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共に学べる環境づくり
～三つのぴ～すを含んだ啓発活動～
※ピース（できた）・piece（ここ
にいるよ）・peace（誰もが笑顔）

丹波市立春日部小学校

教諭 荻
おぎ
野
の
　雅
まさひろ
裕

１　はじめに
　本校は，児童数約100名の小規模校で，周
辺にはのどかな田園風景が広がっている。古
墳や寺社等の歴史的遺産，また大納言小豆に
代表されるような農産物の栽培やそれを生か
した産業もあり，地域素材を生かしながら学
習できる環境にある。
　本校には，現在自閉症・情緒障害学級があ
り，６年生の２名が在籍している。これまで
から継続的な啓発が行われており，彼らのこ
とは学校中の誰もが知っていて，様々な活動
の際にも，見守ってもらえたり，一緒になっ
て活動したりすることができている。
　今回，本校において行っている「啓発」と
その効果について紹介することで，共に学べ
る環境づくりの一端をお示ししたい。

２　啓発活動の役割
⑴ 知らせる
　なぜ，啓発活動は大切なのか。ある研修で
こんなことを聞いた。『もし急な災害が起き，
近くに家族やあなた自身がいなかったら，子
ども達はどうなりますか？生きていけます
か？』この言葉から，私という支援者がいて
はじめて，支援を必要としている児童が安心
して活動できるというのではいけない。どん
なときでも，周りの理解の中で，支援を必要
としている児童が安心して生活できる環境を
作らなければいけないと感じた。
　人は人の中で生きる。私の受け持っている
子どもたちも例外ではない。では，そうなる
ためには，何が必要なのか。それが，子ども

同士をつなぐということなのである。
　つなぐためにまずしなくてはならないこと
は，「知ってもらう」ということである。本
校で「知ってもらう」ために行っている啓発
は，大きく分けて三つある。①毎年行ってい
る「学校朝会での啓発」，②通信を通した「教
職員への啓発」，そして，③学校生活を行っ
ている中で出てくる「必要に応じた啓発」で
ある。
①子ども同士をつなぐための啓発
　朝会は毎年４月下旬に設定されており，学
校生活に慣れてきた１年生や，普段関わるこ
との少ない異学年の児童に向けて行ってい
る。内容は，主に特別支援学級に在籍してい
る児童の様子や学習の様子，通級指導の様子，
外国籍の児童の様子である。そんな中でも，
今年度はこんな啓発を行った。

　在籍児童Ａは，頻繁に「○○くんのけち」
「○○くん，ぶっ×××！」という。皆さんは，
この言葉に，どんな意味があると思われるだ
ろうか。朝会では，これと同じ質問を子ども　
達にぶつけた。すると，ある児童がこう答え
た。「好きってこと。」その通りなのである。

さん
すきなこと

・かんじ
・カレンダー
・草引き
・ようかいウォッチ
・○○ さんの

ようすを みる こと

にがてなこと
・しずかにすること
・うごきを

とめられること

いやなときには

○○くん
（さん）の
けち！

ぶっ×××！

▲ 啓発に使った児童の資料
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　実は，この言葉は前半と後半に分かれてい
る。前半の名前が入るところには，いつもＡ
に深く関わり，気持ちを聞いて支援してくれ
る友達の名前が入る。そして，後半は「いや
だ！したくない！」「なんで僕のしたいこと
を止めるんだ！」「僕はイライラしている！」
という意味のことを言っているのである。
　この意味を知っていないと，「また，Ａに
悪口を言われた！」「いつも汚い言葉を使っ
ている」「近づかない方がいいぞ！」と，周
りとの関係に大きな溝を作ってしまう要因に
なってしまう。
　私は，ここを取り除きたかった。また，児
童からの答えを導き出すことで，一人一人が
見方を変えられることに気付いてほしかっ
た。それがこの啓発を行った理由である。
②子どもと教師をつなぐための啓発
　これは主に学級通信を通じて行い，毎日の
児童とのやり取りや保護者と話し合った支援
の方法の実際を紹介している。その中には自
分自身の気づきや成功したこと，関わりの中
でうまくいかなかったことも掲載している。

　児童との会話も覚えている範囲で赤裸々に
書いているので，職員室でも愛読していただ
いている先生が増え，「あの行動にはこうい
う意味があったんやなぁ」「この前通信に書
いてあったから，そのようにしたで！」など，
良い反応が多く返ってくるようになった。

　教師は児童に対して身構えることなく接す
ることができ，児童はどの教師も同じ対応を
してくれるので，迷うことがない。
　教師の方向性を統一し，児童の生活しやす
い学校風土の形成にも役立てられる啓発に
なった。
③目の前のできごとと支援を必要とする児童

をつなぐ
　必要に応じた啓発は，特に交流学級で行っ
ている。
　例えばこんなことだ。いつもは朝の会に参
加し，健康観察を行っているのだが，天気の
悪かったある日，Ａは教室に入らず，教室横
の手洗い場で掃除をし始めた。
　それを見て，クラスメイトは何とか教室へ
入れようと「先生，何とかしてよ！」という
目を向けてきた。けれども，私にはＡがいつ
もとは調子が異なって，困っているように見
えた。そして，その心の不安定さを，水を触
ることで乗り越えようとしているように思え
たのである。そこで，「掃除していいよ！でも
廊下にいるから，いつもより大きな声で（健
康観察の）返事をするんだよ！」と指示をした。
　わかってもらえた安心感からか，いつもよ
り大きな声でＡは返事をした。それを見て，
なるほどとうなずくクラスメイト。そのあと，
クラスの中に入って，なぜＡがこのような行
動をしたのかを伝えたのである。
　天気による不安定さや，先が見えずに不安
になる様子を啓発すると，それ以降，クラス
メイトのＡへの声かけは変わった。彼の離脱
を少しは認め，「またしたくなったら戻って
おいで。」と声をかける姿，「この後，好きな
○○ができるから，しよう？」とＡの得意な
ことに目を向けて声をかける姿，「一緒にこ
れしよう？」と共同作業で参加を促す姿など
が見られるようになった。
　こうして，Ａの参加する時間はどんどん増
えていったのである。

