
「土は色々ものが作れる」「土は潰れてもまた作れ
る」等の子どもの授業中の発言やアンケート結果か
ら、土は自分の思いや考えによって、容易に形成す
ることが可能であることなど、可塑性・応答性の
高い素材であることに気付くことができているこ
とが分かった。また、土遊び・かまど作りを通し
て，様々な場所の土には色・手触り・粒の大きさ等
の違いがあり、自分が作りたいものや、自分の思
いに合った目的に応じて、適した土を選ぶことが
できた。

（ ）探究的な学び
授業の中で、子どもが疑問に思ったこと、直面した

問題を解決していく探究活動が発展的かつスパイ
ラルに繰り返されており、探究的な学びを展開す
ることができた。子どもたちは、問題解決に向け
て、友達と意見を出し合い、情報を取捨選択し、考え
を深化させたり、土遊びの過程、かまどの製作過程で
は、完成形をイメージしながら、見通したり、試した
り、工夫したりして探究的・創造的に考える姿が見ら
れた。
また、様々な土遊びやかまど作りにおいて、適した

土を探す場面では、土を比べたり、新たな土を探した
りするなど分析的に思考する過程が伺え、気付きの
質が高まった。
さらに、子どもの興味・関心の高まりから、自ら家

庭で、サツマイモの調理方法を記述したり、かまどの
設計図を描いたり、家族とかまどを作ったりするな
ど、主体的に探究する姿勢が散見された。

．まとめ
子どもが土と関わり、主体的・協働的に試行錯誤

しながら、探究的な学びを展開することができた。
また、生活科のみならず、国語や図画工作、食育

を関連させ、子どもの多面的な発達を促すと共に、
中学年以降の学びの接続を考慮した授業を展開し
た。このような合科的な授業は、 年生の発達段階
に即しており、スタートカリキュラムとして適して
いることが伺えた。
さらに、授業後には、土遊びが「大好き」また「

少し好き」を回答した子どもは、 人中 人
（ ）であり、土を身近に感じ、土に親しむこと
ができ、生活を豊かにしていくことができた。

．今後の課題
今後の課題として、次の 点を挙げる。
授業後のアンケート調査において、土遊びが好き

か否かを尋ね、その次に、その理由を記述する欄を設

けたが、「少し好き」「少し苦手」を選択した子ども
は、「土遊びは好きだけど、汚れるのがいや」等の記
述をしており、土によって手や衣服などが汚れるこ
とを嫌であることが分かった。今後の課題は、まず、
この点に関して、一人一人に詳細に思いを聞き、「土
遊び」が大好きになるような手立てを企てることで
ある。次に、子どもの授業の振り返りの記述及びアン
ケート調査、保護者へのアンケート調査を基に、土遊
びの教育効果を分析することである。
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1. はじめに 

