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「沖縄県の子どもの学びと育ちを支えるプロジェクト」事業報告

特別支援学級と通級指導教室の連携による取り組み

～自立活動における｢みんなであそぶ活動｣を通した｢向かう力｣のめばえ～
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に、みんなと一緒にできない、うまく気持ちを伝え

られない等、彼らが一番困っていてたくさんのつら

い思いをしている現状がある。このような状況は、

学校における様々な活動場面での意欲の低下を引き

起こす要因となっている。

私達は、友達と遊ぶことや学習活動、行事への参

加等の様々な領域における児童のやろうとする気持

ちややりたい思いを「向かう力」と捉えた。そして、

｢向かう力」を高めるためには､彼らにとって楽しい

と思えるような活動や、その子らしさが発揮できる

ような支援が必要ではないかと考えた。

犬飼(2010年）は「遊びは子どもの素直な感情を

引き出し、笑いや満足感を与えてくれるものです｡」

Iはじめに

『なぜ、特別支援学級や通級指導教室では特別な

教育課程を編成して「自立活動」を行わなければな

らないのですか｡』

あるベテラン教師のひと言は、通常学校における

自立活動の認知度の低さや指導の難しさを示してい

る。

特別支援学級や通指導教室の児童、不登校やその

他の気になる児童の多くが、各教科や領域などの学

習、清掃活動や長休み時間等を含めた教育活動にお

いて、不安感が強く新しい環境になかなか適応でき

ない、集団として行動できず学級に入れない、人と

の関わりをうまく築くことができず1､ラブルになっ

てしまう、テンションのコントロールができず浮い

てしまう等、様々なつまずきや困難を抱えている。

通常学校では、学校生活の中で気になる子どもた

ちについて、管理職を始め多くの教師が「なんでそ

んなにこだわるのだろうか？」｢もっと素直になれば

解決できるのに｡｣等と感じていると思われる。しか

しそれこそが、障害の特性や不適切な対･応によるこ

とが多く、教師が対応に困ったり悩んだりする以上

と述べている。

そこで、本研究では、

特別支援学校で広く持ち

入られている図1のよう

なL字型自立活動の視点

に立ち、自立活動に「遊

び」を中心とした活動を

取り入れた実践を行うこ

ととした。 図1L字型自立活動

'HiyagonEle.School,OkinawaCity,OkinawaPref

'*FacultyofEducation,Uni.oftheRyukyus
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ここでは、自立活動による「みんなであそぶ活動」

