第Ⅲ編 障害のある子へのアプローチ

検査があり，近距離視力表を用いて，見やすい距
離まで眼を接近させてどこまで小さな視標が見え

第１章
１

視覚障害のある子の教育

るかを表し，右0.3/5cm（ ５ c mの 距 離 で 0.3の 視

視覚障害とは

認力 を発揮したの意）の ように 示 す。
○ 視野

目の前の１点を凝視するとき見える範囲

視覚障害とは，永続的に視機能の低下をきたし

を視野と言い，正常な片眼の視野は上方と内方が6

ている状態で，治療を行っても機能の改善が認め

0度，外方100度，下方70度である。この障害は，

られないものを言う。

全体的に見える範囲の狭まる視野狭窄，部分的に

視機能には，視力，視野，色覚，光覚等があり，

見えない所が出現する暗点，視野の半分が欠ける

これまでは視力のみが重視されてきたため，従来

半盲がある。

は視力障害という語が一般的に用いられていた。

○ 色覚 色を識別する機能で，網膜にある錐体細

最近では，よりよく見るために他の視機能も重

胞がつかさどる感覚。色覚は，明るい所で鋭敏に

要であることが認識されるようになり，視覚障害

なる。視覚障害のある者は，色覚異常になってい

という表現が一般的となった。

２

ることがあり，教育上十分配慮しなければならな
い。

視機能

○ 光覚 光を感じ，その強さを判別する。網膜に

以下，視機能について概括する。
○ 視力 視力は，空間において２点または２線を
見分ける能力のことで，通常５ m 先にあるランド
ルト環指標（図１－１）の1.5mm の切れ目を確認
できることをもって視力1.0の基準値としている。

ある２種の視細胞（杆体と錐体）の持つ機能で，
杆体は暗い所で，錐体は明るい所で働く。前者の
機能が衰えると夜盲になり，暗い場所では見えに
くくなる。後者の機能が不良の場合は，明るい所
で見にくくなり，眩しさが強くなる。この場合は，
遮光眼鏡等で光を遮断し抑制することが必要であ
る。
○ その他

視機能に問題を生ずるものとして，眼

球の揺れる眼振がある。この場合焦点が合いにく
く，安定した状態で物を見ることができず疲労感

図１－１ ランドルト環指標

視力には，前述の５ m の距離から測定する遠距離
視力と30cm の距離から測定する近距離視力があ
る。通常，視力という場合は遠距離視力を指す。

を生ずる。

３

主な眼疾患

また，視力には裸眼視力と屈折異常を眼鏡等で調

○ 未熟児網膜症

整した矯正視力がある。視覚障害の場合は，両眼

に，異常な増殖が起こる疾患。網膜剥離が起こる

の視力に差があることが多いが，その場合，良好

ことがあるので，打撲に注意する。

な片眼の視力をその人の視力とするのが一般的で

○ 先天性白内障

ある。

患。その他の目の異常，全身異常を伴うこともあ

なお，教育的観点から弱視の視機能を評価する
方法としては，最小可読視標（最大視認知力）の

未熟児の発達途上の網膜の血管

先天的に水晶体に混濁がある疾

る。強い混濁のある者には，なるべく早く手術が
必要。
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○ 先天性緑内障

房水と呼ばれる眼球内の水分の

初めは暗い時だけ見えにくいが，進行とともに視

排出が，生まれつきうまくいかないために，眼圧

野が狭くなり，明るい所でも見えにくくなる。個

が高くなって，視神経が障害される病気。治療の

人差も大きいが，遂には中心部のごく狭い範囲だ

基本は手術。治療が遅れると失明につながる。

け見えるという状態になる。網膜に安静を与える
しゅうめい

ためと羞 明（まぶしさ）緩和のために明るい所で
は遮光眼鏡を装用。
○ 黄斑変性

網膜にある黄斑部が変性して視力が

低下する疾患。遺伝性と加齢性がある。徐々に視
力が低下，色覚が侵される。中心部が見えにくい。
○ 糖尿病性網膜症

糖尿病の合併症の一つ。血糖

値が高いため網膜の血管に異常が生じ，網膜に様
々な障害が起こる。放置すると眼底出血や，網膜

図１－２ 右眼の水平断面図

○ 網膜芽細胞腫

網膜に発生する悪性腫瘍。早期

診断・治療が必要。
○ 視神経萎縮

剥離を起こし，失明することもある。血糖値のコ
ントロールが重要。

視神経の萎縮によって起きる永続

的な視覚障害。脳腫瘍，緑内障，外傷，遺伝等が

４

視覚障害の分類

原因。視神経は100万以上の細かい神経線維（軸索）
からなっているため，いくつかの軸索が損傷を受

失明の時期や視機能の状況は，視覚障害児・者

け，部分的障害が発生するものから，ほとんどの

の心理に大きな影響を与えるとともに，教育上の

軸索が損傷を受け，相当の障害が発生するものま

重要な手がかりともなる。
そこで，視覚障害教育では，そうした状況をふ

である。
※レーベル病：遺伝性視神経萎縮の一種，視野

には，まず視力の無い全盲と何らかの視機能を有

狭窄と中心暗転が主症状
○ 角膜混濁

角膜が混濁している状態。遺伝，外

傷，炎症等が原因。混濁は部分的なもの，広範囲
に及ぶものがある。光が眼内に入りにくいので，
暗く，ぼんやりと歪んで見える。眼球の奥の方が
それほど障害されていない場合は角膜移植手術の
適応になる。
○ 網膜剥離

網膜の一番外側の網膜色素上皮と，

残りの神経網膜の間に水分が溜まり，神経網膜が
網膜色素上皮から剥がれる病気。放置しておくと
失明に至るので，早期の治療が大切。前兆として，
目の前に黒っぽいゴミのようなものがちらつく「飛
蚊症」が起こることがある。
○ 網膜色素変性症

まえて視覚障害を大まかに分類している。具体的

網膜が次第に変性していく疾

患。10歳すぎ頃から症状が出始めることが多く，

している弱視とに分け，さらに全盲を失明時期に
よって先天及び早期全盲と後期全盲とに分けてい
る。
弱視については，保有視力の状況から，重度弱
視と軽度弱視に分けることもある。「見えない」と
いうことの理解は容易なことではない。
また，情報入手の制限からもたらされる一人一
人の状況は様々であるが，以下の状況がみられる
ことを参考とし，個別の障害の状況を正確に把握
して指導に生かすことが大切である。
(1) 全盲児（者）の状況
① 視覚刺激を受け入れられないことから，離れた
所にある事物の存在がわかりにくい。
② 視覚的模倣が困難なため，多くの学習場面でハ
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ンディを余儀なくされる。

(1) 視覚障害者を教育する特別支援学校と視覚障
害教育

③ 歩行や運動が制限を受けるために，発達途上の

① 県立千葉盲学校の概要

制限を強いられる。

県立千葉盲学校は，本県唯一の視覚障害児・者

④ 視覚に頼らなければ理解できない概念や触れら

が通う特別支援学校である。明治45年に創立し，

れない事物の認識が困難である。

平成23年６月６日で開校100周年を迎えた。

⑤ 環境認知力の制限が，経験不足を助長する。

教育組織は，幼稚部，小学部，中学部，高等部

(2) 弱視児（者）の状況

で構成され，３歳から60歳を超す者が学んでいる。

視知覚が低下して物の把握が困難な状況から
① 細かい部分がよく分からない。

各学部では，それぞれ幼稚園，小学校，中学校，

② 大きい事物の全体把握が難しい。

高等学校に準ずる教育と障害に基づく種々の困難

③ 境界がはっきり見えない。

を改善・克服するための教育が行われている。
高等部には本科（普通科，総合生活科，保健理

④ 立体感が欠ける。

療科）と専攻科（保健理療科，理療科）がある。

⑤ 知覚の速度が遅い。

本科の総合生活科は，職業自立を目指すために必

⑥ 目と手の協応動作が悪い等。

要な知識，技能，態度等を育成する課程である。

また，行動面への影響としては，

本科保健理療科，専攻科保健理療科，専攻科理

① 不確実な歩きをする。

療科は，視覚障害者の適職として，古い歴史を持

② 視覚を要する遊びや作業がしにくい。

つあん摩・マッサージ・指圧師，はり師，灸師を

③ 離れた目的物に接近しにくい。
④ 見るときに顔をしかめる。困難な様子を見せる。
⑤ 光に対して敏感過ぎたり鈍感過ぎたりする。

育成する専門の職業教育課程である。
② 千葉盲学校における視覚障害教育
千葉盲学校の幼児児童生徒の障害の状況は多様

⑥ 読み物に目を極端に近づける。

である。視力0.02未満の児童生徒は全体の４割を

等がある。
なお，晴眼者と全盲者との中間的存在であるが
ゆえに，様々な誤解や偏見の対象ともなりやすい。
また，こうした存在である点を踏まえて，自己の
障害を具体的に理解させるとともに，その対処方
法を現実に即して指導することが求められる。

占める。点字を使用する（視力0.01～0.02未満が
目安となる）児童生徒は，視覚以外の感覚器官を
使い，外界の事象をとらえ，学習を展開している。
これに対し一般文字を使用する児童生徒は，保有
する視力を最大限に生かして効率的・効果的に学
習活動を進めている。以下に学習指導や生活指導
を進めるための視覚障害に配慮した指導内容とそ

５

本県の視覚障害教育

の視点を述べる。
ア 触察による学習

視覚障害児・者の学校教育は，視覚活用の可否

全盲の幼児児童生徒は，視覚以外の感覚器官を

で，盲教育と弱視教育に大別される。
視覚障害教育の場には，視覚障害者を教育する
特別支援学校と，小・中学校に設置された弱視特
別支援学級及び通級指導教室とがある。本県では，
特別支援学校では盲学校１校（通級指導教室も開
設）と小学校の弱視特別支援学級が１学級ある。

駆使して，外界の情報を収集・整理して，概念を
作り上げていく。外界の情報を収集するとき，最
も重要な役割を果たすのが，手の活用である。手
で外界の事物に触れて観察するのである。これを
視覚障害教育では「触察」という。
触察できるものは，手で触れられる範囲の対象
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物である。手の届かない所にある物や大き過ぎた

して包括的に捉えて行くために，反復・継続して，

り，小さ過ぎたりして触っても分からないものは，

根気強く繰り返し学習に取り組むことが大切である。

一定の割合に拡大したり，縮小したりして理解し

空間を把握するためには，まず自分の身体につ

なければならない。

いて知らなければならない。

事物は多様な特徴・特性を有する。視覚に障害

○ ボディイメージを理解すること。

を有する児童生徒は，触察することによって物の
属性を捉え，総合的に物の本質を理解する学習を

自分の身体の各部位とその名称等を理解するこ
とは，空間認知の基本となる。

継続的に積み上げていくことが大切である。

○ 身体を座標軸として，位置や方向，方角と位

物の属性を捉える観点としては，形や色，大き

置を捉えること。

さ，構造，材質，機能等々がある。触察による学

自分を基点として外界を把握する能力を養う。

習を進める際には次のことに留意する。

○ 自分から他に空間座標軸を移し，客観的に見

○ 能動的に触ること

ること。

自分の手を動かして情報を得る作業なので，自

基準となるところを自分から他のものや場所に

発的な態度が不可欠である。そのためには，安心

移し変えて，見る視点を持つ。客観的に自己の位

してやってみることのできる環境づくりが大切で

置を把握する重要な学習となる。

ある。

なお，地理的な空間概念を育てるために，模型

○ 両手を使って触れること。

や触地図などを使って学ぶのは大変有益である。
な

両手を使って，触察の基本である撫でる，握る，

その場合，情報が複雑にならないよう配慮したい。

つまむ，押す等の操作を行い，輪郭をきちんと捉

視覚障害児・者に場所を教える有効な手段として，

え記憶することである。

クロックポジション（物の位置関係をアナログ時

○ 全体から部分へ，中心から周辺へ触れること。

計の文字盤と数字の位置関係にたとえる）で示す

視覚障害者の基本的触察方法であり，全体像を

方法がある。

把握するために重要である。

ウ よりよい学習環境を創出するための条件

○ 教師の的確な言葉かけによる フィードバック

情報の８割は視覚からといわれる。視覚に障害

不確かな感覚を確実なイメージにつなげていく

を受け，限られた情報の中で学習する視覚障害児

のに，適切なタイミングでの，ことばによるフィ

・者は，他の保有する感覚器官を最大限働かせて

ードバックが有効である。

学習することが必要である。この際，十分感覚器

千葉盲学校の学習では，実物・本物に多く触れ

官を活用するために様々な配慮が必要である。

る活動を重視している。校庭内に咲く草花や樹木，

＜弱視者への配慮の例＞

果樹等の植物，模型や玩具，小動物等に対して，

○ 机・いすの高さと幅。座席位置。

注意を集中し時間をかけてゆっくり触察する活動

学習者にとって見やすい高さのいすと机で備え

を多く取り入れている。

付け教具が置けるような広さが必要。

イ 概念の形成と空間認知

○ 文字の大きさや太さ，字体，色。

触察によって得られた物の属性と本質を整理し

個々の視機能に合った拡大教材や視覚補助具

て概念を作り上げていくために，言葉や動作を添

（拡大読書器，ルーペ，単眼鏡等）が必要。さら

えて理解し，因果関係，形成過程，事物の関連性

に図と地のコントラストの鮮明な教材の準備。白

などを多角的に考察していくことが必要である。

や黄色のチョークの使用。

個々の事象や事物を関連づけて，具体化し一般化
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○ 光量による目の負担軽減。

蛍光灯の調節。戸外の光にはカーテンやブライ

用しての歩行学習等を中心に指導を行っている。

ンドによる調節や遮光レンズの装用が有効。

また，必要に応じて算数・数学の図形指導や社

＜全盲者への配慮の例＞

会の地図指導，理科の実験などの教科学習の補充

○ 配置物の固定

も行っている。

物の置き場所を移動することは，全盲者の行動
に混乱を生ずる。

一方では，保護者からの相談に応じたり，在籍
校の学級担任と連携を密にしたりすることで，通

○ ランドマークなどの指標物の設置

常の学級での学習や生活を円滑に行えるように配

○ 室内温度の設定

慮している。

点字を読み書きし易い適温（触察能力の確保に
も役立つ）。

今年度の開設を契機として，通常の学校に在籍
しながら通級して必要な学習をするという支援体

エ 情報機器の活用

制の整備に努めている。

パソコンの普及・発展には著しいものがある。
視覚障害者用に画面を音声で読み上げる機能をも

６

視覚障害教育の動向

ったソフトや画面を拡大する機能をもったソフト
ノーマライゼーションの進展や社会情勢の変化

等が搭載されたパソコンが登場することによって，
盲学校でもワープロ機能を活用した点字や一般文

の中で，本県の視覚障害のある幼児児童生徒のう

字の学習がともに可能になった。

ち，千葉盲学校や弱視特別支援学級の在籍数は減

また，インターネットは，視覚障害児・者の情

少傾向にある。一方では通常の学校で，視機能の

報収集能力を飛躍的に改善させるものである。

支援を必要とする児童生徒の在籍数は増加傾向に

(2) 弱視特別支援学級

ある。この現象は，全国的傾向と同じである。

本県では，平成22年度，弱視特別支援学級のあ

平成19年４月，学校教育法の一部改正により特

る学校は，松戸市立中部小学校の１校で，１学級

別支援教育制度の体制が整い，盲学校のこれまで

設置されている。この弱視特別支援学級在籍児童

の専門性は，相談活動・理解啓発活動等，地域支

は当該学年の通常の学級を交流学級とする。ホー

援におけるセンターとしての役割も求められるこ

ムルームは通常の学級で行い集団機能を生かした

ととなった。
また，平成20年６月施行の「障害のある児童及

学習が行われている。
弱視特別支援学級の担任は，国語や算数など読

び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等

み書き計算の学習の基礎・基本となる教科の学習

に関する法律」により，小・中学校の通常の学級

について，視機能を考慮して個別的に指導してい

で学ぶ視覚障害のある児童生徒の使用する教科用

る。学習に当たっては，書見台や拡大読書器，弱

特定図書（教科用拡大図書，点字図書等）が無償

視レンズ等を活用すると共に拡大教材等の提供を

給与となった。今後，供給体制の確立や高等学校

通じて，効果的な指導に努めている。

への対応が待たれるところである。
このような状況にあるからこそ，盲学校は自校

(3) 通級指導教室
本県では，平成22年度に千葉盲学校で通級指導

に在籍する幼児児童生徒ばかりでなく，地域にお

（目の教室）を開始した。小・中学校に在籍する

ける視覚障害のある幼児児童生徒の成長・発達に

児童生徒が，週に１校時程度通級している。児童

とって，最適の教育や情報を提供できるセンター

生徒個々の視機能の状態に応じて，ルーペや単眼

としての役割を果たすことや専門性の向上に努め

鏡など様々な視覚補助具の活用の仕方や白杖を使

ることが一層求められている。
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方になる。補聴器等で音を増幅して伝えれば，比
＜引用・参考文献＞

較的良く聞こえるようになり，治療で改善するこ

・佐藤泰正(編)(1988)視覚障害児の心理学．学芸図書．
・香川邦生(編)(2005)視覚障害教育に携わる方のために，三訂版．慶應

とが期待できる場合もある。
㋑感音難聴（音を感じる部位の障害）

應義塾大学出版会．
・大川原潔・香川邦生・瀬尾政雄・鈴木篤・千田耕基（編）(1999)視力の弱

内耳の感覚細胞，聴神経，脳の中枢のいずれか

い子どもの理解と支援．教育出版．
・鳥山由子(2007)視覚障害指導法の理論と実際．ジアース教育新
社．

が原因で起こったもの。単に音が小さく聞こえる
のではなく，歪んで聞こえる，高音域が聞き取り

・香川邦生・千田耕基（編）(2009)小・中学校における視力の弱
い子どもの学習支援．教育出版．
・文部科学省(編)（1993）通級による指導の手引き，改訂版．第

にくい，聞こえる範囲が狭い等があり，言葉の聞
き間違いも生じてくる。加齢のために起こる老人
性難聴も感音難聴である。

一法規．

㋒混合難聴
伝音難聴と感音難聴の両方を併せ持つ難聴。
③ 障害の始まった時期による違い
言語獲得においては，障害の始まった時期が重

第２章
１

聴覚障害のある子の教育

聴覚障害とは

聴覚障害とは，なんらかの原因のため聞こえに
くかったり，ほとんど聞こえなかったりする状態
を指す。
障害者総合支援法第４条及び同法別表では，
「両
耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のも
の」，「一耳の聴力レベルが90デシベル以上，他耳