小・中学校において特別支援教育のサービスを受ける児童生徒の数は年々増加してい

る。一方、小・中学校における特別な教育的ニーズのある子どもの指導・支援は全てにお

いて充実している訳ではない。例えば、小学校の通常学級では、教員が日々の業務に追わ

れ児童の実態把握が十分に行われず、また児童の実態把握が重要視されていない（村田・

松崎, 2009）。特別支援教育では個々の特別な教育的ニーズに沿った指導の内容や方法が検

討されるため、児童生徒の実態を適切に把握することは非常に重要である。近年、個々の

実態把握の方法として、知的発達の側面に加え、行動特徴や社会性の発達に関するアセス

メントの重要性が指摘されているが、客観的なツールは少ない。

このような状況において、センター的機能を有する特別支援学校による小・中学校への

支援の充実が求められている。例えば、巡回相談やコンサルテーションを通して、特別支

援学校の教員が地域の小・中学校の教員に、特別な教育的ニーズのある子どもの指導に関

する助言を行う機会が設けられている。しかし、特別支援学校の教師の多くは、他の教師

や学校へのコンサルテーションを経験したことがなく，試行錯誤しながら支援にあたって

いる（武田ら，2013）。また、小・中学校の通常学級の担任が、コンサルテーションを通

して個別の指導に関する助言を受けても、納得して実践に取り入れることが難しければ効

果は期待できない（岡野, 2019）。以上の課題と関連して、教師間・学校間の情報提供や

情報共有のあり方の問題が指摘されている。例えば、小学校特別支援学級では、口頭での

やり取りによる情報共有が頻繁に行われている（国立特別支援教育総合研究所, 2015）。

情報共有の課題は学校内外での連携に影響を与えることが予想されるため、客観的なアセ

スメントツールを活用するなどの対応が求められる。

特別な教育的ニーズのある児童の指導のアプローチの一つとして、自立活動の指導があ

る。自立活動の指導は、子どもの学習上又は生活上の課題を解決するために必要な知識や

スキルの習得を目指して行われるものであり、6 つの区分と 27 項目によって構成されてい

る（文部科学省、2018）。特別支援学校だけではなく特別支援学級や通級指導教室におい

ても、特別な教育的ニーズのある子どもの指導において活用されている。井上ら（2019）

は、小学校特別支援学級の児童を対象に、社会性と情動の学習を目的とした自立活動の授

業を行った。小集団による音楽を媒介とした活動を通して、児童が活動に参加しやすくな

り、他児との関係性や自己の情動のコントロールに改善がみられた事例を報告している。

知的障害や発達障害のある子どもは、適切な指導や支援がなされない場合、仲間関係や
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集団適応において困難を示しやすい。彼らの仲間関係や適応上の問題を改善、予防するこ