を通した児童の変容と支援者の変容に焦点をあてて

記述し、児童の「向かう力」を検討することにより、

支援のあり方や活動の意義について考察する。

Ⅱ 方 法

1本校の特別支援教育の概要

本校は、創立6年目で、児童数700名余の比較的新

しい学校である。通常学級22学級、特別支援学級2

学級、設置2年目の通級指導教室1教室がある。知

的障害特別支援学級（以下ひまわり学級）1学級と

自閉・情緒障害特別支援学級（以下たんぽぽ学級）

1学級、LD-ADHD等の通級指導教室（以下スマイ

ル教室）1教室となっている。

2対象の実態

(1)学級の様子

ひまわり学級には、6人の児童が在籍している。

人とのスムーズなやり取りが苦手で、協力学級の

テンポについていけず、いつもおいていかれてい

るような雰囲気の中にいる。担任は、彼らのテン

ポで安心してやり取りする力をつけさせたいと

願っている。

たんぽぽ学級には、6人の児童が在籍している。

ファンタジーの世界だけで遊ぶのではなく、もっ

と豊かな人との関わりを持たせたいと担任は願っ

ている。

今年度、通常学級増に伴い、一見物静かなひま

わり学級と個′性的でパワフルなたんぽぽ学級が、

1つの特別支援教室をパーテーションでシエアー

することになった。

スマイル教室には、新しい環境になかなか適応

できない子や集団として行動できず学級に入れな

い子など、15人の児童が通級している。指導にお

いては、子どもたちの困り感を軽減するためソー

シャル･スキルトレーニング(以下SST)を行っ

たり、行動を振り返り、見通しをもつための教育

相談なども行ったりしている。しかし、個別で支

援や指導を行っても学級での|､ラブルは絶えない

状況。担任は、自己コントロールする力を身につ

けさせたいと考えていた。

これまでは、取り立ててこの2つの学級と1つ

の教室が連携することはなく、別々の教室でそれ

ぞれの教育課程で独立して指導を行っていた。

しかし、3学級の実態を踏まえ、人との関わり

を集団の中で学ばせたいということになったが、

支援学級内では人数が少なすぎて、協力学級では

集団が大きすぎる。そうすると、自然と中集団と

もいうべき15名前後の集団が適していると考えら

れる。3学級の児童には失敗しても責められず、

安心してやり直せる場が必要だった。

(2)）児童の実態

ここでは、活動に参加している15名の児童のう

ち、変容を報告する児童8名について記載する。

A児：小2男児アスペルガー症候群

人や物事への興味関心は高いが、一方的な働き

かけになりがち。人との体の接触や言葉の使い方

が乱暴に見える。キャラクターを書いたり工作を

したりすることを好む。

B児：小3男児高機能自閉症

一人絵を描いて過ごすことが多く「いやだ。い

やだ｡」を連発し、なかなか活動に参加できない。

現実の出来事とファンタジーの世界が交錯し、他

者からの攻撃だと受け止め、奇声をあげパニック

になる。

C児：小1女児知的障害を伴う自閉症

意味が理解できない時や予定変更になった時に

パニックになる。不安感が強く、学校から飛び出

したり奇声を上げたりする。

D児：小2男児知的障害自閉傾向

休み時間は好きなキャラクターの絵を描いて過

ごす。体を使った活動に苦手意識が強い。緊張感

が強く、人前に出たがらない。

E児：小5女児ダウン氏症候群

人懐っこぐ、おしゃべりが上手で社交的。

思い通りにならないとその場で動かなかったり、

少しの困難であきらめてしまったりする。

F児：小4男児ADHD

些細なことに怒り、コントロールが難しい。集

団としての行動が苦手で学級に入れない。昨年の

運動会では、リレーで走らずに歩いてみんなから

ブーイングを受けた。

G児：小4男児アスペルガー症候群

集団としての行動が苦手で学級に入れない。勝

負にこだわり、トラブルになりやすい。負けると

その場から逃走してしまう。

H児：小6女児心因I性の登校渋り

霊が見える、頭が重いなどの体調不良を理由に、

2年間に渡り登校しぶり。登校しても学級に入れ

ず、保健室で過ごす。
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(3)担任の実態

①ひまわり学級担任（以下担任A)

女性。教員経験16年。本校赴任1年目。初め

ての特別支援学級担任。

過去に通級指導教室を3年経験。

②たんぽぽ学級担任（以下担任B)

男性。教員経験34年。本校赴任6年目。特別

支援学級担任15年目。

③スマイル教室担任（以下担任C)

