第１分科会（慢性疾患）

られ在校生の声を直接卒業生に伝えることができた。
＜テレビ学習システムにおける職員の有効活用＞

１ テーマ

４つの院内学級を「テレビ学習システム」を使用して結

「慢性疾患の児童生徒における間接体験・疑似体験及び仮

び、朝の打合せや放課後の分掌会議を行っている。

想体験の取り組みと課題」

＜分身ロボット OriHime の活用＞
①自宅訪問児童生徒への本校職員からの学習指導

２ 助言者 司会者 記録者

・テレビ学習システムを使い養護教諭の「食育」や英語指

助言者 淑徳大学総合福祉学部教育福祉学科
教 授

小川 恵

司会者 横浜市立浦舟特別支援学校
主幹教諭

木村 益徳
立和名 美沙

・感染等の危険があるため病室対応となった児童生徒が院
内学級と病室をつなぎ、分身ロボットを使ってリアルタ

大倉 志保子

東京都立武蔵台学園府中分教室
教 諭

③院内学級における朝の会や行事への参加ができない病室
対応の児童生徒への対応（市大付属病院の場合）

記録者 新潟県立柏崎特別支援学校
教 諭

ットを活用し、本校と自宅をつないで授業を実施した。
②院内学級の子どもの病棟から卒業式の参加

神奈川県立横浜南養護学校
教 諭

導助手による授業において自宅訪問児童生徒が分身ロボ

舟津 もえ子

イムにコミュニケーションがとれ、病室に居ながら朝の
会等の活動に参加できた。
④院内学級における「入級に向けて」の学級紹介
・院内学級の入級にあたり、OriHime を使い院内学級の様子

３ 発表１

を伝えた。自分の姿が見えると恥ずかしいという思いの

（１）発表内容（概要）

児童に有効であった。

「慢性疾患の児童生徒における間接体験・疑似体験及び仮

⑤院内学級における「進学先を検討しよう」進路指導での

想体験の取組と課題 ～横浜市立浦舟特別支援学校におけ

活用（市大附属病院の場合）

るＩＣＴの有効活用」

・高校の学校説明を高校側担当者からOriHime を使って直

横浜市立浦舟特別支援学校
主幹教諭 荻野 純子

接聞くことができ、質問もすることができた。
教諭 吉田 潤子

○本校の特色と課題

⑥院内学級と本校をつないだ生活科授業「学校探検」
（市大
附属病院の場合）

本校は横浜市内の 4 つの病院に設置された院内学級及び

・生活科「学校探検」の授業で OriHime を使用して校内の

「浦舟複合福祉施設」内の本校、院内学級が設置されてい

各所をめぐりながら、校長室で校長先生と会話したり図

ない病院や自宅への訪問指導を行う横浜市立で唯一の病弱

書室で本の紹介を受けることができた。校舎外にも移動

教育学校である。児童生徒数は平成３０年度で平均２０～

させ、みなとみらいの景色を見ることもできた。

３０名程度の在籍で年間２００件ほどの転出入がある。

○今後の展望

院内学級の実態として、病室から出られなかったり、活

分身ロボットは持ち運び可能なので、復学支援のために

動の内容や時間制限されたりするなど制約が多く学校生活

前籍校の様子を伝えるなど不安軽減につながると考える。

を余儀なくされることが多い。授業や行事に参加できない

ただし、前籍校側の生徒との人間関係など綿密な打ち合わ

場合もあり、学習活動に対するモチベーションが下がるケ

せが必要である。Wi-Fi 使用や予算面での課題もある。それ

ースも見られる。児童生徒の、
「学習活動にリアルタイムで

ぞれのＩＣＴ機器には長所と短所があり、子どもの状況が

参加したい。
」という思いに応えるため、遠隔操作による分

日々変わる中にあっては、その時々の必要性の応じた活用

身ロボットの活用を試みている。

が求められる。

○実践事例と成果と課題

（２）質疑・応答

＜テレビ学習システムを利用した院内学級間の交流＞

○ OriHime に似たＩＣＴ活用している学校があったら実践

全校朝会
その月のテーマに沿った取組について児童生徒の発表や

を教えてください。
（司会者より）
・慢性疾患で登校できない生徒に対して、在籍校に OriHime

校長及びその他の職員講話も行っている。

を持っていった。学校の様子を知ることができ、不安を

儀式の参加

軽くして登校することができるようになった。

卒業式においてテレビ学習システムを活用し式典を行っ
た。送辞の場面では、お祝いの言葉がリアルタイムで述べ

（横浜南養護学校）

４ 発表２

「進路指導に活用した仮想体験報告の取組と課題」

（１）発表内容（概要）

〇研究目的 本校高等部は重心施設入所生徒のみを対象と

「病棟スペースでの調理実習を可能にした実践報告」

しているので、入院治療をしている中学３年生は高校受検

神奈川県立横浜南養護学校

を考えなければならない。生徒が主体的に進路選択できる

総括教諭 齋藤 洋子
○本校の概要
神奈川県立こども医療センター（以下、
「KCMC」という）

よう、ＩＣＴ機器等を活用した研究である。
〇研究仮設
治療のため、高校の見学会に参加できない生徒に対し、

に設置された病弱特別支援学校であり、昭和大学藤が丘病

校内をＶＲ撮影した映像を見ることで、進路選択の一助と

院と県立精神医療センターにも訪問学級を設置。これら３

する。

つの病院に入院・入所し、本校における学校教育を希望す

〇研究結果の分析と考察

る学齢児童・生徒に対し、教育活動を展開している。
「病棟スペースでの調理実習を可能にした実践報告」

生徒は、普通科に進むか、工業科を選ぶか、迷いながら
調べてきたが、実際の映像を見ることで、工業科のイメー

○研究目的

ジをもつことができ、ここで自分のやりたいことができる

○研究目的

のか、改めて考えることができた。

病棟の食育イベントを実施している KCMC 栄養管理科の

〇研究の成果と課題

実態を調査することで、病棟スペースでの技術・家庭科家

入院治療している中学３年生は、夏を過ぎると受検への

庭分野の調理実習の方法を整理し、慢性疾患の生徒に配慮

不安が高まってくる。インターネット等で高校の情報を得

した調理実習に役立てようとするものである。

ることはできるが、実際に見に行くことができない。今回

○研究仮説

は、それをＶＲ撮影することで、少しでも実際の見学に近

各病棟で学習する中学部生徒の調理実習について、同じ

い環境を提供できた。ただ、ＩＣＴ機器等を使えば全て解

献立で同じ場所で共に学ぶことを可能にするためには、各

決できるわけではなく、どの機器でどの手法を活用すれば

病棟と連携を図り、病院と学校における安全管理（衛生面、

生徒が主体的に活動でき、達成感を得ることができるのか

安全面、食材、調理法・調理器具の工夫）を確認した上で学

を意識して取り組むことが重要である。

習計画を作成することが重要である。また、慢性疾患の生

２）質疑・応答

徒に配慮すべき調理計画と実習に関する事項を整理するこ

○ＶＲの映像について代替については？リアルタイムでつ

とで、今後の学習指導に役立てる。
○研究結果の分析と考察
１）KCMC 食育イベントでの調査

なぐことができるか。
（けやき特別支援学校）
・映像はＶＲ以外の映像も撮ってきている。リアルタイム
は難しい。
（横浜南養護学校）

栄養管理科の食育イベントでは、子どもの笑顔のための
工夫として、好きなメニューの選択、リクエストを聞く、

５ 指導・助言

会場演出、自分で作る（調理実習）
、栄養士の工夫（事前準

・テレビ会議システムというのは、学級参加が困難な生徒

備、温度管理、アレルギーチェック）
、調理師の工夫（綺麗
なカット、豪華な盛り付けなど）が行われていた。また、包
丁を使用しない調理を行っていたことが分かった。
２）病棟スペースで調理する際の留意点
調査より、病棟スペースで調理する際の禁止事項を整理