とを目的としたアプローチの一つに、ソーシャルスキルトレーニング（以下、SST とす

る）がある（竹澤, 2010）。SST は、子どもの社会性や日常生活に関わるスキルの習得を目

指すアプローチであり、自立活動の授業においても活用されている(塚田ら, 2010; 大友,

2019)。

今回の実践では、公立小学校の特別支援学級に在籍する児童を対象に、自立活動の授業

を通して個々の特別な教育的ニーズに沿った指導を行った。対人関係やコミュニケーショ

ンなど社会性の発達に焦点をあて、スムーズな学習と定着を目指して支援を行い、その経

過と児童の変化を報告するとともに、指導内容及び方法について検討した。

2. 実践の内容と方法 

2.1. 対象児 

公立小学校の特別支援学級に在籍する男児 2 名（以下、A 児、B 児とする）を対象とし

た。A 児は 2 年生で、知的障害がある。集中力が持続しにくい、やりたいと思ったことを

直ちに実行する、他児とペースを合わせることが難しいなどの課題がある。B 児は 3 年生

で、自閉症スペクトラム障害（ASD）及び注意欠陥多動性障害（ADHD）がある。勝敗に

強いこだわりがあり、自分の失敗が許せない、特定の児童との関りにおいて衝動性が高

く、不安になりやすいなどの課題がある。

2.2. 期間及び場所 

201x 年 10 月から 12 月の約 2 か月間、A・B 児が在籍する学級の教室内及び小学校の多

目的教室内で実施した。

2.3. 手続き 

担任教員への聞き取りを通して A・B 児のアセスメントを実施した。フォーマル・アセ

スメントとして、Vineland-Ⅱ適応行動尺度（以下、Vineland-Ⅱとする）、子どもの行動チェ

ックリスト教師版（Child Behavior Checklist Teacher Rating From, 以下、TRF とする）、PVT-

R 絵画語い発達検査（以下、PVT-R とする）を実施した Vineland-Ⅱは、日常生活や社会性

などの適応行動を評価するための行動評定尺度である。TRF は、子どもの行動から心理面

の困難さを調べる尺度であり、子どもの状態を正常域、境界域、臨床域に分け、支援方法

を検討する事ができる。PVT-R は、音韻的理解と意味的理解を中心に、語いの理解力を測

定する尺度である。インフォーマル・アセスメントとして、担任教員への聞き取りを実施

した。聞き取りの内容は、学校での様子、家庭での様子、他の関係機関との連携、心理検

査の結果などであった。アセスメントの結果をもとに授業の内容及び方法を検討後、自立

活動の授業を実施した。

2.4. 授業の目標、内容及び方法 

アセスメントの結果をもとに、A・B 児の授業の目標を設定した。その際、文部科学省

（2018）によって示された自立活動の 6 区分 27 項目の中から、該当する区分と項目を選

択した（表 1）。授業の目標を達成するために必要な指導内容・方法を検討し、自立活動の

授業の指導案を作成した（表 2）。渡辺ら（2014）の報告を参考に、床に敷かれた約 30 セ

ンチ四方のマスを移動しながら課題に取り組むすごろく形式のゲーム（以下、「すごろく

ゲーム」とする）を設定し、SST の流れに沿って授業を進めた。

表 1 指導の目標と自立活動の区分・項目

3. 結果 

3.1. 指導の流れ 

A 児が所属する支援学級低学年の 5 名を対象に、また B 児が所属する支援学級高学年 4

名を対象に、自立活動の授業をそれぞれ 3 回、4 回実施した。

3.2. A児の様子 

1 回目から「すごろくゲーム」に参加し、マスで指定された課題に教師と一緒に取り組

む姿がみられた。また他児を応援したり、他児からの助言を参考に課題に取り組むなど、

自立活動の「コミュニケーション」や「人間関係の形成」の領域においてポジティブな行

動の変化がみられた。ゲームの準備と片づけでは「一人でやる」とシートを掴んで離さ

ず、「これ片づける」と他児と取り合いになる様子がみられた。

 

指導の目標 自立活動の区分・項目

Ａ
児

簡単なジェスチャーを交えながら、自分

のことを相手に伝える。

コミュニケーション

（1:ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの基礎的能力に関すること）

友だちや教師の働き掛けに気付き、簡単

な模倣等をしながら、一緒に活動する。

人間関係の形成

（1:他者との関わりの基礎に関すること）

Ｂ
児

テーマに沿って話したり、友だちや教師

の話に耳を傾けたりする。

人間関係の形成

（2：他者の意図や感情の理解に関すること）

安心して活動に取り組む。
心理的な安定

（１：情緒の安定に関すること）

活動を通して成功体験を積み重ね、でき

ることを実感する。

人間関係の形成

（３：自己理解と行動の調整に関すること）
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集団適応において困難を示しやすい。彼らの仲間関係や適応上の問題を改善、予防するこ

とを目的としたアプローチの一つに、ソーシャルスキルトレーニング（以下、SST とす

る）がある（竹澤, 2010）。SST は、子どもの社会性や日常生活に関わるスキルの習得を目

指すアプローチであり、自立活動の授業においても活用されている(塚田ら, 2010; 大友,

2019)。

今回の実践では、公立小学校の特別支援学級に在籍する児童を対象に、自立活動の授業

を通して個々の特別な教育的ニーズに沿った指導を行った。対人関係やコミュニケーショ

ンなど社会性の発達に焦点をあて、スムーズな学習と定着を目指して支援を行い、その経

過と児童の変化を報告するとともに、指導内容及び方法について検討した。

2. 実践の内容と方法 

2.1. 対象児 

公立小学校の特別支援学級に在籍する男児 2 名（以下、A 児、B 児とする）を対象とし
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強いこだわりがあり、自分の失敗が許せない、特定の児童との関りにおいて衝動性が高

く、不安になりやすいなどの課題がある。

2.2. 期間及び場所 

201x 年 10 月から 12 月の約 2 か月間、A・B 児が在籍する学級の教室内及び小学校の多

目的教室内で実施した。

2.3. 手続き 

担任教員への聞き取りを通して A・B 児のアセスメントを実施した。フォーマル・アセ

スメントとして、Vineland-Ⅱ適応行動尺度（以下、Vineland-Ⅱとする）、子どもの行動チェ

ックリスト教師版（Child Behavior Checklist Teacher Rating From, 以下、TRF とする）、PVT-

R 絵画語い発達検査（以下、PVT-R とする）を実施した Vineland-Ⅱは、日常生活や社会性

などの適応行動を評価するための行動評定尺度である。TRF は、子どもの行動から心理面

の困難さを調べる尺度であり、子どもの状態を正常域、境界域、臨床域に分け、支援方法

を検討する事ができる。PVT-R は、音韻的理解と意味的理解を中心に、語いの理解力を測

定する尺度である。インフォーマル・アセスメントとして、担任教員への聞き取りを実施
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査の結果などであった。アセスメントの結果をもとに授業の内容及び方法を検討後、自立