大沼直紀(1997)「教師と親のための補聴器活用ガイド」ｐ11

図２－１

の聴力レベルが50デシベル以上のもの」を「聴覚

耳の仕組みと難聴の種類

障害」としている。
要である。言語獲得期以前に障害を有することに
(1) 聴覚障害について

より，その後の言語発達や発音の明瞭さが大きく

① 聴力レベルによる聞こえ方の違い

左右されるからである。

軽 度 難 聴 30dB～50dB

聞き違いがある

㋐ 先天性難聴

中等度難聴

50～70dB

普通の会話がやっと聞こえる

生まれたときにすでに聴覚に障害があるもの。

高 度 難 聴 70～90dB

大声の会話がやっと聞こえる

原因としては，内耳等の奇形，妊娠中のウィルス感

重 度 難 聴 90dB～

大声でも会話の聞きとりは困難

染（特に風疹）等があるが，原因が不明の場合も
少なからずある。

② 障害の部位による聞こえ方の違い

㋑ 後天性難聴

㋐伝音難聴（音を伝える部位の障害）

生後に障害を受けたもの。原因としては，突発

外耳及び中耳の疾病で音を内耳に伝えにくくな
って起こったもの。耳にふたをしたような聞こえ

性疾患，薬の副作用，頭部外傷，騒音，加齢等が
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ある。

聞き取ることができるが，感音難聴では100％に

(2) 聴力測定

ならないことがある。

聴力測定とは，聞こえの状態を一定の目的と基
準に基づいて測定することをいう。教育において
は，聴力測定の目的を「きこえ」が「ことば」や

③ 乳幼児聴力検査
㋐ BOA（聴性行動反応聴力検査
ervation Audiometry）：対象

Behavioral Obs

乳児

乳児は，突然に音や人の声がすると，振り向く，
「音」の間口であるとしてとらえ，さらに教育評

音源を探す，目を動かす，泣き出す等の聴性行動

価とも考える。診断，治療の対象と考える医療と

反応を示す。楽器音，環境音等に対する反応を観

の立場の違いを認識しておく必要がある。

察し，反応があった音の大きさや高さから聴力レ

① 標準純音聴力検査

ベルを測定する。

一般に聴力検査（測定）という場合は，この標
準純音聴力検査のことを指す。防音室でヘッドホ

㋑ COR テスト(条件詮索反応聴力検査 Conditio
ned Orientation Response Audiometry) ：対象
生後６ヶ月くらいからの乳幼児

ンをあて，左右別々に125Hz から8,000Hz まで

音がする方向に音と同時に玩具等が光に照らし

の異なる高さの音の聞こえを調べる。同様に，骨

出されるようにし，音が聞こえると現れるという

導受話器をあてて音の聞こえを調べる。これらか

期待を持たせる。条件づけをした上で，音だけで

ら聴覚障害の程度や種類がわかる。結果が記載さ
れた図を，オージオグラムと呼ぶ（図２－２）。

音源の方向に振り向くかどうかによって聴力レベ
ルを測定する。
④ 遊戯聴力検査(Play Audiometry)：対象 ３歳
児くらいから
音が聞こえたら，おはじきや積み木を一つずつ移
動させる方法や，音が出ている時にボタンを押すと
玩具が見える装置を使って行うピープショーテス
ト等がある。
⑤ 電気生理学的聴力検査
音を聞かせ，それに反応する脳波上の変化をコ
ンピュータ処理して，周波数ごとに閾値を求める
方 法 。 A B R ( 聴 性 脳 幹 反 応 Auditory
Response)やASSR（聴性定常反応

Brainstem

Auditory Stead

ystate Response)等がある。脳波を利用した他覚
的聴力検査は，乳幼児や他の障害があって自覚的
図２－２

聴力検査が困難な子ども達にとって，聴覚障害の

オージオグラム

診断を行う上で有効である。
(3) 補聴器の活用

② 語音聴力検査
音声の聞き取り能力を測定する。どの位小さな
音圧で聞きとれるのかを調べたり，日常会話で使

補聴器は，まわりの音をマイクロホンで受けて
電気信号に変え，大きく増幅し，イヤモールドを
通して耳に伝える機器である。

われる語音が何％正しく聞きとれるかを調べたり
する。伝音難聴では，音さえ強ければほぼ100％

形状としては，耳あな型，耳かけ型，ポケット
型などがある。
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補聴器は，聴覚を活用していくための大切な機

日本語力が十分でないとやりとりに苦慮する場合

器である。しかし，騒音下での聞き取りや離れた

がある。

人の音声の聞き取りには限界がある。また，補聴

③ 手話・指文字

器をつければすぐ良く聞こえるようになるわけで

指文字は，五十音のかな文字に対応した手指の

はない。聞こえ方には個人差がある。したがって，

形態であり，その動きによって，拗音，促音，濁

それぞれの聞こえ方に合わせて音質や音量を調整

音及び長音など，国語の音韻を表現することがで

しなければならない。

きる記号である。

(4) 人工内耳

手話は，聴覚障害者の間で最も一般的に用いら

おおむね90dBを超える聴力で，補聴器の装用効

れており，手と指の形態，位置，向き，動きの方

果が現れにくいときには，人工内耳も聴覚活用の

向と速度などによって意味を表現する言語であ

一つの方法として考えることができる。

る。

日本語の文法に縛られない「日本手話」と

音を増幅する補聴器と異なり，人工内耳は脳に

日本語の語順に従って話し言葉に対応して使われ

音の信号を送る働きをし，体内部の電極，受信器，

る「日本語対応手話」などがあるが，実際には日

アンテナと，体外部のマイクロホン，スピーチプ

本手話，日本語対応手話が入り交じった形で使わ

ロセッサ，送信器などから構成されている。

れることが多い。

マイクから入った音を，スピーチプロセッサが
分析してどの電極に電気刺激するかを決め，その
情報を送信コイルに送る。送信コイルは，埋め込
まれた受信機に，頭部の皮膚を介して無線でその
情報を送る。蝸牛に挿入されている電極は，送ら
れてきた情報により内耳を電気刺激する。これが
聴神経から脳に伝わり音として感じる。
(5) コミュニケーション手段
① 読話
話し手の口の動きや文脈からの類推などにより
内容を理解する手段。日本語には音は異なっても
口の動きが類似する言葉がたくさんあり，慣れて
いない話し手の口の動きは読み取りにくいことも

図２－３

手話・指文字・キューによる「おうち」

ある。情報受容のあいまいさを伴うことが多く，

注）手話～両手の指先を付けて屋根を表して「家」を示す。

聴覚障害者にとってはかなりの集中力を必要と

指文字，キュードスピーチ～それぞれ上から順に「お」
「う」
「ち」の一音ずつに対応した指の形又はキューサインを連

し，身体的・心理的負担が大きい手段でもある。
②

続して示す。

筆談
紙やホワイトボードに書かれたり，パソコンで

④ キュードスピーチ

入力されたりした文字を見て内容を理解する手

日本語の音韻を，五つの母音口形と音素レベル

段。話す内容をすべて筆談する場合もあるが，会

で表象する記号（キュー）との組み合わせによっ

話の内容が複雑で難しかったり読話や聞き取りで

て表現する方法。音韻を視覚的に識別し，受容し

は通じないと思われたりする場合にキーワードや

たり表出したりすることができるので，聴覚障害

重要な事項を書いて理解の確認を取る場合もある。
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児にとっては有効な手段とされている。

行いつつ，週に１，２回程度決められた時間に通
級し，個別学習やグループ学習を行っている。学

２

教育的対応

習内容は，言葉の学習，保有する聴力を活用する
ための学習，発音の学習，障害認識の学習等の自
立活動や必要に応じて教科の内容を補充する学習

(1) 就学基準と教育の場
学校教育法施行令第22条の３では，聴覚障害者

等である。

の障害の程度（就学基準）について，「両耳の聴

また，通級する児童生徒が学校生活を送ってい

力レベルがおおむね60デシベル以上のもののう

る通常の学級の担任や他の児童生徒に，聴覚障害

ち，補聴器等の使用によっても通常の話声を解す

について情報を提供し，理解を求める難聴理解授

ることが不可能又は著しく困難な程度のもの」と

業を実施し，環境調整を行っている。
千葉県内には難聴特別支援学級・難聴通級指導

規定されている。
学校教育法施行令の一部改正（平成14年９月１

教室が，小学校17校，中学校5校に設置されてい

日）に伴い，文部科学省「障害のある児童生徒の

る（平成28年度）。設置されていない地域では言

就学について」の通知により，就学の決定では，

語障害特別支援学級で指導を受けているのが現状

聴覚に障害のある児童生徒は，その聴力等に応じ

である。
千葉聾学校・館山聾学校（現安房特別支援学校

て聾学校あるいは小・中学校に設置された難聴特
別支援学級や通級による指導で教育を受けている。

館山聾分教室）は平成13年度から，船橋特別支援

① 特別支援学校（聾学校）

学校は平成２７年度から通級指導教室教員が配置

聴覚の障害に対応して対人関係の形成や情緒的

され，小・中学校に在籍する難聴・言語障害児童

安定に配慮し，保有する聴覚の有効活用や認知・

生徒への指導等を行っている。

概念の形成を図る必要がある。その上に立って，

(2) 教育的支援

種々の事物や事象，自己の行動等に対応した言語

聴覚に障害のある児童生徒の場合，情報不足や

概念の形成を図り，体系的な言語を身につけるこ

コミュニケーションの質的・量的不足などから言

とが重要である。したがって，聾学校では，小・

語発達に遅れが見られることが多い。そのため，

中学校及び高等学校の教育内容に準じた教育を行

言葉の力を伸ばすために，児童生徒の言語発達を

い，併せてコミュニケーション手段や教材・教具

的確にとらえた配慮や指導が必要となる。

を工夫しながら，聴覚障害に配慮した指導が行わ

この際，コミュニケーション手段の選択・活用

れている。また，集団補聴システムや文字情報提

が重視される。それぞれのコミュニケーション手

示装置など聴覚情報の保障に配慮した設備が整備

段は，それぞれの長所・短所をもっている。従っ

されている。

て，音声言語，手話，指文字，文字といったコミ

さらに，幼稚部で教育を行ったり，支援部に位

ュニケーション手段の特徴をふまえて指導ができ

置付けられている乳幼児期支援（ぱんだルーム）

るよう，指導者側の指導技術を高めておく必要があ

で０歳から支援を行ったりしている。また，支援

る。
また，視覚的な配慮として，補助教材等の工夫

部を中心に地域支援が進められている。

や板書の活用，視覚的コミュニケーション手段の

② 難聴特別支援学級・難聴通級指導教室
通常の学級に在籍している聴覚に障害のある児

導入などについても検討されなくてはならない。

童生徒を対象に，各教科等の指導は通常の学級で
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＜引用・参考文献＞

あり，同年齢の児童生徒と比較した場合，情緒面

・文部省(1993) 聴覚障害教育の手引き－聴覚を活用する指導－

とは区別される知的機能面で明らかな発達の遅れ
がみられ，発達期以降の外傷性頭部損傷や老化に

海文堂出版
・文部省(1995) 聴覚障害教育の手引き－多様なコミュニケーシ
ョン手段とそれを活用した指導－ 海文堂出版

伴う知的機能の障害とは区別される発達障害とし
て位置付けられる。

・大沼直紀(1997)教師と親のための補聴器活用ガイドコレール社
・草薙進郎・四日市章(編)(1998)

聴 覚 障 害 児 の 教 育と方法

コレール社

適応行動の困難性を伴う状態とは，他人との意
思の交換，日常生活や社会生活，安全，仕事，余
暇利用等についてその年齢段階に標準的に要求さ

・全国聾学校長会教育課程第二部会(2011) 聾学校における専門
性を高めるための教員研修用テキスト

れるまでには至らない状態をいう。

改訂版

また，知的障害は，知能障害の程度により，軽
度，中等度，重度，最重度の四段階に分類される
が，臨床的には適応行動の障害を伴うものとされ，
知能障害があるだけでは，知的障害ではないこと

第３章
１

知的障害のある子の教育

に注意が必要である。
以上を踏まえ，知的機能の発達に明らかな遅れ

知的障害とは

があり，適応行動の困難性を伴う状態は，全体的
(1) 知的障害という用語について
わが国では従来「精神薄弱」という用語が使わ
れていたが，1998年9月に「精神薄弱の用語の整理
のための関係法律の一部を改正する法律」が成立

な発達の遅れとして現れる。その状態は環境的・
社会的条件で変わり得る可能性があるとされてお
り，発達上の遅れ又は障害の状態は，ある程度持

し，1999年4月より，「知的障害」の用語が用いら

続するが，絶対的に不変で固定的であるというこ

れることとなった。これにより，教育現場におい

とではない。教育的対応を含む広義の環境条件を

ても精神薄弱教育が知的障害教育のようにこの用

整備することで障害の状態はある程度改善された

語が用いられるようになった。

り，知的発達の遅れがあまり目立たなくなったり

なお，政令で定められた知的障害の障害の程度

する場合もある。つまり，知的障害は個体の条件

としては，学校教育法施行令第22条の3では，以

だけでなく，環境的・社会的条件との関係で，そ

下のように特別支援学校に就学する知的障害者の
障害の程度を規定し
ている。

の障害の状態が変わり得る場合がある。

２

１．知的発達の遅滞があり，他人との意思疎通が困難で

知的障害のある子に応じた教育課程編
成

日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
２．知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しな

(1) 基本的な考え方

いもののうち，社会生活への適応が著しく困難なもの

(2) 知的障害について

教育課程の編成にあたっては，障害の状態や発

知的障害とは，発達期に起こり，知的機能の発

達段階を的確に把握し，地域の特色を踏まえて，

達に明らかな遅れがあり，適応行動の困難性を伴

自立し社会参加するための「生きる力」を具体化

う状態をいう。発達期とは，一般的に胎生期，出

し，必要となる指導内容を適切に選択・組織する

生時及び出生後から１８歳までをいい，この時期

とともに，実際的，体験的な活動を通して主体的

に発達の遅れが現れた場合を知的発達障害という。

に学習活動に取り組めるよう指導計画を作成する

知的機能とは認知や言語などにかかわる機能で

ことが必要となる。
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(2) 特性の理解と教育的対応

るよう工夫し，その活動を遂行できるよう指導・

知的障害のある児童生徒の教育にあたっては，

支援する。

知的障害の特徴や学習上の特性を理解しておくこ

⑩ 児童生徒一人一人の発達の不均衡な面や情緒の

とが大切である。以下に知的障害のある児童生徒

不安定さ等の課題に応じた対応を徹底する。

の学習上の特性を挙げる。

(3) 障害に応じた教育課程の編成

・学習によって得た知識や技能が断片的になりや

① 特別支援学校
知的障害者を教育する特別支援学校（以下「知

すく，実際の生活の場で応用されにくい。
・成功体験が少ないこと等により，主体的に活動

的障害特別支援学校」と表記）は，前述の就学基

に取り組む意欲が十分に育っていない。

準による子どもを対象としている。通常の小学校，

・実際的な生活経験が不足しがちであることから，

中学校，高等学校に準じ，小学部，中学部，高等

実際的・具体的な内容の指導が必要である。

部が設けられている。

特に，知的障害がきわめて重度である場合は，

小学部では，健康な身体づくり，基本的生活習

視覚障害や聴覚障害，肢体不自由など，他の障害

慣の確立，さらに，言語の理解や表現などが指導

を併せ有することも多いので，より一層のきめ細

・支援の中心になっている。

かな配慮が必要となる。

中学部では，社会生活を営む上で，必要な言語

このような特性を踏まえて，次のような教育的

の理解や表現，対人関係や集団参加の指導・支援

対応を基本とすることが重要である。

が行われ，さらに，作業学習を通して，働くこと

① 児童生徒の実態等に即した指導内容を選択・組

の意義や働く態度，意欲などを身に付け，将来の

織する。

自立的生活へ発展することに重点をおいている。

② 児童生徒が，自ら見通しをもって行動できるよ

高等部では，職業生活や家庭生活など社会的自

う，日課や学習環境等を分かりやすくし，規則的

立に必要な知識を身に付けるとともに，勤労を重

でまとまりのある学校生活が送れるようにする。

んずる態度を養うこと等を重視している。そのた

③ 望ましい社会参加を目指し，日常生活や社会生

めに，教育課程の中心に作業学習を据え，様々な

活に必要な技能や習慣が身に付くようにする。

作業種目ごとに作業班を設け，生徒の実態に合わ

④ 職業教育を重視し，将来の職業生活に必要な基

せた学習を展開している。また，職業学科におい

礎的な知識や技能及び態度が育つようにする。

ては，専門教科として家政，農業，工業，流通・

⑤ 生活に結び付いた具体的な活動を学習活動の中

サービス，福祉の各教科を設けて，より実践的な

心に据え，実際的な状況下で取り組む。

職業教育を展開している。さらに地域の事業所・

⑥ 生活の課題に沿った多様な生活経験を通して，

福祉施設等の協力を得て，「産業現場等における実

日々の生活の質が高まるようにする。

習」を行い，社会自立のために役立てている。

⑦ 児童生徒の興味・関心や得意な面を考慮し，教

ア 教育課程の編成

材・教具等を工夫するとともに，目的が達成しや

知的障害特別支援学校では，児童生徒の障害の

すいように，段階的な指導を行うなどして，児童

状態等に即した指導を進めるため，各教科，道徳，

生徒の学習活動への意欲が育つようにする。

特別活動及び自立活動のそれぞれの時間を設けて

⑧ できる限り児童生徒の成功体験を豊富にすると

行う教科別に指導を行う場合（教科別の指導，領

ともに，自発的・自主的な活動を大切にし，主体

域別の指導）と学校教育法施行規則第１３０条第

的に活動できるようにする。

２項の規定による各教科等を合わせて指導を行う

⑨ 児童生徒一人一人が集団において役割が得られ
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場合（領域・教科を合わせた指導）を適切に組み

