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本校では、地域支援係が窓口になり、地域の学

校や施設の先生方や保護者に相談支援を行ってい

ます。本号では、本年度の肢体不自由学級の先生

方からの相談と支援についてダイジェストでお知

らせしたいと思います。 

  

肢体不自由のあるお子さんの特性とは 

   肢体不自由があるということ 

肢体不自由の原因の多くは脳性麻痺をはじめと

する脳性疾患によるものです。脳性麻痺は障害さ

れている脳の部分や広がりによって、運動障害の

他、情報処理能力や視知覚、たとえば、目と手の

協応動作困難や図と地の弁別の困難、空間認知の

困難等、学習する上での種々の困難が生じる場合 

があります。これらが相互に関連し合って、先生

方が担当されているお子さんの実態像をつくって

いるのだと理解して下さい。 

障害のあるお子さんの教育の一歩は、お子さん

の実態を把握することです。石井光子先生〈千葉

県千葉リハビリテーションセンター小児科〉は『肢

体不自由教育 220』の中で、肢体不自由のあるお

子さんを担当する先生方に、「まずは、肢体不自由

の多様な障害像、病態像について広く浅く基礎的

な知識を身につけてください。その上で縁あって

受け持つことになった子供の病態と医療的配慮に

ついて、主治医や家族にじっくり話を聞きながら

改めて深く学んでください。その積み重ねが肢体

不自由教育の専門性を高めることになると確信し

ます」と書かれています。 

 

ここから、具体的な指導について話を進めます。 

 

 

基本的生活習慣に関すること 

・時間を意識して活動させるにはどうしたらよい

のか。 

・持ち物をどこにやったか忘れることがある。 

・次の行動への気持ちの切り替えが難しい。 

・着替え、排泄の介助の仕方は、現状でよいのか。 

・食事はできないことを介助しているが。 

  見通し 機能の評価 

上三つについては「見通し」という言葉がキー

ワードになると思われます。「見通し」へのアプ

ローチとして、私たちがよく用いる手立ては「今

日の予定」を視覚的に分かるように知らせること

です。 

下の二つは、機能についてどうとらえ、向上さ

せるために何をするかを考える必要があります。

姿勢に関することは、なかなか難しいです。外部

専門家である作業療法士、理学

療法士にアドバイスしてもらう

のが、安心です。 

また、口腔機能に合わない食

事は危険があります。たとえば、

口に入れたままなかなか飲み込

まないお子さんは、飲み込めない、つまり、食べ

物を口の中で処理するのに困っているのかも知れ

ません。 

 

  手指の運動障害について 

・書字は全介助である。 

・書字が苦手。 

・ノートを書くのに時間がかかる。 

・細かいものの作業が苦手。 



  機能の評価 自助具・代替用具必要性を検討 

肢体不自由のお子さんのほとんどが手指の運動

障害をもっています。筆記用具や作業用具、学習

で使用する道具に関する手の操作性や巧緻性、作

業能力等について実態把握していきます。対応と

して、文字の大きさ、書写の速さ、自助具や補助

用具あるいはコンピュータ等の代替用具の必要性

についても考えていきます。 

 

 身体の動きについて 

・右足の踵、足首の痛みをうったえる。 

・移動、行動をスムーズにしたい。 

・不意にぶつかったり、倒れやすかったりする。 

・特別教室の移動、校外学習の移動で大幅な遅れ

をとる。 

・体が大きくなり、動きづらくなってきた。 

・リハビリを受けていない。ストレッチなどを  

行っている。 

外部専門家の活用を 

 体のことについて、私たち教員は生理や病理に

ついて多くの知識を持っているわけではありませ

ん。鍛えるために、一般的な方法、内容で指導す

るのは考えなければならないところです。骨折、

脱臼の事故は言うに及ばず、過度に疲労させるこ

とがよくないし、無理な運動で側弯の進行を助長

させることも避けたいです。そのようなときは、

外部専門家を活用して下さい。外部専門家は、お

子さんの身体運動面のアセスメントをしてくれま

す。評価もしてくれます。こういうことに気をつ

けるようにと配慮についても教えてくれます。身

体機能の維持・増進のためのメニューや環境設定

について教えてくれます。再評価を受けると、指

導計画の見直しができます。そうした取り組みの

中で教師も学んでいくことができます。 

 