活動の授業を実施した。

2.4. 授業の目標、内容及び方法 

アセスメントの結果をもとに、A・B 児の授業の目標を設定した。その際、文部科学省

（2018）によって示された自立活動の 6 区分 27 項目の中から、該当する区分と項目を選

択した（表 1）。授業の目標を達成するために必要な指導内容・方法を検討し、自立活動の

授業の指導案を作成した（表 2）。渡辺ら（2014）の報告を参考に、床に敷かれた約 30 セ

ンチ四方のマスを移動しながら課題に取り組むすごろく形式のゲーム（以下、「すごろく

ゲーム」とする）を設定し、SST の流れに沿って授業を進めた。

表 1 指導の目標と自立活動の区分・項目

3. 結果 

3.1. 指導の流れ 

A 児が所属する支援学級低学年の 5 名を対象に、また B 児が所属する支援学級高学年 4

名を対象に、自立活動の授業をそれぞれ 3 回、4 回実施した。

3.2. A児の様子 

1 回目から「すごろくゲーム」に参加し、マスで指定された課題に教師と一緒に取り組

む姿がみられた。また他児を応援したり、他児からの助言を参考に課題に取り組むなど、

自立活動の「コミュニケーション」や「人間関係の形成」の領域においてポジティブな行

動の変化がみられた。ゲームの準備と片づけでは「一人でやる」とシートを掴んで離さ

ず、「これ片づける」と他児と取り合いになる様子がみられた。

 

指導の目標 自立活動の区分・項目

Ａ
児

簡単なジェスチャーを交えながら、自分

のことを相手に伝える。

コミュニケーション

（1:ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの基礎的能力に関すること）

友だちや教師の働き掛けに気付き、簡単

な模倣等をしながら、一緒に活動する。

人間関係の形成

（1:他者との関わりの基礎に関すること）

Ｂ
児

テーマに沿って話したり、友だちや教師

の話に耳を傾けたりする。

人間関係の形成

（2：他者の意図や感情の理解に関すること）

安心して活動に取り組む。
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活動を通して成功体験を積み重ね、でき
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人間関係の形成
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表 2 自立活動の授業の指導略案

 

 