⑵ 子ども同士をつなぐ
　知らせたことが『絵に描いた餅』になって
はいけない。教師としては，知らせることを
活用して，子ども同士をつなぐところにまで
持っていきたい。

 

 

 

 

 

お互いが知ること・考えること 
 月曜日は、視力検査でした。その中で気がついたことです。 

 二人が視力検査を行うのは、今年で 6 年目。その中で、どんな方法

で視力検査を受けてきたのだろう？と、ふと疑問に思いました。 

「右・左は完璧？」 

「丸の中の空いているところを言えている？」 

「自分から見て、右？相手から見て、右？」 

 こういったことを理解していないと、実際に見えていても、本人の

力が測れません。そして、本人が思っていたものと「ちがう」という

ことが分かったら、余計に心が波立って、正しい力を発揮できなくな

ります。だから、たんぽぽ学級で練習！ 

「右手、あーげて！」「左手、あーげて！」 

など、ゲームを通して、右・左の確認。ここでは、○○さんが、左右

反転で言うことがわかりました。けれどもこれは、まちがえているわ

けではなく、 

「（先生から見て」右」 

という見方をしているからでした。だから、 

「自分から見て、どっち？」 

と尋ね返すと、ばっちりあっています！こういったこ

とを一つ一つ確認することは大切だなぁと思いまし

た。 

 でも、もっといいことは、保健室に行くと一目でわかりました。 

 こんなものが用意されていたのです。 

「○○さん、どれ？」 

「これ！」 

 言えるとは言っても、少し時間をおけば、

たまに質問者視点で答える○○さんだっ

たので、それを「右・左」で答えるより、 

ぴ～す 
201８/５/１１  

ＮＯ．８ 

ピース！

PIECE 

PEACE

▲ 職員室にて配布している通信の実際
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①児童Ａの場合
　Ａは授業における集中力が高いほうではな
い。そこで，下記の写真のような方法をとる
ようにしている。

　これは理科の実験での一例だが，これを行
うことにより，本児は集中して取り組むよう
になった。効果をあげた理由が２つある。
　１つ目は，本児のしたいことが中に組み込
まれていることで，したいことができるとい
う安心感から，学習に取り組む関心を高めら
れたということ。そして，２つ目は，このボー
ドをもとに友達が声をかけるので，「いつ」「な
にを」「どのように」したらよいかはっきり
したからである。
　教師からも声かけはするが，それが友だち
になると，集中力は倍増するということだ。
②児童Ｂの場合
　Ｂは絵を描くのが大好きである。恐竜の絵
やロボットの絵などを非常に細かく描く。反
面，字を書くことになると極端に嫌がり，乱
雑になることが多い。
　Ｂには２年前から授業で関わることがあっ
たのだが，そんなとき，棒人間を使った面白
い絵を見せてくれることがよくあった。絵は
授業に即したものもあれば，想像を膨らませ
すぎて，授業の内容とは関係のないものも
あった。
　学級担任として本児に関わることになった
本年度は，このＢの得意を生かして学ぶこと

はできないかと考え，四コマ漫画として成立
させた。主に社会科で行っている。
　作成にあたっては，授業を進める教諭にも
あらかじめノートを四コマにすることを伝え
て取り組んできた。当初は字を書くことに抵
抗があったので，吹き出し部分をパソコンで
打ち込むようにも工夫した。すると，一作目
から楽しんで学習に取り組み，Ｂらしい笑い
の要素の入ったものになった。

　さらに，作品を拡大して教室掲示してもら
うことによって，四コマ漫画を読んだ友達か
らも肯定的な感想をもらうことができた。感
想がもらえて以来，他者意識が生まれ，彼な
りに集中して字を書こうとするようになっ
た。
　周りから見てもらえるという意識は，「丁
寧に書こう。」「止め，はねに気をつけよう。」
と指示したりゲームを通して活動したりする
よりもより一層効果的であった。
　現在，教室には単元ごとに分けて四コマ漫
画が掲示されている。本人の特徴をつかみ，
それをもとに仲間とつなぐことでよりよいサ
イクルが生まれることを強く感じた。

▲ 理科の実験における本人の学習計画

▲ 授業での作品
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３　広げる
　たまたまではあるが，啓発をさらに広げら
れる場面にであった。
　本市では，６年生になると町内の人権交流
会として，町内の同級生と一緒に学べる機会
がある。この会に参加したＡであるが，会場
に入ったときから落ち着きがなかった。
　通っている学校とは違うところで行われる
ので，あらかじめ困難の生じることは分かっ
ていた。そこで，この日までに会場の写真や
配置図，してもよいことや困ったときにどう
するかなど，いくつか起こりうることを想定
して，Ａにも伝えていた。
　しかし，それだけではなかったようだ。Ａ
は入ってくる他校の児童の胸のあたりをしき
りに気にしていた。Ａは名札を見ていたので
ある。この日までに参加する児童や班編成も
伝達していたので，それが気になって名札を
見たようだ。あとで聞いてみると，昨年度参
加した自然学校には無かった名前が一つだけ
あり，それを探していたことがわかった。

　これらの行動は，他の子どもたちからする
と不審な動きに映ったはずだ。そこで，急で
はあったが全体への啓発をすることにした。
　啓発後，交流会に集まった子ども達はもち
ろん，他校の教師もＡが近づいてくると，名
札を見せてくれたり，名前を教えてくれたり
した。おかげでＡも安心して活動に参加する
ことができた。
　啓発によって得られる安心感は，特別支援
学級に在籍する児童だけのものではないのか