女’性。教員経験21年。本校赴任6年目。通級

指導教室杷当2年目。

3支援方 法

①4月～「ひまぽぽにこにこタイム」（以下、に

こにこタイム）（表1、表2）

ひまわり学級、たんぽぽ学級の合同（以下ひ

まぽぽ)でのみんなで遊ぶ活動を毎週1時間(水

曜日の4校時)行った。30分間の遊びの活動(表

2）後、麦茶タイムでクールダウンし振り返り

をする。

表1にこにこタイムの構造

時間 毎週木曜日4校時

内容 自立活動活動30分感想交流5～10分

児童数 6～12名

場所 特別支援学級共有スペース

進行 担任A

サブ 担任B・支援員

表2にこにこタイム活動内容

回数 活動内容

1 フルーツバスケット・だるまさんがころんだ

2 フルーツバスケット．おちたおちた

3 フルーツバスケット．おちたおちた

4 フルーツバスケット・だるまさんがころんだ

5 風船バレー

6 つゆコレ

7 神経衰弱ケーム
、

8 風船バレー・すごろく

②6月～「ひまぽぽスマイルタイム」（表3）

「にこにこタイム」でのみんなで遊ぶ活動に、

集団参加への課題を抱えているスマイル教室に

通う3名の児童が合流し、毎週1時間（木曜日

の4校時）行った。担任3名と特別支援教育補

助者1～2人を含め4～5人で指導した。

表3ひまぽぽスマイルタイムの活動内容

回数 活動内容

1 かくれんぽ

2 つゆコレⅡ

3 かくれんぽ

4 ｢そうめん流し大会の話し合い」

5 おはし作り（そうめん流しで使用）

6 そうめん流し大会

③9月～「チャレンジタイム」（表4）

運動会という大きな行事を控え、新たに毎日

帯で1時間（月～金の1校時)、みんなで一緒に

何かに挑戦する『チャレンジタイム』を設けた。

表4チャレンジタイムの内容

活 動 内 容

体操．かけっこリレー

ドッジボールor

キックベースボール

麦茶タイム

4実践期間

①201X年4月～201X年5月

「にこにこタイム」8回

②201X年6月～201X年12月

「ひまぽぽスマイルタイム」

③201X年9月～201X年12月

チャレンジタイム

6回

60回

時間

15分

20分

10分

Ⅲ実践の流れ

第1期201X年4月～201X年5月

開校以来、全く別の離れた場所にある教室で学ん

できたひまわり学級とたんぽぽ学級の児童たち。4

－87－



琉球大学教育学部附属発達支援教育実践センター紀要第5号

月当初、壁一つで教室を分け合うという劇的な環境

の変化は、児童にとって戸惑いと不安、いら立ちを

もたらしていた。新しい環境に‘慣れにくいA児やB

児は一番敏感に反応した。「うるさい、しずかにし

て｡｣と書きなぐられた手紙がひまわり学級あてに届

けられたり、廊下で「ひまわりは、沖縄からでてい

け－」とのシュプレヒコールをあげたりした。この

ような攻撃は、ひまわり学級の児童をいっそう大き

な不安にさせ、黙りこんだり泣きだしてしまったり

等の行動を増加させる要因になっていた。

担任Aは、201X年4月に本校に赴任した。赴任

当初から隣り合うたんぽぽ学級のエネルギッシュな

児童に圧倒され、＜これは自分の学級だけでなく、

たんぽぽ学級も同時に支援していかなければ＞と考

えるようになっていた。しかし、年度初めの‘忙しい

時に、担任Bと授業についてのミーティングをする

余裕はなく、児童一人一人についてもよく知らない、

どう接していいのかもわからない。支援者同士も不

‘慣れで緊張し、どこまで相談していいかわからない

状況であった。

このような状況の中で、担任Aは、不安を抱えた

児童のためにく何か楽しいと思える活動をすれば活

路が見いだせるのではないか＞と希望をもち、担任

Bの理解を得てさっそく4月2週目から第1回目の

合同授業をおこなった。指示が通りにくいという実

態から、聞くことが中心の遊びを集中的に組んでみ

た。この時間をひまぽぽにこにこタイムと呼ぶこと

にした。

授業は担任Aが主で進行し、ゲームの説明や確認、

全体の授業を進める役割をし、それについていけな

い児童の支援を担任Bと支援員が行った。

4月初旬の活動初期の頃は、集合するだけで数分

かかった。集まったかと思うとトラブルになり教室

を飛び出すA児、好きなキャラクターの絵を描き始

めるB児。担任Aが活動の説明を始めても「や一ら

ない」と大声を出したり「おもしろくない」と言っ

て寝転がったりするのである。どう支援していけば

いいのか途方にくれることが何度もあった。なんと

かこの場を盛り立てたい、その場を収めたいと思っ

た担任Aは、「大きな声は出さないでください｡」「け

んかはやめてください｡｣等と注意をすることが多く

なり、かえって子どもたちの活動は止まってしまう

ことが繰り返された。本当は活動に興味を持ってい

るのだが、何らかの不安で入れない、やってみたい

のに気持ちと反対･の言葉を言ってしまう等の言動は、

児童本人の'性格の悪さやわがままではない、と分

かっていても受け止めにくいものであった。

そんなある日、担任Bが、「この子たちが言うのは、

反対言葉1反対言葉！」と担任Aと子どもたちの間

に入ってくれ、その場をしのぐことができた。この

出来事は、「指導しにくい子､話してもなかなか支援

者の思いが伝わらない子」と捉える自分を変えなく

てはならないと、強く感じさせるものであった。

4月中旬頃､担任Aが内線電話をとるため｢失礼し

ます」と言ってたんぽぽ学級に入っていくと、B児

が「侵入者だ。勝手に入っている」と言ってきた。

｢大事な電話だからとらせてね」と言っても「あの人

誰､知らない人｣｢勝手に入るな」「ひまわり、きら－

い。たんぽぽがいい。たんぽぽがいいひと－」とこ

ちらの話等一切受け付けない勢いで攻撃してきて、

大騒ぎになる出来事があった。普段からB児は誰か

に注意する自分を演じているようで、その会話は脈

絡もない相手への注意になってしまう。決まって最

後には｢みんなぼくのこと嫌いでしよ！」｢嫌いって

言った！」「ばか！」「嫌い！」と怒りの矛先を他者

に向けてくる。その日も一方的に文句を言われ意気

消沈していた担任Aは､帰り際B児から｢また一緒に

勉強しましょう。よろしくおねがいします｡｣と書か

れた手紙をもらった。＜本当は仲良くなりたかった

んだ＞という驚きとB児の本音に触れたような気が

して、心からかわいいB児だなあと感じさせられた。

4月下旬。フルーツバスケットを数回行ううちに、

ケームを成立させようと注意するのをやめ、枠をゆ

るめてみることにした。担任Aは、教える立場とし

て仕切りたい気持ちがうずうずしたが、児童が寝転

がっても飛び出していっても、すぐ注意せずぐっと

我慢して、児童のやることをよく見るよう心がけた。

活動に参加している数人の児童と共に活動を進める

ことを優先し、活動の流れを止めないようにするの

に必死であった。

すると、注意をすることやめたことがこちらの余

裕となり、不思議と子どもたちの反応がよく見えて

きたのである。支援者主体で、児童の手を引っ張っ

て動かしていたこれまでの活動では見えなかったこ

とが、見えてきた。ある子が「リンゴ」と言っても

誰も動かなないけど「みかん」と言ったら全員が動

くというこっけいな動きに、見ている支援者も新鮮

なおもしろさを感じることができた。「アボガド｣と

言って流れを止めるA児、ワンテンポずれて立つの

でどの果物かわからないB児。いつしか「○○さん、

こっちこつち」と子どもたちが声を掛けあう様子が

見られるようになり、なんだか遊びの流れができ、
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誰一人ゲームを終わろうとしなかった。