3.3. B児の様子

すごろくゲームに参加せず教室から出たり、他児と言い合いになり中断することがあっ

た。このため、ルールの説明や順番の決め方、教室を出た際の対応などを工夫したとこ

ろ、「1 番じゃなくてもよいことがある」とじゃんけんで順番を決めたり、最初にゴール

できなくても我慢するなど、自立活動の「心理的安定」の領域において変化がみられた。

また、自ら準備や片付けに参加したり、教員に「すごろくゲームをしたい」と伝えるな

ど、「人間関係の形成」の領域における行動の改善がみられた。

4. 考察 

4.1. アセスメントを通した児童の実態把握と情報共有

自立活動の授業目標や指導内容・方法の検討に際し、児童の教育的ニーズを把握するた

めにアセスメントを実施した。適応行動や問題となる行動の水準、語い年齢など、複数の

フォーマル・アセスメントを通して、A・B 児の強みや苦手さなどを含む多様な教育的ニ

ーズを適切に把握することができた。A 児は、語いやコミュニケーション、社会性の発達

に遅れがみられたが、不適応行動の水準は低く、「すごろくゲーム」に比較的スムーズに

参加することができた。一方 B 児は、語いや社会性の発達の遅れや日常生活スキルの苦手

さはみられなかったが、不適応行動の水準が高く、他児との関係性において不安を訴える

ことが多かった。アセスメントを通して得られた情報を、学級担任と共有することで、児

童の実態把握についての共通理解が促され、指導内容・方法の検討をスムーズに進めるこ

とができた。特別支援学級に在籍する児童の教育的ニーズは個々に異なり多様であるた

め、指導・支援の内容や方法を検討する際には、アセスメントを通して児童の実態を適切

に捉えておくことが必要である。また今回実施した Vineland-Ⅱや TRF、PVT-R などの客観

的なアセスメントツールを用いて、児童の実態や変化を分析し、指導・支援の内容や方法

の改善に役立てることも重要である。授業の実施後、再びフォーマル・アセスメントを実

施し結果を分析したが、A・B 児ともに事前のアセスメントの結果と比較して大きな変化

はみられなかった。考えられる理由として、授業の回数が少なかったことやアセスメント

実施の期間が短かったことなどがあげられる。今後は、自立活動の授業を通した社会性の

発達・学習支援の中期的、長期的な効果についても検討したい。

4.2. 自立活動の授業を通した社会性の発達及び学習支援 

特別支援学級に在籍し、コミュニケーションや対人関係に課題がある児童を対象に、社

会性の発達と学習支援を目的とした自立活動の授業を行った。アセスメントの結果をもと

に授業目標を設定し、児童が身体を動かしながら小集団で行う「すごろくゲーム」を実施

した。A児、B児ともに、クラスメートと一緒にゲームに参加し、それぞれの目標を達成

した。この「すごろくゲーム」は、A・B児の教育的ニーズに沿った活動だったと考えられ

る。まず、児童が大きなマスの上を移動するため、自分や他児の様子や動きを捉えやすか

ったと考えられる。また、マス上の課題を児童の多様な教育的ニーズに合わせて設定する

ことが可能であった。更に、教材が大きいためゲームの準備や片付けなど、クラスメート

と協力する機会を自然な形で設けることができた。以上の様な条件が、A・B児がスムーズ

にゲームに参加する契機になったと考えられる。また「すごろくゲーム」では、児童の教

育的ニーズに沿った指導上の配慮・工夫がなされた。当初、A・B児は、ゲームに参加しな

かったり、他児との関係性において不安になることもあった。そこで、ゲームのルールの

理解や他児との協同作業について、見本の動画などを活用して、児童が理解しやすいよう

説明した。また学習内容の定着を図るため、SSTの手続きを参考に授業を進めた。「すごろ

くゲーム」のように一見分かりやすい活動でも、知的障害や発達障害ある児童がそのルー

ルを理解し、他児と一緒に参加することは難しい場合があるため、学習内容の理解と定着

を促す指導上の配慮・工夫が必要であると考えられる。今後は、児童の自発的なコミュニ

ケーションや肯定的なやり取りを促すため、ゲームを行う際のメンバーの構成や、児童を

複数のチームに分けてゲームを実施する際のタイミングなどを考慮する必要がある。ま

た、A・B児への指導や支援の内容と方法について、特別支援学級内の他の児童や通常学級

の児童を対象とした自立活動の授業実践への適用・応用を検討したい。 
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表 2 自立活動の授業の指導略案
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研究の経緯と目的
特別支援学校高等部では、高等部段階から入学する生徒を対象とし、職業的な自立を教育

目標とする コースを設けている。このコースに入学してくる生徒は、知的障害の程度は軽度
であるものの、その多くが発達障害あるいはそれと類似した困難さを抱えている。また、中学
校からの引き継ぎや、入学後の本人の語りからは、ほとんどが小・中学校段階に不登校やいじ
め被害を経験している。そのため、自分に自信が持てなかったり、心理状態が不安定だったり
する生徒も少なくない。中には心理的に不安定な状態を不適応行動や非社会的行動として表面
化させてしまう生徒もいる。
そこで、 コースにおいては、心理教育の視点も含めながらカリキュラムの見直しを行い、

時間割にセルフデザインという領域・教科を合わせた指導を位置付けた。このセルフデザイン
では、他者とのよりよい関係を築くための基盤を整えること、その中での関わり合いを通して
他者と不安や悩みを共有できる環境を保障すること、その上で自己理解を促し、自尊感情を高
めていけるような学習を進めていくことを大切にしている。
セルフデザインをカリキュラムに位置付け、実践を進めてきた中で、生徒の様子にも少しず

つ変化が見られるようになってきている。具体的には、互いに関わりを持ちながら学習に取り
組んだり、困り感や悩みについて「ちょっと聞いて」と友だちや教師に相談したりする様子が
よく見られるようになってきている。
その一方で中には、発達障害の特性や自尊感情の低下、人に対する不信感などから、他者に

対して自分本位な関わりをしてしまったり、自分の気持ちを押し殺してしまったりする様子も、
継続して見られる。
そこで本年度は、生徒たちの自らが抱える思いや考えに気付けるようにすること、その思い

が相手に伝わったと実感できるようにすること、他者の考えを受け止め、自らの考え方を見つ
めなおそうとすることなどをねらいとして、授業「あってもよい違い？あってはならない違い？
―みんなで考えを出し合おう―」に取り組んだ。
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