もしれない。啓発によって，「いつ」「誰が」「ど
のように」関わればよいのかが明確になり，
誰もが安心できるようになると考えさせられ
た出来事であった。

４　おわりに
　１学期を通して様々な啓発を行ってきたの
であるが，これらの啓発活動は，障害のある
子にもない子にも，共に学べる環境づくりに
有効であることを感じた。
　児童一人一人の特性を踏まえ，本人の出し
うる最大限の力を発揮できるように啓発活動
を行えば，子ども達は自然と互いに寄り添い
あい，関わりあうことができる。
　人と関わることを苦手としている子であれ
ば，啓発によって周りの理解が進むことで，
安心感が得られるようになる。支援を必要と
している人の周りにいる子であれば，「いつ」

「誰が」「どのように」関わればよいのかがわ
かり，自信を持ってその人に関わることがで
きる。誰かの役に立つことはキャリア教育の
観点からも，とても意味のあることだと考え
る。
　最後に，皆さんの学校では，特別支援学級
はどのような位置にあるだろうか？
　空間的にも心理的にも，学校の中心に，ま
たは視野の中にはっきりあるだろうか。特別
支援学級を担任して思うことは，もっとクラ
スに来て，子ども達と何気ない会話をしたり，
勉強で頑張っているところを見たりしてほし
いということだ。一日に１分でもつながると，
在籍児童，そして全校生の意識の変化につ
ながるのではないかと考える。
　一人の教師が変われば，それ以降，関わる
全ての子どもが変わっていく。こうした積み
重ねが，障害のある子どももない子どもも共
に学び，成長し合える環境づくりの第一歩に
なるのではないかと考えている。

▲ 名前探しをする様子
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併設校の特徴を生かした交流
及び共同学習の実践

三田市立富士中学校

教諭 寅
とらかわ
川　駿

しゅん
平
ぺい

１　はじめに

　ニュータウンの中にある本校は1991年４月
１日に開校，本年度28年目を迎えた。現在，
生徒数269人（学級数10，うち特別支援学級２）
である。学校教育目標である「夢や希望をも
ち，目標に向かってたくましく生きる生徒の
育成」を目指し取り組んでいる。９年前に三
田市特別支援学級センター校（以下センター
校という）に指定され，三田市全域から本校
の特別支援学級に通う生徒が多数いたが，３
年前の三田市立ひまわり特別支援学校開校と
同時に，本校のセンター校としての機能は終
了した。なお，三田市立ひまわり特別支援学
校の対象児童生徒は三田市在住で，種別とし
ては「肢体不自由」である。中学部・高等部
は本校と同一の敷地内に，小学部は三田市立
富士小学校と同一の敷地内に設立され，小・
中学校に各々併設する形での開校となった。

２　特別支援学校が併設されるまで

　三田市では40年間にわたって共生の理念に
基づき，重度の障害のある児童生徒も周りの
子ども達とともに安全かつ安心して就学でき
るよう小中各１校を「センター校」として位
置づけ，三田市全域から通学できるよう教育
環境整備等の充実が図られてきた。
　センター校では，スクールバスの運行，特
別支援教育支援員（指導員・介助員・看護資
格を有する職員）の配置，エレベーターや空
調等の設備設置の重点化が行われた。そのこ
とにより，保護者のニーズが高まり，センター
校に通う児童生徒が年々増加していった。教
員は障害の程度や状況が多様化した複数学年
の子どもを担任し，個に応じた指導をする時
間を十分に確保できない状態となった。ま
た，通常の学級において交流する人数が多く
なり，１つの教室に40数人の生徒と支援者が
いる場合もあり，教室内の移動の困難や交流
における配慮事項の多様化，安全面の確保な
ど，センター校の特色である交流の実施自体
が難しくなってきた。
　そこで，三田市特別支援教育検討委員会に
よる答申「三田市の特別支援学級の今後のあ
り方について（平成25年３月）」に基づき，
これらの課題を解消すべく，小中学校（居住
地校）特別支援学級の充実とともに，「市立
併設型肢体不自由特別支援学校」を設置し，
これまでの共生の理念を継承し，併設校及び
居住地校との積極的な交流ができるよう連携
を密にしていくこととなった。

▲ 校門横には２校の学校名が並ぶ
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３　「ひまわり特別支援学校」との交流

　センター校廃止後も，本校の在籍生徒はセ
ンター校対応と位置づけ，移行措置期間を設
けることとなった。この間，人的な面や施設
面，交流学習の進め方など課題が山積し，ひ
まわり特別支援学校と本校の両校でそれぞれ
委員会を立ち上げ，課題を共有し市教委との
話合いをもち，2015年４月の開校を迎えるこ
とになった。
　現在，ひまわり特別支援学校に在籍する中
学生３人（１年生１人・２年生１人・３年生
１人）が本校と交流及び共同学習を行ってい
る。４月に，クラス写真やクラスの掲示物な
どの作成に参加することから始まり，日常の
学校生活では，主に朝と終わりのＳＨＲや学
活に参加している。また，教科交流に関して
は，ひまわり特別支援学校の教員と検討した
上で，主に実技科目である音楽・美術・技術
家庭・保健体育とし，その他の行事にも交流
生として参加している。

４　交流及び共同学習の実践と成果

　ひまわり特別支援学校小学部は，併設校で
ある小学校がクラス担任制であるため交流担
任との打合せが主体となり，相談や打合せが
しやすい。一方，中学部は，併設校である中
学校が教科担任制であるため複数の担当者と
の打合せが必要となる点に大きな違いがあ

る。また，小学部は全教科担任であるが，中
学校は専門教科担任であるため，教科の専門
性が求められる。このように，小学部と中学
部では教育課程や校務分掌が大幅に異なるた
め，「交流及び共同学習」を進めるにあたって，
いろいろな課題が見えた。
　その中で最も課題として感じたのは，互い
の連携がスムーズにいかなかったことであ
る。１年目を終えてある程度の流れは見えて
きたものの，一つの交流を行うのにも連絡を
密にとる必要があるが，意志の疎通が不十分
で行事などの当日にバタバタしてしまうこと
があった。その反省を踏まえながら歩んでき
た実践例を紹介する。
⑴ 転地学習の取組
　ひまわり特別支援学校の生徒は本校の１年
生とともに５月にある転地学習に１泊２日の
日程で取り組んだ。４月に本校とひまわり特
別支援学校の職員で下見をおこない，本校の
転地学習のプログラムを元に，交流できる場
面や共同学習できる場面などの打合せをした。

