動への対応
・相手に要求を伝えるときに，コミュニケーションボード（写真）
を指さしたり，手渡したりして伝えるように促した。
・手引きで「○○してほしい」という要求が出たときには，即時
に応じるようにし，ひっかいたり，つねったりする行動の代わ
りに，手引きでの行動を促すようにした。
・相手の肩をトントンし，身振りでの要求を促すようにした。

〔コミュニケーションボード〕

③活動の流れに見通しがもてない（嫌悪事態からの逃避）ことへの対応
・移動場所あるいは，活動している場面の写真を見せ，見通しがもてるようにした。
（Ｂさんの場合は，長い流れの見通しを持つことは難しかったため，カード提示は一枚ず
つとした。）
・言葉で活動の流れや場所を伝えるときには，Ｂさんが理解しやすいように１語文～２語文
で伝えるようにした。
④一緒に遊んでほしい，側にいてほしい（注目の獲得）行動への対応
・Ｂさんの好きな手遊びやくすぐり遊びを個別の課題学習や休み時間に取り入れたり，外遊
びの時間を一日に１回設けたりすることで，自己充足感や満足感がもてるようにした。

《指導後の様子》
年度当初に比べて，つねったり，ひっかいたりするこ
とが，減っています。左表の「不適切な行動」に関する
項目では，○が多くついていましたが，11 月時点では，
△（時々見られる）になっています。つねったり，ひっ
かいたりすることが，完全になくなったわけではありま
せんが，このような行動が出そうな場合には，教師側が
Ｂさんの表情や動作を読み取りながら，Ｂさんに，今，
何をどうしたらよいのか具体的に分かりやすく伝えたり，
ゆったりとしたかかわりを持ったりすることで，穏やか
に，落ち着いて過ごすことができるようになってきてい
ます。
教師や友達と一緒にいて，楽しいと感じられるような
“快”の経験を多く積むことで，Ｂさんの表情も良くな
り，笑顔も多く見られるようになってきています。Ｂさ
んの気持ちを受け止めがなら，少しずつ社会的に認めら

〔コミュニケーションのための
チェックリスト〕

れるコミュニケーションの手段を育てていくことが大切であると考えています。
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事例

＝コミュニケーションの指導＝

自分から要求を伝えることが増えたＣさん
特別支援学校

小学部

《子どもの様子は？》
Ｃさんは発語はありますが，やりたいことを要求することはほとんどなく，直接的な行動で示
すことが多く見られます 。また ，拒否したい時には大きな声を発し自分の腕を噛んで表現したり ，
嬉しい時も大きな声を出したりするなど，場に応じた適切な表現が難しいようです。
発音が不明瞭で聞き取りにくいので，それを補えるように要求用の写真カードを用意し，カー
ドを使って要求するように促しましたが，カードを使っての要求も行おうとしませんでした。
《背景は？》
●発音が不明瞭なので，自分の伝えたいことがうまく伝わらない経験が積み重なっている。
●自分から伝えるほどの強い要求がない。
●要求を伝えるよりも自分で解決する方が本人にとって簡単。
《得意なこと・できること》
●文字が読める。
●手先が器用。製作活動は丁寧に行える。
●好きなこと：絵本，アニメのキャラクターの話，鏡に映った自分の姿を見る，平均台等高
いところ，給食の献立を読むこと等

《指導の経過は？》
● 教師とのことば遊びでのやりとりを広げ，コミュニケーションしたいという気持ちを育てる
要求を人に伝えようという気持ちを育てるために，まず，本人の好きそうなことを見つけ，楽し
める係わりをすることを考えました。
・アニメのキャラクターに興味があり，時々名前を口にしていたので，そこから会話を広げるよう
にする。
・Ｃさんの言葉を受け止めて同じ言葉を言ったり，
話を広げて会話にする。
例）Ｃさん：「 たらちゃん，ピザたべる」
教師 ：「 なんのピザ？」
Ｃさん：「 えび，いか，たこ」
何のピザ？
教師 ：「 たらちゃん，何か飲む？」
Ｃさん：「 コーラ」
Ｃさん：「 たらちゃん，怒られてエーン」
教師 ：「 たらちゃんエーン，かわいそう」
《その結果》 教師が絵を描きながらイメージをふく
らませての会話が楽しめるようになった。
言いたいことが伝わる楽しさを感じ，言葉遊び
を要求することが増えてきた。
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● 写真カードを使って要求を伝える機会を作る
当初，写真カードを使って伝えるほど強い要求がなかったことから，カードを使って要求を伝え
ることが定着しませんでした。しかし，教師との言葉遊びを楽しめるようになり，伝わる楽しさ，
喜びを感じるようになり，自分のやりたい活動を要求できるようになってきました。
・Ｃさんのスケジュール（写真１）に，好きなことができる時
間を設定し，好きなことを選択できるボード（写真２）を用
意する。
《その結果》 時間になると自分の好きなことのカードを選び，
教師に手渡して要求できるようになった 。（写真３）