への代替え対象という意味では非常に有効である。
・OriHime は同時参加感を保証し、情報収集活動に関しても
有用である。
・入院している生徒にとって、医療を受けるということは
自分が主体的に参加する機会を奪われている。
「自分は何

し、表にまとめることができた。

が得意で何ができないのか」自己対処能力を育成するこ

○研究の成果と課題

とが大事である。

入院中の生徒の調理実習は、学校だけのルールでは、実

・個々のニーズが異なる中で、同時参加することはモデリ

施できず病院との連携が不可欠になる。本校の「調理に関

ング学習となり、他の人がどうしているのか見て学ぶこ

する留意事項・安全指導」の中に、病棟スペースに係る内

とができる。これが体験不足の箇所を補う。

容を加えることができた。治療状況等に合わせてＩＣＴ機

・調理実習はライフスキル獲得科目として、
「直接体験」が

器等の活用やＶＴＲ録画の教材を間接的・疑似的な体験も

どうしても不足してくる中で、基本的認知の不足や能力

取り入れ学習内容の工夫が必要である。単に調理して食べ
るというだけでなく生徒のその後の生活や退院後、生涯に
わたる食生活の関心・意欲を育む契機となる学びになった。

低下の対象としても有効である。
・
「やってみて楽しかった」という体験は「上書き学習」の
体験としてＩＣＴを使うことは有り得る。

第２分科会（筋ジス等）

小学部、中学部の事例が紹介された。
小学部段階では、様々な経験の制限から社会的なスキル

１ テーマ

の不足に陥りやすい。そこで、社会とつながるための基盤

「筋疾患を有する児童生徒の個に応じた指導・支援につい

作りの取組として、児童の興味関心と関連させながら、コ

て」

ミュニケーションスキルの向上、ＩＣＴ機器活用のスキル

２ 助言者 司会者 記録者

アップ、主に係や委員会活動などを通じた「誰かの役に立

助言者 北里大学医学部整形外科主任教授

つ体験」の積み重ね等により、自己有用感を育てていくこ

教 授

高相 晶士

とをねらった様々な活動の様子について報告があった。

古野 芳毅

なってくるため、主体的な活動が減少しがちになるため自

司会者 新潟県立吉田特別支援学校
教 諭

中学部段階では、成長や病気の進行に伴って介助が多く

千葉県立四街道特別支援学校
教 諭

平山 裕子

記録者 新潟県立柏崎特別支援学校
教 諭

を少しずつ広げ、将来の主体的な活動、楽しみを選ぶこと
ができるよう、コミュニケーションスキルの獲得、興味を

岩脇 勉

埼玉県立蓮田特別支援学校
教 諭

信のあること、知っていることなどの中から生活の枠組み

広げる体験の積み重ねなど取組が紹介された。
また、高等部を卒業し、現在 IT 関連会社に在宅就労し、

竹ヶ原 裕佑

違法動画監視業務についている卒業生の報告があった。業
務に熱心に取り組んでいる一方で在宅であるために通学時

３ 発表１（概要）
「多職種との連携に関する一事例」

よりもストレッチなど身体のケアに費やす時間が減少して
いるとの課題も浮かび上がってきた。

新潟県立吉田特別支援学校
教 諭 古野 芳毅
特別支援教育では筋ジストロフィーのみならず多職種、
特に医療職との連携は欠かすことのできない重要なことで

５ 発表３（概要）
「総合的な学習の時間での取り組みについて」
埼玉県立蓮田特別支援学校
教 諭 竹ヶ原 裕佑

ある。新潟県は作業療法士協会と言語聴覚士協会において、
近年「学校連携事業」に取り組んでおり、学校との連携に

よりよい人間関係を形成してほしいと考え、
「話す・聞く・

力を入れている。事業内容は、学校からの要請によりリハ

考える」
「友だちや他者とのかかわり」に重点を置き、学級

ビリスタッフを学校に派遣するというもので、派遣に関わ

活動や総合的な学習の時間で取り組んだ。

る費用は協会負担で実施される。

①社会体験学習

今年度、当校では新潟県作業療法士協会の学校連携事業

生徒が「人間関係の形成」
「情報活用」
「計画実行」
「課題

を活用して、筋ジストロフィー生徒の支援に関する連携に

解決」の４つについて考える力を身につけることができる

取り組んできた。病院内で行われるリハビリを見学するこ

ように授業を計画した。生徒同士や他学年の集団生活を活

とはこれまでにもあったが、学校での実際の活動場面おい

かし、計画から当日まで自分たちだけで考えながら行うこ

て直接アドバイスをいただくのは、当該生徒にとっては初

とで、今まで活動に対して受身的・消極的だったものが、

めてのことであり、とても有意義な取組となった。

能動的・主体的になってくるのではないかと考えている。

今回は校内での授業場面だけでなく、進路先の施設体験に

これからの事をきっかけに、
「自分たちだけでもやれば出来

も同行していただくことができた。授業場面のみならず、

るんだ！」と自信を持つことができ、今後のあらゆる活動

進路指導にも専門的な視点でご指導をいただけることは、

に活かしていけると考えている。

卒業後の生活の質を上げ、また進路選択の幅を広げること

②文化祭

にもつながっていく。

将来の夢のために今すべきことは何かを考え、各々目標
を立て実践し、その成果や様子を文化祭で発表した。発表

４ 発表２（概要）

練習に並行して、役割分担し、パンフレットや背景作成な

「卒後を見通した各学部の取組」
新潟県立柏崎特別支援学校
教 諭 岩脇 勉
児童生徒が卒後も主体的に生活を送ることができるよう、
将来を見通しながら今できることを生かした工夫について、

ど文化祭準備も進めた。役割分担や友だちと協力しながら
活動することを通して、依頼などを含めた人とのかかわり
方を学ぶことができるのではないかと考えている。
上記２つの取組により、少しずつではあるが生徒達は達