本来のフルーツバスケットゲームとしてはルール

は守られていないけれど、子どもたちはとても楽し

そうに全員がゲームに参加していたのだった。一般

的なフルーツバスケットとはかけ離れた、外からみ

ると何をやっているのだろうというゲームであった

が、子どもたちも支援者も一体となって楽しむこと

ができた活動であった。

5月初旬風船バレー

ひまぽぽのメンバーを2グループに分けて風船バ

レーを行った。この頃になると、活動に参加して遊

びを楽しむ児童が増えていた。そのような状況でも、

A児はみんなが風船で楽しもうとはしゃいでいる中、

風船を一人占めしてドリブルをしたり、風船を持っ

たまま出ていってしまったり、まさしくジャイアン

状態になっていた。

A児は、人をよく観察してちょっかいを出す自由

奔放で一方的に振る舞う児童。にこにこタイムを重

ねても、人一倍興味を示すものの、体ごと輪の中に

入ることはできず、途中で抜け出して好きな工作を

したり戻ってきて参加したりする等、十分に活動を

楽しんでいない状況が続いていた。

この頃になると、A児が他からの働きかけに対し

てマイナスのイメージを持ちやすいことをなんとな

く感じていたので､担任Aは注意をせず｢みんな待っ

てるからね」と言葉をかけ、A児が戻ってくるのを

みんなで待った。しばらくすると、A児は好きな

キャラクターの絵を書き入れた風船を持ち、待って

いたみんなと楽しそうに風船バレーをすることがで

きた。参加といっても活動場所から出たり入ったり、

どこのチームなのかわからない気ままな行動はとま

らないが、A児にとってこの風船バレーの時間は、

最後までその場にいることができた初めての経験と

なった。

<小考察〉

支援を考えるとき、十分な児童理解が必要なのは

いうまでもない。児童について個別の支援計画や引

き継ぎ事項だけではわからないことは、前担任や周

辺の職員に直接聞いて情報を集め、支援を検討して

いく。しかし、日々児童に向き合っていると、書類

や見聞きした情報だけでは、その時その場で起こる

出来事ごとに対応するには分からないことが多々あ

る。

通常、学校では、教育活動や児童への対応等につ

いて話し合うため、週1回学年会の時間が週時程に

設定されている。しかし現状は、行事等の取り組み

に追われ、個々の児童の支援方法についてじっくり

話しあう時間的なゆとりは少ない。そのため、

ちょっとしたすきま時間に交わした会話が貴重な情

報交換、共通理解となっている。児童の反応をどう

受け止め、どうすればもっとスムーズなやりとりが

できるか。日々の教育活動の場面全体が、見立て・

実践・反省の繰り返しであった。

目の前の児童の行動の意味をどう捉えたらいいの

か迷うことも多く、悩みはつきない。障害の特性に

よる特異な行動等について、通常学級の担任とは抱

える悩みが違う部分もあり、相談する場や人も限ら

れ、特別支援学級担任は孤独を感じることが多々あ

る。幸運にも本校には、相談できる管理職や特別支

援教育コーディネーターの存在と事務職等、校内に

おける人的な支援体制が整っていて、特別支援学級

担任を支える雰囲気があった。支援教室まで様子を

見に来てくれたり、今日はこんなことがあったと話

を聞いてもらったりすることが、担任の気持ちを軽

くしてくれ、一見遊んでいると捉えられがちな「遊

びを中心にした活動」を実践することができたのだ

ろうと考えた。

第1期では、担任AとBは児童理解を深めている

ことがわかる。風船バレーのゲームを通して、A児

の対応については、気になる行動があっても初めに

注意するのではなく、プラスの言葉かけをして待つ

ことによって少しずつ活動に参加できる、というこ

とを学んでいる。また、内線電話に関わるエピソー

ドの中で、B児からの手紙により担任Aは一方的で

攻撃的に見えるB児の行動の裏にある、人に近づき

たい思いに触れる体験をしている。遊びを中心とし

た活動を通した関わりだからこそ見えてきた、本物

の子どもたちの姿に出会えたのだと痛感する。

さらに、担任AやBは、児童との関わり方につい

ての気づきを体験している。それは、児童の表面的

な言動に巻き込まれずできるだけプラスの反応を児

童に返すこと、自分の持っている枠をゆるめ児童の

作る活動の流れを尊重すること、活動に参加してい

ないように見えてもその子なりの楽しみ方を見つけ

ていること等である。そして、担任が関わりの大切

さに気づくことによって、児童が安心してそれぞれ

の参加をするようになったり最後までその場にいる

ことができるようになったりする等、児童の変容に

繋がっていると考えることができる。

また担任は、一見活動していないように見える児

童でも、その場にいられることを尊重するように
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なっている。このことは、「児童の主体的な参加」に