ペン貸して
ください。
〔写真１：スケジュール〕

〔写真２：好きなことカード〕

〔写真３：要求場面〕

給食の時も ，「おかわり」カ
ード（写真４）を用意したこ
とで，おかわりを要求できる
ようになった 。（写真５）

〔写真４：おかわりカード〕

〔写真５：おかわりの要求〕

《指導後の様子》
・実際に経験したことの中にＣさんの好きなことを混ぜることで，やりとりの内容が広がり，や
りとりの楽しさを感じるようになったことから，教師からの言葉かけも受け入れて応じること
もできるようになってきました。
・要求がうまく伝わらない時や，拒否したい時にとっていた『不適切な行動』が減り，言葉やカ
ードを使ってコミュニケーションできるようになってきました。
・教師と会話したいがすぐにできない時に「あとでね」というと納得して待つこともできるよう
になってきました。
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事例

＝コミュニケーションの指導＝

給食で「食べない（いらない）」と言えるようになったＤさん
小学校 特別支援学級

《子どもの様子は？》
Ｄさんは，小学校５年生の女の子です。３年生位までは偏食が多く給食で食べられる物は，パンやふりか
けをかけたごはん位でした。そこで，食べられるものを多くすることを目標に食事指導を始めました。まず
は，苦手な牛乳からです。お箸やスプーンの先にちょっとだけつけた量をなめることから始めました。今で
は２００ml を飲むことができるようになり、他の食べ物も，大体食べられるようになりました。しかし，デ
ザートだけは今でも苦手です。強く拒否したり，口の中に入れ直ぐに吐き出したりと食べられるのか，食べ
られないのか，または食べたいのか，食べたくないのかも全くわからずにいました。
《背景は？》
●話し言葉によるコミュニケーションがない
●「食べたくない」｢残したい｣という気持ちを伝える方法を知らない
●「もっと食べたい」と食べたいものが伝えられない
●自分の思いが伝わった便利さ・嬉しさを知らない
《得意なこと・できること》
●写真や絵で大体の意味を捉えることができる
●簡単な動作の真似をすることができる
●慣れた大人とであれば落ち着くことができる
●簡単な要求ことば「ください」を言うことができる

《指導の経過は？》
● 要求したいという意欲が持てるように
言葉だけでは，意味がほとんど理解できないので、絵やカードを組み合わせて視覚的に示し要求の言
葉を引き出すことにしました。
食事の場面は指導しやすいので，まず、パンやご飯の量を少なくし，その分を要求することから始め
ました。次に，白いご飯は食べずふりかけをかけたご飯しか食べませんでしたので，
「ふりかけ」を要
求することにしました。
・ 最初は『ご飯』や『パン』の写真を提示しました。
・ 定着した頃，献立にはない『ふりかけ』にしました。
Ｄさんは，写真
で示すと理解で
きます。

《手順》①「ふりかけの袋をください」を示すカードを机の横におく。
②ふりかけは見えるように，担任が持っている。
③手をのばしてきたら，
「ふりかけ，ください」とＤさんの指を取りながら一緒に言うようにす
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る。
《その結果》
繰り返すうちに向かいに座った担任に向かって要求するようになった。カードがなくても
「ふりかけ，ください」と言うようになり，要求の言葉を言わずに勝手にふりかけをかける
ことはなくなった。
● 活動の意味が確実に理解できるように

算数の学習「みかんを４個取って・・・」の問題では，みかん，あるいは数だけに反応します。み
かんという言葉は知っていました。また，ドットの数や数字カードを見て，読んだりその数だけ物を
取ったりすることはできました。が，二つのことを同時に要求すると意味がつかめませんでした。そ
こで，ここでも絵とカードという視覚的な指示を使うことによって活動の意味を示すようにしました。