成感や成就感を持ち、次への行動も意欲的に行うことが出

業生の先輩方とカレンダーや名刺づくりを行った。 県の

来るようになってきた。課題としては、経験や体験不足に

障害者技術専門校では、専門性の高い作図ソフトの演習を

より、物事を具体的に考えたり、逆算して計画的に物事を

行い、自分でソフトを操作し犬小屋の設計図の作成に取り

進めたりすることが難しいため、日ごろから自分で考え計

組んだ。２月には就労移行支援事業所では、本人の希望で

画し、実行するという機会を多く作る必要がある。また、

ＩＣＴ機器を利用した遠隔での就労体験を行った。実習先

自立に向けて、学習した事を日常の学校生活や家庭での生

からはパソコン操作の呑み込みが早く、理解度が高いとの

活にどのように般化させていくかということが大切である。

評価をいただいた。パソコン技術面では自信を持つことが

家庭や病棟等と課題について共通理解を図りながら連携し

できるようになり、在宅での仕事のイメージを深めること

ていく必要がある。

ができた。
３年次は、在宅での就職か就労移行にするか進路決定で

６ 発表４（概要）

迷いがあったため、企業実習を「Ａ社」で行い自宅と会社

「生徒の持つ力を活かした自主性を伸ばす指導」

をテレビ会議システムでつなぎ「業務日報の入力」
「千葉県

千葉県立四街道特別支援学校

の観光地についての文書作成」を行い、ここでも高い評価

教 諭

林 智也

窪川 文人

小山内 太希

事例１ ～意欲的に取り組めるようになるための支援の仕
方について～
情報の授業で軽いマウスでのスクリーンキーボードでの
文字入力を行った。また、視線入力装置を授業に取り入れ
文字入力の選択肢を増やす試みを行った。クラス活動では、

を受けた。
「社内の雰囲気の良さが映像からも伝わる」
「社
員の方が優しく丁寧に指導してもらい、一人で業務をして
いる気持ちにならなかった」とのことで、この「Ａ社」を就
職先としてお願いすることとなった。
○まとめ
事例１から３の指導の中で、生徒本人の病状と願いを大

電動車いすに補助具を取り付けることで、前進、左右への

事にしながら取り組める目標を考えてきた。事例の取組で

旋回を自分で操作することができ、活動が増えた。依頼し

は、個々に前向きに取り組む姿勢に変化があらわれてきた。

やすい雰囲気を作りながら、自信を深めることで自分のし

特に事例３では、着実に積み上げてきたことが企業に挑戦

てほしいことを少しずつ伝えられるようになってきた。

する気持ちへの原動力になっている。今後はそれぞれの生

事例２ 高等部への進学をとおして ～伝える力を育てる

活ステージに応用してもらえればと思う。

指導について～
高等部受験に際して志願理由書や自己アピール文の作成
にあたり、自分の長所や短所について同じ学年の生徒から

７ 指導・助言
・最近の傾向であるが「学校に筋ジストロフィーの患者さ

本生徒の良いところについてアンケートを行い参考にした。

んが減っている」と何人かの先生が話している。手術自

自分では気づかなかった長所に気づくことができた。また、

体も減ってきている。ステロイド治療により側弯症が進

面接練習では、何度も練習を重ねることで簡潔に答えたり、

まなくなることが分かってきた。

スムーズに会話できるようになってきたりした。１１月以
降の受験や卒業への取組予定について２週間ごとの予定表
を作成して取り組んだ。面接練習では日程を考慮して体調

・原因は違うが、筋ジストロフィーと脊髄性筋委縮症はと
もに背骨が曲がる点で同様の部分がある。どちらも高学
歴の大学等に進む人も多くいる。
・支援学校に行くとどうしても将来の進学先が限られてし

を整えのぞむことができた。卒業アルバム作りの締め切り

まうため、一般の学校に行った方がより高学歴の学校に

日など考えて作成できた。

行ける可能性が高いということである。そういった理由

事例３ 卒業後の就労を目指した進路指導

でも支援学校に行かれる方が少なくなってきた要因でも

１年次より、進路学習の中で「働くことの意味」や「社会
人として必要とされること」について学習し、進路見学会
等を体験する中で、パソコンの技術習得に刺激を受け情報
の授業等では、Ｗｏｒｄ、やパワーポイントなどの資料作
成に取り組んだ。入力方法も直接入力やタッチキーボード
を選択しながら自身の身体の状態に合わせて使用すること
ができた。２年次は様々な場所で「働く体験」を中心に取
り組んだ。卒業生が働く本校内に設置されたスペースで卒