i視点をおいた活動へと変容させる教師自身の枠が広

がり、相互に関連した児童の変容と担任の変容と

なっているといえる。

第2期201X年6月～201X年8月

スマイル教室では、様々な困り感を軽減するため、

SSTや行動を振り返り見通しをもつための教育相

談などを行っている。個別でのSSTを行うことに

よって、自分自身の行動を見つめ直したり、対応の

仕方を考えたりすることができるようになってきた

F児やG児。しかし、学級集団に戻るとトラブルは

繰り返され、少集団での更なる指導が必要な状態で

あった。加えて、F児やH児が「ひまぽぽにこにこ

タイム」の様子を興味深そうに見る姿が観察された

ことから、スマイル教室も合流し、「ひまぽぽスマイ

ルタイム」を実施することになった。

第2期では、活動の中で子どもたちの作る流れを

尊重するという支援を心がけ、子どもたちの興1床関

心に沿った活動を企画した。

6月に入っても、不安や緊張が強く、常に本や鉛

筆を持って活動に参加するB児。活動中、何か口

走っては誰かにつっかかったり、一人教室の外に飛

び出して廊下を歩いたりと落ち着かない。支援者

ミーティングでも一番多く話題に上ったB児につい

ては、これといった具体的な対応ができないままで

あった。

6月中旬、1回目のひまぽぽスマイルタイムの活

動は、みんなも良く知っているかくれんぽ。

「かくれんぽ｣はB児にとって、もともと好きな遊

びだったよう。担任Aが「明日かくれんぽする予定

だよ」と話すと、とても張り切っていた。その様子

から、この調子でいけば、そのまま活動に参加でき

るかもしれないという期待がふくらんだ。早速B児

に当日の進行役をお願いし、ホワイトボードにルー

ルを書いて読み上げる練習を行った。そして当日。

B児は、「教室外には出ないこと、物を壊さないよう

に気をつけること｡｣と書いてあることを読み始めた。

しかししばらくすると、またいつのも「○○さん、

ちゃんと座って下さい。みんなの声が小さい｡｣等と

注意のパターンが出てきた。その時、支援者が一丸

となって「Bさんと一緒に、かくれんぽをやりたい

と手を挙げてるよ｡」「みんなBさんのこと大好きだ

よ」と本人の不安に寄り添うように励まし続けた。

時間は要したが、みんなに支えられながら、B児は

無事に進行役を完遂することができた。

いよいよゲームがダートした。隅々まで知り尽く

した慣れ親しんだ教室で、隠れるところも少ないの

に楽しめるだろうかと心配した。支援者の心配をよ

そに、子どもたちはわいわいはしゃぎながら机の下

やカーテンの陰、棚のなかや教卓の下などにかくれ

始めた。

B児は、みつかる度に「キャー見つかっちゃっ

た｡」と歓声をあげ、まるで「み－つけた」「あ－見

つかっちゃった｡｣と言いあうことを楽しんでいるよ

うに見えた。気がつくと、ごく自然にかくれんぽ遊

びに参加しているB児。これがB児にとって初めて

体ごと活動に参加できた体験となった。かくれんぽ

をしてからというもの、B児は休み時間になると

｢かくれんぽしたいひと－｣と誰となく声をかけるよ

うになり、気がつくと、「ねえ、C児、かくれんぽし

よう」と積極的に遊びに誘うようになる等、人との

距離が近くなっていった。

いつも遠巻きに活動を見ていたH児は、先頭に

なって隠れたり、鬼と一緒になって「どこだ、どこ

だ－｣と探し回ったりした。「あっちに先生がかくれ

ているよ｡」とひそひそ話で教え合うG児､隠れてい

るとわかっていても先生は最後に見つけるというお

楽しみを見つけたF児。おにを交代して何度も繰り

返すうち、いつしか教室は宝探し状態になり最高潮

に盛り上がっていった。

支援者ミーティングで「かくれんぽ」の活動を振

り返っていたとき、そばで活動の様子を見ていた方

から「先生たち、びっくりするほど隠れるのがうま

かったですね。丸まったマットの中から先生が飛び

出してきたときのみんなの喜んだ顔、忘れられませ

ん｡」との感想や、「先生、隠れるのが上手だったね。

えらいね～って、いい子いい子と頭をなでられたの

よ。うれしかったあ｡」という話があった。

支援者も夢中でかくれんぽを楽しんだことで、

＜やっと、子どもたちに仲間に入れてもらった＞

＜受け入れてもらった＞のではないかと感じた。場

や人への安心感から関係性がスタートしたといえよ

う。

教師は、指導する側に常に立つのではなく、時に

は子どもの側に立ち、本気になって一緒に遊ぶ人に

なることも大切なのではないかと思う。「この人は

真剣に遊んでくれる」と認められることは、子ども

の世界に入れてもらい子どもに認められることであ

り、それを決めるのは子どもたちだと考える。

普段は、なかなか一緒に遊ぶことの少ない教師が、

同じように子どもたちと共に遊ぶのがこの活動の特
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徴である。子どもたちと体を寄せ合い、息をひそめ