  知的活動に関して 

〈視知覚機能に関すること〉 

・ものの形や位置をとらえにくいため、図形の問

題の理解が難しい。 

・文字、特に漢字の形のとらえにくさがある。 

・目をうまく使っていないような行動が見られる。 

視機能の学習 

肢体不自由のあるお子さんの多くが視機能に係

る問題を持っています。私たちは、視覚から情報

を取り入れて脳で処理します。そしてほかの感覚

や運動と合わせて用いています。目で見る、脳で

処理する、連動して運動するがうまくいかないと、

先のようなことが出現します。 

まずは実態把握をします。目と手の協応動作、 

図と地の知覚、空間の認知等の状況を観察してい

きます。  

必要に応じて、フロスティッグ視知覚発達検査、

WAVES 等の標準化された検査

を実施することもよいと思いま

す。トレーニングの一つに、ビ

ジョントレーニングがあります。 

教育活動として取り組む場合は、一般化されて

いるテキストを用いることをお勧めします。客観

的な文献に学びながらきちんとアセスメントをし

て実態を捉え、目標設定して、評価するというよ

うに、系統的に行うことです。 

 

  認知やコニュニケーションの発達について 

・応用問題や表現することが苦手。 

・考えや気持ちを言葉で伝えることが苦手。 

・子供同士の関係をどう作っていけばよいのか。 

・子供同士で遊ぶにはどうしたらよいか。 

・いろいろと話をするとうるさがる。 

言葉の力を高める指導 

理解力や判断力、言語能力に弱さがあるお子さ

んは、会話についていけないことや周りの状況を

把握できないことがしばしば起きてしまいます。

また、自分の気持ちや考えを表現することもうま

くできず、集団行動や人間関係に困難が生じるこ

とがあります。学業やコミュニケーションでつま

ずきやすくなると、集団行動や人間関係で自信を

無くしてしまう可能性があります。 

ソーシャルスキルトレーニングという指導があ

ります。原則に沿って進めるもので、スキルが生

活の中で発揮できるように考えられています。人
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とのコミュニケーション力は、自然に身につくも

のと考えがちですが、学習することで獲得するこ

とが多いと思います。 

 

学習指導 

・異なる学習課題に対する個別指導。 

・算数の数の概念、文章問題、図形問題が苦手。 

・順序数の読み書きはできるが、量の概念１０ま

でにとどまっている。 

・平仮名の読み書きはできるようになったが、音

読の時、一字一字の拾い読みになる。  

・漢字を書いたり覚えたりすることが苦手。 

・体育の指導内容。   

・水泳の指導。  

・運動会の取り組み。 

個別の調整、配慮 

下の三点については、お子さんの機能を考え、

個別のプログラムを作る必要があります。お子さ

んの機能について実態把握します。その際には危

険への配慮と、子供自身が「どうしたいと思って

いるか」の聴き取りが重要になってきます。その

上で、その子ができることを考えたりルールを工

夫したりします。外部専門家の支援が有効です。 

「話すこと・聞くこと」について

は、ニーズに応じた代替の発信手

段（サイン、 ジェスチャー、パ

ソコン、トーキングエイド）の活

用や、メモやノート、ワークシート等で

考えることに取り組んでみましょう。 

また、複数の情報を同時に処理することがむず

かしいとか、述べたいことを覚えられなかったり、

因果関係が整理できなかったりする場合は、思考

の順序を示すことが支援になります。 

姿勢、動作の不自由さから、本などが読みにく

い場合は、学習しやすい姿勢づくりと共に、書見

台などの補助具の工夫が有効です。音読は可能で

も、文章の意味理解に困難がある場合は子どもの

能力にあわせて、文章の意味内容を精選したワー

クシートを作る必要もあります。文字飛ばし、行

飛ばしで視知覚に課題がある実態のお子さんはビ

ジョントレーニングもよいと思います。そのほか、

学習全般に係る配慮事項として次のようなことが

挙げられます。 

・椅子、机が体に合っているか確認する。 

・学習の準備や身支度などを、かごや荷物台を使

うなどしてできるだけ自分で行うようにする。  

・授業で具体的、直接的な活動をし、具体物操作

の機会を多く持つ。  

・自己目標、自己評価を行って自分で考えたり、

自分を振り返ったりする機会を設定する。  

・児童生徒一人一人に個人一冊のファイルを作っ

て、経時でファイリングしていく。 

学習の指導については、具体的なこと、実感で

きることをたくさん学ばせて下さい。読んで理解

し、書いて覚えるといった学習方法は必ずしも有

効でありません。理解するために、どんなことを

すればよいかについて、発想を転換させて考えな

ければなりません。 

 