《手順》①最初の要求は一つから。
「ぽんぽんを一つください。
」
「ぽんぽんを三つください。
」
「オレンジの
ぽんぽんを三つください。
」と要求する内容を増やしていく。
②要求する時には，誰に渡すのかも同時に絵で示す。
《その結果》
要求が多くなってもしっかり絵を見て，意味を理解し正しい数を要求した担任に渡すことができ
るようになった。
● 「いらない」ことを伝えるために
カードがなくても「○○ください」という要求は出るようになってきていました。
が，いつも要求するばかりで否定のことばがありませんでした。そこで，
「いらない，食べない」と
いう言葉を言う練習を始めました。
・食べる，食べない（いらない）という絵カード
を給食の横に置きます

《手順》①デザートを示し「食べる」
「食べない」の方に移動しながらＤさんの様子を確認する。
②「食べない」と言ったら，食べない方に置き，そのままにします。食べると言ったら，食
べ易い状況にし，Ｄさんの前に差し出す。
《その結果》
練習を繰り返し，絵とカードでのやり取りを覚えた。

《指導後の様子》
ご飯の大盛りが欲しい時は「ご飯，ください」デザートは，
「食べない」ということをはっきりと言うよう
になりました。家庭でも自分の意思を伝えられるようになり，家族は本人の考えを尊重して対応できるよう
になりました。
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事例

＝コミュニケーションの指導＝

困ったことを人に伝えて解決しようとできるようになったＥ君
特別支援学校

中学部

《子どもの様子は？》
２語文，３語文程度の会話ができ，日常の自分の身の回りのこと（着替え，食事，トイレ，身
の回りの整理等）もひととおり自分でできます。人なつっこい性格で，関心のあることをまわり
の人に話しかけて，楽しく会話をすることもできます。
こんなＥ君ですが ，いくつかの『 困った行動 』があります 。それは ，気持ちが不安定になって ，
しばしば人を困らせるような行動が出てしまうことです。
まわりの人に同じことを繰り返し質問します。質問する内容は相手が答えに困るような突拍子
もないことです 。悪ふざけのような態度（ 高いところに登る ，女子トイレに入る ）や ，ときには ，
人をつねったりひっかいたりといった行動が出てしまいます。
一見突拍子もない行動のように見えますが，Ｅ君と一緒に生活していると，このような行動に
はＥ君なりの理由があることが分かってきました。

《背景は？》
●行事によって日課や学習内容が変わると不安が強くなる。特に，校外に出かける学習，宿
泊学習は苦手で，慣れないトイレに対する不安はかなり強い。
●食べられないものがいくつかあり，給食の献立によっては朝から不安な気持ちでいる。
●会話ができるが，不安なことや困ったことをまわりの人に伝えることが難しい。
《得意なこと・できること》
●言葉による説明が理解でき，ややパターン化されてはいるが会話が可能である。
●ひらがなと簡単な漢字の読み書きができ，単語を読んで理解することもできる。
●人と係わること，特に男の人と係わることが好きである。特定の友だちとの係わりを楽し
むこともできてきた。
●集団での活動にも楽しく参加できるようになってきている。

《指導の経過は？》
このような様子を踏まえて，Ｅ君の目標を大きく２点に設定しました。
●日課や学習内容などの環境が変わることへの不安を少なくし，落ち着いて学習できるよ
うになること。
●コミュニケーションの力のうち，不安なことや困ったことを身近な人に伝えることがで
きるようになること。
この目標にそって支援計画を立てて，学級での支援と課題別のグループによる学習の時間での
支援を中心に行いました。これらの支援は，主にコミュニケーションの力に焦点をあて，意図的
に場面を設定しての支援を繰り返すことから，日常の中で偶発的におきる出来事に発展させてい
くことを目指して行いました。
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● 不安なことや困ったことを，身近な人に伝えることができるようになるために
・学級で，Ｅ君専用のスケジュール（自分で記入する部分のあるもの）を用意した。予定を分かり
やすくすることと併せて，学習内容をなるべく具体的に伝えるようにした。
・そのような中で，不安そうなことに対しては ，「～が不安なんだね？ 」「～が嫌なの？」といっ
た具体的な質問をして，自分の思いが伝えやすいようにした。
・伝えるときの言い方についてもなるべく具体的な言い方を教え，言えた時には，不安の原因にな
っていることを教師が解決するようにした。
● 限られた場面だけでなく，様々な場面で伝えること，やりとりすることができるように
なるために
課題別のグループによる学習の時間で以下のような授業「きみならどうする？」を生徒６名
（指導者２名）で行いました。
生