て本気になって一緒にかくれる教師の姿に子ども達

も喜んでくれたようだった。

回を重ねるうちに、最後まで見つからなかった人

にはみんなで拍手するというゲームの流れができて

いた。誇らしげに隠れていた場所からでてくる子ど

もたちの表'情がなんともいい顔だなあと感じたもの

だ。

<小考察〉

第2期では、試行錯誤しながらやってきた第1期

での手ごたえをもとに、担任A・B.Cがチームと

なってひまぽぽスマイルタイムを実践している。

環境への‘慣れや人への関心に苦手さを持つA児。

B児，自分に自信が持てずやる気の持続が難しいC

児．D児。E児、情緒のコントロールが苦手で個別

で支援や指導を行っても通常学級でのトラブルは絶

えないE児．F児．G児、そして行き場のないI児。

学級担任A・B．Cは、この3つの学級の児童の

持つ障害特'性は違っていても児童たちには思いっき

り笑って楽しむ、怒っても泣いても安心して感情を

表現できるようにすることが必要だと考えていた。

それは、障害のある児童にとっての学校生活は何か

と制限されることが多い環境だと感じていたからで

ある。

それぞれの児童が抱える苦手さは簡単に克服した

り改善するものではないが、人との安定した関わり

があれば乗り越えていけることも多くなるだろう。

児童が楽しいと思える活動を通して、「人と何かを

共有する体験」ができれば情緒の安定や不安の軽減

につながり、もっと豊かな学校生活になるのではな

いかとも考えた。

かくれんぽの活動で、ほとんど活動に参加できな

かったB児は始めて活動に参加する体験をしている。

そこに誰かがいるとわかっていても、気づかないふ

りをして楽しむB児。まるで、大人と「いないいな

いぱ～」を楽しむ幼児期の子どもの遊びとよく似て

いていた。この活動は、一般的なかくれんぽとはち

がい、この子たちが作り出した新しい遊び『いない

いないかくれんば～』となった。4月の「ひまわり

は沖縄からでていけ－」と声をあげていた頃のBか

らは、考えられないほどの変容であった。

かくれんぽという企画と子どもたちの状態のチャ

ンネルがピタッとあったことで、誰もが本気になっ

て遊んだ活動となり、その本気さが大人や子供に思

議な一体感をもたらしたのではないかと考えた。

担任は、かくれんぽの活動を通してく幼児期の遊

びを必要とするような発達段階の子が私たちの目の

前にいたんだ｡＞という実態に改めて気づき、衝撃

を受けている。この経験によって、発達段階にあっ

た遊びの重要』性を学ぶとともに、通常学級に追いつ

けるように支援することがこの子たちのゴールでは

ないとの思いを強くしている。かくれんぽ以降、ひ

まぽぽスマイルタイムは「学校での楽しみの一つ」

として子どもたちに認められている。参加児童の活

発な交流が見られ、担任A・B．Cも共通の話題が

できるようになっている。児童も担任も含めた「ひ

まぽぽスマイル」という一体感をもてるようになっ

ていた。

第3期201X年9月～201X年12月

この活動を続けることによって、3つの特別支援

学級の児童達は、学級の垣根を越えて交流するよう

になり、支援者も児童一人一人の個性を理解し接し

方に余裕が出てきた。1つの集団として短時間に集

合できるようになってきたことからも、児童が週1

回の活動を楽しみにしてくれるようになったことが

感じられた。

8月。支援者ミーティングでは、活動の成果をふ

まえ、児童が少しでも安心な学校生活が送れるよう

に、これからもぜひ活動を続けていこう」と確認し

た。「安心していられる仲間となら、子どもたちは

もう少し頑張れるかもしれない！」そんな手ごたえ

を感じた私たちは、9月からの活動について計画し

た。＜遊びを中心とした活動に少し変化を加え、み

んなで何かに挑戦することができるのではないか｡＞

と意見が一致した。

毎日帯で1時間(週5時間)をどう確保するか。教

育課程上もすっきり位置づけしなくてはならない。

そこで3つ学級でのチャレンジタイムの位置づけを

確認する（表5)。

表5各学級・教室の教育課程の内容

学級・教室名 教育課程の内容

ひまわり学級 領域・教科を合わせた指導

自立活動と領域・教科を合
たんぽぽ学級

わせた指導

通級指導教室 自立活動そのもの
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9月、協力学級担任の理解を得て、新たに『チャ