あるのではないか。

第３分科会（心身症等Ⅰ）

⑦ グループ
・復学後のフォローアップについて。

１ テーマ

・復学のタイミング（受験生の場合等）について。

「心に病を抱える小・中学生の「復学支援」の在り方につ

・病院のサイクルと学校での支援との兼ね合いについて。

いて」

⑧ グループ
・事例をとおしての話し合い。

２ 助言者 司会者 記録者

＜事例１＞

助言者 国立大学法人千葉大学教育学部
准教授

磯邉 聡

司会者 新潟県立吉田特別支援学校
教 諭

高校との引継ぎの工夫が必要。
＜事例２＞

渡邊 裕子

新潟県立吉田特別支援学校
教 諭

・特別支援から普通高校へ復学したが退学したケース。

・小学生のケース。復学したが、登校できていない。
アフターフォローの電話対応をしている。行きつ戻

田中 宏幸

りつしながら強くなっていく子どももいる。

記録者 千葉県立四街道特別支援学校
教 諭

福島 直実

４ 指導助言者講演
「心に病を持つ子どもの理解とかかわりー心に病を抱える

３ グループ別情報交換会

小中学生の「復学支援」の在り方をめぐってー」

（１）情報交換会（概要）

① 小中学生に生じるさまざまな心の病

8 グループに分かれ、テーマに沿ってグループ討議・情報
交換を行い、全体の場で報告する。

・
「統合失調症」
・・・最近は小学校高学年くらいから症状
がでる子どもがいる。脳の代謝異常なので、脳の成熟が

① グループ

早まっていると思われる。
「治癒」は難しく、
「寛解」とい

・保護者との関係性についてが課題。

う概念になる。病を抱えながら生きてゆく。

・保護者と共通理解をどう図るか。

・
「適応障害」
・・・小さい子どもほど内省して言語化する

・子どもの内面の苦しさをどう保護者に理解してもらうか。

ことが難しいため、行動化か身体化がでてくる。治って

② グループ

いくためにはある程度心の発達が必要になる。行動化の

・各学校の体制や、悩みの共有。

一つで不登校も多い。自傷行為、食嗜異常、ゲーム依存

・家庭でトラブルがあったときの居場所について。
・最終的に子どもが戻る場所をどのように考えていくか。

もみられる。
・大集団に戻すことをゴールにする以前に、一対一の関係

③ グループ

をしっかり結べないと三者関係には絶対に入れない。一

・心にいろいろな問題を抱えている子への支援について。

対一の関係をきちんと作れるということが前提になる。

・地域に戻るまでの支援や戻ってからの支援等、連携のあ

・一対一で「人は信じるに値する」
「世の中には信じても良

り方について。
④ グループ
・復学支援の意味とそのタイミングについて。

い人がいる」ということを 1 ミリでも感じることができ
ればそれが何かのよりどころとなる。
・心の病の診断名は「うつ病」
「統合失調症」
「心身症」
「適

・戻る場所の選定について。

応障害」
「行為障害」
「起立性調節障害」等がある。このう

・個に応じた支援の大切さについて。

ち「起立性調節障害」は診断が大変難しい。

・前籍校とのつながりについて。

・PTSD・ASD・ADHD や不適応の子どもの中には知的にボーダ

⑤ グループ

ーの子どもが含まれている。子どもの苦しさの根っこに

・復学支援のとらえ方について。

実は適正就学がなされていないという現実もある。

・復学前の通学前指導のすすめ方について。

・心の病の原因の 1 つめは外因で、器質や物質乱用であり

・地域の学校との協力体制について。

身体の外からくるものによって起こる。原因の 2 つめは

⑥ グループ

内因で、身体の中からということになる。内因の疾患に

・復学後における再入院の現状について。

対しては基本的には対処療法しかなく、根治は難しい。

・復学までに特別支援学校でできることについて。

また、心因（虐待やいじめ）もあるが、子どもの心の病は

・復学後のアフターケアについて。

よくわからないことが非常に多い。

・各学校の現状について情報交換。

・心の病、精神障害は複雑であり、他の障害のような固有
の理解や対応プログラムが作りにくい。病弱特別支援の
先生方は、今までなかった生徒指導上の問題にぶつかり
やすい。現場での対応に苦慮する例も非常に多い。
② 子どもに生じる問題を「見立てる」
・
「見立て」が大変重要である。
「復学させるべきか」
「どん
な支援が適切か」のハウツーの前に「この子の問題はど
う理解されているのか」が先である。
・
「たまごを固める熱がバターを溶かす」同じ行為であって
も対象が違えば結果が異なる。強く押した方が良いのか、
今は待つのか、このあたりを見立てていく。

ともあり、
「物理的・心理的に安心・安全な守られた枠が
あるか」ということが非常に大事である。
・特別支援は「適正支援」であるべき。支援のバランスが
大事であり、やりすぎは子どもが受動的に育ってしまう。
・
「大人になる」とは「嫌でも頑張れるようになること」
「折
り合いをつけられるようになること」である。
・健康な自我に働きかけて小さな成長を目指す。
「学校復帰」
という大きな出来事でなく「小さな成長」でよい。
・
「自主性の回復」自分でどうしたいのか決めて、決めたこ
とに責任をもつことはとても大切である。

・特別支援の先生だからこそできる、個別に問題や正体の

・
「援助希求行動の獲得」や「柔軟な思考」
、
「人や自分を信

成り立ちを見極め、見立てていくことが何よりも大事。

じることができる力」これらのことを自立活動や特別活

・見立ての定義は「子どもに生じた問題に対して、援助者

動、教育相談、日々の教育活動を通じて地道にかつ継続

が適切に関わるために指針のもととなる様々な総体を言
う」この「様々な総体」というのが一番大事な部分。
・子どもに生じる問題は「子ども固有の要因」
「家庭要因」
「学校・社会要因」の 3 つである。
・子どもの問題が減ってより生きやすくなるためには「こ
の子に何をしようか」
「家庭に何をしようか」
「私たちの
環境がどう変わろうか」という 3 つの視点で考えてほし
い。
「自分たちの学校は子どもたちにとって心やすい場な

的に行うことが復学支援となる。
⑤ 親支援や環境調整（ケースワーク）も必要
・先生方が全てをこなす必要はなく、親支援を教育センタ
ーやスクールカウンセラーにお願いすることも必要。
・特別支援学校においてソーシャルワーカーを活用できる
環境整備が必要。
・
「適切な連携」を行う。これにより見違えるほど成長する
場合がある。

のだろうか」
「治療的な場なのだろうか」ということを先

⑥ おわりに

生方に考えてほしい。

・次のバトンを誰にどう渡すかを考える。自分のところに

・子どもを診断名で原因探しをするのではなく、
「どこに、
どう働きかければ変われるのか」と自分たちの課題とし
て考えてほしい。チャンスが得られると思ってほしい。
・
「見立て」で大切なのは、子どもの問題を単語で捉えず「物

ある間は丁寧に大事に持って次の走者に渡してほしい。
・いろいろな状況があるが「～にもかかわらず良くやって
いるよね」の考えでいく。
・子どもが絶望しないことが大事。とにかく「生き延びる」
。

語」として理解する。文章で理解する練習をすると良い。
③ 「復学支援」をどう捉えるか

５ 助言者との質疑応答

・この子が大人になった時にこの子らしい姿で社会参加が

○個別の対応が必要な生徒。トラウマのある学校という場

できるようになることが教育であると捉える。社会の構

で配慮できることは？また、今後の方向性を教えてほし

成者を作ることを目指して指導支援していく。

い。
（仁戸名特別支援学校）

・不登校支援のゴールは「将来の社会」と捉えて支援して

・教育は場を提供することではなく機会を提供すること。

いく。社会にでるときにつじつまが合えばよいと捉えて

学校に来ることが教育ではない。トラウマの治療は嫌な

今できることを支援していく。

部分とどう折り合いをつけていくか。苦手な刺激や場だ

・不適応の子どもが躓いているところ（情緒コントロール・

けれど、安心できるこの先生と一緒なら大丈夫、となれ

コミュニケーション・自信をもつ等）を支援していくこ

ば良い。今後は、○○ということが起こるとき、
「どうし

とが広い意味での復学支援になる。

たらよい？」
「困ったときにどうしたい？」等の心理教育

・子どもの検討会には「ケース会議」
「事例検討会」の 2 種
類があり、力量形成のためには校内で研修として「事例
検討会」を開くと良い。
④ 健康な自我にはたらきかける

も大切である。バリエーションを作っていくこと。
○復学にこだわらない支援をしているが具体的な指針があ
れば教えてほしい。
（流山高等特別支援学校）
・社会でやっていくことから逆算して、その子の武器や良