徒

の

活

動

Ｅ さ ん の 活 動

○「助けてもらおうゲーム」を行う。
・一人で運べないときに友だちに依頼する。
「すみません 」「てつだってください」
・依頼された人は運ぶことを手伝う。
・終わったらお礼を言う。 「ありがとう」

・頼みやすい教師か友だちに困って
いることを伝える。
・依頼する側とされる側を交互に経
験する。

○「一本で塗り絵ゲーム」を行う。
・自分の持っていない色を友だちに借りる。
・困ったときに「かしてください」
「かしてください」
と友だちに言う。
・友だちの返事を待つ。
・貸してもらえた時はお礼を言う。
「ありがとう」
・何色に塗るか分からないところは教師に聞く。
「ここはなにいろですか」
・塗り絵を完成させる。

《指導後の様子》
・不安なことがあるときに ，質問に答える形でそのことを伝えることができるようになり ，また ，
自分から「～が嫌なの」と伝えることも多くなりました。不安に感じることについて教師が具
体的に説明することにより，不安が和らぎ安心して学習に取り組むことができるようになって
きました。つねる，ひっかくという行動も見られなくなりました。
・困ったことを人に伝えようとする態度や自分の感情を言葉や文で表すことができてきたため，
同じことを繰り返し質問する行動が減ってきたのだと考えます。
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事例 ＝コミュニケーションの指導＝

相手の名前を覚えることで「不適切な行動」が減ってきたＦ君
特別支援学校 中学部

《子どもの様子は？》
Ｆ君は，相手から話しかけられたり触れられたりすることは苦手ですが，自分から特定の相手
（学校では主に職員）に「たいへん？」
「〜する？」等と決まった言葉をかけ，決まった言葉を返
してもらうことが大好きです。
しかし，いきなり，つばをかけたり蹴ったりなど「不適切な行動」をすることも多くあります。
相手はびっくりしたり，痛い思いをしたりして困っています。
≪背景は？≫
●相手のことを考えるのが難しく，自分本位のコミュニケーションをとってしまう。
●つばをかけたり蹴ったりした時に，相手が良くも悪くも反応してしまうため，その反応を
コミュニケーションの一つとして楽しんでいる。
≪得意なこと・できること≫
●走ることが好き。
●ＣＤラジカセ，ＤＶＤデッキなど機器類を操作すること。（自分で再生，巻き戻し，早送
りなど操作できる。）
●言葉を耳で聴いて，覚えることが得意。

《指導の経過は？》
● 「不適切な行動」の意味を考える
① 「不適切な行動」が起きる場面や起きた時の状況をメモしたり，ビデオに撮ったりして記録を
する。
〔記録から〕
・すべての相手に「不適切な行動」がでるのではなく，特定の相手に対してつばをかけたり
蹴ったりする行動をとることが多い。
・男女に関係なくほとんどの相手に対して，まず，腕をつかんだり頭に鼻をつけたりと相手
の身体に触れている。
・よく知っている先生には「〜せんせい，〜する？」等と言っている。
②行動の意味を考える。
不適切と思われた行動は，相手に嫌な思いをさせようとしているのではなく，
「自分に関心を
持ってほしい，相手をしてほしい」というＦ君の気持ちの表れであり，相手とコミュニケーシ
ョンをとるための最初の方法がわからないのではないか，相手の名前を覚えていれば，名前を
呼ぶという適切な方法でコミュニケーションをとることができるのではないかと考えた。
③指導の方針を考える。
相手と身体接触をせずに，Ｆ君の存在を気付いてもらう方法として「相手の名前を呼びか
ける」方法を指導することにした。
●