  自己認識に関して 

・場の安全に気を付けることができない。  

・転びやすいので見守りが欠かせない。  

・肥満傾向 

・障害でできないことと、練習すればできるよう

になることの判断が難しい。  

・どの場面で手を貸すのか、頑張らせるか。  

・周囲と自分を比べ始めている。  

・周りの子供の到達度を気にする。  

・保護者の希望と学校のできることのずれ。  

・保護者の思いと子どもの実態が違う。 

・支援してもらうのが当たり前になっていて、自

分で考えたり、決めたりすることが苦手。  

・手伝ってもらうのを嫌がる。  

・いらいらしている。  

キャリア教育として 

 障害のあるお子さんは、育ちの中で「できない」

「身につかない」という面が強調されてきた場合

が多く、「自己肯定感」が弱い傾向を感じること

があります。普通学校から支援学校に入学してき

た子どもたちにそうしたことを感じます。学校は
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時に楽しいものでなかったという経験があること

も共通です。 

本校では、そうしたことへの手立てとして、個

別の指導計画をつくります。学校教育の初めの６

年間を小学部で、中学部では学力を縦横に伸ばす

３年間と、卒業まで限られた時間の中で、「自分

でできる」「自分で選べる」環境を準備して、身

についた力を自分で感じ取れる学習をたくさん積

ませます。そして高等部は、障害の軽重にかかわ

らず、学年ごとにクラス分けをしています。生徒

達は、多様な友達と過ごす小社会の中で、「生き

る力」を身につけていきます。 

 自己理解、人とのかかわりといった、自分自身

の心のありようを課題に取り組んでいく指導は難

しいことであると思いますが、子供たちに、本当

の意味で自分を理解し、自己有用感をもたせて次

の学年に、あるいは次の学校に、あるいは社会に

送ることは「生きる力」に直結することであると

ともに、私たちの命題であると考えます。 

  

その他 

保護者との関係 校内支援体制のこと 

教育活動に保護者の協力は不可欠です。連絡を

密に取り、良好なコミュニケーションをすること

を心がけて下さい。家での生活の様子を知りたい

場合は、連絡帳の書式などの工夫も必要です。 

現場の先生方は、指導計画・支援計画を立てる

のにご苦労されています。基本は一人で立案しな

いことです。実態把握、目標設定、指導内容の選

択、評価というサイクルの客観性・妥当性を図る

ために、これらは複眼的に検討されるものです。

交流学級の担任や授業に入ってくれる教員、コー

ディネーターなど、協働して作成して下さい。そ

の協働が難しいときは支援を要請してください。 

 「交流学校と同じ国語・算数」の指導内容を修

得することがとても困難だというケースでは、校

内委員会などを経て、教育課程について総合的に

考えていかなければなりません。心理検査も必要

になるでしょう。重要なのは、校内でも、保護者

にも、後任の担任にも｢説明できること」です。  

また、学習内容や、評価についてなど教育課程

に係るものについて担任一人で保護者に伝えるこ

とはトラブルの元です。事前に校内で十分に共有

して、学校の考えとして伝える姿勢が大切です。 

児童生徒の困り感に気づける担任のセンスと、

その主訴を組織的に検討できる校内体制の充実が

その学校の特別支援教育充実のバロメータになる

のではないでしょうか。 

 特別な支援が必要な児童生徒とのかかわりにつ

いて、特別支援学級の担任が一人で抱え込むよう

なことはあってはならないことです。そして、教

育課程の編制は客観的であるべきものですので、

一人で編成することは禁忌です。つねに、特別支

援学級間、交流学級、学年、管理職と共有して、

教育課程に対して説明が求められたら、学校の考

えとして複数で説明することが大切です。個別懇

談なども、評価に関することなど説明が必要なこ

とが当然出てきますので、複数で対応するのが望

ましいと思います。 

 

 

本号では、特別支援学級を担任していられる先

生方の｢困っていること」に焦点を当てて、まとめ

てみました。子どもたちの不自由の軽減につなが

り、先生方の課題解決が図れたら本当に嬉しいで

す。 

 言うまでもないことですが、障害の有無、軽重

にかかわらず子どもたちは、教師の価値観、イン

テリジェンスを敏感に受け止め、行動に反映して

いきます。「不自由を抱えて生きていくことがど

ういうことか」「マイノリティの生きづらさの中

でどのように自分の価値観を育てていくか」に教

師自身が課題として取り組むこと、それが、私た

ち自身の専門性と感性を磨くことにつながってい

くのではないでしょうか。 

 

 

 

甲府支援学校 

地域支援・就学担当  長田 佳美 
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