・心の病は「治る」
「治そう」ではなく「治まる」というイ

いところを見つけて磨いて磨いて引き上げる。不登校の

メージで長い目で関わっていく方がよい。
・二次障害として不登校や自尊感情の低下が生じているこ

時間をどう豊かに過ごせたかが大切。
「Ｉ ｗａｎｔ Ｉ
ｎｅｅｄ」が出てきたらそれは小さな成長ととらえる。

第４分科会（心身症等Ⅱ部会）

る。この基本姿勢を教師間で確認し合い、実践を進めてい
くことにした。

１ テーマ

２）高等部として自立活動全体目標の確認

「個に病がある高校生の現状と課題 ～自分を見つめる自

集団活動と個別活動に分け、それぞれの目標を明確にした。

立活動～」

３）個々の指導目標及び具体的な指導内容の確認
・チェック表、自立活動実態把握表

２ 助言者 司会者 記録者

４）授業実践

助言者 淑徳大学看護栄養学部看護学科

・振り返りシート（生徒）自立活動記録表（教師）の記入

教 授

林 雅晴

司会者 東京都立光明学園

・個別活動の授業 マンツーマン指導 ２か月に一度アン
ケートの実施（やりたいこと、担当してほしい教師）

教 諭

岡田 典子

長野県若槻養護学校
教 諭

＜まとめ＞
尾沼 友子

記録者 茨城県立友部東特別支援学校
教 諭

個別活動をベースにし、教師の見守り・励ましの中で
徐々に集団活動に慣れていくことが大切だと分かった。
「自

大川 裕

千葉県立四街道特別支援学校
教 諭

・集団活動の授業 授業案で共通確認 包括する目標明示

立活動の時間」の取組みが、学校生活や日常生活の中で、
どのように生かされているのか検証していけるとよい。

秋山 秀二

＜３０年度＞
１）高等部として自立活動における全体目標の設定

３ 発表１

２）
「自立活動の時間」の学習が、学校生活や日常生活の中

（１）発表内容（概要）

で生かされ般化された事柄を「自立活動事例シート」に

「心理面で配慮を必要とする生徒への自立活動」

まとめる。

栃木県立岡本特別支援学校

・症状・体調が安定しない生徒
教 諭

半田 充子

○本校の概要
本校は、国立病院機構宇都宮病院隣接の本校と、自治医
科大学とちぎ子ども医療センターの病院内分教室がある。
病類は、心疾患、消化器疾患、小児がん、精神疾患、糖尿
病、神経・筋疾患等で様々である。また、２９、３０年度と