する力を育み，心身の発達を促していく指導の形

合わせて指導を行っている。

態である。遊びの指導には，生活科の内容をはじ

特別支援学校学習指導要領には，障害の状態や
学習上の特性を踏まえた各教科が独自に示されて

め，各教科等にかかわる広範囲の内容が扱われる。
【生活単元学習】

おり，教育課程の編成には，この各教科の目標，

児童生徒が生活上の目標を達成したり，課題を

内容について理解することが必要である。各学部

解決したりするために，一連の活動を組織的に経

における各教科の構成は表３－１のとおりである。

験することによって，自立的な生活に必要な事柄
を実際的・総合的に学習する指導の形態である。

イ 指導内容と指導形態

知的障害のある児童生徒の生活経験を基礎とす

○ 各教科等を合わせて指導を行う場合
実際の指導に当たっては，児童生徒の実態に合

る生活上の興味や関心を単元化し，主体的活動を

わせた指導の形態をとることが多い。具体的な経

発展させ，多くの生活経験の中から自立的生活力

験を通して，「生きる力」を育てることが基本とな

を培うものである。児童生徒は，生活に基づいた

る。そのため，必要に応じて，教科等の内容の全

目標や課題を達成するための活動を通して，結果

部または一部を合わせて指導をするという形態を

的に教科等の内容を習得していくこととなる。

とることになる。教科等を合わせた指導の形態と

【作業学習】
作業活動を学習活動の中心に据え，児童生徒の

しては，日常生活の指導，遊びの指導，生活単元
学習，作業学習等がある。

働く意欲を培い，将来の職業生活や社会自立に必

【日常生活の指導】

要な事柄を総合的に学習する指導の形態である。

児童生徒の日常生活が充実し，高まるように日

作業種目は，生徒の実態や学校の施設設備，地

常生活の諸活動を適切に援助する指導の形態であ

域の状況等により，農耕，園芸，紙工，木工，縫

る。日常生活の指導では，生活科の内容だけでな

製，織物，金工，窯業，セメント加工，印刷，調

く他の領域や教科にかかわる広範囲な内容が扱わ

理，食品加工，クリーニングなどの他，販売，清

れる。例えば，衣服の着脱，洗面，手洗い，排泄，

掃，接客なども含み多種多様である。いずれも将

食事，清掃等基本的生活習慣の内容や挨拶，言葉

来の家庭生活や職業生活をする上において必要な

遣い，礼儀作法，時間を守ること，決まりを守る

知識，技能，態度等を育て，働く力を高めること

こと等，日常生活や社会生活をする上で必要な内

を目標としている。

容等，多様な内容が取り上げられる。

また，地域の事業所や企業等の協力を得て，生

【遊びの指導】

徒が一定期間，校外の事業所等で実習する「産業

遊びを学習活動の中心に捉えて，身体活動を活

現場等における実習」がある。これは本来，職業

発にし，仲間とのかかわりを促し，意欲的に活動

科に示されているもので，他の教科や領域と合わ

表３－１

知的障害特別支援学校の各教科の構成と履修

小学部

各教科は，生活，国語，算数，音楽，図画工作，体育の６教科で構成。第１学年から第６学年を通して履修する。

中学部

各教科は，国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，職業・家庭，外国語の９教科で構成。外国語科は，
各学校の判断により設けることができる教科である。その他特に必要な教科を学校の判断で設けることができる。

高等部

各学科に共通する教科として，国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，職業，家庭，外国語，情報の11
教科で構成。外国語と情報は各学校の判断により，必要に応じて設けることができる教科である。また，専門学科の
各教科として，家政，農業，工業，流通・サービス，福祉の５教科がある。学校設定教科は，学校が独自に設けるこ
とができる教科である。
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せて実施する場合は，作業学習として位置づける

○ 道徳

※特別な教科 道徳

ものであり，学校と社会の接点となる重要な学習

小学部又は中学部の道徳の目標，内容，及び指

であり，将来の自立的生活をめざすためには，不

導計画の作成と内容の取扱いについては，それぞ

可欠な学習となっている。

れ小学校学習指導要領第３章又は中学校学習指導

○ 教科別の指導

要領第３章に示すものに準用するが，「学校の教育

知的障害のある児童生徒の実態によっては，教

活動全体を通じて，道徳的な心情，判断力，実践

科別に，段階的な指導・支援をした方が効果的な

意欲と態度などの道徳性を養うこととする」と示

場合もある。

している。高等部においては，知的障害特別支援

各教科の内容は，学年別に示さず，小学部は３
段階，中学部は２段階，高等部は２段階(ただし，

学校独自の目標と内容が示されていることに留意
する必要がある。

高等部の主として専門学科において開設される教
科は１段階)で示している。各教科の内容が学年別

○ 自立活動

ではなく段階で示しているのは，対象としている

自立活動の指導は，一人一人の児童生徒が自立

児童生徒の学力が，同一学年であっても知的障害

を目指し，障害による学習上又は生活上の困難を

の状態や経験の程度が様々であり，個人差が大き

主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，

いことによる。また，段階として示しているのは，

態度を養うことを目的とし，学校の教育活動全体

個々の児童生徒の実態等に即して各教科の内容を

を通じて行う指導と自立活動の時間における指導

選択し，指導しやすくするためである。

により適切に行われる必要がある。

・特別支援学校(知的障害)の教科書

特別支援学校においては，各教科等を合わせて

教科書について，特別支援学校(知的障害)小学

指導を行う場合も自立活動について個別の指導計

部・中学部用の教科書としては，文部科学省の著

画を作成し，指導目標や指導内容を明記する必要

作による国語，算数・数学，音楽の教科書が作成

がある。

されており，基本的には，それらの教科書の使用

また，自立活動の時間を設けて指導を行う場合

義務がある。それら以外の各教科，及び高等部の

は，個々の児童生徒の障害の状態等を十分に考慮

各教科については，文部科学省による著作本又は

し，個別の指導計画に基づき，計画(Plan)－実践(D

検定教科書は発行されていない。そのため，学校

o)－評価(Check)－改善(Action)の過程で進めなけ

教育法附則第９条の規定に基づき，設置者の定め

ればならない。加えて，個人あるいは小集団で指

るところにより，他の適切な教科書(一般図書を含

導を行うなど，効果的な指導を進めるようにする

む)を使用することができるようになっていること

ことが大切である。

から子供の実態等に即した教科書としてそれらが

指導計画の作成に当たっては，各教科，道徳，

採択され，使用されている。

外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動の

○ 領域別の指導

指導と密接な関連を保つようにする。

各教科等を合わせて指導を行う場合でも道徳等

○ 総合的な学習の時間

のいわゆる領域の内容の指導を行うことができる

特別支援学校(知的障害)における総合的な学習

が，道徳，特別活動及び自立活動の時間を設け，

の時間は，中学部及び高等部において教育課程に

それらを合わせず，あるいはそれらと各教科とも

位置付け実施することが必要である。総合的な学

合わせないで指導する場合もある。

習の時間の目標，各学校において定める目標及び
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内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについ

をそのまま適用することが適切でない場合は，学

ては，小学部・中学部学習指導要領第５章及び高

校教育法施行規則第１３８条の規定による「特別

等部学習指導要領第４章に「(１)児童又は生徒の

の教育課程」を編成し教育を行う必要がある。

障害の状態や発達の段階等を十分考慮し，学習活

特別の教育課程を編成する場合は，「学校教育法

動が効果的に行われるように配慮すること」「(２)

施行規則の一部を改正する省令等の制度並びに高

体験活動に当たっては，安全と保健に留意すると

等学校，盲学校，聾学校，養護学校及び中等教育

ともに，学習活動に応じて小学校の児童又は中学

学校の教育課程の基準の改定について(通知)」に

校の生徒，高等学校の生徒などと交流及び共同学

示しているように，特別支援学校小学部・中学部

習を行うように配慮すること」の２点が示されて

学習指導要領を参考に，児童生徒の知的発達の程

いる。学習活動については，この時間の趣旨及び

度や学校生活・社会生活への適応の状況等及び生

ねらいに即して，生徒の興味・関心を引き出すと

活経験などを踏まえ，適切な指導内容を選択，組

ともに，生活の諸活動に関連する事柄を体験的に

織することが大切である。例えば，各教科の目標

取り上げるなど，学校や地域，児童生徒の実態等

・内容を下学年の教科の目標・内容に替えたり，

に応じて創意工夫を生かした活動を展開すること

各教科を，知的障害のある児童に対する教育を行

が大切である。

う特別支援学校の各教科に替えることなどが考え

ウ

職業教育

られる。

一般に職業教育では，特定の職業に就くために
必要な知識・技能及び態度を身に付けることを目
指すが，知的障害者に対する教育においては，従
来から将来の社会参加を目指し，社会人や職業人
として必要とされる一般的な知識・技能及び態度
の基礎を身に付けるようにすることが重視されて
いる。
このために特別支援学校(知的障害)においては，
生徒，学校及び地域の実態等を考慮して，一人一
人の課題に応じた具体的な場面を設定し，実際的

＜参考文献＞
・文部科学省(2009)特別支援学校教育要領・学習指導要領．
・文部科学省(2009)特別支援学校学習指導要領解説.
・文部科学省(2013)教育支援資料
・千葉県教育委員会(2015)特別支援教育指導資料
・独立行政法人国立特殊教育研究所(2006)特別支援教育における
教育課程の編成・実施の推進に向けた実際的研究－特別支援教
育の充実に向けた教育課程編成－．
・独立行政法人国立特別支援教育研究所(2009)特別支援教育の基
礎・基本 一人一人のニーズに応じた教育の推進 ，ジアース教
育新社.
・ 独立行政法人国立特別支援教育研究所HP「3.知的障害教育」
http://www.nise.go.jp/cms/13,0,45.html

な活動を通して総合的に学習する作業学習や産業
現場等における実習が指導の中心になる。

第４章

肢体不自由のある子の教育

② 知的障害特別支援学級
小学校，中学校における特別支援学級の教育は，
学校教育法に定める小学校及び中学校の目的若し
くは目標を達成するもので，25文科初第756号初等
中等教育局長通知の規定による障害のある児童生
徒を対象とする学級である。
知的障害特別支援学級の教育課程は，原則とし
て小・中学校の学習指導要領に基づく諸規定が適
用されるが，小・中学校の各教科等の目標や内容

１

肢体不自由とは

(1) 医学的側面からみた肢体不自由
医学的には，発生原因のいかんを問わず，四肢
体幹に永続的な障害があるものを，肢体不自由と
いう。
① 形態的側面
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先天性に四肢体幹の形成が障害されたものと，

が徐々に低下して運動に困難を来たすだけでな

生後の事故等により四肢等を失うことによる後天

く，長期的には呼吸筋の筋力低下によって呼吸も

性のものとがある。また，関節や脊柱が硬くなっ

困難になっていく。

て拘縮や変形を生じているものもある。

○ 二分脊椎

② 機能的側面

脊椎脊髄疾患として多いのは二分脊椎である。

形態的には大きな障害はないものの，中枢神経

症状は病変部位によるが，下肢のまひや膀胱直腸

系や筋肉の機能が障害されて起こる場合がある。

障害が主に見られ，水頭症がしばしば合併するこ

肢体不自由の原因で最も多くの割合を占めている

とがある。

のは脳性まひを中心とした脳性疾患である。次い

(2) 心理学的，教育的側面からみた肢体不自由

で筋原性疾患，脊椎脊髄疾患，他に骨関節疾患と

肢体不自由児は，上肢，下肢又は体幹の運動・

して外傷後遺症や骨形成不全症等があるが，頻度

動作の障害のため，歩行や書字等日常生活や学習

は高くない。脳性疾患や筋原性疾患等では，知的

上の運動・動作の全部又は一部に困難がある。こ

発達の遅れ等，種々の随伴障害を伴うことがある。

うした運動・動作の困難は，姿勢保持の工夫と運

③ 運動障害の原因となる主な疾患

動・動作の補助的手段の活用によって軽減される

○ 脳性まひ

ことが少なくない。なお，この補助的手段には，

「脳性まひ」の定義
受胎から新生児期までに非進行性の病変が脳に発生
し，その結果，永続的な，しかし，変化しうる運動及
び姿勢の異常である。ただ，その症状は２歳までに発
現する。進行性疾患や一過性運動障害または将来正常
化するであろう発達遅延は除外する。

座位姿勢の安定のためのいす，作業能力向上のた
めの机，移動のためのつえ・歩行器・車いす，廊
下や階段に取り付けた手すり等や，近年は，電子
機器を活用した支援技術（ＡＴ）も多く使われて

(昭和43年厚生省脳性まひ班会議)

いる。また，誰もが使いやすいように工夫された
原因発生の時期は，周産期が多く，出生前と出
生後の場合もある。症状は，中枢神経症状と運動

ユニバーサルデザインのスプーンや食器，衣類等
も増えている。

・動作の障害であり，発育・発達につれて変化す

運動・動作の困難の程度は，一人一人異なって

るが，小学部高学年の時期に達するとほぼ固定的

いるので，その把握に当たっては，日常生活や学

になってくる。

習上どのような困難があるのか，それは補助的手

主な症状から型が分けられている。近年脳性ま

段の活用によってどの程度軽減されるのか，とい

けいちょく

ひの多くを占めるのは，＜痙 直型＞で，四肢がつ

った観点から行うことが必要である。

っぱり円滑に動かず，他動的にその筋肉を伸ばす
と抵抗感がある。成長につれて関節拘縮や変形を

２

肢体不自由児の学習等にみられる特性

きたすことがある。＜アテトーゼ型＞は，顔面や
四肢等に自分の意志と関係なく不随意運動がみら

(1) 随伴する障害からの特性

れる。発熱等，心身に対する様々な刺激で，筋緊

近年の医学・医療技術の進歩により，肢体不自

張が突然に高まるなど，変動が起こりやすい。＜

由特別支援学校の児童生徒は，年々重度・重複化

失調型＞は，身体の平衡機能の障害により，座位

してきている。症候群等の病類も多く，運動障害

や立位のバランスをとりにくい。二つの症状を併

を主症状として，健康・体力の障害(学習意欲の減

せ持つ場合もあり，＜混合型＞と言われる。

退，学業の遅れ)，知的障害，言語障害(言葉の発

○ 筋ジストロフィー

達の遅れ，構音障害等)，聴覚障害，視覚障害(眼

これは筋原性の変性疾患で進行性であり，筋力
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球運動の障害，頸の不安定さによる正視の異常)，

３

肢体不自由児への教育的対応

知覚－運動障害(目と手の協応動作の困難，図地関
係の逆転等)，呼吸障害，てんかん等を併せ有する

(1) 肢体不自由特別支援学校

ことが多い。

① 学校の概要

(2) 教育的側面からの特性

肢体不自由特別支援学校には，一般に小学部，

① 生活経験の不足と学習レディネス

中学部及び高等部が設置され，一貫した教育が行

身体活動が不十分のため体験や社会生活の経験

われている。肢体不自由特別支援学校が単独で設

が不足しがちである。発達過程上，緊張や反射に

置されている形態のほか，医学的治療が必要な者

よって運動・動作の誤学習や未学習が生じ，学習

を対象とした児童福祉施設(肢体不自由児施設，重

レディネスの面が阻害される場合がある。このこ

症心身障害児施設)や医療機関と併設又は隣接して

とは，読む，書く等の基本的・機能的能力や概念

いる形態等がある。また，寄宿舎を設置している

形成の育成にもつながっている。

学校，訪問教育を行っている学校もある。
なお，肢体不自由特別支援学校においては，障

② 運動・動作の制限によるフィードバック困難
身体からのフィードバックが困難なため，ボー

害の状態や発達段階の多様な児童生徒が，可能な

ディイメージの形成につまずきが見られる。支援

限り自らの力で学校生活を送ることができるよう，

を受ける場面が多く，結果として受動的になり自

施設設備にも様々な配慮がなされている。
近年，医療的ケア （P.20-22参照)を必要とする児

発性が乏しくなる。

童生徒も増加してきている。これらの児童生徒が

③ 表現・表出の困難による課題
上肢の障害のため，書字動作や教材・教具の操

安心して安全な学校生活を送るために，学校内だ

作に困難が伴う場合が多い。また，脳性まひの多

けでなく，家庭，主治医との連携を密に対応して

くは，言語障害を随伴しているため，コミュニケ

いる。
② 教育目標と教育課程の編成

ーション活動が円滑にならない。

肢体不自由特別支援学校においては，小学校，

④ 感覚・知覚の課題
感覚については，主に視覚障害，聴覚障害への
対応が必要である。視知覚に困難さがあり，目と
手の協応，図と地の知覚，空間認知，空間関係等
に学習上の困難が見られる。

中学校又は高等学校の教育目標の達成に努めると
ともに，小学部，中学部及び高等部を通じ，児童
生徒の障害による学習上又は生活上の困難を主体
的に改善・克服し自立を図るために必要な知識，
技能，態度及び習慣を養うことを目標としている。
この目標を達成するために教育課程は，各教科，

⑤ 呼吸・摂食・体温調節機能の課題
上記の障害のために，毎日の生活リズムが整い
にくく，呼吸機能・摂食機能等に課題があり，日
常的に健康管理が必要な場合が多い。
これらの四肢体幹機能の不自由さ，随伴する障
害や特性は，全ての子どもにみられるものではな
く，個人差がある。一人一人の状態を適切に把握

道徳科，外国語活動(小学部），総合的な学習の時
間，特別活動及び自立活動（小・中・高等学校に
は設けられていない特別な指導領域）によって編
成されている。児童生徒一人一人の身体の動きや
コミュニケーション等の状態及び発達段階や特性
等に応じた指導を行う必要があることから，肢体
不自由特別支援学校においては，

し，特性に応じた指導を行うことが必要である。

ア 小学校・中学校・高等学校の各教科に準ずる
教育課程
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イ 下学年（下学部）の各教科を代替とした教育