レンジタイム』をスタート。活動内容は、前半に少

し苦手な運動､後半にお楽しみを入れ、「苦手な活動

もがんばろう」と思ってくれるよう工夫した。

外での活動は初めてである。初めの1カ月は、振

り出しに戻ったかのように集合や整列、あいさつな

どに時間を要した。支援者は、ルールを守らせるこ

とに重きを置くのではなく、彼らのつくる活動の流

れを尊重するよう心がけた。

担任Aは全体の進行役。担任BやCは流れに乗れ

ない子のそばについて支援した。支援者の役割も明

確になり、活動は徐々に軌道に乗っていった。「今

日はチャレンジタイム10回記念｣「20回記念」と活動

を続けることを楽しみにする雰囲気もでてきた。活

動は、単に運動会のための準備ではなく、学校生活

のリズムをつくる重要なものとなっていた。

10月。今年度の運動会は、最後まで楽しく参加さ

せたいとの願いがあった。そうして迎えた運動会の

練習。

去年の運動会では、リレーにも関わらず歩いてし

まい、級友からブーイングを受けたH児。チャレン

ジタイムでは、バトンパスよりスタートならできそ

うとのF児の希望により、スタートの練習を取り入

れた。年下のA児に追い越され、怒って泣かしてし

まうなど、勝敗にこだわり|､ラブルになることが繰

り返された。「負けても怒らない、勝っても自慢し

ない」ことをみんなで確認し、次頑張ろうと声を掛

け合うことで周りの子どもたちの気持ちを保とうと

支援者も必死だった。学年練習での子どもたちは、

列に並べるようになった、リレーに負けて怒っても

立ち直りが早くなった、体育着を着て練習にいけた、

緊張して泣きながらも走ったなど小さな勝利を樋み

重ねる2週間であった。

昨年の運動会練習で、集合した列に入れず遠くか

ら様子を見て過ごしたF児。チャレンジタイムでは、

勝敗にこだわりトラブルを繰り返したり、競技に負

けて校舎の陰で悔し涙を流したりしながらも、H児

なりの参加の仕方で当日をすごすことができていた。

このようなチャレンジタイムを2カ月重ねて迎え

た運動会。どの子も学年の種目にいきいきと参加す

ることができるなど、一人一人がその子なりに運動

会に参加でき、昨年に比べ大きな児童の変容が見ら

れた。

11月。ドッチボールの活動を重ねていくと勝敗を

きっかけにしたトラブルは毎日のように起こった。

しかし、うれしい変化として、トラブルになった時

に「今、F児はこんな気持ちだはずよ･」と、相手の

気持ちを代弁してくれるG児やD児。毎日、同じ時

間に同じような活動をする意味ある仲間として相手

を意識してきたからこそ、でてきた関係であろうと

思われる。

初めてのキックベースゲーム。担任Aはルールを

どう説明するか迷っていた。これまでの経験を活か

して、とりあえずチーム分けしをしてゲームをス

タートした。キックベースの経験がある5．6年生

の動きに助けられながら進めた。ファールをとるか

とらないか、盗塁はあるのかないのか。ルールはあ

まり重要視せず、支援者が審判になって大まかな判

断を示していった。

通常学級では、ルールが大まかだとケンカになっ

てしまう。しかしここでは、そうはならなかった。

子どもたちの活動への参加の様子を見ていると、

｢ルールが分からないからゲームに参加できなかっ

た子どもたち」ではなく、「自分たちでルールを作り

上げ、楽しむ力を持つ子どもたち」に気づき、びっ

くりさせられることが多い。ルールを守るから遊べ

るという前提でく、楽しく遊ぶためにルールを守っ

ているという体験をしているように見える。

子どもたちの変容

くクールダウンが早くなったF児〉

感情のコントロールがうまくできず、カツとなる

と暴言をはいたり、手を出したり、いったん怒りだ

すと気持ちの立て直しが苦手なF児。自分の気持ち

を言葉で相手に伝えることが苦手なため、周囲の人

は彼がなぜ怒っているのかわからないことが多い。

そのため、週5回の「チャレンジタイム」と「ひま

ぽぽスマイルタイム」のすべての活動に参加してき

た。支援者総がかりでのていねいな関わりを続け、

安心できる楽しい活動を積み重ねた結果、少しずつ

人とつながる力をつけてきた。クールダウンした後

に「先生、さっきFが怒っていたのはなんでだと思

う？」と、自分の気持ちを相手に伝えようとする場

面が多く見られるようになってきた。また、ドッジ

ボールでは勝敗にこだわり相手を責めていたF児が、

自分のチームが勝つことよりも年下のD児の参加を

支えてくれた。ルール通りいけばファールやアウト

になるところを見逃してくれた。ボールコントロー

ルをし、相手がけることができるようにボールを投

げてくれた。その姿は、これまでの集団活動を通し

て、自分をコントロールする力やその場の流れに合

わせた行動ができる力となっているのだと感じる。
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SSTだけでは、なかなかうまくいかないF児に