・高次脳機能障害の生徒
・不登校の心配がある生徒
・分離不安障害の生徒
・心理面が不安定な生徒
○取組の成果
研究の一年次、実態把握表から個別の指導計画、日々の

もに半数を超える生徒が精神及び行動の障害を主たる理由、

記録表の様式を整えたことで、一人一人の目標が明確とな

または併せもつ疾患としている。多くの生徒が小中学校時

り学部全体での共通理解が図れた。個別活動と集団活動と

代に長期の入院生活があったり不登校を経験したりしてお

での目標の違いを念頭に置き、個別から集団へつなぐ「自

り、大きな学習空白がある。また、主な共通点として社会

立活動の時間」となった。二年次は、時間の指導の枠を超

性の低さや集団生活が苦手といったコミュニケーションに

えた見方で自立活動を捉えていった。生徒についての情報

課題のある生徒が多い。

から具体的な指導の工夫を日々実践していけるようになり、

○具体的な取り組み

様々なことを経験できるような場面を意図的に設定してい

＜Ｈ２９年度＞

けるようになった。

１）高等部自立活動について共通理解事項
「生徒の話を聴くこと」

社会につないでいかなければならない高等部の側面を考
えると、
『信頼できる人をもつこと』が重要だと感じる。人

生徒の発言が否定的だったり、歪んだ認知だったりして

は自分を守ってくれて大事にしてくれる存在だという気持

も、その気持ちをそのまま受け止め、ありのままの状態を

ちも持てるように・・・その道筋に、高等部の教師が個々の

受け入れること。生徒にとって教師が、何を話しても気持

個性で寄り添っていることがとても大切だと感じた。

ちを受け止めてもらえる存在となること。そのことでやが

（２）質疑・応答

て教師が「安全基地」となることを目指す。信頼関係が築

○ 集団の活動に乗れない生徒に対して、グループ分けをど

けさえすれば、生徒は教師に本音で話をしてくれるように

のように行っているのか

なり、見守ってもらえているという安心感の中、教師の援

・年度初めにエンカウンターを行い、参加が苦手という生

助のもと、自分と向き合い（自己理解）
、自分で意思決定を

徒には、そのことを伝えられたことがすばらしいと評価

行い、やがて自ら行動していけるようになると言われてい

し集団のグループを中と大から始め、そこから小さいグ

ループに分けて活動した。

り返りや話し合いの場、学級担任との面談の機会を設定す

○放課後に残りたいという生徒に対しての活動の頻度は

ること、周囲からの視点や他者の評価を利用することで、

・悩みを聞いたり、運動したり、ほぼ週３回の時間を取り

新たな自分の課題に気付き、自分を客観的に評価し、自己

複数の職員で対応した。日中の活動が苦手な生徒も、放

の課題に向き合うことができるように支援することとした。

課後４０分程度の時間で活動に参加した。

○まとめ
本実践では、他者評価を取り入れながら自己理解を深め

４ 発表２

ていくことに取り組んだ。話し合いの際には活動の目的、

（１）発表内容（概要）

振り返る視点、話し合いのポイントを丁寧に確認する場面

「集団活動を通じて生徒の自己理解を進める」支援のあり

を設定した。チェックリストやワークシート等を活用する

方～自分を見つめる自立活動H29・30 年度の実践から～

ことで生徒自身が自己の変容を確認できるように工夫した。

新潟県立柏崎特別支援学校

集団活動を「カフェ」とし、接客練習・カフェ営業という
教 諭

横山 めぐみ

○本校の概要

活動を一定期間継続的に取り組むことができた。他者評価
を取り入れながら自己理解を深める活動により、徐々に自

国立病院機構新潟病院に隣接する病弱特別支援学校であ

己理解が進んでいったと考えられる。研修テーマ「集団活

り、昨年度高等部在籍は入院生が５人、通学生が１４人で

動を通じて生徒の自己理解を進める」を常に確認し、教師

ある。通学生のうち精神疾患や発達障害の診断のある生徒

間の共通理解にズレが生じないようにした。これにより

が１１人で不登校経験者が多く、コミュニケーションや社

個々の生徒支援に対する共通理解や指導の一貫性が図られ

会性の課題を抱えている。

たことも本実践の意義である。

○具体的な取り組み

（２）質疑・応答

１）
「自立活動」の教育課程上の位置づけ

○カフェにしたねらいや他に検討した活動はありますか。

・教科中心コース（高等学校に準ずる課程）週 2 時間

・始めた当初の生徒の実態に接客の内容があっていた。職

・社会自立コース（就労を目指す課程）週 3 時間

業生活の内容を自立活動にできないかと考えた。他には

・生活自立コース（身体的な配慮が必要な課程）

集会の企画や動画制作などを集団的な活動に取り入れた

生徒の実態により週6～10 時間程度
・訪問コース（ベットサイド学習が中心の課程）週10 時間
上記コースの教科中心コースと社会自立コースの自立活

こともある。
○話し合いの活動に何名くらいの生徒がどのくらい時間を
かけて行ったのか。

動の課題解決のため、個々の課題に向き合う個人の自立活

・役割分担で２つのグループ（１グループ５～７人）に分

動に加えて、学級内外の交流やコース内の集団による他者

けて話し合いを行った。前半に活動する生徒に対して残

と関わる自立活動を実施した。

りの生徒が評価を行った。生徒の話し合いが難しい場合

２）集団の自立活動「カフェ」の取組

は教師が間に入ることもあった。

対人関係の課題を人との関わりの中で見つけ、克服する
ために、接客練習・カフェ営業という集団の自立活動を設

５ 指導・助言

定した。

・
「行動療法」ということで受容をメインにした試みは大変

平成２９年度の１年目は、
「姿勢や声の出し方、接客の言

すばらしいものである。

葉を毎時間練習し、自信をもって大きな声で話すことがで

・パニックの要因として「過度の不安、興奮、緊張」本人が

きるようにすること」と「話し合いや振り返りの時間を設

自覚していない場合もある。
「感覚過敏」
「スケジュール

け、自分たちの中からの気付きを尊重する」ということに

の変更」があるが、パニックの原因が大切となりそうい

重点を置いた。生徒が自分自身で考えたり、仲間からの評

ったものを突き詰めていく必要がある。

価を聞いたりして自分の良くできた点や課題を理解し、次
の目標をもつことできた。次第に仲間と声を掛け合い自ら
考えて行動する姿が見られた。
平成３０年度は、活動の前後に生徒自身による評価につ

・ＳＳＴは子どもたちが社会に出たり就職をしたりすると
きはすごく重要になってくる。
・先の見通しを明示したうえで失敗と考えられる可能性を
リストアップし、
「こういうことが起きても大丈夫だよ」

いて「自己理解し、目標をもち、自己を成長させるための

と言ったうえで、何かをやり始めることについて評価す

チェックリスト」と題して①本人が評価→②学級担任の評

ることが大事である。

価との乖離を記録→③面談の個人目標の設定→④単元終了
後に再評価→⑤変容したところを確認という流れで実施。
自己理解を進めるための手立てとして、生徒同士による振

第５分科会（重度・重複）

う」の授業を行った。加工前の羊毛から、手を加えてフェ
ルトになっていくまでの各工程毎の感触を味わう活動の中

１ テーマ

で表出・反応を促す視点から取組んだ。授業の展開は、①

「一人ひとりの生活をより豊かにするために

羊毛のかたまりを教員と一緒にちぎる、②ちぎった羊毛を

～重い障害のある子どものよりよい関わりあいを生み出す

広げて何層にも重ねる、③それをフリーザーバックに入れ

指導・支援の在り方～」

る、④ドレッシング容器にて、少量の洗剤と 40℃程度の湯
(150cc)を加える、⑤手でフリーザーバッグを押したり、麺

２ 助言者 司会者 記録者

棒を転がしたりして、感触や温かさを味わう、という活動

助言者 独立行政法人国立病院機構下志津病院

を児童生徒との関わりを丁寧に、ゆったりと進行した。

副院長

山本 重則

司会者 栃木県立足利特別支援学校
教 諭

木の棒を握ったり転がしたり等、展開の場面毎に種々の感
有澤 明子

記録者 栃木県立岡本特別支援学校
教 諭

触を味わわせることができた。その中で、笑顔や楽しそう
な発声が見られたり、また、素材に対して自ら腕を伸ばし

仁平 智子

千葉県立四街道特別支援学校
教 諭

柔らかい羊毛や、温かい湯、手触りの良い様々な太さの

上江津 安正

たり、感触を確かめるように手指を動かしたりする等の様
子が見られた。
（２）質疑・応答
○普段、学校と病院をつなぐ通路は子どもが通行している

３ これまでの取組みと今年度の方向について

のか。
（秦野養護学校）

重度・重複研究部会では、
「一人ひとりの生活をより豊か

・通学グループは、午前中に学校の校舎での授業のため、

にするために～重い障害のある子どものよりよい関わりあ

通路を通って登下校している。訪問グループは、基本的

いを生み出す指導・支援の在り方～」のテーマで研究を進

に病棟内でのみ授業を行うため、通常はこの通路は通ら

めてきた。重度・重複障害のある児童生徒との関わりにお

ないが、年２回だけ、医師の許可の下、運動会と文化祭

ける授業実践事例と教材の収集を行い、表出や反応を引き

への参加の際に通行している。なお、２病棟（筋ジス）

出す具体的な指導や教材等を共有し、各校での実践に活用

の生徒は、肢体不自由部の生徒と同じ授業を受けるため、

している。昨年度の研究部会では「医療との連携」が話題

毎日の登下校で通行をしている。

となり、教育活動への理解を促進するための具体的な取組
みについて各校の様子や課題を情報交換した。今年度も引

５ 発表２

き続き調査研究と情報交換を行い、重度・重複障害のある

（１）発表内容（概要）

児童生徒の指導を充実させていく。調査研究については、

自立活動：
「ICT 機器を活用した授業実践」

コミュニケーションの状況調査及び具体的な指導内容等を

神奈川県立秦野養護学校

取り上げ、実践発表を行う。

教諭 野村 亮介
○本校の概要

４ 発表１

秦野養護学校は、病弱教育部門に知的障害教育部門と肢

（１）発表内容（概要）

体不自由部門が加わり、
「多様な教育部門を持ち、多様な子

自立活動：
「羊毛でフェルトを作ろう」

どもたちに対応する、地域における総合支援学校」を目指

埼玉県立蓮田特別支援学校

す学校像として掲げて、教育活動に取組んでいる。秦野か

教諭 高橋 智道
○本校の概要
本校は、隣接する独立行政法人国立病院機構東埼玉病院
に入院又は通院している病弱の児童生徒、及び在宅の肢体

ら「発振！」という「発振」＝「動かし・波を起こす」共生
社会の実現をめざして一滴を投じて、地域を大切にし、連
携を深め、安心と信頼に根ざした学校づくりを行っている。
○実践事例と成果

不自由の児童生徒が学んでいる学校である。本事例の３病

ICT 機器を活用した実践に２つ取組んだ。１つ目の実践

棟(重症心身障害病棟)に入院している小学部から高等部ま

は、じゃんけんカードを選び相手と見せ合う取組みである。

での児童生徒(通称３Ｇ。教育課程は類型Ⅳ。現在５名在籍)