学習活動に応じた適切な姿勢保持は，疲労し

課程

にくいだけでなく，身体の操作も行いやすくな

ウ 知的障害特別支援学校の各教科等を中心とし

る。本人がよい姿勢を保つことに注意を向ける

た教育課程

よう日頃から指導することも大切である。

エ 自立活動を主とした教育課程

また，課題を見て理解したり聞いて理解した

など児童生徒の実態等を考慮した多様な教育課程

りすることに困難がある場合がある。児童生徒

を工夫して編成・実施している。

の認知の特性を把握し，各教科の中で指導方法

肢体不自由特別支援学校の自立活動においては，

の工夫をすることが求められる。

身体の動きの改善・向上を図るだけではなく，コ

オ

補助用具や補助的手段，情報機器等の活用

ミュニケーション指導や健康状態の維持・改善等

身体の動きや意思の表出の状態等に応じて，

自立活動の６区分の内容をふまえて，個々の障害

補助用具や補助手段を工夫するとともに，コン

の状態や発達の段階等の的確な把握に基づき，各

ピュータ等の情報機器などを有効活用して指導

教科等と関連付けながら学校の教育活動全体を通

の効果を高めることが必要である。

じて適切に行うことが必要である。

(2) 肢体不自由特別支援学級

③ 指導上の工夫や配慮

肢体不自由特別支援学級は，必要に応じて小・

ア 実態に応じた表現する力の育成

中学校に置かれる。各教科，道徳科，外国語活動，

実践的・体験的な活動を計画的に確保し，言

総合的な学習の時間，特別活動の指導の他に，身

語発達の程度や身体の動きに応じて，表現する

体の動きや認知能力などの向上を目指した指導（自

ために必要な知識や技能，態度や習慣の育成に

立活動）も行われている

努める。表現は，話し言葉や書き言葉，絵画や

指導に当たっては，児童生徒の個人差を考慮し，

歌唱等様々な方法によって行われ，感じたこと

個別指導やグループ指導といった指導形態を積極

や考えたことを自由に表現させる等，児童生徒

的に取り入れたり，教材・教具の開発・工夫を行

の意欲を大切にしながら，多様な表現ができる

ったりするなどの配慮を行う必要がある。さらに，

よう，指導の順序や方法を工夫する必要がある。

通常の学級の児童生徒と運動会や給食等の場を通

イ 指導内容の精選等

じて活動を共にするなど，社会性や集団への参加

身体の動きやコミュニケーションの状態等か

能力を高めるための指導にも配慮している。

ら学習に時間がかかること，自立活動の時間が

なお，多くの学校では児童生徒が可能な限り自

あること等から，授業時間が制約されるため，

らの力で学校生活が送ることができるよう，例え

指導内容を精選することが必要となる。それぞ

ば廊下やトイレに手すりを取り付けたり，便器を

れの児童生徒にとっての基礎的・基本的な指導

洋式にしたりする等の配慮もなされている。

内容を見極めることが大切である。

現在，各学校に在籍する児童生徒の，個別の指

ウ 自立活動の時間の指導との関連

導計画の作成や指導内容や方法の充実を図るため，

自立活動の時間における指導と各教科等との

特別支援学校からの助言や援助等の連携も積極的

密接な関連を図り，学習効果を高めることがで

に行われている。

きるように配慮する。そのために個別の指導計

(3) 通級による指導

画の作成にあたって，どのような点に配慮する

通常の学級での学習におおむね参加でき，留意

のか明確にしておくことが必要である。

して指導することが適切と考えられる軽度な肢体

エ

不自由のある児童生徒で，運動・動作の状態や，

姿勢や認知の特性に応じた指導の工夫
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感覚・認知機能の改善・向上を図るために特別な

第５章

病弱・身体虚弱のある子の教育

指導が一部必要なものについては，通級による指
導が適切な場合もあると考えられている。

１

病弱及び身体虚弱について

平成３０年度からは，高等学校における通級も
(1) 病弱とは

開始される。

病弱とは，心身の病気にかかっているため，体

(4) 通常の学級での指導上の留意点
通常の学級における教科指導のうち，音楽，体

力が弱っている状態を表している。病弱という言

育又は保健体育や図画工作又は美術等の実技を伴

葉は医学用語ではなく，一般的な意味で用いられ

う学習においては，教材・教具等の工夫や配慮が

ており，学校教育においては，心身の病気のため

必要な場合がある。

継続的又は繰り返し医療又は生活規制（生活の管

認知面で様々な困難を有することもあるので，

理）を必要とする状態を表す際に用いられている。

国語や算数又は数学等の教科指導でも配慮が必要

ここでいう生活規制とは，入院生活又は学校生

な場合もある。あらかじめ，認知や学習上の特性

活，日常生活上で留意すべきこと等であり，例え

等を把握しておくことが大切である。

ば健康の維持や回復・改善のために必要な服薬や，

日常生活においても支援が必要なことがあるた

学校生活上での安静，食事，運動等に関して留意
しなければならない点などがあることを指す。

め，学校内で体制を確認しておく必要がある。

近年，医学や医療の進歩により，病気によって
＜参考・引用文献＞

は入院しての治療や長期間の生活規制を行う必要

・文部科学省(2009)特別支援学校学習指導要領．

がなくなってきている，また，患者のＱＯＬ（Qua

・文部科学省(2009)特別支援学校学習指導要領解説総則等

lity of

編（幼稚部・小学部・中学部）．

life:クオリティオブライフ）を大切に

する治療方針がとられるようになり，たとえ医療

・文部科学省(2009)特別支援学校学習指導要領解説自立活
動編(幼稚部・小学部・中学部・高等部）．

又は生活規制を必要とする時期であっても，通常
に近い生活ができるような取り組みが病院でも行

・国立特別支援教育総合研究所(2009)特別支援教育の基礎
－基本一人一人のニーズに応じた教育の推進－，ジア
ース教育新社．
・安藤隆男(編)(2006)講座－特別支援教育３，特別支援教

われるようになってきている。もちろんこの場合，
病気に対する十分な理解をもって慎重に対応する
ことは当然である。
病弱教育は，病気の自己管理能力を育成する指

育の指導法，教育出版．

導を中心としている。このことから，病気の児童
生徒にとって必要な「生活規制」とは，「生活の自
己管理」と考えることが大切である。「生活の自己
管理」する力とは，健康状態の回復・改善等を図
るため，運動や安静，食事など日常の諸活動につ
いて，病気の状態や健康状態に応じて制限等の配
慮をすることを意味するものである。
(2) 身体虚弱とは
身体虚弱とは， 学校教育においては，病気では
ないが不調な状態が続く，病気にかかりやすいな
どのため，継続して生活規制を必要とする状態を
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表す用語である。

る。また，社会全体や各家庭の衛生環境が整って

身体虚弱という概念は一定したものではなく，
時代により変化してきた。

きたことも，在宅医療が進んだ要因の一つと考え
られる。さらに最近では，白血病などの小児がん

近年は，原因ははっきりしないが病気にかかり

（悪性新生物），不登校や摂食障害などの心身症，

やすいもの，頭痛や腹痛などいろいろな不定の症

うつ病等の精神疾患も病弱教育の対象となること

状を訴えるものなどが増えてきているが，これら

が多くなってきている。これらの病弱児について

も身体虚弱者として必要な教育が行われることも

は，教育関係者だけでなく，家庭や医療，福祉，

ある。更に最近では，元気がなく，病気がちのた

保健等の関係機関が連携して取り組むことが大切

め学校を欠席することが多い者で，医師から生活

である。

規制が継続して必要と診断された場合にも，身体
虚弱者として，必要な教育が行われている。

２

教育的対応

(3) 病弱教育の対象となる病気
対象となる病気は，古くは結核などの感染症が

特別支援学校（病弱）や病院内の病弱・身体虚

主であった。しかし，医学や医療の進歩や抗生物

弱特別支援学級での指導，通級による指導（病弱

質の発見，公衆衛生の普及，生活環境の改善によ

・身体虚弱）において，病弱の状態や身体虚弱の

る感染症の減少とともに死亡率が激減した。その

状態，生活環境などに応じた適切な教育を行うこ

後，感染症に代わって，長期間の治療を要する慢

とは，病弱児の学習の空白や学習の遅れを補完す

性疾患が大きな部分を占めるようになった。

るだけでなく，病弱児の生活を充実させ，心理的

病弱教育の対象となる病気の種類は全国病類調
査（図５－１）によると，近年病気の種類が多様

な安定を促すとともに，心身の成長や発達に好ま
しい影響を与えることである。

化していることがわかる。

また，一般に次のような点についての意義があ
ると考えられていることに留意する必要がある。
(1) 積極性・自主性・社会性の涵養
病気の児童生徒は，長期にわたる療養経験から，
積極性，自主性，社会性が十分育たない等の傾向
も見られる。このような傾向を防ぎ，健全な成長
を促す上でも教育は重要である。
例えば，ベッドサイドで学習を行う場合は，ほ
とんどが個別学習となり，このような状況では，
児童生徒がお互いの意見を出し合って，内容を深

図５－ 1

全国病類調査（2015）

めたり，考えを更に高めたりすることは困難とな

特に近年増加してきている病気の種類では，精

る。そこでコンピュータや情報通信ネットワーク

神疾患及び心身症などが挙げられる。また，慢性

などの情報手段を活用して学習環境を整えること

疾患等については，医学等の進歩に伴い，治療法

が考えられる。

や治療の考え方が変化し，入院期間が短くなるだ

(2) 心理的安定への寄与

けでなく，短期間での入退院を繰り返す場合や，

病気の児童生徒は，病気への不安や家族，友人

退院後も通院が必要な場合，などが増えてきてい

と離れた孤独感などから，心理的に不安定な状態
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に陥り易く，健康回復への意欲を減退させている

ら，児童生徒が主体的に障害の状態を改善・克服

場合が多い。

するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養

病気の児童生徒に対して教育を行うことは，生

い，もって心身の調和的発達の基盤を培うことを

きがいを与え，心理的な安定をもたらし，健康回

目標として，児童生徒一人一人の障害の状態や発

復への意欲を育てることにつながると考えられる。

達段階に応じた指導を行っている。
病弱教育においては，自立活動の内容のうち健

(3) 病気に対する自己管理能力
病気の児童生徒の教育は，病気の状態等に配慮

康の保持や心理的な安定がその中心となる。健康

しつつ，病気を改善・克服するための知識，技能，

の保持では，病気の状態を理解し，その改善を図

態度及び習慣や意欲を培い，病気に対する自己管

り，病気の進行の防止に必要な生活様式について

理能力を育てていくことに有用なものである。

の理解を深め，生活の自己管理ができるようにす
ること。心理的な安定では，情緒の安定を図り，

(4) 治療上の効果等
医師，看護師等の医療関係者の中には，経験的

社会性を培い，状況の理解と変化に対応できるよ

に，学校教育を受けている病気の児童生徒の方が，

うにし，障害による学習上又は生活上の困難を改

治療上の効果があがり，退院後の適応もよく，ま

善・克服する意欲の向上を図ることが必要である。
なお，知的障害を併せ有する者については，各

た，再発の頻度も少なく，教育が健康の回復やそ
の後の生活に大きく寄与することを指摘する者も
多い。また，教育の実施は療養生活環境の質（Ｑ

部を知的障害特別支援学校の各教科の目標及び内
容に替えた教育課程を編成して指導したり，複数

ＯＬ）の向上にも資するものである。

３

教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の一

の障害を併せ有する場合には，可能な限り心身の
調和的な発達を促すため，自立活動を主として指

病弱特別支援学校での教育

導を行ったりするなどの配慮をすることができる。

(1) 学校の概要

(3) 指導上の配慮事項

病弱特別支援学校は，病院等の医療機関が隣接
又は併設しており，在籍する児童生徒の多くは入
院治療中の者である。病弱特別支援学校では，小
学部や中学部，高等部を設置しており，病院・施
設等への訪問教育を行っているところもある。

病気の治療や生活規制等のため，児童生徒には，
一般に授業時数の制約，身体活動の制限及び経験
の不足などがみられる。このため，教科指導にお
いては，指導内容を精選したり，指導方法や教材
・教具を工夫するとともにコンピュータ等の情報

(2) 教育課程の編成

機器などを有効に活用したりして，学習効果を高

病弱特別支援学校の教育は，児童生徒の病弱・
身体虚弱の状態等を十分考慮して適切な指導を行
い，小学校，中学校又は高等学校の教育目標の達
成に努めるとともに，病弱・身体虚弱等による学
習上又は生活上の困難を改善・克服できるように
することを目指している。したがって，教育課程
の編成に当たっては，各教科，道徳（小・中学部），
外国語活動（小学部），特別活動，総合的な学習の
時間及び自立活動を設けている。
自立活動では，医療機関との連携を密にしなが

めるよう配慮している。
なお，病状が重いなどのため，学校に通学でき
ない状態の児童生徒に対しては，教師がその病室
などに出向いて授業を行ったり，教室の授業の様
子が映し出されるテレビ会議システム等の情報通
信ネットワークを活用したりして病室などで授業
を受けることができるようにしている。
進路指導は，児童生徒が自らの在り方や将来に
対する目的意識を持って，主体的に自己の進路を
選択・決定し，生涯にわたる自己実現を図ってい
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くことができるような能力や態度を育成すること

心理的な課題への対応や学習空白への対応などの

が大切である。そのためには，学校の教育活動全

ために特別な指導が必要なものが考えられる。

体を通して計画的，組織的に行い，また保護者や
医療関係者等との連携を密にすることが重要であ

６

る。

４

通常の学級における指導

病気の児童生徒の多くは，小・中学校等の通常
の学級で，健康面や安全面等に留意しながら学習

病弱・身体虚弱特別支援学級での教育

していることが多い。また，継続的な治療や特別

受診した病院に病弱特別支援学校が隣接してい

な配慮・支援が必要であっても，病気の状態や学

ない場合は，受診した病院内に地域の小・中学校

習環境の整備状況等によっては，通常の学級で留

の特別支援学級（以下「病弱・身体虚弱特別支援

意して指導することが適当な場合がある。この場

学級」と表記）を設置したり，病弱特別支援学校

合の留意事項としては，教室の座席配置，休憩時

等からの訪問教育を受けることができるよう配慮

間の取り方，体育等の実技における配慮等の指導

したりする必要がある。

上の工夫や，体調や服薬の自己管理を徹底する等

病院内の小・中学校の病弱・身体虚弱特別支援

がある。

学級（通称「院内学級」）は，入院中の病気の児童
生徒のために，近隣の小学校又は中学校を本校と

７

して，病院内に設けられている。ここでは，病院
の職員との連絡を密にしながら，健康状態の回復
・改善等を図るための指導を行うとともに，各教
科等の指導に当たっては内容の精選を行い，特に
身体活動を伴う学習については，指導方法や教材
・教具を工夫するなど，様々な配慮が必要である。

５

病弱・身体虚弱の子どもの教育におけ
る合理的配慮の観点

病気の児童生徒の指導に当たっては，どのよう
な場で教育をするにしても，次のような観点の配
慮を検討する必要がある。
(1) 学習上又は生活上の困難を改善・克服するた
めの配慮
服薬管理や環境調整，病状に応じた対応等がで

通級による指導（病弱・身体虚弱）

きるよう指導を行う。 （服薬の意味と定期的な服

小・中学校の通常の学級に在籍する病気の児童

薬の必要性の理解，指示された服薬量の徹底，眠

生徒は，健康面や安全面に配慮することにより，

気を伴い危険性が生じるなどの薬の理解とその対

多くの場合，他の健康な児童生徒と一緒に学習す

応，必要に応じた休憩などの病状に応じた対策

ることができる。しかし，これらの中には，通常

等）

の学級で学習するだけでは，病気の実態等に応じ

(2) 学習内容の変更・調整

た学習ができないことがある。そのため，病気の

病気により実施が困難な学習内容等について，

児童生徒も，必要な場合には通級による指導を受

主治医からの指導・助言や学校生活管理指導表に

けることもできるようになっている。

基づいた変更・調整を行う。（習熟度に応じた教材

通級による指導を受けることが適当なものとし

の準備，実技を実施可能なものに変更，入院等に

ては，例えば，病気が回復し，通常の学級におい

よる学習空白を考慮した学習内容に変更・調整，

て留意して指導することが適切である病気の児童

アレルギー等のために使用できない材料を別の材

生徒の内，健康状態の回復・改善や体力の向上，

料に変更等）
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(3) 情報・コミュニケーション及び教材の配慮

第６章

言語障害のある子の教育

病気のために移動範囲や活動量が制限されてい
る場合に，ＩＣＴ等を活用し，間接的な体験や他

１

言語障害とは

の人とのコミュニケーションの機会を提供する。
（友達との手紙やメールの交換，テレビ会議シス

日ごろ，私たちが言葉を使って，話し，聞き，

テム等を活用したリアルタイムのコミュニケーシ

理解して伝えあうとき，図６－１のような機能が

ョン，インターネット等を活用した疑似体験等）

働いている。

(4) 学習機会や体験の確保

言語学的段階→生物学的段階→音響学的段階→生物学的段階→言語学的段階

入院時の教育の機会や短期間で入退院を繰り返
す子供の教育の機会を確保する。その際，体験的
な活動を通して概念形成を図るなど，入院による
日常生活や集団活動等の体験不足を補うことがで
きるように指導する。（視聴覚教材等の活用，ビニ
ール手袋を着用して物に直接触れるなど感染症対
策を考慮した指導，テレビ会議システム等を活用
した遠隔地の友達と協働した取組等）

図６－１ ことばの鎖

(5) 心理面・健康面の配慮

（Denes,P.B.&Pinson,E.N.神山・戸塚訳(1970)話しことばの科学

東京大学出版会版）

入院や手術，病気の進行への不安等を理解し，

まず，話し手の脳に話そうとする話や内容がつ

心理状態に応じて弾力的に指導を行う。（治療過程

くられ，形式を整え発声・発語運動のプログラミ

での学習可能な時期を把握し健康状態に応じた指

ングがなされる(言語学的段階)。このプログラミ

導，アレルギーの原因となる物質の除去や病状に

ングは運動神経に伝えられて発声や発語器官の筋

応じた適切な運動等について医療機関と連携した

肉に送られ，話し言葉が作り出される(生理学的段

指導等）

階)。話し言葉は音の一種であり(音響学的段階)，
聞き手の耳から感覚神経を通して脳に達し(生理学
的段階)，言葉として理解される。

＜参考・引用文献＞

一方，話し手の話し言葉は話し手自身の耳にも

・全国病弱養護学校長会(2002)病弱教育Ｑ＆Ａ

入り(音響学的段階)，感覚神経を伝わって自分の

・昇地勝人他(編)(2007)障害特性の理解と発達援助，第２版，－

大脳に送られる(生理学的段階)。ここで自分の話

教育・心理・福祉のためのエッセンス－，ナカニシヤ出版

したことが正しかったかという判断がなされ（言

・文部科学省（２０１３）特別支援教育資料

語学的段階），話の内容，言い回し，語い，発音な
どの必要な訂正が行われる。
言語障害は，このような言語の受容から表出に
至るまでのいずれかの過程において障害がある状
態をいう。
言語障害では，“話し言葉（speech）の障害”と
“言語知識（language）の障害”のどちらか，も
しくは，両方の障害が引き起こされる。いろいろ
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な種類の言葉の障害等が起こり，コミュニケーシ

