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 発達障害の児童は、在籍学級担任、巡回指導教員、専科教員等の指導を受けているた

め、すべての教員が発達障害への理解を深め、障害の状態に応じた適切な指導・支援を実

施できるようにすることが必要である。 

ポイント⑥

巡回指導教員の専門性の向上

 特別支援教室がすべての小学校に設置されることによって、指導を受ける児童の増加

が期待できる。その結果、児童数の増加に比例して巡回指導教員が増加することになり、

これまで特別支援教育を担当したことのない教員や教職経験が浅い教員が巡回指導を担当

する状況も想定される。したがって、巡回指導教員の専門性の向上が不可欠であり、その

ための研修体制等の整備が急務である。 

巡回指導教員

に求められる

専門性

対象児童の障害の理解

高機能自閉症、学習障害、注意欠陥多動

性障害等の障害の種類の特徴に関して、知

識を深めることはもちろんであるが、児童

一人一人が抱える困難さがどのような障害

の特徴に起因するかを理解するとともに、

困難さを改善するための手だてを見い出す

ことのできる専門性が求められる。 

また、対象児童の状況に応じて、 

どの困難さを優先して指導して 

行くかなどに関して、判断でき 

る専門性が求められる。

特別支援教室での特別な指導の目的が、

対象児童が抱える困難さを改善して、在籍

学級の中で円滑に学習ができるようにする

ことであるため、まずは、通常の学級の教

育課程について十分な理解が必要である。 

  その上で、特別な指導の実施に関する小 

    学校学習指導要領における位置付 

     けや、特別支援学校学習指導要 

      領における自立活動の目標と 

      内容に関する理解が必要とな 

           る。

対象児童の障害の理解に基 

づき、在籍学級での学習状況 

や集団参加状況の改善につな 

がる指導内容・方法を立案し、そ 

れに応じた教材・教具を準備できる専門性

が必要となる。この際、指導内容・方法や

教材・教具が在籍学級においても有効に活

用されることが望ましい。また、教材作成

は、専門員も担うことになるので、どのよ

うな目的で、どのような教材が必要なのか

を的確に伝えられなければならない。

調整能力や相談対応力

特別支援教室での特別な指   

      導は、児童一人一人の状況に 

      応じて実施されることから、 

     各小学校の管理職をはじめ、関

係する教職員に、指導内容・方法について

説明し、理解や協力を得ていく調整能力が

求められる。また、児童・保護者、在籍学

級担任などからの相談に対して、不安等を

受け止め、共に改善を図ろうとする姿勢を

引き出す力が求められる。



校長・副校長のリーダーシップの強化

 特別支援教室での巡回指導の実施に伴い、各小学校の校長は、特別支援教室の運営を

加えた特別支援教育推進の取組を、学校経営方針に位置付ける必要がある。各校の特別支

援教育の推進は、校長のリーダーシップの発揮いかんによって大きく変わると言われてい

る。例えば、校内委員会の運営、特別支援教育コーディネーターの指名と活用、学校内外

の人材活用、特別支援学校等の関係機関との連携など、校内における特別支援教育体制の

構築は、校長のリーダーシップによるところが大きい。 

 福生市教育委員会は、特別支援教室の導入計画、巡回指導教員の配置や服務管理等の具

体的内容について、校長・副校長に、校長会及び副校長会、特別支援教育校長会等におい

て周知してきた。校長・副校長は、これらの情報を基に、リーダーシップの強化を図って

いくことが重要である。 

全ての教員の理解促進と指導力の向上

校内での研修等による専門性の向上

主に、巡回指導教員や特別支援学校の教員

等が講師となり、事例研究等も含めた具体的

な研修を行う必要がある。 

福生市教育委員会等が実施する研修への参加

福生市教育委員会は、特別支援教育研修会、特別支援教育校長会、特別支援教育

コーディネーター研修会、特別支援学級担任研修会、特別支援教育関係機関等連絡

会等、特別支援教育に係る研修を行っている。東京都や市教育委員会が実施する研

修等に積極的に参加し、必要な知識や技能等を身に付けていくことが必要である。

校内研修会
通常の学級の授業研究においても、発達障

害の児童を含めた、全ての児童が興味・関心

をもって意欲的に学習に取り組める授業の在

り方を検討することにより、発達障害の指導

への指導・支援につなげていくことができ

る。また、授業後の協議会等で意見交換を行

うことで、発達障害教育の理解を深める一助

となる。 

授業研究

・発達障害の児童の障害の特徴 
・個別指導計画等の作成と活用方法 
・障害の状況に応じた個別の指導 
・関係支援機関等の活用 
・保護者との連携 
・校内支援体制の構築、教員間連携 等 