　学校での出発式，ハチ高原での開校式や入
所式に参加し，クラス対抗校歌コンクールも
一緒に行った。また，オリエンテーリングで
は，自動車も利用しながら車椅子で行けると
ころまで行き，交流クラスの仲間を応援した。
宿舎前での餅つきや宿舎内での学年レクにも
参加し，楽しい時間を共有することができた。
２日目に行った魚つかみや，飯ごう炊飯はそ

▲ 学年集会における自己紹介のようす ▲ レクリエーションの時間をともに過ごす
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れぞれの学校で行うなど，生徒の実態に応じ，
参加態勢について柔軟に対応した。
⑵ 体育大会・文化祭での取組
　体育大会では，実行委員会の中にひまわり
特別支援学校の教員も入り，参加の仕方等を
事前に確認してから取組を始めるなどの方法
で進めた。体育大会は縦割りのブロックで分
かれ，ひまわり特別支援学校の生徒たちは入
場行進だけでなく，全学年の生徒と一緒に行
う応援合戦も暑い中練習をともに重ね，本番
では大きな一体感を会場全体に与えた。　　
　また，本校生徒会が中心となって考えた「生
徒会種目」は，ひまわり特別支援学校の生徒
と本校生徒が協力して参加できる種目となっ
ている。パネルを１人１枚持ち，出場選手み
んなで考えて文字を完成させるものであり，
ひまわり特別支援学校の生徒も本校生徒も非
常に生き生きと活動できる場となった。１位
になった生徒たちがともに喜ぶ姿を見ると，
併設校だからこそできる交流の良さ，学校間
の垣根を越えたインクルーシブ教育システム
のダイナミックさを感じる。

　体育大会以降は，ひまわり特別支援学校の
生徒と本校生徒の距離感がより近づいた様子
があった。給食中やＳＨＲ前後に声をかけた
り，手を握ったりする生徒が多くなった。顔
を合わせただけでお互いの思いが通じ合うよ
うでもあり，文化祭の合唱を良い雰囲気で迎
えることができた。

　文化祭では，本番１週間前から始まる合唱
練習に，ひまわり特別支援学校の生徒も交流
学級の生徒とともに取り組んだ。文化祭前日
に交流学級の生徒たちと一緒に教室で合唱し
たとき，ひまわり特別支援学校の生徒が合唱
に合わせて口を開き，誇らしげに歌っている
ようすが見られた。合唱を通して，お互いの
心が一つになったと強く感じずにはいられな
かった。本番でも一緒に舞台に上がり，学年
合唱とクラス合唱を歌った。併設して２年目
半ばを迎える頃には，ともに活動し，ともに
喜びを分かち合う，それが当たり前のように
なっていた。

⑶ 生徒会活動の連携
　現在，本校校区内では，ペットボトルキャッ
プのリサイクル運動が盛んに行われている。
集めたペットボトルキャップは，ワクチンと
して世界の必要な国に送られる。ひまわり特
別支援学校の生徒会と本校生徒会が協力し
て，ペットボトルキャップのリサイクル運動
を活発化しようと全校集会などで呼びかけて
いる。
　また，夏休み中には本校生徒会と幼稚園・
小学校児童会・まちづくり協議会の方々との
交流会を開き，校区内をより良いものにしよ
うと盛んに意見交流を行っている。昨年度は
地域全体に元気の良い挨拶を広めていこうと
呼びかけるために，ポスターを各学校園で作
成して，みながよく目にする地域各所に掲示

▲ 体育大会での「生徒会種目」より

▲ 文化祭での学年合唱のようす
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した。特に，ひまわり特別支援学校生徒会と
本校生徒会との連携は地域全体への波及に大
きく関わっている。　

　プログラムへの参加は，ひまわり特別支援
学校の生徒の実態から考えると難しい部分も
あるが，教職員がお互いに交流及び共同学習
を進める上で重要なポイントに焦点を置き，
事前に打合せできたことが２年目の大きな成
果に繋がった。しっかりと連携を図りながら
学校行事を進めることで，ひまわり特別支援
学校の生徒たちも共通の学習ができるととも
に，様々な体験や思い出の共有が大きく広
がっていく，無限の可能性を秘めていると考
えている。

５　最後に

　文部科学省は「インクルーシブ教育システ
ムにおいては，同じ場で共に学ぶことを追求
するとともに，個別の教育的ニーズのある幼
児児童生徒に対して，自立と社会参加を見据
えて，その時点で教育的ニーズに最も的確に
応える指導を提供できる，多様で柔軟な仕組
みを整備することが重要である」としている。
　多様な子ども達一人一人に，インクルーシ
ブな教育環境を整えていく上で，多くの課題
と直面するのが現実である。その課題を乗り
越えていくことこそ，子ども達が充実したか
けがえのない日々を過ごすことに繋がると信

じ，本校もひまわり特別支援学校も互いに協
力しながら日々切磋琢磨している。
　「ひまわり特別支援学校」が開校してから
４年目を迎え，週はじめの本校での全校朝礼
や実技教科，そして学校行事の場面で，本校
の生徒とひまわり特別支援学校の生徒がとも
に活動することが当たり前になっている。こ
れは，日常はもちろんのこと，学期に１回，
管理職を含む担当者の打合せ会等を行い，事
前の教員間の打合せや事後のまとめ(成果と
課題)を行うことで見通しをもって取り組む
ことができるようになったからと考える。さ
らに，教職員間だけでなく，保護者や様々な
関係機関との連携を強化しながら，交流及び
共同学習の充実を図っていきたい。
　「富士中学校，ひまわり特別支援学校どち
らの生徒も生き生きと楽しい学校生活を送っ
ています」「いろいろな活動を通して，お互
いに大きく成長しています」と，お互いの成
長を喜び合えるように日々の実践を積み重ね
ていきたい。