言語発達の遅れは言葉の問題の中でも最も複雑

ョンが阻害される一因となることが少なくない。

な要因をもっていると考える必要がある。仮に上
述の要因があったとしても，それだけでは←現在

２

言語障害と対人関係

の子どもの言葉の問題を説明できないことが多い。
したがって先にあげたはっきりした要因だけでな

通常の言語能力のある人でも，緊張する場面な
どであがってしまい，言葉がつかえたりすると，
聞き手が奇異な感じを持ったと思い込み，ますま
すつかえてしまうことがある。

く，現在まで子どもの言葉とコミュニケーション
に悪影響を与えた要因を探っていく一方で，その
子どもがコミュニケーションに対して関心や意欲
を高める条件や，現在持っている表現手段を使い

また話し手に言語障害がある場合，話し手や聞
き手の注意が話の内容よりも話し言葉自体に向け
られてしまい，その結果，対人関係やコミュニケ
ーションが阻害される状態になることもある。

やすくする条件を把握する努力が重要である。ま
た，目の前の子どもの表現に「問題」を感じると，
どうしても表現のみに目が向きがちになる。しか
し，その前提として，状況や相手の伝えようとし

このように言葉の問題には，言葉そのものの障
害の問題とともに，それを受け取る相手との関係
の問題という二つの側面がある。したがって，指

ていることがその子どもにとって理解しやすくな
ることが不可欠である。その子どもにとって理解
しやすい伝え方を見つけていく努力も重要となる。

導はこの両方の側面について考慮しながら行われ
る必要がある。また，評価に当たっても保護者や
学級担任及び級友とのかかわりの状態なども考慮
して行うことが必要となる。

これは子どもの行動観察や，知的，言語的側面
の検査から推定できるが，また保護者との面接を
通して現在まで育ってきた状況や，現在の生活の
様子などの情報を得ながら考察していく。その際，

３ 言語障害の種類と症状，指導上の留意点

発達経過の中での変化とともに，状況や場面，条
件と，そのときの反応などを対応させ比較してい

(1) 言語発達の遅れ

くと整理しやすい。

① 症状

遅れの要因とそれらの相互関係が把握できたら，

子どもがその年齢にふさわしいと思われる言葉
を使ってコミュニケーションができない状態をい

それを改善する手立てを立案する。言語獲得期の
初期における指導の留意点を以下にあげる。

う。言語発達の遅れを引き起こす要因としては一

ア 子どもは，どのようなかかわり方をすると安

般的に，知的発達の遅れ，聴力の障害，情緒的な

心し，逆に不安なのかをよく観察し，徹底して

問題，中枢神経系の機能障害，発語器官の形態・

安心感を育てるようにする。

機能の異常などがあげられている。

イ 子どもとともに楽しめることや物を見つけ，

さらにこれらの子どもたちは，言葉を獲得する

それらを媒介にしながら，その中で子どもが自

際のモデルとなる人に対する関心の低さや，落ち

発的に行った小さな自己表現（感情面，非言語

着きのなさなどの行動上の問題，甘えることがな

面，言語面など）であっても，それを受け止め，

いなどの情緒の未分化，友達と遊べないなど社会

子どもにわかりやすく返すことを通じて，人と

性の発達のつまずきなど，やりとりの上での様々

やりとりすることの手応えや楽しさ，言葉など

な問題がみられる場合もある。

で伝えていくことの便利さや楽しさが体験でき

② 指導上の留意点

るように心がける。
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ウ 医学的な処置の必要な問題の改善を図る。

き分けられる力が育っていくよう段階的に指導

エ ア・イを達成するためには，言葉を育てる土

を重ねていく。
イ 発語器官の運動機能を高める指導

壌となる家庭や指導者との関係づくりが不可欠
である。そのため，家庭でも安心感を育てるこ

発音に必要な発語器官の動き，特に舌の動き

とを基盤として，活発な自己表現を促し育てる

が鈍い子どもの場合は，日常生活や遊びの中で,

ように，保護者などとの面談を通して助言する。

吹く，吸う，かむ，飲み込むなど発音をすると

学校においても，生活全般にわたって同様の配

きと類似した動作を，意図的に多く体験するこ

慮が重要になってくる。

とによって，発語器官の動きを活発にすること
が有効である。

(2) 構音障害
構音に異常を来した状態を構音障害とよぶ。構
音障害は，構音器官（下顎，口唇，舌，軟口蓋，

○ 器質的構音障害：口蓋裂に伴う構音障害
① 症状

歯など）の形態や運動に支障を来した器質的構音

口蓋裂に伴って生じる発音及び共鳴の障害をい

障害と，これらの器官に異常が認められない機能

う。口蓋裂とは，胎生期に形成される口蓋が形成

的構音障害とに区別される。

不全のため口腔と鼻腔が遮断されず，裂けたよう

○ 機能的構音障害

に見える状態をいう。そのため発音のときに息が

① 症状

鼻から漏れてしまい，鼻漏れの発音（開鼻声）や

「さかな」を「たかな」と発音するように，話

特異な発音の異常（声門破裂音など）を招きやす

し言葉の特定の語音を誤って習慣的に発音してい

い。また，乳幼児期に「ミルクなどが鼻から出

る状態をいう。

た」などの訴えがあることも多い。

音の誤り方のタイプを一般的に，省略（さかな

② 指導上の留意点

→あかな：[ｓ]の省略），置換え（さかな→たかな

ア 口蓋裂が疑われたら専門医の受診をすすめ

ひず

：[ｓ]→[ｔ]），歪み（鼻に息が抜けたような音な

る。

ど日本語にはない音）の三つに分けている。

手術が必要な場合がある。

② 指導上の留意点

イ 発音指導のはじめの目標は，鼻漏れを止める

個々の実態により異なるが，構音指導と以下の
指導を組み合わせて行うことが一般的である。

ため軟口蓋の弁の働きを良くすることである。
このために吹く，吸う，かむ，飲み込むなどの

ア 音の聴覚的な認知力を高める指導

動きを活発にする。

「語音の聞き分け学習（音の違いを聞き分け

ウ 口蓋裂独特の障害音の再学習には専門的な知

る耳を育てること）」を先行し，誤っている音

識と技術が必要なため，保護者の了解の下に専

に自分が気づくようにする。

門家と連絡をとり合い，指導を進める。

発音を誤っている子どもは，自分の発音が物

エ 口蓋裂の子どもはそれ以外に，耳や鼻などに

理的には聞こえていても，その発音が正しい音

問題をもつ子どもが多いので，その面の問題を

なのか誤っている音なのか区別できていないこ

見過ごさない。

とが多い。そこでいわゆる「語音の聞き分け学

なお，学校教育の時期までには手術を終えて

習」をすることによって，まず，これから学習

いる場合が大半であるが，場合によっては顎の

しようとする音に意識を高め，徐々に異なる発

発達などを考慮して，あえて一部残されている

音との違いに気づき，最終的に発音の正誤を聞

ことや，口蓋の粘膜は遮断されず，その内側が
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遮断されていて（粘膜下口蓋裂）気づかれてい

する心理的圧力を，家庭，学校などの言語環境

ないこともある。こうした場合は特に，医療機

から取り除くことが必要である。

関との連携が必要である。

イ 話しやすい場面や状況を積極的に用意する。

器質的構音障害は，他に運動性構音障害（構音

子どもの好きな遊び，話題を用意し，かかわり

に関係する筋や神経が損傷され，筋力低下，運動

手の働きかけにより，吃っていても積極的に話

コントロールの低下などの問題が引き起こされ

そうとする，発語意欲の盛んな子どもに育てる。

る），脳性まひに伴う構音障害（発声発語器官の運

最終的には吃ることも個性の一部として本人が

動を適切にコントロールできないため，発声の問

認められることが目標となる。

題や構音障害を呈しやすい），鼻咽腔閉鎖機能不全

ウ 子どもによっては，知的，言語的理解力の遅

（軟口蓋の動きが不十分なために開鼻声という鼻

れや偏りが背景にあり，吃症状がその二次的な

に漏れる発声になる）などがある。

現れとして出ている場合もある。その場合は一

(3）吃音

次的問題への指導も並行して重視する。

① 症状

(4）声の障害

吃音の症状には，連発性吃：最初の音や文の始めの

① 症状

音を繰り返す状態(「ぼ，ぼ，ぼくが」），伸発性吃：
最初の音や文の始めの音を引き伸ばす状態（
「ぼー

声に病的な変化がある場合，または，発声する
と不快な自覚症状がある場合をいう。

くが」），難発性吃：話の始めだけでなく途中でも

具体的には，声の「高さ」
「強さ」
「持続」
「音質」

生じ，声や語音が非常に出にくい状態（表情をゆ

の四つの要素，及び自覚症状の有無について評価

がめたり，手や足を必要以上に動かす随伴症状

する。 分類とし ては，器質的発声障害（喉頭の

を 伴 う こ と も あ る 努 力 性 発 語症状）の３種類に

炎症など），機能的発声障害（心因性失声症など）

分けられる。

などがある。

また，吃音を一次性吃音と二次性吃音に分ける

② 指導上の留意点

こともある。一次性吃音は本人が吃っている意識

声の障害は医学的治療によって改善される面が

がほとんどない状態をいい，二次性吃音は本人が

大きいので，まず専門医の診察を受け，助言を受

吃っていることを意識し，そこから逃れようとし

けながら指導を進める。治療法には沈黙などの消

て様々なもがきの状態を示したり，吃るのではな

極的治療，さらに薬物治療，外科的治療，心理療

いかという予期や恐れを抱いたりする状態である。

法，発声訓練などがある。

② 指導上の留意点
ア 吃ることを悪いこと，マイナスの面として意

４

言語障害のある子の教育の場

識させないことが大切である。また，話す場面
でうまく伝わらなかったという不全感をもたせ

言語障害のある子の教育は，言語障害特別支援
学級といわゆる通級指導教室において行われてい

ないように留意する。
吃音の原因は現在不明である。したがって一

る。
それぞれの対象については，「障害のある児童生

次性の吃音を二次性に進展させないことが重要
である。そのためには吃ったことに対する罰

徒の就学について（通知）」文部科学省初等中等教

（言葉への注意や叱責，からかいなど）や，話

育局長通知14文科初第291号で，示されている。

す場面でのフラストレーション，話すことに対
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(1) 言語障害特別支援学級の対象

保護者や在籍する通常の学級の担任と連携し，多

口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な

面的な指導・支援を行うことが重要である。

構音障害のある者，吃音等話し言葉におけるリズ
ムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎

＜参考文献＞

的事項に発達の遅れがある者，その他これに準ず

・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（2009）

る者（これらの障害が主として他の障害に起因す

特別支援教育の基礎・基本

るものでない者に限る。）で，その程度が著しいも

・毛束真知子(2004)絵でわかる言語障害

の

・千葉県特別支援教育研究連盟言語障害教育研究部会

(2) 通級による指導（言語障害）の対象

事業局調査部(2012)平成24年度「全県調査」報告書

口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な
構音障害のある者，吃音等話し言葉におけるリズ
ムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎
的事項に発達の遅れがある者，その他これに準ず
る者（これらの障害が主として他の障害に起因す

第７章

情緒障害のある子の教育

るものでない者に限る。）で，通常の学級での学習
におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とす

１

情緒障害とは

る程度のもの
(3) 言語障害教育を受ける児童生徒

情緒障害とは，情緒の現れ方が偏っていたり，

最近の県内言語障害特別支援学級及び通級指導

その現れ方が激しかったりする状態を，自分の意

教室で教育を受ける児童生徒を，障害種別で分類

思ではコントロールできないことが継続し，学校

すると５割前後を構音指導の必要な児童生徒が占

生活や社会生活に支障のある状態である。

め，次いで言語発達の基礎的事項に関する指導が

情緒障害の現れ方としては，自分自身が脅かさ

必要な児童生徒が約３割，さらに吃音等に関する

れると感じるなどして，閉じこもるような傾向が

指導が必要な児童生徒が約１割である。この他に，

強くなったり，適切な人間関係が形成できなかっ

難聴による聞こえに関する指導が必要な児童生徒

たりする一方で，他人を攻撃したり，破壊的であ

やその他の問題で指導が必要な児童生徒が残りの

ったりするような行動もみられる。さらに，多動，

約１割を占めている。

常同行動，チックなどとして現れる場合もある。

なお，学校教育法施行規則の一部が改正された

これらの原因としては，従来から主として人間関

ことにより，平成18年４月から学習障害や注意欠

係等の心理的な要因と，中枢神経系の機能障害や

陥多動性障害のある児童生徒が通級による指導の

機能不全が想定されてきた。自閉症（※自閉症に

対象として新たに加えられたが，これらの児童生

ついては第８章を参照）及びそれに類するものは，

徒の言語面に関する指導が上記の中に含まれてい

中枢神経系の機能障害や機能不全が原因である。

る場合もある。

２

(4) 通常の学級や家庭との連携による教育
言語障害教育を受けている児童生徒は生活や学
習の時間の大半を，通常の学級や家庭で過ごして
いる。指導に当たっては，多側面から児童生徒を
とらえ，通級による指導の担当教員ばかりでなく，

情緒障害教育の対象

文部科学省は，初等中等教育局長通知14文科初
第291号「障害のある児童生徒の就学について（通
知）」において，情緒障害教育の対象を以下のよう
に示している。
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因性かん黙とも呼ばれている。

特殊学級（※現特別支援学級）
一 自閉症又はそれに類するもので，他人との意思疎通及び対
人関係の形成が困難である程度のもの
二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，

選択性かん黙は言語理解，発語などの言語能力
は正常であるが，特定の場面（例えば家庭では話
すのに学校では話さない）になると，全く声を出

社会生活への適応が困難である程度のもの

通級による指導

さない状態から，小さな声では話す，首を振るこ

一 自閉症又はそれに類するもので，通常の学級での学習にお
おむね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの

とで意思表示をする，特定の限られた人となら話

二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，

す等，様々な状態を示す。行動も抑止的で，極度

通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を

の緊張から身体が硬直してしまいがちである。重

必要とする程度のもの

症の例では，行動や動作も止まってしまう場合が

これらの児童生徒の教育の場としては，特別支

ある。
原因は不明であるが，緊張感や不安感から自分

援学級，通級による指導（通称「通級指導教室」），

を守る一つの安全手段として，かん黙状態になる

特別支援学校があげられる。
特別支援学級（自閉症・情緒障害特別支援学級）

ということが考えられる。
対応の基本としては，症状の正確な理解が必要

では，情緒障害のために通常の学級での教育
では十分に成果が期待できない児童生徒が在籍し，

である。通常は家庭で普通に話していたりするの

基本的には通常の学級と同じ教科等の学習と，心

で，なぜ？と思われがちで，何とか話させようと

理的安定や集団参加に関することの学習が行われ

働きかけが強くなることが多くなり，そのことが

ている。

かえって心理的な圧迫になり，症状を強めてしま

また，通級による指導においては，情緒障害通

うこともある。

級指導教室が設置され，通常の学級でほとんどの

こうした児童生徒に対して，話すことや行動す

授業を受けられる児童生徒を対象に，短時間では

ることを無理強いしたり，せかしたりすることは

あるが，特別支援学級と同じような学習が行われ

しないようにする。また，できる限り，躊躇して

ている。さらに，障害の状態によっては，知的障

いる時間を短く切り上げる配慮が必要である。大

害特別支援学校での教育も行われている。

切なのは社会的な場面での活動能力であり，話が

なお，平成28年度に県内社会福祉法人が富津市

できなくても取り組みやすい課題や場面設定等，

に情緒障害児の短期治療施設を設置した。それに

安心できる雰囲気作りを心がけることである。わ

伴い，入所している児童生徒の教育の場として，

ざと話さないのではなく，話そうとしても話せな

県立君津特別支援学校の分教室を設置している。

いという視点に立ち，緊張や不安，恐怖心を取り
除くように関わることが大切である。

３

(2) チック（トゥレット症候群を含む）

障害の特性と対応

チックとは，自分の意思では止めようがなく不
情緒面に配慮の必要な児童生徒は，その対応の

随意に生ずる常同的な運動や発声を指す。具体的

難しさから，保護者自身が自信を失ってしまう場

な事例としては，まばたき，頭や首を振るなど体

合がある。思いを受け止め，学校と家庭が同じ方

の一部が不随意に繰り返し動いてしまう運動チッ

向を向いて協働していくことが大切である。

クと咳払い，うなる，鼻をならす，声が出てしま

(1) 選択性かん黙

う，汚い言葉・暴力的な言葉，独特な単語などが

以前は場面かん黙と言われていたが，現在は心

意図しないのに口をついて出てしまうような音声
チックがある。
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トゥレット症候群はその中でも重症のものを指

る。体重減少が深刻になると，気分の落ち込み，

す。顔をゆがめたり首を曲げたりする複数の運動

引きこもり，不眠等の抑うつ症状を示し，専門家

チックと暴力的なことばを突然発する音声チック

の治療が必要な場合も多く見られる。

が，絡み合って複雑な様相を示し，しかも症状が

(4) 不安障害（パニック障害）

１年以上に渡り，ほとんど毎日または一日に何度

不安障害（パニック障害）は様々のストレスに

も継続して起こる状態を指す。関連する症状は，

対して，起こる動悸や冷や汗，身震い，めまい，

強迫観念や強迫行為，睡眠障害があり，多動性，

不快感，不安な気持ち等のパニック発作が，一過

注意散漫，衝動性も比較的多く見られる。それに

性ではなく，予期しないときに繰り返して起こり，

より，対人場面での恥ずかしさや内向性，無気力

日常生活や社会生活に支障をきたす状態を指す。

を生じ，社会生活において支障をきたす場合も見

この障害のある人の中には人混みに入れない，

られる。

電車に乗れない，エレベーターに乗れない，知ら

チックは３歳から15歳頃までに発症し，特に小

ない場所に行けない等の特定の空間に対して恐怖

学校低学年では頻繁に見られ，男子に多いのが特

を感じる場合があり，広場恐怖（空間恐怖）と呼

徴である。原因ははっきりしないが，一過性のチ

ばれる。これがひどくなると，家から外出できな

ックの場合は10代後半から20代前半で自然に軽減

くなる等の状態になる。重篤な症状があっても一

されることも多く，大人になるとともに消失する

見すると健康体と変わらないことから，往々にし

場合も少なくない。

て「気の持ちよう」「怠けているだけ」と捉えられ

対応の基本としては，親子関係の調整を図るこ

がちであるので，周囲が理解することが早期の寛

と，遊戯療法やリラクゼーション，カウンセリン

解につながる重要な要素となる。また，極度の外

グ，行動療法があげられる。学校においては児童

傷的な出来事（死別，家庭内暴力，児童虐待，自

生徒に過度の緊張感を持たせないようにすること

然災害，犯罪，事故等）に対してのストレスによ

が重要である。また，症状が継続する場合には医

る不安，不眠，パニック発作等については心的外

療機関に相談し，薬物療法による対応も考えられ

傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）と呼ばれる。日常

る。

生活に著しい支障を生じる場合には，専門的な医

(3) 摂食障害

療機関の受診が必要と考えられる。

摂食障害は明確な定義はないが，健康で食欲が

(5) 不登校

あり，そしゃく・嚥下機能に問題がないにもかか

不登校は心理的，情緒的な要因により，登校し

わらず，食べないあるいは食べ過ぎてしまう状態

ようとする意思を持ちながら，登校できない状態

を指す。拒食は家庭では食べるが，学校では食べ

を指す。学校に行かなくてはという気持ちと行け

ないなどの場面により，選択する場合があげられ

ないという事実との葛藤状態から様々な行動や症

る。標準体重にもかかわらず，体重の増加に恐怖

状が現れる。文部科学省の定義によれば「何らか

を抱き，食事をとらなかったり激しい運動をした

の心理的，情緒的，身体的あるいは社会的要因・

りする場合は，神経性無食欲症と呼ばれる。一般

背景により，登校しない，あるいはしたくともで

的に拒食症として問題とされるのはこれに当ては

きない状況にあるため，年間30日以上欠席した者

まる。思春期・青年期の女性に多く見られる。

のうち，病気や経済的な理由による者を除いたも

原因としては，体重の増加，肥満に対しての強

の」としている。

い恐れ，心理的圧迫により，しばしば体重が減少

不登校については，特定の児童生徒に特有の問

し続けても，その不安は消されない状態も見られ

題があることによって起こることとしてではなく，
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どの児童生徒にも起こりうることとして捉えつつ，
本人や保護者への理解を深める必要がある。

