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間人分校の取 組について、 本日の発表 に添 って、
まとめと補足を したいと思い ます。
発表には「生徒理解 とアセスメ ント、個別 の支援」
「授業のユニバ ーサルデザイ ン化」
「 つな がる 力の育
成」
「 教員のスキ ルアップ」の ４つの柱 が あり ました。
まず、一つ目の 「生徒理解と アセスメン ト、 個別
の支援」につい てです。
発達障害の一 つの学習障害 （ＬＤ）で すが 、教室
において、たとえば 次のような様 子が見受け られます。
「話を聞い ていない、ボー っとして
いるように見え る。」「身体を よく動かす 。お しゃべりが目立 つ。」「一斉指 示で行動に 移れ
ない。」「学習が 遅れている。」「友だちと 上手 く関われない。」「争い、衝突 が多い。」「 整理
整頓ができない。」「忘れ物が 多い。」と いう ようなことです 。
こうした行動に ついて、まず はアセスメ ント （実態把握）を しっかりとし てほしいと 思
います。子ども の学力、行動 、社会的適 応、 身体的発達にお ける教育的課 題を明らか にす
ることが大切だ からです。子 どもについ ての 判断・決定をす るために、情 報を収集す るプ
ロセスがアセス メントです。 そして、検 査や 面談をとおして 定められた機 能を測定・ 評価
し、総合的な解 釈をした上で 、作業仮説 を立 てるプロセスの ことを教育的 アセスメン トと
いいます。アセ スメントの目 的の一つは 、子 どもの発達を立 体的にとらえ るというこ と、
もう一つは、一 定の目的の下 にそれぞれ の子 どもの障害特性 を判断・評価 することで す。
子どもたちの つまずきには 、さまざま な背 景があります。 たとえば、言 葉を正確に 聞き
分けられないお 子さんについ ては、聴覚 の働 きを確かめてみ る必要があ る でしょう。 指示
されたことを行 動に移せない のは、 短期 記憶 が弱く聞いたこ とをすぐに忘 れてしまう ため
かもしれません。そ の他にも、
「全体 の場で行 われる指示を受 け止められな い。」
「雑音から
先生の声を拾い 出すことがで きない。」「 周囲 の音に過敏に反 応する。」「人 や物の動き にす
ぐに反応してし まう。」というよ うなこと に は 、何らかの背景があ ると考えられ ます 。ＬＤ
のお子さんの場 合、実行機能 （自分の行 動を モニタリングし ながら 目的を 遂行する機 能）
が弱いことが多 いです。また 、図と地の 弁別 （特定の情報を その他の情報 から区別し て認
識する機能）が 弱いことが多 いです。そ のよ うな背景をしっ かり押さえる ことが、支 援や
指導の場面で大 変役に立ちま す。
アセスメント にあたっては 、まず授業 の中 で「観察」をす る、つまり子 どもと関わ りな
がら「観察」を する。さらに 子どもと「 面談 」を行い 、仮説 を立てる。そ して「検査 」を
行い、客観的な 検討を加えた 上で本人の 「指 導」に生かす。 これを繰り返 して、生徒 理解
の質を高めてい くことが大切 です。

二つ目の「授 業のユニバー サルデザイ ン化 」についてまと めたいと思い ます。
ユニバーサルデ ザイン化の 原 則として 、次の ようなことがあ げられます。
「 すべ ての子ど
もが学びに参加 できること」「多様な学 びに 柔軟に対応でき る こと」「視 覚や触覚に 訴え る
教材教具、環境 が整っている こと」「ほ しい 情報がわかりや すく提供され る こと」「 間違 い
や失敗が許容さ れ、試行しな がら学べる こと」
「 自分の力で達成 できる授業 内容である こと」
「必要な学習活 動に十分に取 り組める課 題設 定 がなされてい ること」です 。
そのために、具 体的には、次 のような工 夫が 考えられます。「 授業の流れ を示す､導入 を
工夫する､準備の タイミング を明示する 」など 授業構成の工夫、
「指示 を 簡潔にす る､具体的
に肯定的に表現 する（説明す る）、イメー ジ化 が可能な表現で 質問をする」など指示や 説明 、
発問の工夫、
「きれ いな板書、机間 支援と一斉 支援、個別支援の上 手な組合せ」な ど指導上
の工夫、「視覚的 な手がかり を与える、『 見て →読んで→書く 』の手順のパ ターン化、 作業
により集中を高 める」など情 報提示の工 夫、 さらに 作業・動 作の活用です 。 発達障害 のお
子さんには、曖 昧な表現を理 解するのが 苦手 なところがあり ます。そのた め、明確に 、具
体的に指示・説 明・発問をす るよう工夫 をす ることが大切で す。また、一 般的に視覚 優位
とも言われてい ます。ですか ら、耳から の情 報よりも目から の情報、言葉 だけでなく 絵や
写真を入れなが ら提示してい く工夫が有 効で す。
ただ、通常学 級において 、授業の ユニバーサ ル デザイン化の 何 が有効で 、何が限界か が 、
まだよくわかっ ているわけで は ありませ ん。 また、どんなに 重度の知的障 害があって も、