▲ 地域交流会での意見交換のようす
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阪
はんしん
神昆

こ や
陽で目指す

インクルーシブ教育システム

県立阪神昆陽高等学校

教諭 山
やまもと
本　　誠

まこと

１　はじめに

　県立阪神昆陽高等学校には，同じ敷地に県
立阪神昆陽特別支援学校が併設されている。
創立以来，ともに「社会におけるノーマライ
ゼーションの理念を進展する礎となる学校」
を目指し，日々取り組んできた。阪神昆陽で
の学びを通して「生徒の豊かな人間性」をさら
に育むために，この環境を十分に生かしたい。
　「阪神昆陽」のインクルーシブ教育システム
の構築に向けた取組の中心は高校と特別支援
学校が共に取り組む「交流及び共同学習」で
あり，高校では開校当初から実施している学
校設定科目「ノーマライゼーション」と今年
度から始まった「通級による指導」を二つの
柱として取組を進めている。

２　学校設定科目「ノーマライゼーション」

　学校設定教科の「共生社会と人間」は，体
験活動等を通して，共生社会のあり方を考え，
よりよい人間関係構築の基礎を築くことを目
的に設定している。中でも全ての１年次生を
対象に展開している学校設定科目「ノーマラ
イゼーション」は，本校の創立の理念を具体
的にすすめる科目として大きな役割を持つ。
　特別支援学校の教員に加え，伊丹市社会福
祉協議会の協力を得て，市内の障害者･ボラ
ンティア団体からも講師を招いて授業を行っ
ている。視覚障害者・聴覚障害者への援助方
法，さまざまな場面でのコミュニケーション
トレーニングやハンディキャップ体験等の学

習を通して，卒業後も共生社会の一員として
生きる基礎知識・技能を深めることを目的と
している。
　毎週木曜日，１部，２部，３部の生徒がそ
れぞれ大講義室に集まり２時間の授業を受け
ている。内容は「共同の学びについて」，「知
的障害について」，「発達障害について」，「精
神障害について」，「加齢障害について」，「認
知症サポーター養成」，「肢体不自由」，「車い
す介助」，「視覚障害」，「点字体験」，「聴覚障害」，

「手話体験」，「社会とＵＤ（ユニバーサルデザ
イン）」，「障害者の家族として」，「学生ボラン
ティアについて」，「共同の学びのまとめ」，そ
れに，班別研究，ノーマライゼーション発表
大会など多岐にわたる。

 　
　毎年少しずつ手を加えてつくり上げた教材
もほぼ完成に近づいている。新しい法律の施
行や，社会の情勢の変化に伴って変更を加え
ることはあるが，最新の正しい知識を知るこ

～「ノーマライゼーション」と
「通級による指導」を柱に～

▲ ガイダンスに絵本の読み聞かせ
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とで偏見を持つことなく，障害者と共に生き
ていけるようにと願いを込めて実施してきた。
生徒も他校にないこの授業を好意的に受け止
め，「人と人とが助け合うことの大切さを知り
ました」「この１年で様々な障害を知れて良
かった」などの感想も見られる。この思いが，
合同の部活動や，２年次以降の交流及び共同
学習につながっており，阪神昆陽の精神的基
盤づくりに貢献してきた。
　担当者として３年目を迎えて思うことは，
生徒に知識は伝わっても，「他人事」として受
け止めている生徒がしばしば見受けられると
いうことである。ICF※（国際生活機能分類）
によると，障害者の社会参加は個人因子だけ
ではなく環境因子を考えることも重要だとい
う。そう考えると「障害理解教育」も単に障
害についての知識を身につけるというだけで
はなく，環境因子の一部としての「自分」が，
障害のあるＡさんとどう関わっていくかまで
を視野に入れた「障害者理解教育」として捉
えることが重要となる。
　もちろん，障害のない生徒が「障害」を自
分事として捉えることは無理がある。それで
も，同じ方向を向くことくらいは求めてもい
いのではないだろうか。障害のある講師が少
しでも分かって欲しいと熱弁を振るっても，
どこか人ごとのようで温度差も感じる。そこ
で，「ノーマライゼーション」の授業にいくつ
かの変更を試みている。主なものは次の３点
である。
　①年間計画の見直し
　②特別支援学校生徒の参加
　③高校教員による授業
⑴ 年間計画の見直し
　特別支援学校の生徒に関わる「知的障害」「発
達障害」を年度の最初に配置していた。発達
障害は確かに自分にも似たところがある，と
実感もできるため，その特性を「地続き」の
ものとして理解することもできていた。しか
し，学習の進行に伴って，視覚障害･聴覚障害
など，顕在的な障害を取り上げるようになる
と，生徒の意識の中にいつしか，自分事と他