なお，不登校支援の新しい流れとして，平成28
年12月に「教育機会確保法」が成立した。この法

学校基本調査によれば，県内公立小・中学校在

律では，不登校の児童生徒の教育機会の確保のた

籍児童生徒の長期欠席者数は,平成27年度は10,097

め，国や自治体が必要な財政支援に努めることな

名である。そのうち不登校を理由としている児童

どが盛り込まれている。また，学校以外の場で行

生徒数は，小学校では1,233人，中学校では4,160

う「多様で適切な学習活動」や個々の児童生徒の

人である。

「休息の必要性」を認めている。

不登校の要因，背景やきっかけは様々であり，

(6) 児童虐待

時間の経過とともに変化もする。児童生徒本人の

「児童虐待の防止等に関する法律」（「児童虐待

話をよく聞くことだけでなく，保護者，養護教諭

防止法」）によれば，児童虐待とは，保護者が18

をはじめ，他の教職員から情報を収集し，児童生

歳未満の者に対して行う「身体的虐待」「性的虐

徒の生活や学習の状況，不登校になった要因・背

待」
「ネグレクト」
「心理的虐待」の４種類を言う。

景をできるだけ正しく把握することが重要である。

児童虐待は，児童生徒の命が奪われることだけが

新たな課題として，学習障害（LD)，注意欠陥多

問題ではなく，心身の成長や行動面に大きな影響

動性障害(ADHD)等の発達障害と不登校との関連

を与え，人格面でも問題を残すなど，人生全般に

についても注目されている。

大きな問題を残しやすいことが分かっている。

対応の基本としては，過度の登校刺激は注意を

虐待を受けた児童生徒は，愛着対象（保護者）

要するが，「様子を見る」のではなく，児童生徒の

との基本的な信頼関係を構築することができず，

状態に応じて積極的に働きかけることや関わりを

結果として他人を信頼し愛着関係を形成すること

もつこと等，適切な対応が必要とされる。

が困難となり，対人関係における問題を生じるこ

また，担任一人で問題を抱え込むのではなく，

とがある。また，自分が悪いから虐待されるのだ

学校全体で取り組むことが重要となる。特に養護

と思ったり，自分は愛情を受けるに値する存在で

教諭との連携，学校に配置されているスクールカ

はないと感じたりすることがあり，そのため自己

ウンセラー（小学校は105校，中学校は全学校，高

に対する評価が低下し，自己肯定感を持てない状

等学校は80校に配置）及びスクールソーシャルワ

態となることもある。

ーカー（小中学校は８校に配置）や専門の医療機

さらに，暴力で問題を解決することを学習し，

関，教育機関等が単なる「情報連携」にとどまら

学校や地域で粗暴な行動をとるようになることが

ず，「行動連携」が具体的に実効をあげるよう，一

あったり，ADHD に似た落ち着きのない行動をと

体となった取り組みを進めることが大切である。

ったりするようになる。他には，大人の顔色を見

不登校になった児童生徒が通う学校外の施設と

ながら生活することから，大人の欲求にしたがっ

しては，教育委員会が設置・運営する教育支援セ

て先取りした行動をとるような場合がある。

ンター（適応指導教室）や民間施設などがあり，

受けた心の傷（トラウマ）は適切な治療を受け

一定要件を満たした場合，出席として取り扱われ

ないまま放置されると将来にわたって心的外傷後

るようになってきている。

ストレス障害（PTSD）として残り，思春期等に

情緒障害に起因する不登校に対しての対応は，

至って問題行動として出現する場合がある。反復

生活リズムの安定や，自我の発達の促進，コミュ

性のトラウマにより，精神的に病的な症状を呈す

ニケーションの基礎等の環境調整等の支援も大切

ることもある。例えば，記憶障害や意識がもうろ

である。
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うとした状態，離人感等が見られることがあり，

通学してくる。そのため虐待の対応は，通告して

さらには強い防衛機制としての解離が発現し，ま

終わるのではなく，児童相談所や市町村の要保護

れには解離性同一性障害に発展する場合もある。

児童対策地域協議会など，権限と守秘義務のある

対応としては，「児童虐待防止法」において，

ネットワークの一員として，連携に基づいた支援

虐待の疑いがある児童生徒を発見したら，速やか

を続けることが必要になる。

に市町村，都道府県の設置する福祉事務所若しく

以上のように，虐待は児童生徒の心身に深い影

は児童相談所に通告しなければならないと

響を残し，その回復のためには長期間の治療やケ

義務付けられている。通告を受けた児童相談所や

アが必要となる。学校は，虐待をなるべく早く発

市町村は，速やかに子どもの安全を確認し，子ど

見して，関係機関と連携して対応することが求め

もや家族の状況などについて調査をするととも

られている。

に，必要に応じて子どもを保護者から分離するこ

(7) その他の情緒障害

ともある。このように，子どもへの援助は，家庭

睡眠障害，排泄の問題，無気力，反社会的行動

にいるままで支援する在宅援助と，施設・里親で

等があるが，様々な背景（緊張状態，不安要因，

生活するなどの分離援助に分かれる。

環境等）が考えられるため，その背景を分析しな

児童虐待は，その情報が学校にもたらされるこ
とで気付くこともあるが，学校が児童生徒の服装

がら，安定しやすい環境を整えていくことが重要
である。

や表情，行動の特徴から気付く力を持つことも大
切である。虐待が背景にある行為には，多動，盗
みや火遊びの繰り返し，自傷行為，激しい暴力や
パニック，断続的な欠席，下校渋り（帰宅拒否）
など，知識があれば気付くことのできる，特徴あ
るものが少なくない。学校ではしばしば，いじめ
や非行，家出，不純異性交遊などの生徒指導上の
課題とされたり，抑うつ状態や引きこもり，不登
校などで教育相談の課題とされたり，また多動や
コミュニケーションの難しさなどで特別な支援の
必要性があったりするなど，様々な場面で対応す

＜参考文献＞
・文部科学省：不登校への対応について．
・小出進他(編)(2003)発達障害指導辞典，第２版，学習研
究社．
・昇地勝人他(編)(2006)障害特性の理解と発達援助，第2
版，ナカニシヤ出版．
・文部科学省：特別支援教育 それぞれの教育に配慮した
教育(7)自閉症・情緒障害児教育(2012)
・千葉県教育委員会：千葉県学校基本調査(2016)
・文部科学省：生徒指導提要.
・厚生労働省：子ども虐待対応の手引き.

る場合がある。いずれの場合も児童虐待を見落と
さない体制が求めらる。そのためにも見極め（ア
セスメント）を行うことが，虐待に気付くのに有
効である。
一方，学校が単独で，保護者に対して直接注意
し指導することが，虐待をより深刻化させること
がある。児童虐待への対応の基本は，「一人（一
機関）で抱え込まない」
「疑わしきは通告と連携」
である。もっとも，通告しても，多くは保護者と
分離されないし，分離されてもいずれ家庭に戻り，
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第８章

況を察したりすることが難しいために，場に合

自閉症のある子の教育

わない言動をとることがある。
・楽しみ，興味，喜びなどを共有（例：他者に興

１ 自閉症とは

味のあるものを見せる，持ってくる，指さす）
しようとすることが少ない。

自閉症は，①社会性の障害，②コミュニケーシ
ョンの障害，③固執行動や常同行動，こだわり（想

・他者と仲良くしたい気持ちはあるが，同年齢の

像力の障害）を特徴とし，通常３歳位までに現れ

友達との仲間関係を作ることが困難である。

る。これら三つの基本的な障害特性に加え，感覚

(2) コミュニケーションの障害による特徴
コミュニケーションも量の少なさや発達上の遅

面に過敏さや過度の鈍感さがあるなど配慮を必要

れだけではなく，コミュニケーションの仕方その

とする。
以前は，知的障害を伴わない自閉症のタイプを
高機能自閉症（ＨＦＡ），話し言葉の発達に遅れが

ものにも特徴がある。
・あまり話さなかったり，話しかけられても反応
しなかったりする。

見られないタイプをアスペルガー症候群（ＡＳ）
と呼んでいた。現在は，医学上，これらの障害は

・独り言やジャーゴン（独特の音の連なり），反響

広汎性発達障害（ＰＤＤ）に含まれる概念であり，

言語（オウム返し，エコラリア）が見られる。

自閉症スペクトラム障害（ＡＳＤ）と呼ばれるこ

・場面や状況に応じた会話や言葉遣い，口調や声
量の調整が苦手で，興味のあることを一方的に

ともある。
これら自閉症の基本的特徴の現れ方は，その人

話したり，同じことを繰り返し言ったりする。

の年齢や発達段階，時期によって大きく変わるが，

・独特な言葉の使い方や話し方をしたり，難しい

中核的な特徴は生涯続くと言われている。自閉症

言葉遣いや厳密な言いまわしをしたり，細かい

そのものは治癒しないが，障害特性に合わせた教

数字などにこだわる詳細な話し方をしたりする。

育や支援をすることにより，現在及び将来の生活

・言葉を字義通りに受け取りやすい。慣用表現や
冗談も分かりにくい。

が充実したものになるという認識が重要である。
また，中枢神経系に何らかの要因による機能不全

(3) 固執行動や常同行動，こだわり（想像力の障

があると推定され，親の養育態度や対人関係のあ

害）による特徴

つれきなどが原因ではないことを理解しておく必

想像力の障害から，興味・関心や遊び，行動に
広がりがなく，こだわりが見られる。

要がある。

・変化が苦手で，融通や応用がきかずに，日課の
変更や新しい行事に対して混乱しやすい。

２ 自閉症のある子の理解

・特定のものや手順，配置，１度決めたルールや
自分なりの秩序などにかたくなにこだわる。ま

(1) 社会性の障害による特徴

た，１度思いこんでしまうと，考えや気持ちを

人との関わりが少ないという量の問題だけでは
なく，関わり方そのものにも特徴的な傾向が見ら
れる。
・視線を合わせることが苦手だったり，逆に視線
を合わせすぎたりする。

修正しにくい。
・特定のものや事柄に片寄った強い興味を持つこ
とがある。
・常同的で反復的な運動（手や指をひらひらさせ

・人の感情を理解したり，視線や表情などから状
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る，体を前後に揺する等）や感覚的な刺激に没
頭することがある。

(4) その他の特徴

一人一人が理解できるもの（具体物，写真，文

〔感覚面の特徴〕

字等）で「いつ」「どこで」「何があるのか」とい

・視覚，聴覚，触覚，味覚，嗅覚，痛覚等の様々な

う時間的な流れ（予定）を伝えていく。

感覚に対して過敏さや鈍感さを持つことが多い。

③ 課題や作業の手順や終わりを伝える（活動の構

〔運動の問題〕

造化）

・手先が不器用で，工作が苦手だったり，字の形

課題や作業の方法・手順も，一人一人に合わせ

がうまくとれなかったりする。

て分かりやすいように視覚的に示す。必要な情報

・歩き方や走り方など体の使い方や動きがぎこち

（
「いつ」「どこで」「何を」「どのように」「どのく

なかったり，ボールなどの扱いが苦手だったり

らいするのか」「終わったら次に何をするのか」）

する。

を整理し，理解しやすいように伝える。

〔視覚的情報処理が得意〕

(2) 社会性への支援

・聴覚的な情報処理より視覚的な情報処理が得意
なことが多い。

集団の中で過ごせば，社会性が伸びる訳ではな
い。まず，特定の関係の中でコミュニケーション

〔シングルフォーカス〕

が十分に図れ，信頼関係を深めていくようにする

・細部に意識が集中してしまい，同時に二つ以上の

ことが大切である。そして，具体的な場面を通し

情報や物事を処理することに困難がある。

て，とるべき行動や振る舞い方を身に付けられる
ように，視覚的に工夫しながら指導していく。「み

３

んなで仲良く」
「元気に楽しく」等の目標より，
「〇

自閉症のある子の教育的支援

〇の時には〇〇する」というように，その集団の
自閉症の児童生徒は，特性により環境や活動
の意味を理解することが難しかったり，自分の
気持ちを伝えられなかったりするため，心理的
に不安定になることも少なくない。情緒的に安
定した状態で過ごすためには，自閉症の特性を
十分理解し，分かりやすい環境に整え，学習内
容を視覚的に構造化していくことが必要である。
また，自閉症としての共通した行動特徴が認
められながらも，一人一人が示す状態像は様々
である。そのため，実態を的確に捉え，一人一
人に応じて環境を整え，指導を計画的に行うこ
とが非常に大切になる。

中で，「自分の役割が何か」「いつやるか」を具体
的に示し，仲間の一員として役割を果たしながら
参加できるようにしていくことが必要である。
(3) コミュニケーションの支援
① 理解のコミュニケーション
「言葉で言えば分かる」ように見えても，意味
を十分理解していないことがある。周囲の人たち
が何を期待しているのか，分かるように伝えるこ
とが必要となる。伝えるときは，言葉だけに頼ら
ず，本人が意味を理解しやすい絵や写真，シンボ
ルやサイン，文字などを言葉にそえると伝わりや

(1) 支援の基本は構造化（分かりやすい環境）

すい。また，話し言葉を用いるときは，肯定形で

自閉症の児童生徒が，安心して自信を持って学

具体的に，穏やかな声で伝えると伝わりやすい。

習していくためには，まず，学習環境を本人に分

知的障害を伴わない自閉症の児童生徒でも，「話

かりやすく整理し提示することが大切である。

を聞きながら書く」など，二つのことを同時にす

① 活動と場所を対応させる（物理的構造化）

ることは難しいので，別々に時間を設けるなどの

場所と活動を一致させ，その場所に行けば「何
をすればよいか」が分かるようにする。

配慮が必要である。
② 表現のコミュニケーション

② スケジュールを伝える（時間の構造化）

他者に伝える経験の積み重ねから，コミュニケ
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ーションを取りたいという気持ちを育てることが，

な音や光，感触等を調整するなどしてストレスを

とても大切である。指さし，具体物，写真，文字

軽減して学習に取り組みやすくする。例えば，聴

等，その子ができる方法で具体的に教え，それが

覚過敏の子どもには耳栓やヘッドフォン（イヤー

できたときに十分受け止めることから始める。生

マフ）などを用意する，触覚過敏の子どもには衣

活する上で使用頻度や必要度の高いもの，興味・

類の素材に配慮するなどが考えられる。

関心の強いものから教えていく。

(6) 通常の学級等における指導

知的障害を伴わない自閉症の児童生徒も，困っ

苦手な面を指摘するのではなく，得意な面や努

たときに適切な表現ができないことがあるので，

力している面を見つけて褒めたり，クラスでさり

「分からないので，教えてください」「うるさくて

げなく紹介したりするなどして，活躍できる場面

耐えられないので，静かな場所で休んできていい

を意図的に作り自信を持たせる。

ですか」など，適切な表現を書いたメモをあらか

安心して学習や活動に参加できるようにグルー

じめ近くに置いておき，伝える手がかりにするな

プ編制を工夫したり，仲間との遊びに入れるよう

ど，必要に応じて教えていくことが効果的である。

に担任が働きかけたりして，友達との関係がよい

(4) パニックへの対応，適切な行動への支援

方向に広がるように配慮することが必要である。

自分自身で対応しきれないほどの状況に遭遇し

自閉症の児童生徒への支援の基本は，一人一
人の障害の特性をよく理解することである。
そして，将来の生活を考えて，必要となる事
柄を予測し，ステップを踏んで丁寧に繰り返し
教えていくことが必要である。特に思春期を安
定した気持ちで過ごすためには，「余暇活動が
あること」「家庭内で手伝いなどの役割がある
こと」が大切だと言われている。
小さいときから「一人でできる」という自信
や「家族から褒められる」という満足感を得る
ことを通して，自尊感情を高めていくことが何
よりも大切である。

たときなど，極度の不安から「パニック」状態に
陥ることがある。こうしたときに，叱りつけるな
ど無理に落ち着かせようとすると，かえって興奮
して逆効果になることが多い。興奮したときは，
人のいない静かな部屋に速やかに誘導して，落ち
着かせるのも一つの方法である。努めて冷静に穏
やかに説明する方が，早く落ち着く。日頃からス
トレスを緩和するために，適度な休憩を取る場所
や時間を設けておくことも有効である。
また，パニックへの対応以前に，自閉症の児童
生徒とかかわる上で，「周囲の無理解な対応で不要