通常学級でユニ バーサルデザ イン授業を すれ ば 、どの生徒に も効果が見ら れ るという わけ
でもありません 。ユニバーサ ルデザイン 化は 、魔法ではない のです。 だか ら、どうし ても
行き詰まってし まったとき に は、個別に 上手 に支援する工夫 が必要になっ てきます。 です
から、初期の段 階では、全員 を対象とし た誰 もがわかる授業 の工夫 をする 。そこでは 、授
業への積極的な 参加を促し、 自己管理と 自己 決定を支援して いく。その方 法で基準に 達し
ない生徒には、 次の段階とし て、少人数 指導 や補習を行う。 さらに必要な 場合には、 教育
措置の変更、一 対一で行う個 別の対応を 行う ということにな るでしょう 。
三つ目の「つ ながる力の育 成」に つい てま とめてみたいと 思います。
つながる力を育 てるというこ とは、セル フエ スティームを高 めるというこ とです。 セ ル
フエスティーム が高いという のは、自己 に対 して良いイメー ジをもち、自 分が価値あ る人
間だと思い、自 分を大切にし ようという 気持 ちが高いという こと です。私 たちは、生 徒が
自己を肯定的に 評価し、自尊 感情をもち 、自 分を大切にしよ うと思う気持 ち を持たせ るこ
とが大切だと思 います。
そのために、支 援を行う際に 心がけなけ れば ならない６つの 基本的なこと がらがあり ま
す。一つ目は「頭 ごなしに叱 らない。」で す。これは、本人が 理解できるよ うに叱ると いう
ことです。とい うのは、本人 はどうして 叱ら れるのか、わか っていないの です。その 子の
行動のどこがい けないかをし っかり教え てあ げなければいけ ません。他に は「ルール 、指
示、手順など を分かりや すく提示する 。」
「達 成 可能な努力目標 を決めて取り 組ませる 。」
「ほ

め方を工夫する。」「得意なこ とを生かし 、自 信をもたせる 。」「注意の持続 時間などを 考慮
した課題を与え る。」という ようなこと があ ります。
このような、ち ょっとした工 夫を学校教 育の 中で、提供する ことで 、子ど もに望まし く
ない行動を自覚 させ、自分の 言動をコン トロ ールする テクニ ックを身につ けさせる こ と、
また、社会の中 で役割を果た しながら、 自分 らしい生き方を 実現していく ようにする こと
が大切なのです 。大人が子ど もに働きか ける ときに、丁寧に 言って聞かせ ているつも りで
も、子どもは「 文句をつけら れている。」と か 「嫌味を言わ れている。」 という ふう にと る
ことがあるかも しれません。だから、集団 での 活動の中で身に つけさせるこ と が大切で す。
はじめの段階で は、単なる形 態としての 集団 でいい と思いま すが、それを 子どもたち の発
達のために機能 する集団に高 めていく必 要が あると思います 。その中では 、 一人一人 が生
き生きと自分を 発揮でき る。 そして、相 互に 働きかけあい、 影響しあうこ とで相互に 育つ
ことができます 。
四つ目の「教員 のスキルアッ プ」につい てま とめ てみたいと 思います。
経験のない教 師が、力量形 成（スキル アッ プ） をするため には、次のよ うな方法が 考え
られます。一つ 目は、師弟的 接近、これ は熟 練教師をまねる 学びです。二 つ目は、科 学的
接近、これは熟 練教師の授業 や子どもと の係 わり方を自分の 経験に置き換 え て理解す る学
びです。三つ目 は、教材開発 的接近、こ れは 指導書やプログ ラムの学習な ど、関わり 手に
関係なく一定の 成果が期待で きる学びで す。 四つ目は、 ビデ オ記録の省察 的接近 、自 分の
実践をビデオで 記録し、 実際 の授業の場 面で 瞬間、瞬間に起 きていること をふり返り 、次
の授業に生かし ていくという 学びです 。 五つ 目は、物語的接 近、学び手で ある教師が 子ど
もと係わりなが ら、子どもの 成長の様子 を文 章に起こしてい く学びです。 熟練教師が 描い
たストーリーと 自己の実践と を重ね合わ せた 学びです。
さて、これが 最後のまとめ ですが、子 ども の障害に目を向 けるのか、教 師の指導力 に目
を向けるのかで ずいぶんと違 いが出てき ます 。子どもの 障害に目を 向けると、
「この子 は知
的障害がある」
「この 子は障害が 重いから」と いうように、どうし ても知能検査 や心理検査
などを通して障 害の状態を明 らかにする こと に力を注ぐ よう になってしま うと思いま す。
教師の指導力に 目を向けると 、「この子 はど こでつまずいて いるのか」「 そ れを解決 する に
はどういう教材 で、ど のように指導 すればよ いのか」と いうことを 考えるように なります。
「反省的実践者 としての省察 」という言 葉を 文部科学省も使 っていると思 います が、 教師
が自分の実践を ふり返り、そ の中に子ど もの 姿を浮かび上が らせて、自分 の考えや教 師と
しての構えを変 えていく必要 があると思 いま す。