身近な人の名前を覚えよう

・Ｆ君は，文字を読むことはできないが，言葉を聞いて覚えることは得意である。そこで，教
師が校内の職員の顔写真を見せながら名前を教える一対一の学習に併せ，テレビやＤＶＤデッ
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キ等を活用しながらＦ君が一人で学習を進めることができる工夫をする。Ｆ君自身がＤＶＤの
操作を楽しみながら自然に相手の名前を覚えることを目的として，いろいろな先生が「私は○
○です」と言って映っているＤＶＤを作成する。
《その結果》
好きな先生のところを取り出して見たり，「Ｆく～ん」
と呼びかけられると嬉しそうに笑ったりしながら，繰
り返し見ていました。
●

適切な係わり方について校内での共通理解を図る

①「すべての相手に『不適切な行動』がでるのではなく，
特定の相手に対してつばをかけたり蹴ったりする行動を
とることが多い」という状況をさらに丁寧に見ていく。
Ｆ君が「不適切な行動」をとった時に，相手の人が「い
た～い」，「もう，Ｆ君やめて～。」などと，過度に反応
してしまうと，その反応を見たいためにＦ君の不適切な行動が多くなる傾向にあった。
②Ｆ君が適切な方法でまわりの人と関わることができるようになるためには，やりとりをする
側の人も適切な方法でＦ君とコミュニケーションをとることが重要だと考えた。そこで，朝の
職員打ち合わせや学部会で，指導の方針や関わり方について説明し，以下を共通の対応として
確認した。
・Ｆ君が不適切な行動をした時には過度に反応しないで，すっと場を離れる。
・Ｆ君が名前を呼ぶまでは気づかないふりをして，Ｆ君が名前を呼んだら「な～に，Ｆ君」な
どとコミュニケーションを開始する。
●

不適切な行動や不安定な行動への対応

①Ｆ君は，慣れない人からの働きかけやいきなりの強い刺激が苦手でパニックを起こすこともあ
る。そこで，不適切行動をとった時には，ラポートがとれている特定の職員が注意する。Ｆ君
とのラポートをとるために声のトーンに気をつける。相手の気持ちや状況を察するうえで，た
くさんの言葉を使うよりもＦ君にとってわかりやすい。
＜教師の声のトーン＞
・学級の友だちといる時⇒明るい声のトーン
・Ｆ君と一対一でいる時⇒平坦な声のトーン
・注意する時⇒低い声のトーン
②Ｆ君の表情や行動の変化を細かくとらえ，パニックになる前にＦ君が安定できる場所に誘導す
る。そして，Ｆ君の気持ちが安定してから特定の職員が一対一で説明を行う。
＜Ｆ君がパニックなる前の表情や行動＞
・まぶたが腫れてくる。
・急に黙りこみ，座り込んだり立ちつくしたりする（動きが止まる）。
・独り言の口調がきつくなったり，内容が過去に怒られた場面になったりする。

《指導後の様子》
誰かに近づいて蹴ろうとした時には，ＤＶＤと同じように，その対象となった人がＦ君に「私
は，〜先生です」と即座に言う，新しい職員が来る時には，予め写真を用意して名前を教える等
の支援を続けるなか，嬉しそうに先生たちの名前を呼び話しかけるＦ君の姿が増えています。問
題と思われていた行動の意味を理解することができ，私たち職員とＦ君との楽しいやりとりが広
がっています。
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事例

＝コミュニケーションの指導＝

通常の学級の授業に意欲的に取り組めるようになったＧさん
中学校

特別支援学級

《子どもの様子は？》
一人での行動を好み，静かに好きな漫画を描いていることが多いＧさん。特別支援学級では，
友達と明るくふれあう場面も見られ，生き生きと活動しています。しかし，交流している通常の
学級では，一人で歌を歌っていたり，いつのまにかその場を離れてしまったりとスムーズに授業
へ参加できないことがあります。
《背景は？》
●交流学級の友達の輪の中に入っていくきっかけが分からない。
●交流授業の教科担任とうまくふれあうことができない。
《得意なこと・できること》
●漫画のキャラクターの絵を描くこと。美術の時間はもちろん，休み時間にも熱心に
絵を描いている。