人事とが明確に線引きされるような傾向が見
みられ，感想にも「困っていたら助けてあげる」
など「してあげる」立場からのものが目立つ
ようになった。さまざまな人が交錯する社会
では固定的に「してあげる人」「してもらう人」
がいるのではなく，随時その立場が入れ替わ
る「おたがいさま」の関係性を意識しておく
必要がある。そこで，配列を逆にして小学校・
中学校の福祉学習でもよく取り上げられる顕
在的な障害から学習を始め，次第に自分との
違いが曖昧になりがちな知的障害，発達障害
へと学習を進めるように計画を変更した。さ
らに，障害当事者が登壇し，障害や人生につ
いて語ってもらい，その翌週に「障害」の講
義を受け，知識として整理する形に改め，障
害理解から障害者理解へと方向を変えた。生
徒の感想にも「障害があるのに頑張っていて
すごい」というものから，「〇〇先生かっこい
い」「素敵」など，より身近に感じている感想
も見られるようになってきた。
⑵ 特別支援学校生徒の参加
　これまでは，高校生徒のみを対象に実施し
てきた「ノーマライゼーション」であるが，
今年度からは特別支援学校の生徒もこの授業
に参加する。７年目の大きな変更である。地
続きのものとして障害を捉えるようになるた
めには，地続きで少し異なる特性も見られる
特別支援学校の生徒と共に学ぶことは有効で
あろうと考えた。もっとも，全ての授業に参
加するのではなく，授業のテーマを踏まえ，
特別支援の生徒の発達段階に応じて，必要か
つ重要なテーマについて共に学ぶ形をとる。
１時間は合同で講義を中心にした授業，あと
の１時間で高校，特別支援それぞれに分かれ
て､ 特性に合わせてさらに学習を深めるとい
う計画である。
⑶ 高校教員による授業
　高校教員にとって「ノーマライゼーション」
の授業は職員研修の機会ともなっている。ど
の授業も，最先端の知見をもとに組み立てて
おり，特に発達障害については，机間指導を
しながら生徒と共に学び，その知見を普段の
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生徒との関わりに役立てることもよくある。
　これまで，高校の教員はどちらかというと，
補助的な役割に終始していたが，今年度，メ
インの講師として授業に登壇した。聴覚障害
をテーマにした回である。聴覚に障害のある
教員と，手話に長けた教員とがチームを組ん
で授業に臨んだ。日頃から授業で顔を合わせ
ている教員からの呼びかけは，生徒にもしっ
かりと届いたようである。感想の中には「書
道を教えてもらっている先生の話だから，一
生懸命聞こうと思った」「普段，授業を受けて
いるから話がよく分かった」などと書いてい
るものもあり，普段の関係性が学びを促進し
ていることを示している。
　学習の締めくくりとして２月に行う「ノー
マライゼーション発表大会」も高校と特別支
援学校で行う行事である。講義を聴くという
形を中心に行った学習を経て，生徒が主体的
に考え，調べ，まとめ，発表する段階へと進む。
８人程度のグループに分かれ，話合い，さら
に深めたいテーマを決める。文献を調べたり，
インターネット上の情報を検索したりしなが
ら，より詳しく，より深く学んで行く。ここ
での教員の役割はファシリテーターで，助言
をしながら生徒の学びがより深くなるように
促していく。
　学びの成果は模造紙にまとめ，各部ごとに
行われる発表会で発表し，代表選考をする。
ここで選ばれたグループが，全校規模で行わ
れる発表大会の場で発表する。代表にならな
かったグループもポスター発表という形で，
当日会場に掲示する。
　上級生の聴く態度も，発表内容も年々向上
しているものの，自分自身を環境因子ととら
え「地続き」のものとして障害を考えた発表
にまでは至っておらず，今後の課題となって
いる。

３　阪神昆陽の通級指導

　学校教育法施行規則及び文部科学省告示の
改正を受け，今年度より高等学校における通

級指導が可能となり，兵庫県では９校で中学
校から連続性のある多様な学びの場としての

「通級による指導」がスタートしている。阪神
昆陽でも特別支援学校の協力を得て取組を始
めた。
⑴ 通級の開始まで
　県教育委員会特別支援教育課の助言も受け
ながら，まず教員研修を実施した。１回目は

「高校通級」が始まる経緯と「高校通級」とは
何かについてなど，高校通級の概要について
行い，２回目は阪神昆陽で取り組む「通級」
の具体的なプランと自立活動の実際について，
生徒の決定までのプロセスを行った。
　通級担当教員の指名，通級指導用の教室整
備など慌ただしく準備が始まった。指導の内
容は，先行的に取り組んでいる県立西宮香風
高等学校や全国のモデル校の取組（文部科学
省初等中等教育局特別支援教育課「高等学校
における『通級による指導』実践事例集」文
部科学省，平成29年）を参考に，生徒の自己
理解（特性理解），自己コントロール，ソーシャ
ルスキルトレーニングを中心にすることにし
た。
　高校での通級は，単位の履修・修得，必履
修科目，卒業に必要な単位数などに配慮して
制度設計されている。単位制の本校では，通
級指導を選択科目の一つとして設置すること
で無理なく導入することが可能である。そこ
で，「基礎社会技術」（半期１単位，通年２単位）
という名称の科目を立ち上げ，火曜日の７，８
時間目は上級年次生を対象に４月開始，金曜
日の７，８時間目を１年次対象に後期の開講と
計画し，４人の担当者と隣接の特別支援学校
の特別支援教育コーディネーター２人ととも
に準備を進めた。
　上級年次については，４月の始業式には生
徒･保護者の希望を掌握し，面談で通級指導の
メリット，デメリットを伝えたうえで，受講
の意思を確認した。最終的に２名が残り，校
内委員会で正式に決定し，５月からスタート
することになった。
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⑵ 通級指導の開始
　最初は，教員も加わって「偏愛マップ」（「偏
愛マップ―キラいな人がいなくなるコミュニ
ケーションメソッド」斉藤孝，NTT出版，平
成16年）を用いた自己紹介から始め，長くラ
リーを続ける卓球，ペーパークラフトなど，
活動を通して生徒の特性を把握できるように
努めた。面談のほかにも，特別支援学校の資
格を持った教員に依頼してWISC－Ⅳ※を行う
など，５月末までは実態把握の期間と位置づ
け，生徒の困り感に注目した。特別支援学校
のコーディネーターも含んだ６人の担当者全
員で待ち構えていると，２人の生徒は威圧感
を感じてしまい，その後，しばらく欠席して
しまうという失敗もあった。修学旅行と関連
づけて事前事後の指導をしながらも，単位認
定の根拠となる個別の指導計画の作成，教務
部との単位認定に向けての手順の調整など課
題は多い。
　上級生の通級指導の開始と並行して実施し
たのが，新入生への取組である。３月の合格
者説明会で，全体に向けて説明をした後，基
礎力診断テストでの受験時の生徒観察や中学
校を訪問しての引継ぎと，生徒の困り感の把
握に努めた。今年度は，県教育委員会が作成
した「中高連携シート」の活用もあり，個別
の教育支援計画等の引継ぎとともに新入生の
実態把握に役立てることができた。入学手続
きと同時に受講希望票を回収したが，予定を
大幅に超える30人以上の希望があり，面談を
実施し，保護者・本人のニーズを聞き取ると
同時に，全員の希望をかなえることができな
いことも併せて伝えた。その後は，授業が始
まってからの様子を学級担任，教科担任とと
もに観察を続け，７月の三者面談で意向を確
認したうえで，対象者を選考，校内委員会で
決定することとした。
　４月当初のオリエンテーションなどが終わ
り，授業が始まると新入生の手続き・段取り
は一旦落ち着く。気になる生徒については，
授業の様子を見に行ったり，教科担当と話を
したりもした。通級の授業が始まっても，担