とって、チャレンジタイムでの活動は毎日が生きた

SSTの連続だともいえる。

<人への意識が向かい始めたC児〉

ひまぽぽにこにこタイム初期の頃、C児はキャッ

チボールのとき、相手の投げるボールに視線を向け

受け取ることができずにいた。しかし、チャレンジ

タイムで活動を続ける中で、相手に向かって両腕を

伸ばしボールを受け取ることができるようになって

いる。この時期、C児の母は「学童で遊んでいるC

児の様子を観察していると、お友達との会話がかみ

合っている。成長したなと感じました｡｣と話してい

た。

<皆となら苦手なことも頑張れるE児〉

体を使う活動が苦手で、物事に向かう気持ちにも

弱さを持つE児。一人ではなかなか行動することが

難しかった。チャレンジタイムでの活動を続ける中

で、みんなと走るようになってから、場の雰囲気を

感じたのか自分から「今日は2周走る」と自主的に

挑戦したり、疲れても少し休んでまた走ったりする

など最後まで参加できるようになった。また、初め

の2カ月はキャッチボールだけに参加していたが、

3か月目にはいるとドッジボールのゲームに参加す

るようになった。以前は「ポールがこわい」と言っ

て全くやらなかったのに、自分からゲームに入って

いる姿をみると「少しずつならできる」と自信をつ

けているのではないかと思われる。

<苦手な事に向かう知恵を発揮したD児〉

ボールを当てられる度に大泣きして教室まで逃げ

帰っていたり児には、その都度ふり返りをし、何が

不安なのかを言葉に出して言わせてみるなどの支援

をしてきた。高学年のボールを怖がることは変わら

ないが、強い子と敵対するのでなく、同じチームに

入れば逆に狙われないということを学んで少し安心

して参加できるようになった。今でも泣き出すこと

はあるが、1時間引きずることはなくなり、切り替

えもできるようになった。

<あてられても平気でいられるF児〉

負けると悔しくて、気持ちをコントロールできな

くなるH児。クラスでのドッジボールは一度あてら

れると外野に出なければならないというルールに従

うことができなかった。チャレンジタイムでのドッ

ジボールは当てられても出なくてもいいので安心し

てあてられたり、ボールを取ったりすることを楽し

んでいる姿がみられた。自分とペースの合う子とだ

けパスしあうような場面が多く見られたが、周りに

パスを回すということを学び、年下の子にも積極的

にボールをゆずるようになった。勝敗よりも、みん

なが楽しくなることを選んでくれたのかと頼もしく

思えた。

<メンバーから「元気をもらう」｜児〉

遅刻や欠席が多く保健室登校をしていたI児は、

通級指導教室のメンバーと共に活動に参加するよう

になった。パニックになって泣きだしたり、大声で

ケンカしたりといろいろな子がいる中で、I児がど

のような反応をするのか大変気がかりだった。しか

し、エネルギーあふれるひまぽぽスマイルのメン

バーといると「自分まで元気になるから楽しい｡」と

話していた。運動会後もほとんど休まず登校できて

いる。

<小考察〉

毎日同じ時間帯に行う体を使った楽しい活動は、

週明けでもスムーズに学習に向かえるようになった

F児や、早起きするようになったE児の変容からも

わかるように、学校生活のリズムを作る手助けに

なったと考えられる。

小学校の一大行事である運動会は、児童にとって

楽しみとなる一方で、一部の児童にとっては苦手な

集団活動に向かわなければならないという試練の行

事でもある。走ることに抵抗のある児童も、チャレ

ンジタイムの後半に児童が好きなドッジボールを設

定することで苦手な事もがんばろうと思えたのでは

ないかと考える。勝敗がはっきりするリレーやか

けっこも、最後まで走ることやバトンをつなぐこと

に重きをおいて練習することが、学年練習でも勝敗

にこだわってパニックにならずに参加できたことに

つながったのではないかと考える。

このような活動を重ねていく中で、少しずつ、列

に並んだり同じ動きで体操したりという集団のまと

まりを感じられるようにもなった。

児童にとって苦手な集団活動も、児童が楽しいと

思う活動を入れたり、安心できる仲間と勝敗にこだ

わらずに練習したりすることにより、がんばれたと

いう体験となったと思われる。しばらくの間、運動

会のリレー遊びや玉入れ遊びが子どもたちのブーム

になっていたことから、運動会に参加できた達成感

が、児童の自信になっていたことが感じられた。

集団活動を続けていくと、お互いの気持ちが衝突

する本気のぶつかり合いがでてくる。勝敗にこだ

わって怒ったり、相手にやられたと被害的に感じて

パニックになるなど、児童の特性から起こるトラブ
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ルを教師と一緒にふりかえりをし、その状況や自分

の感情を整理することが児童の行動の修正につな

がっていったのではないかと思われる。この衝突や

葛藤を乗り越える体験することは、人とのつながり

を作ったり、自分の感情の出し方をコントロールし

たりするという社会'性やコミュニケーションの基盤

となっていくと考える。

教師もふりかえり後の児童の変容から、児童に最

後まで関わることや児童の気持ちをそのまま受けと

めることが重要だと考えるようになった。児童がト

ラブルになって集団から少し離れても、気持ちを立

て直してまた戻れる体制がとれたことが、チームで

支援することの良さだと思われた。

Ⅳ総合考察

今回、「向かう力」に焦点をあてて整理したとき、

何よりも教師が安心できる他者となることが、彼ら

のやりとりする力を育み、人と関わる力を引き出し

ていくと考えられた。

人は、常に頑張るだけでは続かない。自立活動に

よる「みんなで遊ぶ活動」を通して、彼らは頑張れ

ない自分を受けとめてもらえる体験、自分らしくふ

るまえる体験、時には失敗してもまたやり直しがで

きる体験などを重ねている。その体験は、彼らの安

心感や達成感となり、自身の持つ本当の力を発揮し

ていったと考える。自分らしく安心していられる場

所や活動、そこに信頼できる人がいるということは、

障害の有無に関わらず、どの児童にとっても必要だ

と痛感する。これまでの活動を通して、彼らの様々

な領域における「向かう力」の芽生えに触れたとき、

その｢向かう力」こそ、彼らの社会性やコミュニケー

ションの基盤となっていくことを実感した。

また、「重い荷物も仲間と一緒にわけあえば､軽く

なる｡」とよく耳にする。私たち教師も、連携してこ

の活動を実践する中で、悩んだときに互いに励まし

合い支え合うことで気持ちに余裕を持てるように

なった。そして、活動の1か月先、2か月先、1年

先の児童の変容を信じて待つことができるように

なった。

結果としては、「みんなで遊ぶ活動｣は毎日がトラ

ブルの連続で遠回りに思える実践といえる。しかし、

子どもたちと同じ歩幅で一緒に歩んでいくこの実践

は、「この子たちを何とか変えよう」と教師主導で四

苦八苦していたときの何倍も、彼らの笑顔に出会い、

彼らのうれしい変容を生むことになった。

Ⅶおわりに

子どもたちの将来を考えたとき、様々な困難にぶ

つかっても乗り越えていける「心の柔軟性」や「負

けない心」を育てることが、大きな願いである。

私たちの活動の本当の意味での成果は、すぐに出

るものではないと考える。しかし、他者との関係性

に焦点をあてた活動を、少しずつ継続して取り組み、

そこで起こった様々な体験を重ねていくことが、今

後、彼らがサポートを必要としたとき、周囲の人に

相談したり、気持ちを切り替えてまたチャレンジし

たりという前向きな姿勢につながって欲しいと願っ

ている。

もちろん、すべてがうまくいっているわけではな

いけれど・・・日々、活動を通して変わっていく、

変わろうとしている子どもたちを、これからもチー

ムで見守っていきたい。

Ⅷ参考・引用文献

○赤木和重佐藤比呂二共著(2012)「ホントのね

がいをつかむ－自閉症児を育む教育実践」全障

研出版部

○犬飼己紀子(2010)「元気君とのん気ちゃんの運

動あそび」遊戯社

○文部科学省学習指導要領「自立活動」

○浦崎武武田喜乃恵崎漬朋子瀬底正栄大城

麻紀子宮脇絵里子（2011）『遊びを媒介とし

た他者との関係性と共有に基づく発達障がい児へ

の集団支援～支援企画‘みんなのまちをつくっ

て遊ぼう，～』琉球大学教育学部附属発達支援教

育実践センター紀要第2号

○浦崎武武田喜乃恵（2010）アスペハートVol.

27『学童期を中心とした社会性のサポートの必

要な子どもたちへのグループ支援一トータル支援

教室の支援企画‘ツユコレ’の成果から一INPO

法人アスペ・エルデの会

－94－