巡回指導教員が、在籍学級での授業観察や在籍学級担任とのチーム・ティーチングを行う際、

在籍学級担任は、巡回指導教員から児童の実態把握の方法や指導の手だて、教材や補助具の作り

方と活用の仕方などを学ぶことができる。 

ＯＪＴ
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 特別支援教室の導入により、対象児童は特別な指導を在籍校で受けることになるた

め、対象児童がどのような指導を受けているのかについて、他の児童が理解しておくこと

は重要である。また、保護者に対しても、保護者会等の機会を利用して、特別支援教室運

営に当たっての各学校の特色や工夫等について校長等が説明を行い、特別支援教室につい

ての理解促進を図ることが重要である。 

ポイント⑦

全ての児童の理解促進のために

 全ての児童の理解促進のために、各小学校で活用できるプレゼンテーション資料を以

下に示す。 

 各小学校は、全校の児童が特別支援教室導入の意義について理解することができるよ

う、全校集会及び朝や帰りの会等の機会を捉えて、本プレゼンテーションを活用して指導

する。（所要時間は、約６分程度） 

学校のみんなが

もっとあんしん

もっとたのしいたのしい
そのために・・・

 今日は、今度の４月から、福生第〇小学校に新しくできる教室についてお

話しします。 

 先生たちは、福生第〇小学校が「学校のみんなが、安心して、楽しく」学べ

る学校になってほしいなあと願って、いつもいろいろな取組をしています。 

 そこで、第〇小学校のみんなが、もっと安心して、もっと楽しく学べるように、

今度の４月から、新しく教室をつくることにしました。 

４月から、

〇〇〇〇教室
ができます。

きょう しつ

ができます。
場所は、〇階の
〇〇〇のとなりです。

 今度の４月から、第〇小学校に、〇〇〇〇教室ができます。 

 場所は、〇階の〇〇〇のとなりです。 

〇〇〇〇教室とは
きょう しつ

できるよう
にする

にがてな
こと

 〇〇〇〇教室とは、「自分の苦手なことにチャレンジして、できるようになり

たい」と思う、福生第〇小学校の子どもたちが学習をする教室です。 

 苦手なことができるようになる方法を先生と一緒に見つけ、クラスとは違う

やり方で学習をします。 
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にがてってなあに？

にがてなことは
だれにでも
あるよ。

くふうしたり、
どりょくしたりすると
少しずつできる
ようになるよ。

 さて、苦手とはなんでしょう。苦手なことは、誰にでもあります。たとえば、ス

ポーツが苦手、勉強が苦手、絵をかくのが苦手、歌を歌うのが苦手、人前で

話をするのが苦手、友達とうまく付き合うのが苦手など、大人にも、子供に

も、誰にでもあります。 

 でも、苦手なことでも、できるようになるために工夫したり、努力したりすると、

少しずつできるようになります。 

 〇〇〇〇教室は、こういうことができるようになったら、クラスでもっと安心し

て学習することができるのになあ、ということをクラスとは違うやり方で学習し

て、少しずつできるようにするための教室です。みんなが、クラスで安心して

楽しく学んだり、過ごしたりすることができることを目指しています。 

たとえば・・・

かん字をかく

ことがにがて

クラスでたのしく
学べるように
なったよ！

 では、〇〇〇〇教室では、具体的にどのような学習をするのでしょうか。 

 たとえば、この女の子は漢字を書くことが苦手です。漢字を何度繰り返して

書いて練習しても、なかなか正しく書くことができず、困っていました。漢字が

正しく書けるようになったら、クラスでもっと楽しく学べるようになるのになあ。 

 そこで、この女の子は、〇〇〇〇教室に週何時間か通って、クラスとは違う

やり方で学習をしました。その結果、この女の子は、自分に合った、漢字の覚

え方が分かり、クラスで楽しく学べるようになりました。 

たとえば・・・

友だちの気もち
をりかいすること
がにがて

クラスで安心して
すごせるように
なったよ！

友だちの気もち友だちの気もち クラスで安心してクラスで安心して

 もう一つ、例をあげてみましょう。 

 この男の子は、友達の気持ちを理解することが苦手です。自分が友達に

言った言葉で、なぜか友達が怒ったり、泣いたりしてしまうことがよくあり、困っ

ていました。自分はそんなつもりで言ったわけではないのになあ。何でいつもこ

うなってしまうのだろう。でも、どうしたらよいか分からないよ。 

 そこで、この男の子は、〇〇〇〇教室に週何時間か通って、クラスとは違う

やり方で、友達と仲良くする方法や自分の気持ちを言葉で上手に伝える学習

をしました。その結果、この男の子は、友達と楽しく話せることが増えて、クラ

スで安心して過ごせるようになりました。 

 このように、自分の苦手なことにがんばってチャレンジして、自信をもつこと

ができるようになったら、〇〇〇〇教室は卒業です。 

 〇〇〇〇教室は、何年生からでも入ることができます。そして、自分が目標

としていることができるようになったら、何年生でも、〇〇〇〇教室は卒業で