《指導の経過は》
● 自分の得意なことに自信を持つために
自分の絵に自信を持ってもらいたいと思い，特別支援学級でいろ
いろな工夫をしてみました。
・学級通信の挿絵に作品を掲載する，作品を学級に掲示する，誕
生日会で，メッセージカードに絵を描く。
《その結果》
今までは絵を描くことだけで満足していたＧさんでしたが，これをきっかけに自分の絵に自信を
持ち，自分の絵を先生や友達にもすすんで見せてくれるようになった。
● 交流学級の授業で，教科担任の先生や友だちと，すすんでコミュニケーションを取るために
Ｇさん：これ描きました。
先生：わぁ，よく描けたね！これはだれかな？
Ｇさん：これは△さん，これは□さん‥‥
先生：全員描いてくれたんだね。ありがとう！
この会話は，交流体育の先生の担当する部活動の選手の絵をも
とに，会話をしている様子である。このように絵をきっかけとし
て，自分からすすんでコミュニケーションを取ることができるようになった。そして，通常の学級
の友達とも会話をするきっかけになっていった。

《指導後の様子》
得意な絵が認められたこと，先生や友達とコミュニケーションが取れたことが，Ｇさんはとても
嬉しかったようです 。このことが ，スムーズに通常の学級の授業に参加するきっかけになりました 。
たくさんの仲間に囲まれ，集団の中でも安心して自分の力を発揮し始めています。今では絵がなく
ても ，「先生，今日は何やるんですか 」「誰かペアになってくれる人いませんか」など，新たなコ
ミニュケーションの取り方に挑戦しています。

- 28 -

事例

＝コミュニケーションの指導＝

視覚的支援を工夫することで，
教師とのやりとりが増えてきたＨ君
特別支援学校

高等部

《子どもの様子は？》
Ｈ君は，高等部の 1 年生です。入学当初から先々の行事が気になり，不安になるとカレンダー
で日付を頻繁に確認する姿が見られました。また，広い空間や騒がしい場所が苦手で，落ち着か
なくなると教師の側を離れないこともありました。しかし，その反面，言語理解能力は高く，文
字で情報を得ることが可能であり，自分の要求を言葉にすることもできます。保護者からもスム
ーズに集団に参加できること，言葉の使い方を覚え，コミュニケーション能力の向上を目指して
欲しいことが願いとして出されています。
《背景は？》
●高等部の生活に不慣れな点が見られ，見通しがもてないことで不安感が強まっている。そ
のため，本人の能力が十分に発揮されていない。
●コミュニケーション面では，実際の場面で相手に伝わったという成功体験が不足している
のではないかと考えられる。
《得意なこと・できること》
●カレンダーを見て，日付を黒板に書いたり，連絡帳に記入したりすることができる。
●塾に通っていたため，プリント学習が得意である。

《指導の経過は？》
● しっかりとした見通しを持ち，安心して生活が送れるように
生活全般について見通しが持て，気持ちが安定することで，本人の能力が発揮され，コミュニ
ケーション能力も伸ばしていけるのではないかと考えました。
・登校すると，すぐにその日の予定が気になるので，クラスでは，前
日に明日の予定を教師と一緒に黒板に板書しておく。
・朝，黒板を見て本人が自分のスケジュール表を作成する。スケジュ
ール表は，カード式になっており，終了後は，取り外すようになっ
ている。
《その結果》
こういった一連の活動は，本人と一緒に作り上げたものであり，
本人にとって，今では，生活の一部となっている。1 日の予定がし
っかり理解できるようになると，行動にも落ち着きが見られ，分か
らない点は「教えて下さい」と教師に尋ねるようになった。
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〔スケジュールの作成〕

● 課題学習においては

－教師とのやりとりを通して言葉の学習―

・小集団編成を基本としている課題学習の時間に，個別の課題を重点的に
指導する。
・活動内容がはっきりしないと不安になるので，その時間にやることを必
ず文字と写真カードで示す。
・授業の前半は，本人の好きな漢字や計算問題のプリント学習を行う。プ
リントが終了した時や分からないことがあった時には，教師に用件を知
らせるようにし，用件を知らせるためのカードを用意する。
・後半には，教師とのカードを使ったやりとり学習と小集団でのゲーム（ビ
ンゴゲーム，ボーリングゲーム等）に取り組む。コミュニケーションと
あわせて，順番を待つ，ルールを理解する，友だちを意識すること等の
社会性・余暇を過ごす力もねらい，カードや写真等を使った視覚的な支
援を行う。
《その結果》
教師に用件を伝える際，カードがあることで本人の言葉がスムーズに
出るようになってきている。個別のカードを使った「やりとり学習」で
は，人と接すると楽しいことがある，言葉で伝えると相手がもっと分か
ってくれるということが経験できた。また，小集団でのゲームでは，視
覚的な支援があると，ルールや順番を意識できるようになってきてい
る。