＜参考文献＞

なパニックに陥らせてしまう可能性がある」とい

・国立特殊教育総合研究所(2004)自閉症教育実践ガイドブ

うことを念頭に置くことが，とても大切である。
こだわりなどの行動については，問題視し過ぎ

ック
・国立特殊教育総合研究所(2005)自閉症教育実践ケースブ

る必要はない。周囲の誰かが困るような行動であ
れば，社会的に容認できるような形に置き換える

ック
・国立特別支援教育総合研究所(2008)自閉症教育実践マス

か，してもよい場所や時間を教える。

ターブック

不適切な行動に対しては叱るのではなく，「どう

・千葉県総合教育センター(2008)ガイドブック「自閉症の

すればよいのか」という適切な行動や方法を具体
的に教える方が効果的である。

ある子どもへの支援」
・今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）参考

(5) 感覚面での配慮について

資料：文部科学省特別支援教育の在り方に関する調査研

感覚面の問題は，生理的に受け付けられないも
のが多いため，無理に慣れさせようとせず，苦手
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究協力者会議（2003）

・国立特別支援教育総合研究所（2015）「特別支援教育の
基礎・基本

言いたいことの半分も書けない状況も見られる。
このように，学習に様々な困難を感じて「自分は

新訂版」

できない子」という認識をもってしまう。周囲か
らは「努力不足」と見られ，結果的に本人の学習
意欲・自己肯定感の低下につながっていく場合（二
次的障害）が少なくない。

第９章
１

ＬＤ，ＡＤＨＤのある子の教育

ＬＤのある子の理解と支援

(3) ＬＤのある子に対する教育的指導・支援
① 認知特性の把握
LD のある子は，認知（情報処理）過程，つま

(1) ＬＤ（学習障害）とは
ＬＤ（Learning Disabilities）とは，全般的な
知的発達の遅れはないが，学習に必要な基礎的能
力のうち，一つないし複数の特定の能力について
なかなか習得できなかったり，うまく発揮するこ
とができなかったりすることによって，学習上，
様々な困難に直面している状態である。教育用語
としての定義では次のような状態を指す。

り，情報を「受け止め，整理し，関係付け，表出
する過程」のどこかに十分機能しないところをも
ち，その結果，学習での深刻なつまずきが生じる
と考えられている。個々に応じた学習の仕方を探
るためには，つまずき要因がどのようなタイプで
あるかということに加え，得意としていることが
何であるかを検討することが大切である。

LD により困難を示す領域は以下のとおりであ

学習障害とは，基本的には全般的な知的発達に遅れ
はないが，聞く，話す，読む，書く，計算する又は推論
する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を
示す様々な状態を指すものである。
学習障害は，その原因として，中枢神経系に何らかの
機能障害があると推定されるが，視覚障害，聴覚障害，
知的障害，情緒障害などの障害や，環境的な要因が直接
の原因となるものではない。
「学習障害児に対する指導について（報告）」(1999)

る。
ア

聞く能力：他人の話を正しく聞き取って，理
解すること。

イ

話す能力：伝えたいことを相手に伝わるよう
に的確に話すこと。

ウ

読む能力：文章を正確に読み，理解すること。

エ

書く能力：文字を正確に書くこと。筋道立て
て文章を作成すること。

オ

見て理解すること（視覚的に情報を処理するこ

計算する能力：暗算や筆算をすること。数の
概念を理解すること。

カ

と）は得意でも，聞いて理解すること（聴覚的に
情報を処理すること）が苦手な子もいれば，その

推論する能力：事実を基に結果を予測したり，
結果から原因を推し量ったりすること。

逆の傾向を示す子もいる。さらには，一つ一つ継
時的に情報を提示した方が分かりやすい子もいれ
ば，全体像を把握しやすいよう同時的に情報提示

(2) ＬＤのある子の抱える困難さ
LD のある子は，例えば，人の話を聞いて理解
することはできても，自分で文章を読むとなると，
文字を音に変換することがスムーズにできず，読
むのがゆっくりになったり，何について書かれて

した方がわかりやすい子もいる。
こうした LD のある子の認知特性は，日頃の児
童生徒の様子をよく観察すること，さらには心理
アセスメント（WISC －Ⅲ，WISC －Ⅳや K － ABC

いたかを理解することが困難だったりする。また，

等）等の結果から知ることができる。どのような

口頭で自分の意見を発言することは流暢にできて

タイプか，どのようなやり方を得意とするかを把

も，作文になると，書きたい文字が想起できず，

握し，学習のつまずきが見られた際には，認知特
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性に合わせた方法を提示する必要がある。

いる状態である。教育用語としての定義は次のよ

② 特性に即した指導・支援

うな状態を指す。

LD の主な特性に即した指導・支援方法として，
例えば，次のようなものが考えられる。

典型的には，年齢あるいは発達に不釣合いな程
度において，以下のような不注意，又は衝動性・

音読が苦手な場合には，聴覚的処理（文字を音
声等に変換すること）に困難がある場合と，視覚

多動性の状態を継続して示す。
ア

不注意：気が散りやすく，注意を集中させ続

的処理（視覚的な情報をとらえること）に困難が

けることが困難であったり，必要な事柄を忘れ

ある場合がある。聴覚的処理に困難がある場合は

やすかったりすること。

には，音を視覚的にとらえる指導・支援や支援機

イ

衝動性：話を最後まで聞いて答えることや順

器を使って音声教材を繰り返し聞くなどの指導・

番を守ることが困難であったり，思いつくまま

支援を行う。視覚的処理に困難がある場合は，文

に行動して他者の行動を妨げてしまったりする

字単位ではなく，そのまとまりである単語全体と

こと。

してとらえられるようにする指導・支援や文字を

ウ

多動性：じっとしていることが苦手で，過度

拡大したり，行間を広げたりすることができるよ

に手足を動かしたり，話したりすることから，

うな教材を使って指導・支援を行う。文字を正確

落ち着いて活動や課題に取り組むことが困難で

に書くことが苦手な場合には，文字を思い出すこ

あること。

とができないのか，細かい部分を書き間違えるの

(2) ＡＤＨＤのある子の抱える困難さ

か，同じ音の漢字や形が似ているアルファベット

ＡＤＨＤのある子は，例えば，ちょっとしたこ

と間違えるのか等のつまづきのパターンを明らか

とに注意が逸れやすく，すぐに席を離れて立ち歩

にする必要がある。その特性に即して，漢字の成

いてしまう。何でもやりたがるが，一つのことに

り立ち等の付加的な情報や，文字の意味付け，文

集中して最後までやり遂げることが苦手である。

章や文字をなぞって書くなどの指導・支援方法，

また，自分の思い通りにならないと，かーっとな

あるいはこれらを組み合わせた指導・支援を行う。

りやすく，人を叩いたり物を壊したりしてしまう

このように，一人一人の特性を丁寧に把握し，特

こともある。本人が無意識にとった行動が，集団

性に即した指導・支援方法を工夫する必要がある。

生活での不適切な行動につながりやすく，注意さ

③ 代替手段の適用

れたり叱責されたりすることがどうしても多くな

学習面でのつまずきの背景に内在的な要因があ

る。その結果，自己肯定感が低下し，「自分はどう

る場合，ワープロ機能を持つ機器やコンピュータ

せ，何をやっても叱られる」「やりたいことは大人

の読み上げ機能，デジタルカメラの導入等，代替

に禁止されてばかりだ」といった無力感に陥って

手段でつまずきを補償することも考えられる。

しまう危険性が高い。
(3) ＡＤＨＤのある子に対する教育的指導・支援

２

ＡＤＨＤのある子の理解と支援

① 行動特性の把握
ＡＤＨＤのある子のつまずきの背景には，セルフ

(1) ＡＤＨＤ（注意欠陥/多動性障害）とは
ＡＤＨＤとは，おおよそ，身の回りの特定のも

コントロール（自分の感情や行動を自分で制するこ

のに意識を集中させる脳のはたらきである注意力

と）の問題があるといわれている。うまくセルフコ

に様々な問題があり，又は，衝動的で落ち着きの

ントロールができない故に，「やってはいけない」

ない行動により，生活上，様々な困難に直面して

と分かっていることもやめられないという特性を十
分に理解して，つまずきの要因を把握することが大
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切である。その際，行動上の問題だけでなく，教科

学習していくことが効果的なようである。

学習や対人関係の状況，学校生活への適応状態等，

④ 医療機関との連携

様々な観点から把握する必要がある。

一部のＡＤＨＤには，薬物治療が有効であるこ

② 要求水準の調整

とが知られている。医療機関から薬が処方される

ＡＤＨＤのある子は，長期的な見通しを持って，

場合は，服薬への協力，学習や生活状況の報告な

計画的に目的を達成していくことが苦手である。し

ど，保護者や医師と連携し，学校生活の中で必要

たがって，本人にとって難しい課題を一度に複数出

な配慮を行う。服薬後の安定した状態での学習支

してしまうと，達成できずに失敗経験となりやす

援を充実させることが大切である。

い。短時間で少しがんばれば達成できる課題を一つ
ずつ積み重ねるとよい。また，比較的すぐに結果や

３ ＬＤ，ＡＤＨＤに共通する考え方

評価を求める傾向があるので，即時的に，かつ頻繁
に賞賛を与えていくことで目標の達成につながるこ

(1) 気づきから支援へ
ＬＤ，ＡＤＨＤなどのある子は，早期発見，早期

ともある。何が良かったのか，わかるよう言語化し
てほめる，シールやスタンプなどの具体的に目に見
える賞賛を用意すること等は効果的な場合が多い。

対応が必要である。障害の特性や状態はさまざまで
あり，障害の有無についての判断が難しい。したが
って支援の開始は障害の有無でなくニーズで考え

③ 環境の調整
環境調整は，枠組みや手掛かりを提供し，セル
フコントロールを助ける指導・支援の一つである。
例えば，注意を集中することが難しい場合には，
一つの課題を幾つかの段階に分割して視覚的に課
題の見通しを確認できるようにしたり，座席は窓
際を避けて黒板に近い席にしたりすると，集中し
やすくなる。他にも，１時間の授業の流れを短時

る。教師から見て「困った」子は「困っている」子，
「何度注意しても変わらない」子は，「自分の意志
では変われない」子，
「やる気がない」
「努力不足」
と思える子は「努力してもできず意欲をなくしてい
る」状態と見る。このような状態から本人のニーズ
に早く気づき，支援を開始する。
(2) 支援にあたっての留意事項
ＬＤ，ＡＤＨＤなどは，その症状が単独で現れ

間で構成することや机の上には課題だけが上がる
ようにすることも考えられる。困難な状況や要因
を明らかにした上で，環境を調整することが大切

るだけでなく，いくつかが重なったり連続したり
（スペクトラム性）して現れることがある。また，
障害に直接的に関連する認知・行動特性の変化を

である。

促すには時間がかかることを理解したうえで，以

④ セルフコントロールを高める
環境調整は，どのような状況でも望めるわけで
はない。ＡＤＨＤのある子が学校や社会の様々な

下の点に留意する。
①課題や目標の設定は本人ができることが基本
10分間程度で席を立ってしまう場合は「10分間

場面で柔軟に適応していくためには，自身のセル
フコントロールを高めていく指導も大切である。
具体的には，望ましい行動や結果など将来のこと
を見据えて計画を立てたり（プランニング），ある
いは，ビデオなどを使って実際の自分自身の行動

席に座っていること」とし，できたら賞賛する。
そして自信が持てるようになったら，少しずつ目
標のレベルを高くしていく。
② 本人の特性を生かした課題の設定
片付けることが苦手な場合でも，用具等を準備

や周囲の状況を振り返ったりすること（モニタリ
ング）など，セルフコントロールにかかわる知識，
スキル，そして，それらの運用の仕方を整理して

する係ならできる場合がある。
③ 学級での居場所を作る
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ＬＤやＡＤＨＤなどのある子は，学習の遅れや，

の学級において，必要に応じて適切な配慮をしつ

友人関係のトラブルなどで，学級に居場所がなく

つ指導することが基本とされている。しかし，担

なることがある。学習中は，周囲の児童生徒と進

任だけでなく，校内支援体制を整え，児童生徒と

度は違っても，できる課題を用意すること，学級

の実態や対応について共通理解し，学校全体で支

の中で役割を作り，それを果たしているという実

援することが大切である。校内委員会を設置し，

感を持たせて自己有能感を高めることが大切であ

特別支援教育コーディネーターを中心に，校内の

る。

関係者や関係機関と連携協力をはかり，「個別の教

④ 環境の調整を行う

育支援計画」をもとに効果的な支援を行っていく。

１日や１週間のスケジュールが明確に示されて

指導場面では，ティームティーチング（TT）や

いて，授業のはじめに何をするのか，説明がある

少人数指導の活用などの工夫，状態によって通級

とよい。それらが写真や文字等の視覚的な情報と

指導教室における小集団での学習や個別的な指導

して示されているとよい。

を取り入れる。特別支援学校の支援を活用するこ

⑤ 座席の位置を工夫

と，スクールカウンセラー，児童相談所，医療機

座席は，教師の目が届き，個別に指示が出せる

関，教育センター，教育委員会等の「専門家チー

ところがよい。隣の席は，行動のモデルとなり，

ム」と連携をはかる場合もある。いずれの場合に

その子を受け入れられる環境が望ましい。

も，保護者との連絡を密にし，信頼関係を築きあ

⑥ よいところを伸ばす

げ，児童生徒のために何が有効か，何が必要かを

本人のできていること，努力していること，よ

皆で考え，支援していく姿勢が大切である。

い点等を積極的に見つけてほめることが大切であ
る。タイミングを逃さず，何が良かったか本人に

＜参考文献＞

わかるようにほめる。失敗や不十分さを叱るので

・千葉県教育委員会(2004)特別な教育的支援を必要とする

なく，よいところを伸ばしていくようにする。

子どものためのＱ＆Ａ．

(3) 二次障害の予防

・曻地勝人他(編)(2009)障害特性の理解と発達援助，第２

ＬＤ，ＡＤＨＤなどのある子は，必要な支援が
受けられないため，自信の喪失や自己評価の低下

版，ナカニシヤ出版．
・国立特別支援教育総合研究所(2011)発達障害教育コンテ

などの心理的問題に陥ることが多い。さらに，注

ンツ

意や叱責を受けることで，周囲の人や社会への反

・文部科学省初等中等教育局(2013)教育支援資料

発心を強め，一層望ましくない行動が増え，可能

・国立特別支援教育総合研究所発達障害教育情報センター

な学習さえ困難になるなどの，二次障害が生じる
ことがある。これが不登校，引きこもり，反抗，
行為障害等の大きな問題につながる場合がある。
二次障害の予防のためには，早期に抱える困難
さに気づき，教育的ニーズを把握し，適切な教育
的支援を行うことが必要である。発達上の困難さ
があっても，その子らしい成長を支えることが教
育上本来の目的である。
(4) 校内，保護者，諸機関との連携
ＬＤやＡＤＨＤなどのある子については，通常
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コンテンツ

第10章

平成28年12月，中央教育審議会は「幼稚園，小

複 数の 障 害 を 併せ 有 す る子 の

学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習

教育

指導要領等の改善及び必要な方策等について（答

１

申）」で，重複障害者等に対する教育課程の取扱い

重複障害と重複障害教育の経緯

等について次のように述べている。

ち，学校教育法施行規則や学習指導要領によれば

○ 学習指導要領及び解説において，重複障害者等に関す
る教育課程の取扱いを適用する際の基本的な考え方を更に
分かりやすく示すことが必要である。

「複数の種類の障害を併せ有する」状態である。

・ 各教科等の目標・内容を，取り扱わなかったり，前各

この場合の「障害」とは法令上，学校教育法施行

学年の目標・内容に替えたりした場合について，取り扱わ

令第22条の３に規定する特別支援学校の対象の視

なかった内容を学年進行後にどう履修するかなど，教科等

覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由及び病

の内容の連続性の視点を大切にした指導計画を作成するた

弱の５障害を指している。

めの基本的な考え方を更に整理して示す。その際，現行の

重複障害は，障害が重複している状態，すなわ

先駆的な実践は別として，重複障害児の教育が

学習指導要領で障害種別に示している「指導内容を適切に

行われるようになったのは，昭和54年の養護学校

精選」すること等の規定も十分考慮する。

義務制施行後のことである。

・ 他の障害と知的障害を併せ有する者に対して，小・中

それに先立つ昭和48年７月に，「特殊教育の改善

学校等の各教科の目標・内容を知的障害のある児童生徒の

に関する調査研究会」が設置され，義務制施行に

ための各教科の目標・内容に替える場合について，教科の

伴う課題であった重度・重複障害児教育の在り方

内容の連続性の視点から，基本的な考え方を整理して示す。

に関し調査研究を行い，昭和50年３月「重度・重

・ 障害の状態により特に必要がある児童生徒に対して，

複障害児に対する学校教育の在り方について（報

各教科等の目標・内容に替えて自立活動を主とした指導を

告）」をまとめた。

行う場合について，心身の調和的発達を促す視点から，基

この報告では，重度・重複障害を下記の(1)のほ

本的な考え方を整理して示す。

かに(2)，(3)を加えて考えたとしている。
また，現行学習指導要領においては，第1章総則

(1) 学校教育法施行令第22条の３に規定する障害

第２節第４「指導計画の作成に当たって配慮すべ

を二つ以上併せ有する
(2) 発達的側面から見て，精神発達の遅れが著し

き事項」，同第５「重複障害者等に対する教育課程

く，ほとんど言語をもたず，自他の意思の交

の取扱い」の各項に規定されている。学習指導要

換及び環境への適応が著しく困難であって，

領解説等も参照し，理解を深めておかなければな

日常生活において常時介護を必要とする程度

らない。

(3) 行動的側面から見て，破壊的行動，多動傾向，

第５の１の規定について，従前は「障害の状態

異常な習慣，自傷行為，その他の問題行動が

により学習が困難な児童又は生徒について」と示

著しく，常時介護を必要とする程度

されていたが， 現行では，一人一人の実態に応じ

養護学校の義務制施行以降，重度・重複障害児

た学習を行うことを一層重視する観点から，「障害

教育は引き続き課題として，国立特殊教育総合研

の状態により特に必要がある場合には」と改めら

究所（当時），久里浜養護学校（当時）を始め，全

れる等，特別な教育的ニーズに応じた弾力的な教

国の養護学校で研究が続けられた。また，各養護

育課程の編成ができるよう改訂された。

学校の重度・重複化はより一層進んだ。
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２

重複障害児の指導について

障害の実態及び発達段階や特性等に応じて学習活
動を創意工夫することは不可欠である。

重複障害とは，学校教育法施行令第22条の３に

(1) 教育課程の取り扱い

規定している程度の障害を複数併せ有する状態と

一人一人の児童生徒の実態に応じ，弾力的な教

前述したが，指導上は，言語障害，自閉症，情緒

育課程を編成できるよう，重複障害者等に関する

障害等を併せ有する場合も含めて考えてよいとさ

教育課程編成上の取り扱いが下記に定められてい

れているので留意しておきたい。

る。
規定を参照し,詳細を理解しておくことが必要で

重複障害の実態は，重複する障害の種類や程度
により多様であり，ひとくくりにしてとらえるこ

ある。

とはできないが，大きく分けて以下の３つの障害
重複障害者の教育課程の取り扱い

が複雑に絡み合って発達に困難を与えている状態
ととらえることができる。

①学校教育法施行規則での規定
○各教科を合わせた授業（第130条の第１項）

①感覚・入力系障害：視覚，聴覚，触覚など，

○各教科等を合わせた授業（第130条第２項）

感覚からの情報入力，情報を取り込むことの障害

○特別の教育課程（第131条）

②運動健康・出力系障害：移動や行為の制限，

②学習指導要領での重複障害者等に関する取扱いの規定
○児童生徒の障害の状態により特に必要がある場合（小・

健康面の障害に伴う生活の制限，それに伴う意思

中第１章第２節第５の１，高第１章第２節第６款の１）

表出の制限

○知的障害を併せ有する視覚障害者，聴覚障害者，肢体

③認知・処理系障害：認知や言語，対人・行動

不自由者，病弱者（小・中第１章第２節第５の２，高

面の障害

第１章第２節第６款の２）
○重複障害者のうち，障害の状態により特に必要がある

上記に加え，健康面や運動面の制約によって生

場合（小・中第１章第２節第５の３，高第１章第２節

活経験が制限されてしまうこと等による二次的な

第６款の３）

要因が大きく影響している場合もある。発達的な

○教師を派遣して教育を行う場合（小・中第１章第２節

変化が見えにくい一方で，見た目の困難さよりも

第５の４･５，高第１章第２節第６款の４･５）

高い能力を持っている場合も多い。発達の様々な
側面に目を向けるとともに，限られた生活経験や
学習経験との関連から，現在の状態を理解する視

(2）重度・重複障害児の支援の観点
重度・重複障害児の教育を担当するには，障害

点が重要である。
複数の種類の障害を併せ有することは，個人の

と発達に対する専門的な知識と技能が必要である。
「専門的な知識や技能を有する教師間の協力の

成長，発達に大きな影響を与える。例えば，視覚
障害と聴覚障害の重複障害の場合，それぞれの障
害では補助としている感覚が活用できないために
深刻な情報入力障害，コミュニケーション障害と
なる。この場合，視覚障害教育，聴覚障害教育に