当者が関われるのは週に１回２時間のことで
ある。主な指導の場は，普通に受けている通
常学級での授業であることに変わりはない。
そのうえ，通級を希望していても，参加を断
らなければならない生徒がかなりの数に上る。
したがって，普段の授業で「通級もれ」の生
徒に対するケアと指導も丁寧に行うことが求
められる。誰にでもわかるユニバーサルデザ
インに基づく授業に加え，普段の授業での丁
寧な関わりを進めなければならない。通級で
の指導はもちろんだが，通常の授業を中心に，
学校生活全般での関わりについて教員間で共
有できるようにしたい。
⑶ 通級指導に求められるもの
　単位を認定する科目としての「通級」とい
う意識が強くなりすぎたのか，担当者の意識
がいつしか「指導・支援」よりも「履修・修得」
を重視するようになっていた。科目「基礎社
会技術」の教科担当という意識である。立ち
上げに至るスケジュールをこなすことに終始
するあまり，高校通級ですべきことを見失っ
ていたのではないかと反省した。
　授業としての通級指導はもちろんだが，担
任・保護者との連携，「交流及び共同学習」も
含めた授業での関わりの提案など，学校全体
を視野に入れた特別支援教育をデザインし，
発信するのも「通級」担当の役割ではないか。
高校では「通級」による指導は始まったばか
り。小学校・中学校での取組から大いに学び，
その一方で，多様な生徒一人一人と向かい合っ
てきた定時制高校の実践をも活かしながら，
高校での「通級による指導」を，そして特別
支援教育を深めていきたい。
※ICF：International Classification of Functioning, 

Disability and Healthの略。これまでのWHO国際
障害分類（ICIDH）がマイナス面を分類するとい
う考え方が中心であったのに対し，ICFは，生活
機能というプラス面からみるように視点を転換
し，さらに環境因子等の観点を加えたもの。

※WISC－Ⅳ：５歳０カ月～ 16歳11カ月の子どもを対
象にした，世界でも広く利用されている代表的な
児童用知能検査
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１　はじめに
　本校の位置する洲本市は城下町として発達
し，今も淡路地域における商工業・交通・文
化の中心である。校区は大型商業施設を中核
とした旧市街が中心であったが，平成23年度
には，緑豊かな中川原地区が校区に加わり，
現在，各学年２学級規模の学校となっている。

生徒は明るく，真面目で，校区の小学校の
ほとんどが単学級，少人数のため，気心の知
れた仲間と安心感を持って生活している。し
かし，人間関係が固定化されやすく主体的に
活動することに課題がある。中学校に入学す
ると，新しい人間関係の構築に戸惑いを感じ
る生徒が多くみられる。携帯電話やスマート
フォンを介しての仲間作りはできるが，面と
向かって本音を伝え合える仲間作りの難し
さ，相手の気持ちや考えをくみ取ることの難
しさを感じる生徒が増えている。そのため本
校では，相手の考えを聞き，自分の考えを伝
え，お互いを尊重し，深め合う「対話のある
授業づくり」を目標に授業を実践し，授業後
に「今日の授業は対話があったか」と互いに
振り返り，研鑽を続けている。
　また，保護者や地域の学校教育に対する関
心は高く，理解や協力にも恵まれ教育活動の
原動力になっている。

２　マイ・チャレンジによる取組
　キャリア教育推進事業として昨年度は，各
方面で活躍している卒業生を招き，これまで
挑戦してきたことや自身の体験についてお話
をしていただく「マイ・チャレンジ～新たな
一歩を踏み出す～」を通して地域との連携を
より深めている。その中で，国際社会で活躍・
貢献する意欲・態度を育成する一助として，

「異文化理解について」と題して北海学園大
学名誉教授である井上真蔵氏にご講演をいた
だいた。国際関係論を専門とし，トロント大
学大学院での８年間の研究後，日本とカナダ
の姉妹都市交流を異文化接触という視点で研
究を続けられている（写真１）。

この取組の生徒の感想を次に記載する。
＜生徒の感想より＞
○ドアを開けっぱなしというのが心に残りま
した。「僕のところのドアはいつも空いてい
るからね」というのは，心のドアのことだと
思っていましたが，実際空いているんだと知
り，ビックリしました。「いつでも来ていい
よ」って意味だと初めて知りました。
○「Good　morning」と「おはよう」があ
いさつとしては同じ意味だけど，国によって
使い方が違うことを初めて知りました。日本
では当たり前のことも，外国ではそうでない
ことがよく分かりました。ドアの使い方も，
日本では考えられない使い方だと知り，びっ
くりしました。日本と他の国では，文化や考
え方が違うことをよく理解し，外国へ行くと
きなどに役立てていきたいと思いました。
○ドアの話では，外国と日本の違いの大きさ
をとても感じました。「思いを言葉に，行動
に」という言葉は，外国の文化に対しても，
日本の文化に対してもとても重要だと思いま
した。しっかり日本や世界の文化の違いを理
解し，国際コミュニケーション力をつけてい
きたいと思います。そして，外国の文化をしっ
かり受け入れていきたいです。
○私は消極的で，普段も自分の考えをなかな
か言えないけれど，今のままではいけないの
で，今のうちから練習していきたいです。そ
して，自分の思いを言葉や行動にしていきた