● クラスでの取り組みでは

〔カードを使った
学習〕

〔教師と一対一の
やりとり〕

―小集団のゲーム，買い物学習―

・課題学習で取り組んだ小集団でのゲームは，カラオケやゲームなどの形でクラスでの活動にも取
り入れるようにする。その他に，近隣のコンビニエンスストアーでの買い物学習に継続して取り
組むようにする。その際にも，カードや写真等を使った視覚的な支援を行う。
《その結果》
ゲームをクラスでも行い活動のバリエーションを増やすことで，クラスの友達とのコミュニケ
ーションを図る機会が増えてきた。
買い物では，はじめは指示待ちの傾向が強くあったが，経験を重ねていくうちに，カードの使
い方を理解するようになり，自分で値段を見てお金を支払うことができるようになった。

《まとめ》
Ｈ君は，はじめての高等部生活に不安感を募らせ，その能力が十分に発揮されていない面が
ありました。そこで，不安感の軽減を目指し支援に取り組みました。見通しの面では，スケジ
ュールを自分で作成すること，分からない時には，丁寧な対応で答えるようにしたことで，不
安感が減り安定した気持ちで生活できるようになりました。また，クラスや課題学習の場面で，
言語と共に視覚的な手がかりを活用していくことで，言葉の意味や使い方を理解できるように
なってきました。
ただし，Ｈ君は，言葉の細かいニュアンスや状況を読み取ることは難しいので，本人が楽な
方法で自分の意思や気持ちを表現できるような手段の工夫を続けていくことが大切であると
考えています。
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事例

＝コミュニケーション力を高める指導＝

メモをとる中で、情報を正確に伝達することを学んだＩ君
特別支援学校

高等部

《子どもの様子は？》
将来、企業への就労を目指しているＩ君は、一方的に話をしたり、敬語の使い方がおぼつかなか
ったりしますが、話を聞き取ることができますし、自分の意思を相手に伝えることもできます。ま
た、聞いたことから、取り組む内容を理解して、自分から行動することもできます。ただ、作業ス
ピードはとても速いのにミスが多かったり、事実と思いを混同して、相手に報告内容が伝わらなか
ったりという課題があります。
《背景は？》
●話を集中して聞くことが苦手で、最後まで聞かずに理解できたと思ってしまう。
●見聞きしたことを整理することができなかったり、言いたいことを忘れてしまったり
する。
《得意なこと・できること》
●他人とコミュニケーションをとることができる。
●漢字をよく知っており、日常生活に必要な計算ができる。

《指導の経過は？》
● 正確に言葉を聞き取るために，複数の言葉を聞いて覚える
カードに書かれた言葉を聞いて覚える学習を行いました。
・教師が，二つのカードの言葉を読み上げ，生徒は、聞き取った言葉
を正確に復唱する。三つ、四つ、五つと言葉を増やす。
《その結果》
四つまでは，友達の言葉でも正しく聞いて覚えることができるよう
になった。

絵カード こたつ

絵カード 電気スタンド

● 聞いた言葉を忘れないようにメモして書き取る
メモをとることの必要さ・便利さに気づいてほしいと思い暗唱の学習を行いました。
・リズムよく音読ができる古文を題材にする。文章を見ずに、教師の音読を聞き
とって復唱を行う。書き取り用のプリントを用意する。
《その結果》
聞き間違いや漢字の間違いなどもあったが、短く区切ることで書き取る
ことができ、話し合いの中で自分が書き取ったことしっかりと話すこともできた。

《指導後の様子》
Ｉ君は，メモを活用することで注意して聞き、情報を正確に受け取ることができるようになって
きました。
産業現場等の実習では、自分でメモ帳を用意しました。品出しの作業では、倉庫から持ってくる
品と個数をメモして作業を進めることができました。毎回，同じ作業に取り組みますので、そのメ
モはとても活用できたようです。正確に作業ができ、職場の方からも大いにほめられました。
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