下に指導を行ったり，必要に応じて専門の医師，
及びその他の専門家の指導・助言を求めたりする
などして，学習効果を一層高めるようにすること」
（学習指導要領総則）が大切である。
そして,PDCA サイクルの中で，評価と改善を繰

おける指導，支援の方法はあまり有効ではない。
重複障害者の指導に当たっては，一人一人の的
確な実態把握に基づく目標の設定，指導内容・方

り返し，きめ細やかで丁寧な指導を進めなければ
ならない。
ここでは，重度・重複障害児の学びを支援する

法の工夫などについて個別の指導計画を作成し，

観点について述べる。
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① わかりやすい状況

きかけやすくなる。視力や聴力の他に，見えにく

児童生徒が自ら外界と係わりながら学んでいけ
るように，外界の物や人との係わりを整理し，子

さや聞こえにくさの要因がある場合もあるので，
それらに対する配慮が重要になる。

どもが自ら外界へ働きかけることができるように

児童生徒の様々な感覚に働きかけていくことが

環境を整える。そして，働きかけた結果が自らに

大切であるが,児童生徒によっては感覚過敏がある

戻ってくるような「わかりやすい状況」をつくる

と，その働きかけが不快であったり，拒否（遮断）

よう工夫する。

したりすることもある。一人一人の受け止め方を

また，教材・教具はわかりやすい状況づくりの
重要な役割を果たし，児童生徒とのコミュニケー

確かめながら，働きかけの質と量を慎重に判断し，
調整する必要がある。

ションを円滑にし，学びを支援することにつなが

視覚や聴覚などのアセスメントについては，盲

る。児童生徒の自発行動を促し，活動を活性化す

学校や聾学校などの専門的な機関と連携を図るこ

る教材・教具の活用，工夫は欠かすことができな

とも大切である。

い。

⑤ 姿勢の配慮

② 興味や関心，本人にとっての面白さ

児童生徒の活動を支える身体の姿勢はとても重

児童生徒は，周囲にある様々な情報の中から，
自分にとって意味のある情報を取捨選択して興味
・関心を向けていく。本人が自由に探索できる場
を設定し，本人が，何に対して，どのように係わ
っているかを把握し，一人一人の興味・関心の多

要である。自分で姿勢を保てない児童生徒にとっ
ては，安定した姿勢で活動できること，活動によ
っては姿勢を変えること，または座位や立位にな
ることの意味がわかるような援助が必要である。
⑥ 健康への配慮

様性に配慮した幅広い選択肢を用意して，本人自

重度・重複障害のある児童生徒たちは，たんの

身が選択できる状況をつくることが必要である。

吸引や経管栄養，導尿などの医療的ケアを必要と

③ 児童生徒からの働きかけやすさ

することが少なくない。そして，体温，呼吸，脈

児童生徒が自分の起こした行動とその結果との

拍，酸素飽和度の測定などの体調の把握と管理，

関連がわかるように，本人ができる身体の部位を

また，室温，湿度，音，光，その他の刺激を含む

使って直接関わることができる状況を設定する。

環境の調整，様々な衛生管理が必要である。

児童生徒ができるだけ，最少の努力で動かせる身

健康状態の理解と安全への配慮は，重度・重複

体の部位，動きの方向と強さに応じた配慮が重要

障害児の指導においては基本というべきことであ

である。

り，家庭や医療機関，医療的ケアの関係者などと

また，働きかける対象との距離も重要な要素で

連携して，児童生徒にとっての学びやすい状況を

あり，身体に密着した状態から少しずつ距離を置

つくれるよう，常に細心の注意を向けることが重

いていくことも外界への探索する範囲を広げ，移

要である。

動を促すことにつながる。

(3) 係わり手である教師の在り方
重度・重複障害児の教育では，指導に当たる教

④ 感覚障害への配慮
重複障害で視覚や聴覚などの障害を併せ有する

師の在り方が児童生徒の「学び」を左右する。

場合は，本人の見え方や聞こえ方の特徴に応じた

『本来，一人一人の人間には個性があり，各々違

配慮が必要となる。見えやすくなったり，聞こえ

うことは言うまでもない。個別の教育支援計画等

やすくなったりすることで，本人がより外界に働

は，そのために一人一人の子どもに対応している
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にもかかわらず「重度・重複障害児」として類型

第11章

自立活動の指導

化することによって，かかわり手（主に教師）の
思考や判断に影響を与え，子どもの「学び」の大

１

きな弊害になっている 』（大崎博史氏）ことも危

(1) 子どもたちの困っている様子

惧される。

自立活動の指導とは

障害のある子どもたちは，学校生活や家庭生活

個々の児童生徒の教育的ニーズをしっかり把握

において，次のような様子を示すことがある。

し，教育，医療，保健，福祉，など多くの専門家

「見えにくさがあり階段の下りが怖い」，「黒板

との連携しながらきめ細かな対応をすることが必

に書かれた文字がよく読めない」，また「先生の話

要である。

を理解するのに時間がかかる」，「友だちや先生と
の会話が聞き取りにくい」，
「椅子に座っていても，

＜参考・引用文献＞

疲れてすぐに姿勢が崩れてしまう」，「手にまひが

・文部科学省(2009)特別支援学校小・中学部，高等部学習

あり一般のはさみが使いにくい」，さらに「体育で

指導要領
・文部科学省(2009)特別支援学校学習指導要領解説

少し運動すると息が切れ苦しい」，「大きな病気と
総則

等編，自立活動編

なり今は寛解したが，また病気になるのではとい
う不安があり活動に集中できない」等，様々な場

・下山直人(編)(2009)重複障害教育実践ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ,全国心

面で困っている子どもたちの様子がある。

身障害福祉財団

(2) 自立活動の指導の意義

・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／教

自立活動の指導は，障害のある子どもたちが示

育ｺﾝﾃﾝﾂ／障害のある子どもの教育について学ぶ／重複

す上記のような学習上又は生活上の困難を主体的

障害教育の各論文

に改善・克服し，自立を目指す教育活動である。
また個々の子どもたちの障害の状態や発達の段階
等に即して指導を行うことが基本である。
そのため，自立活動の指導に当たっては，個々
の子どもたちの障害の状態や発達の段階等の的確
な把握に基づき，指導の目標及び指導内容を明確
にし，個別の指導計画を作成するものとするとい
うことが規定されている。
（3）自立活動の指導の位置づけ
小・中学校等の教育は，児童生徒の生活年齢に
即して系統的・段階的に進められており，教育内
容は，発達の段階等に即して選定されたものが配
列されている。それらを順に教育することにより
人間として調和のとれた育成が期待される。
一方，障害のある児童生徒の場合は，その障害
によって，日常生活や学習場面において様々なつ
まずきや困難が生じることから，小・中学校等の
児童生徒と同じように心身の発達の段階等を考慮
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して教育するだけでは十分とは言えない。個々の

３

障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服

自立活動の内容

自立活動の内容は２つの要素で構成されており，

するための指導が必要となるため，特別支援学校

６区分，２６項目で整理されている。２つの要素

においては，小・中学校等に準じた各教科等や知

とは，
「見る」，
「聞く」，
「話す」，
「立つ」，
「食べる」

的障害のある児童生徒に対する教育を行う特別支

等の人間としての基本的な行動を遂行するために

援学校の各教科等のほかに，「自立活動」という特

必要な要素と，「〇〇障害等ゆえの△△しにくさを

別の指導領域を設定し，その指導を行うことによ

改善する方法を身に付ける」などの障害による学

って，児童生徒の人間として調和のとれた育成を

習上又は生活上の困難に基づく種々の困難を改善

目指している。

・克服するために必要な要素のことである。
その代表的なものが項目として６つの区分の下

２ 自立活動の目標

に分類・整理されている。６つの区分とは，「健康

自立活動の目標は，「個々の幼児児童生徒が自立

の保持」「心理的な安定」「人間関係の形成」「環境

を目指し，障害による学習上又は生活上の困難を

の把握」「身体の動き」「コミュニケーション」で

主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，

ある。要素及び関連事項は以下のようである。

態度及び習慣を養い，もって心身の調和的発達の

表11－１自立活動の内容

項目

要素等

基盤を培うこと」と特別支援学校学習指導要領に
示されている。
「自立」とは，幼児児童生徒（以下，児童等と
する）がそれぞれの障害の状態や発達の段階等に
応じて，主体的に自己の力を可能な限り発揮し，
よりよく生きていこうとすること。
「障害による学習上又は生活上の困難を主体的
に改善・克服する」とは，児童等の実態に応じ，
障害によって生ずるつまずきや困難を軽減しよう
としたり，また障害があることを受容したり，つ
まずきや困難の解消のために努めたりすること。
「心身の調和的発達の基盤を培う」とは，一人
ひとりの児童等の発達の遅れや不均衡を改善した
り，発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによ
って遅れている側面の発達を促すようにしたりし
て，全人的な発達の土台を作り出すこと。
ちなみに，心身の調和的発達とは，「運動機能の
発達，身体機能の発達，情緒的機能の発達」を意
味している。

４

自立活動の教育課程上の位置づけ

(1) 教育課程上の位置づけ
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自立活動は，特別支援学校の教育課程において

５

自立活動の実際

特別に設けられた指導領域であり，特別支援学校

－障害が重度で重複している児童の例－

の教育課程上重要な位置づけである。また，小・

感覚障害と知的障害を併せ有する者，感覚障害

中学校でも，特別支援学級又は通級による指導に

と肢体不自由を併せ有する者，肢体不自由と医療

おいて特別の教育課程を編成する場合に自立活動

的ケアを要する者など，重複障害の様子は多岐に

の内容を取り入れたり，通常の学級に在籍してい

わたってる。そのような児童等に自立活動の指導

る児童生徒の中で，障害による学習上又は生活上

はどう展開するか考え方を含め一例を紹介する。

の困難の改善・克服を目的とした指導が必要な場

(1) 実態把握

合に，自立活動の内容を参考にして指導や支援を

等：肢体不自由（脳性まひ），知的障害（知的発達

行うことが求められる。

レベル：０歳６ヶ月）

表11－２

自立活動の指導の取扱い

児童：小学部１学年

障害名

＜児童の特徴＞
本児童は，日常生活において体調は安定して
いるが，音声等の刺激が乏しくなると眠ること
がある。また環境が変化すると不安になりやす
いが，よく知っている人がかかわると落ち着き
を示し，いつも接する教師や家族とのかかわり
を喜ぶ。さらに，音の変化に気付き，表情を変
え，音源を探索する様子が見られる。そして，
玩具が手に触れるとつかむが，自分から玩具に

(2)「自立活動の時間における指導」と「自立活動

手を伸ばそうとはしない。併せて，機嫌の良い

の指導」について

ときによく発声することなどが観察される。

「自立活動の指導」は，授業時間を特設して行

【考え方：ポイント】

う「自立活動の時間における指導」を中心に行わ

児童等の障害の状態，発達や経験の程度，興味

れるが，特設された「自立活動の時間における指

・関心，生活や学びの履歴，環境などの的確な把

導」はもちろん，各教科，道徳，外国語活動，総

握が求められる。ここに実態把握の目的があり，

合的な学習の時間及び特別活動の指導を通じても

実態把握の内容やその範囲は自立活動の指導を行

適切に行われなければならない。つまり，「自立活

う観点から明確に整理して，状態像を総合的に捉

動の指導」は学校の教育活動全体を通じて行うも

える必要がある。実態把握の主な内容等としては，

のであり，「自立活動の時間における指導」は，そ

以下のものが考えられる。

の一部である。「自立
活動の指導」は，学校
教育活動全体を通じて
行うものであることか
ら，「自立活動の時間
における指導」と各教
科等における指導とが
密接な関連を保つこと
が必要である。

図11－２

図11－１特別支援学校の教育課程
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実態把握の主な内容

(２) 指導の目標の設定

がするところを捜したりする。」と設定した。また，

まず，事例にあげた児童の状態を，少しでもプ

音に対する興味・関心を生かして手の動きを引き

ラスの方向に発展させるため幾つかの指導目標を

出しながら，コミュニケーションの基礎的能力を

設定することが次のステップﾟになる。

高めることなどを目指して「玩具を振ったり，そ

本児童の場合，生活リズムの形成，人への関心

れに触ったりして音を出し，笑顔になったり発声

の喚起，音のする玩具への興味・関心の拡大など

したりする。」，「教師の言葉掛けを聴いて，玩具に

幾つかの観点から自立活動の指導の目標を設定す

手を伸ばして音を出したりする。」という指導内容

ることができそうである。また，児童は音に興味

を設定している。

を示して音の出る玩具の方向を見ることはできる

このように指導目標を達成するために必要な具

が，動く玩具を目で追ったり，手をのばして玩具

体的な指導内容は，幾つかの項目が関連するもの

を取ろうとしたりする行動にまで至っていない。

である。自立活動の内容は，具体的な指導内容を

教師が音の出る玩具でかかわると情緒的に安定
し，目覚めた状態での活動が促されるようである。

検討する際の視点を提供しているといえる。
【考え方：ポイント】

つまり，音に対する興味・関心を中心とした活

自立活動の指導に当たっては，6つの「内容」

動により，生活リズムを安定させ人とのかかわり

の中からそれぞれ必要とする項目を選定し，相互

を活発にするなど全人的な発達を促すことができ

に関連付け，「特設としての指導内容」と学校生

ると考えられる。

活全般での指導内容とに整理して具体的に指導内

そこで，「音を聞きながら玩具を目で追ったり，
玩具を手に持ち，音を出して楽しんだりする。」と

容を設定するが，その際には以下の点に配慮する。
①

いう指導目標を設定することとした。

児童等が興味・関心をもって主体的に取り組
み，成就感を味わえる内容を取り上げる。

【考え方：ポイント】

②

指導の目標の設定に当たっては，個々の児童等
の実態把握に基づいて，幼稚部，小学部，中学部，

学習上又は生活上の困難を改善・克服しよう
とする意欲を高められる内容を取り上げる。

③

個々の児童等の発達の進んでいる側面を更に

高等部の各部の在籍期間，学年等の長期的な観点

伸ばすことで，遅れている側面を補うことがで

に立った目標とともに，当面の短期的な観点に立

きるような指導内容も取り上げる。

った目標を定めることが，自立活動の指導の効果

④

を高めるために必要である。

体験的な学習を通して，自ら環境に働きかけ
る力を育むことができる内容を取り上げる。

(３) 具体的な指導内容の設定

(４) 評価

次に，この指導目標を達成するために，当面ど

自立活動における学習の評価は，実際の指導を

のような優先順位で指導を行うかについて検討し，

通して児童等が指導目標の達成に向けてどのよう

具体的な指導内容を設定することが必要である。

に変容しているかを明らかにするもの。また，児

そこで，自立活動の内容に示されている26項目の

童等がどのような点でつまずき，それを改善する

中から，それぞれ必要な項目を選定し，それらを

にはどのような指導が必要かを明確にし，検討す

適宜組み合わせることによって，具体的な指導内

る必要がある。したがって，指導の結果や学習状

容を設定していく。

況を評価するに当たっては，指導の目標を設定す

例えば，聴覚の活用を一層促しながら，情緒の

る段階で，その到達状況となる評価の基準を具体

安定を図ることなどを目指して，「音の変化を楽し

化しておくことが重要である。自立活動の指導は，

んだり，音のする玩具の動きを目で追ったり，音

児童等自ら進んで困難と向き合い，その困難に対
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応する知識，技能，態度及び習慣を主体的に身に

・広島県立福山特別支援学校（2015) 自立活動ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

付けていくことを目指しているので，各教科の指

・自立活動の理念と実践（2016）ジアース教育新社

導と同様に自立活動の指導においても幾つかの観
点を設定して分析的に評価することが有効である。
【考え方：ポイント】
児童等が自分の障害と向き合う場面が多くある。
自分の障害について知り，受け止め，それによる
困難を改善しようとする意欲がもてるような指導
と評価の在り方が課題といえる。

図11－３

実態把握，指導目標・指導内容の組み立て方
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