授業実践授業実践授業実践

前洲本市立洲浜中学校　主幹教諭 大
おおくら

倉　有
ゆ か り

加里

国際社会で活躍する意欲や態度の育成
～マイ・チャレンジ，英語授業を通して～
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いです。
○日本は仲間内でしか挨拶をしないし，見ず
知らずの人とは決してしないけど，外国では
違うことを知りました。これからは，挨拶を
したいと思いました。
○僕は，自分を表に出していくアメリカ人の
人間性に興味を持っていて，今回の講演を楽
しみにしていました。日本とはまるで違う人
間性はどこから来ているのかと兄と話し合
い，言語の違いが大きいと考えていました。
今回の講演で，詳しいお話を聞くことができ，
ますます異文化に興味を持ちました。
○普段当たり前にしている挨拶一つにしても，
英語と日本語には大きな違いがありました。
どうしても，表面だけで物事を見てしまうけ
ど，その奥にも目を向けると新たな発見があ
ると気づきました。これからは視野を広く持っ
て，いろいろな考えに触れていきたいです。

３　英語授業での取組
　新学習指導要領において「生徒が英語に触
れる機会を充実するとともに，授業を実際の
コミュニケーションの場面とするため，授業
は英語で行うことを基本とする」ことが明記
された。また，外国語による聞くこと，読む
こと，話すこと，書くことの言語活動を通し
て，簡単な情報や考えなどを理解したり，伝
えあったりするコミュニケーションを図る資
質・能力の育成も必要とされている。このこ
とを受けて，英語教育の考え方や今までの授
業スタイルを大きく改善する必要性を感じた。
しかし，どのようにすれば生徒に分かりやす
く英語を用いて文法指導ができるのか，教科
書の内容理解はどのようにすればよいのか苦

慮していたところ，平成28年度「英語教育推
進リーダー研修」に参加させていただいた。

アクティブラーニング型の研修で，私達自
らが生徒として授業を実体験し，英語のみで
授業を運営していく方法や学習者の意欲を高
める効果的な言語活動について学んだ。そし
て，学んだ指導法をそれぞれの勤務校で実践
し，自分の授業改善に取り組むシステムと
なっている。その研修を受講し，現在実践し
ている取組について紹介する。
・授業形態
　縦・横・斜めで組みかえしたペアワークを
取り入れている。個人→ペア→グループ→個
人という流れで行っている。まずは，自分で
考える時間をとり，次にペアでお互いの意見
や考えを確認する。いろいろな人の意見や考
えを聞き，最終的に自分の考えをまとめる。
個人ではなかなか考えられなかったことも，
ペアで話すことにより，お互いに教え合い発
表することができる。また，生徒にとっては
大勢の前で話すスピーチよりも，数人の生徒
同士のような小さな集団で話し合う方が，英
語を話す障壁も低く，発話量も増えると研修
を通して学んだ。
・Warm-Up
　授業の最初の帯活動として「1 minute 
talk」と「song」を行っている。「1 minute 
talk」では前時に学んだターゲットセンテン
スを用いた質問や季節に応じた質問をし，そ
の質問についてペアで１分間会話を続ける。
・復　習
Card Activities
　カードを使って，前時の新出単語やター
ゲットセンテンスの復習をする。
Matching
　ピクチャーカードと文（単語）が書かれた
カードをあわせる。
Memory challenge
　ピクチャーカードを１枚選んで引き，その
絵にあった文（単語）を答える。
Pelmanism
　トランプの神経衰弱と同じ要領で行う。
・展　開
　新出単語の導入
　次の絵や写真（写真２）等を活用する。

▲ 写真１「思いを言葉に，思いを行動に」
　　　　  井上氏からのメッセージ
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　What does he do?
と質問をし，He helps 
or saves the tree.の
ような答えをひきだ
し，tree surgeonと
いう単語を導入し，
その後，発音練習を
す る。 単 語 が イ ン
プットされたかどう
かの確認は復習時の
Card Activitiesを
行う。

・ターゲットセンテンスの導入時（①）
Authentic Materialsの使用
　ポスター，標識，レストランやファースト
フード店のメニュー，旅行用パンフレットな
ど英語で書かれたものや英語で放送されてい
る天気予報，ＢＢＣやＣＮＮのニュース，英
語で放映されているドラマやコマーシャルを
使用し，ネイティブの英語に触れさせるとと
もに，生徒のモチベーションを高めている。
Personalisation（自己関連性）
　教材を自分と関連付けて考えられるように
工夫をする。
Information-transfer activities
　生徒の内容理解を図る方法として用いてい
る。教科書や教材の内容をグラフや時系列で
まとめたり，絵で表現したりする。

①　教材・ターゲットセンテンス

②　（例）まとめ    　

 
③　（例）まとめ

（研修資料より　www.britishcouncil.or.jp）

①の教材の内容理解を図るために，②のよ
うに絵で表現したり，③のように時系列にま
とめたりしている。
・ＩＣＴ機器の活用
　カードゲームを行うときの写真やイラス
ト，ターゲットセンテンスを導入するときの
文字や文章などをタブレットなどのICT機器
を使用することにより，生徒のモチベーショ
ンも上がり，理解度も高くなっている。また，
板書の時間も減り，生徒の活動の様子をよく
見ることができる。今後はタブレットを利用
したより効果的な教材作成に取り組みたい。

４　おわりに
　授業改善にあたり，まずは生徒の実態を
しっかりと把握し，実態に応じた授業づくり
を図る必要がある。個々に応じた指導，協働
学習を取り入れた指導，生徒同士が学び合え
る指導と工夫しながら，英語を用いて「自分
の考えを伝えることができる」生徒の育成を
目指し，研究を更に進めていきたい。

▲ 写真２ 樹木医の写真
（研修資料より）
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