す。 

 〇〇〇〇教室に入ったり、卒業したりするのは、みなさんの学習や生活の

様子をよく見て、学校の先生とおうちの方などが相談して決めます。 

学校の みんな が
もっとあんしん もっとたのしい

そのために、みんなができること

にがてな
ことを

みとめあうみとめあう

にがてな
ことを

ささえあう

にがてな
ことでも

どりょく・
くふうする

 最後に、「学校のみんなが、もっと安心して、もっと楽しく」学べる学校にする

ために、あなたにはどんなことができるでしょうか。それは３つあります。 

 １点目は、「苦手なことを認め合う」ことです。人は、誰にでも、苦手なことが

あります。苦手なことがあることは、当たり前のことです。決して恥ずかしいこと

ではありません。 

 ２点目は、「苦手なことを支え合う」ことです。自分が苦手なことで困ってい

るとき、友達や先生が教えてくれたり、助けてくれたりしたら、うれしいですね。

あなたの周りの友達も同じです。苦手なことで困っている友達がいたら、勇気

を出して、声をかけてみましょう。 

 ３点目は、「苦手なことでも、努力・工夫する」ことです。苦手なことでもチャ

レンジして、できるようになるために工夫したり、努力したりすると、少しずつで

きるようになります。そして、自分のよいところをさらに伸ばすことができます。 

 これからも、第〇小学校のみなさんで力を合わせて、「学校のみんなが、

もっと安心して、もっと楽しく」学べる学校をつくっていきましょう。 

自信がついたら、

〇〇〇〇教室は、

です。できるように
なったよ！
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全ての保護者の理解促進のために

 全ての保護者の理解促進のために、各小学校で活用できる資料を以下に示す。本リー

フレットは、福生市教育委員会が７月、８月に実施した説明会で配布したものである。 

ふっさっ子一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばすために

 福生市教育委員会は、平成２９年４月から、すべての小学校に

特別支援教室を設置します。 

平成２８年７月

福 生 市 教 育 委 員 会

通級指導学級（平成２９年３月まで） 特別支援教室（平成２９年４月から）

お子さんの学校 お子さんの学校の特別支援教室

通級指導学級

通級

教員が巡回

巡回指導の拠点校

児童が、在籍する学校から通級指導学級のある
学校に通い、指導を受けます。 

 教員が、児童の在籍する学校へ巡回し、指導しま
す。自分の学校で指導を受けることができます。 

巡回拠点校である、福生第三小
学校と福生第五小学校から、教員
が各校に巡回し、指導します。 

「子どもが動く」 から  「教員が動く」へ

どのような子どもが利用でき
るのですか。 

特別支援教室は、通常の学級に在籍す

る、知的発達に遅れのない、発達障害ま

たは発達にかたよりのある児童を対象に

しています。 

 福生市が、専門家を交えた会議におい

て、発達検査等の結果を基に、指導の方

針や内容を検討し、特別支援教室への就

学が適当であると 

判断した場合、 

利用することが 

できます。 

特別支援教室では、どのよう
な指導が行われますか。 

 特別支援教室では、児童が、在籍学級

の中で自分らしさを発揮して生活できる

ようになることを目指し、学習面や行動

面において困っていることを軽減・改善

できるよう、児童一人一人の実態に応じ

て、次のような指導を行います。 

 障害の特性に応じ
た学び方を学びま
す。単なる教科学習
の遅れを補充する指
導とは異なります。 

教科の補充 
 日常生活や学習場
面における様々なつ
まずきや困難を改
善・克服するための
指導を行います。 

 自立活動 

特別支援教室の指導では、どの
ような効果が期待できますか。 

〇巡回指導教員と学級担任との連携によ   

 る、在籍学級の適応状況に応じたきめ  

 細かな指導が受けられます。 

〇在籍学級での友達との関わりなど具体 

 的な場面を通して、自分の気持ちや意 

 見を伝えたり、相手の気持ちを受け止 

 めたりする経験を積み上げ、生活の中 

 の様々な場面でどのように行動すれば 

 よいか、対応の仕方を学べます。 

〇教科の補充学習を行うことで、自分の 

 特性に合った学び方を見付け、自信を 

 もって学習に臨めるようになります。 

特別支援教室の利用について、
誰に相談すればよいですか。 

お子さんが小学生の場合は、在籍校の

学級担任又は特別支援教育コーディネー

ターの先生に相談してください。在籍校

内で、特別支援教室における巡回指導が

適切な支援なのかを検討した上で、在籍

校が福生市に巡回指導を申し込みます。 

 お子さんが幼稚園や保育園等に通って

いるなど、小学校入学前の場合は、福生

市教育委員会（下記参照）まで御相談く

ださい。 

【問合せ先】 ◆ 特別支援教室の利用や退級などに関すること 教育支援課
◆ 特別支援教室の指導内容に関すること 教育指導課
◆ 子どもの発達や成長に係る相談 教育相談室