タブレット端末、モバイル Wi-Fi、Web 会議アプリ、プロジ

は、学校の教室や病棟内で授業を行っている。

ェクター、スクリーンの準備を行い、ベッドサイドの児童

○実践事例と成果

生徒も集団に参加できるよう環境を設定した。相互に、顔

自立活動「かんかく」において、
「羊毛でフェルトを作ろ

を画面に映したり、活動中の声を聞かせたりすることで、

集団の雰囲気や友だちに気付けるようにした。また、ベッ

７ 指導・助言

ドサイドの児童生徒とのじゃんけんをする場面では、全員

〈埼玉県立蓮田特別支援学校の発表〉

が意識できるように、全体の活動を中断し、スクリーンに

・従来からのものを使って、直接的な感覚やいろいろな感

注目するように促した。一つひとつの働きかけにより、賑

覚を刺激しながら活動していく、楽しんでいくというこ

やかな音声を聞いたり、映像を見たりすることで、普段と

とで、昔ながらの教材を上手く利用されていると思う。

異なる環境を経験し、表出が見られる児童生徒がいた。さ

実際にいろいろな感覚刺激を組み合わせながらやってい

らに映像を通して、友だちの存在に気付き、手を振る児童
生徒も見られた。２つ目の実践では、iPad、AppleTV、アプ

くことが、今は本当に有効的だろうと感じた。

リ（
『タップ花火』
、
『Light Box』
）を使用して、iPad に触れ

〈神奈川県立秦野養護学校の発表〉
・タブレットを利用するということで、児童生徒がそれを

ている様子と映像の変化を同時に確認しながら、因果関係

身近で直接使うことは、非常に重要なことだろうと感じ

に気付くことができる授業実践を行った。音楽が聞こえた

た。また、Web 会議システム「OmniJoin」を使用した離れた

りすると、音源を探すように目をきょろきょろと動かす様

場所とのコミュニケーションでは、
「OmniJoin」を使うこと

子が見られた。音と動きのある映像によって、生徒の主体

で、他の病院の児童生徒と連携や連絡等、
「OmniJoin」を使

的な取組みが見られたり、映像や音が切り替わるのに合わ
せて、バイタルの数値にも変化が見られたりした。

ケーションを図りながら、一緒に遊ぶこともできている
ため、今後もタブレットを利用して学習につながればと

６ 発表３

感じている。

（１）発表内容（概要）
自立活動：
「運動会競技に参加しよう」
新潟県立柏崎特別支援学校
教諭 郷 広子

って取組んでいることが多々ある。いろいろなコミュニ

教諭 岩脇 勉（実践者）

○本校の概要
国立病院機構新潟病院と廊下で繋がっている学校で、病

〈新潟県立柏崎特別支援学校の発表〉
・現在は、すごい機械があるのだと感じた。実際に体育館
等に行くことが難しい児童生徒たちに対しては、このよ
うな試みを積極的にしていくことが、有用な方法なのだ
ろうと思う。
「こういった反応が出たらＹＥＳと解釈する」

院に入院し病院から通学する児童生徒、病院で訪問教育や

という話の中で、このような取組みをするに当たって、

ベッドサイド学習を受ける児童生徒、自宅から通学する児

その人が「ＹＥＳ」とか、
「快く思っている」ということ

童生徒等、様々である。また、ICT 機器等を活用し、様々な

を、きちんと正確に評価できるための伝達が必要である

体験活動やコミュニケーション支援等を行っている。
○実践事例と成果
運動会に向けて、テレプレゼンスロボット Double を使い、
出塁をしたり、応援を受けたりしながら参加することを目
的として実践を行った。
「Zoom」アプリを利用して、体育館

と考える。
〈まとめ〉
・医療側スタッフやドクターと一緒に取組むことが大切で
ある。

側に児童の表情、児童側には体育館の様子が映し出される

・
「こういった形で快の感情を客観的に評価しよう」とか、

ように設定した。活動は、児童の打順になったら、病棟で

「これをＹＥＳ、ＮＯの意思表示として評価しよう」と

手作りの野球盤でゲームを行い、その様子を体育館側に映

いうことが本当に適切なのか、それを研究的に実証する

した。ヒットやホームランであればスイッチを教師と一緒

ことも大事なのだと感じる。

に、もしくは自身の動きで押して、Double を操作して、塁

・独りよがりで決めてしまったのかなと、感じられる部分

に進むよう行った。運動会前の練習では、校内探索や友だ

も考えられるため、できるだけ客観的に、
「これは本当に

ちと挨拶しながら、スイッチ入力と画面の動きと関連づけ

そうだよね。
」と皆が認められるやり方を、研究デザイン

るように繰り返し行った。運動会本番の最初は、スイッチ

として組み立てていくのが良いかと考える。

を教師が押すことがあったが、出塁した後、iPad の前進ボ
タンが反応して、Double を進めることができた。出塁のた
めに Double が動き始めると、体育館からも拍手や歓声が上
がり、その声が児童生徒にも届き、スイッチの自力入力の
回数が増えた。成果が見られ、意義のある運動会となった。

・ICT 機器を活用した実践を行っているという発表もあっ
たが、コミュニケーションツール等を使う方法について、
更に先生方で共通理解を図り、実践につなげていければ
良いと感じている。

第６分科会（PTA）

ーマにした講演会を開催した。
・昨年度初めて学園生全員がエントリーできる「光美展（光

１ テーマ

明学園全校美術表彰）
」
「光書展（光明学園全校書道表彰）
」

「病弱特別支援学校におけるPTA 活動」

を学校と PTA で共催した。審査委員には両部門の PTA 会
長も加わり、入選作品集の全員配布、入選作品展が行わ

２ 助言者 司会者 記録者

れた。終業式での表彰状贈呈の場では、PTA 特製入賞バッ

助言者 全国病弱虚弱教育学校 PTA 連合会
事務局長 南風野 久子
司会者 千葉県立四街道特別支援学校
教 諭

工藤 ひとみ

記録者 千葉県立四街道特別支援学校
教 諭

ジが贈られた。
・学園では両部門が協力しながら活発な PTA 活動を行って
いるが、病弱教育部門の生徒数が少なく今後保護者全員
が減少していく事が、継続していくうえでの大きな課題
となっている。

原田 友里
４ 発表２

３ 発表１

（１）発表内容（概要）

（１）発表内容（概要）

栃木県立足利特別支援学校

須永 亜寿香

病・肢併置校「光明学園 PTA」３年目の夏

加藤 裕

～歴史ある二つの母体校 PTA が一つになって～

和久井 玲子

東京都立光明学園

古川 昌子
清水 千鶴子
和泉 智乃

○本校の概要

○本校の概要
本校は、足利市の東部に位置し、三方を山に囲まれた自
然豊かな学校である。あしかがの森足利病院に隣接した、
昭和 48 年開校の病弱の特別支援学校であり、小学部、中学

本学園は、1932 年創立の国内初の肢体不自由児のための

部、高等部、院内学級、訪問教育学級を設置している。今年

東京市立公立光明学校（後の都立光明特別支援学校）と、

度の児童生徒数は通学生 28 名、入院生 18 名、訪問生 1 名

1937 年創立の道府県立としては国内初の病虚弱児のための

の計 47 名である。通学生は保護者の送迎で登下校し、入院

健康学園である「府立久留米学園」
（後の都立久留米特別支

生の保護者は他県在住者が多い。

援学校）を母体とし、肢体不自由教育部門・病弱教育部門

○実践事例と成果と課題

の二つの部門に小中高 3 学部（本校、在宅訪問、そよ風分

（昼食懇談会）

教室、病院訪問）と寄宿舎が置かれている。2019 年 5 月時

・年度初めに保護者で昼食懇談会を行っている。学部や学

点では、学園生 228 名、教職員数 212 名と大規模な学校で

年に関係なく、自由に話し合える雰囲気で行われるため、

ある。

保護者同士の相互理解の場になっている。

○実践事例と成果と課題

（PTA バザー）

・毎年夏には学校を会場として、地域の方々と一緒に行う

・毎年運動会の午後に PTA バザーを行っている。バザー品

「がやがやなつまつり」に校長先生とおやじの会による

の供出、値付け、会計で保護者の協力をお願いしている。

水ヨーヨーや PTA アクセサリーブース、駄菓子屋ブース

バザーでは保護者と児童生徒が一緒に買い物をするため、

を出店。訪問籍保護者会員はアクセサリーキットを制作

会計などに協力できる保護者は限られてくるが、児童生

協力し、参加している。

徒とともに活動できる場となっていて、参加者は多い。

・近隣の区立小中学校との交流会「ねづやま夢の学び舎」

近隣の住民にも周知し、多くの参加者でにぎわっている。

に参加し、PTA 間での学校訪問、展覧会見学、意見交換会

また、バザーの値付けでは前半と後半の間にキャリア教

など相互理解・交流を深める取組みを行っている。

育についての学習会も行っており、好評である。

・NPO 法人と協力してカップケーキ作りや、パラリンピアン
と車いすバスケを楽しんだりする催しをしている。また、

（PTA 交流会）
・年 1 回 2 学期に工場見学や会食、保護者や教職員を講師

学校を会場としたデリバリーミュージカル公演を開催し

とした講習会などを行っている。児童生徒の授業時間に

ている。

合わせて時間の設定をし、他学部の保護者同士や保護者

・保護者会員の情報収集や子育てに役立つ学習会として専

と教員が交流できる内容を毎年計画している。昨年度は、

門家による講演会を開催している。昨年度、病弱教育部

佐野市の郷土料理「耳うどん作り」の講習を行った。昨

門からは病弱児童生徒の理解のために「発達障害」をテ

年度の反省をもとに、今年度 9 月には PTA 交流会「デコ

巻き寿司とアイシングクッキー」を計画していく予定で
ある。

・PTA に保護者の方が参加しやすい環境作りとして、PTA 総
会後に昼食会の実施は、転入してすぐの保護者の方も、

・通学生の減少、院内学級の児童生徒の増加に伴い、遠方

打ち解けやすいと思う。課題は、入院している子どもの

の保護者が増えて活動の参加が難しくなり、保護者行事

保護者との交流と考える。そこが整備されれば活発にな

への参加が少なくなってきている。また、参加する保護

るのではと思っている。
（保護者）

者の顔ぶれもほぼ変わらず固定化する傾向にある。より
たくさんの保護者に参加してもらえるような活動やはた

６ 指導・助言

らきかけの方法を探りたい。

〈東京都立光明学園の発表〉

・ホームページでは PTA 活動を随時通知しているが、幅広

・訪問籍の保護者の方とも交流できるのが大変良い。大き

く知ってもらうために保護者や教員ができることについ

な学校だが、情報を共有し合っていて良いなと感じる。

て情報を収集したい。

・地域ならではの取組みを積極的に行っていることは非常
に良い。地域の資源を上手に使っていると思う。例えば、

５ 質疑・応答

水ヨーヨーやアクセサリー、駄菓子の他にも、訪問席の

・2 つの発表を受け、普段疑問に思っていることなど話し合

保護者と全員でアクセサリーキットを作った取組みも感

いを行えると良い。
（司会者）

心した。

・入院期間が１年未満だったりするので、なかなか関われ

・都会の住宅地の中にあるという特性を本当に生かしなが

ないのかなと感じている。校内の展覧会をすることで、

ら、区立の小中学校との交流のほか、NPO とのカップケー

PTA が作った缶バッチをもらうことで、子ども同士の繋

キ作りなど、地域ならではのものを積極的に活用してい

がりはできてきたのかなと感じている。兄弟会などある

る学校なのだということを改めて思った。

が、病院の中でもできたらいいなと思う。同じ病気、同

・学校を会場としたデリバリーミュージカルにも感心した。

じ兄弟年齢など、保護者同士の繋がりを支える機会とし

情報がたくさんある中で、子どもたちに生のものを聞か

て作っていければと考える。
（保護者）

せてあげたい、見せてあげたいという思いを感じた。

・校長先生のアイデアを頂いて、普段の送迎時間に校長室
をオープンにしてもらい茶話会を開くこともある。茶話

〈栃木県立足利特別支援学校の発表〉
・保護者の懇談会という形を上手に使っており、食事をし

会でもお話し好きなお母さんを中心に盛り上がっていき、

て顔を見合わせて、お茶を飲むカフェという形でコミュ

帰りに寄ってくれる他のお母さんも増えたらいいなって

ニケーションを始める部分については、とても工夫をさ

思っている。
（保護者）

れていると感じた。

・自分だけの知識にせず、参加ができなかった方々にも伝

・郷土料理を取り入れたり、デコ巻きやアイシングなどを

えることが大事だと感じる。PTA ならではの、保護者の繋

取り入れたりすることで、多くの保護者の方々にも興味

がりが非常に大事。茶話会で他の保護者の方との繋がり、

をそそる内容にするということで、工夫をしていると感

卒業後の話を聞くなど、通常学校とは異なるので、保護

じた。

者の誰もが見る機会、知る機会は実施する必要があると

〈まとめ〉

感じた。
（保護者）

・全国の PTA の方とお話しできたことで、想いを知ること

・人数が少ない学校で、どのように PTA を運営しているの
か問われたことがあった。PTA という形にこだわらず、茶
話会みたいな感じで、楽に話せる場があると、みんな話
し始めてくれる。そこから何かにつながるのではと考え
て今も茶話会を継続している。
（保護者）

ができた。
・OB 会という形で立ち上げている学校もあり、卒業後も継
続して保護者同士の交流を行っている。
・先生方や保護者の皆さんがネットワークを繋いでいけた
らと思う。

・茶話会を実施したいという引き継ぎを受け、６月にお菓

・次年度の大会に向けて、顔を見合わせながら情報共有が

子作りを行った。本校の中で講師をたてて、みんなで和

できれば、小さな一歩ではあるが、それが徐々に大きく

気あいあいとしながらお菓子作りを行った。急に決まっ

なるのではないかと思う。

たことだったが、ぜひ継続して取組んでほしいと保護者
の方々から声が出てきた。このような声をくみとり、学
期に１回、設定する計画になっている。保護者の繋がり
たい、情報を共有したいという想いを受けて、学校とし
てもやっていきたいと思っている。
（特別支援学校 教諭）