帰校

一中
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（次ページ見開きと合わせ、両面に印刷）

 なお、平成２８年９月には、福生市立小学校の全保護者及び全教員に配布している。 

ふっさっ子一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばすために

 福生市教育委員会は、平成２９年４月から、すべての小学校に

特別支援教室を設置します。 

平成２８年７月

福 生 市 教 育 委 員 会

通級指導学級（平成２９年３月まで） 特別支援教室（平成２９年４月から）

お子さんの学校 お子さんの学校の特別支援教室

通級指導学級

通級

教員が巡回

巡回指導の拠点校

児童が、在籍する学校から通級指導学級のある
学校に通い、指導を受けます。 

 教員が、児童の在籍する学校へ巡回し、指導しま
す。自分の学校で指導を受けることができます。 

巡回拠点校である、福生第三小
学校と福生第五小学校から、教員
が各校に巡回し、指導します。 

「子どもが動く」 から  「教員が動く」へ

どのような子どもが利用でき
るのですか。 

特別支援教室は、通常の学級に在籍す

る、知的発達に遅れのない、発達障害ま

たは発達にかたよりのある児童を対象に

しています。 

 福生市が、専門家を交えた会議におい

て、発達検査等の結果を基に、指導の方

針や内容を検討し、特別支援教室への就

学が適当であると 

判断した場合、 

利用することが 

できます。 

特別支援教室では、どのよう
な指導が行われますか。 

 特別支援教室では、児童が、在籍学級

の中で自分らしさを発揮して生活できる

ようになることを目指し、学習面や行動

面において困っていることを軽減・改善

できるよう、児童一人一人の実態に応じ

て、次のような指導を行います。 

 障害の特性に応じ
た学び方を学びま
す。単なる教科学習
の遅れを補充する指
導とは異なります。 

教科の補充 
 日常生活や学習場
面における様々なつ
まずきや困難を改
善・克服するための
指導を行います。 

 自立活動 

特別支援教室の指導では、どの
ような効果が期待できますか。 

〇巡回指導教員と学級担任との連携によ   

 る、在籍学級の適応状況に応じたきめ  

 細かな指導が受けられます。 

〇在籍学級での友達との関わりなど具体 

 的な場面を通して、自分の気持ちや意 

 見を伝えたり、相手の気持ちを受け止 

 めたりする経験を積み上げ、生活の中 

 の様々な場面でどのように行動すれば 

 よいか、対応の仕方を学べます。 

〇教科の補充学習を行うことで、自分の 

 特性に合った学び方を見付け、自信を 

 もって学習に臨めるようになります。 

特別支援教室の利用について、
誰に相談すればよいですか。 

お子さんが小学生の場合は、在籍校の

学級担任又は特別支援教育コーディネー

ターの先生に相談してください。在籍校

内で、特別支援教室における巡回指導が

適切な支援なのかを検討した上で、在籍

校が福生市に巡回指導を申し込みます。 

 お子さんが幼稚園や保育園等に通って

いるなど、小学校入学前の場合は、福生

市教育委員会（下記参照）まで御相談く

ださい。 

【問合せ先】 ◆ 特別支援教室の利用や退級などに関すること 教育支援課
◆ 特別支援教室の指導内容に関すること 教育指導課
◆ 子どもの発達や成長に係る相談 教育相談室

帰校

学が適当であると

一中
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  高機能自閉症・アスペルガー症候群 注意欠陥多  動性障害 （ＡＤＨＤ） 学習障害 （ＬＤ）

学習場面で現れる
課題【例】

◆コミュニケーションがうまく図れない。

◆相手の立場になって考えることが難しい。

◆注意を 集中し続けるこ   とが難しい 。

◆授業中に席を離れてし   まったり、質問が終わらないうち
に出し抜けに答えてし  まったり、他の人がしていること
を邪魔してしまう。

◆音読が苦手である。

◆書くことが苦手である。

◆計算が苦手である。

指導事例 
◆ロールプレイ等で、適切な会話ができるよう

にするための指導

◆物語の登場人物の気持ちを考えるなどの指導

◆必要な情報を少なくし、 いくつかの情報の中から必要な
ものに注目できるよう  にするための指導

◆順番に人の話を聞くな  ど、ルールに従って行動できるよ
うにするための指導

◆自分に合った学習方法を習得し、その方法を取り入れ
て、国語や算数等の学習ができるようにするための指導

 在籍学級

特別支援教室で行う指導とは… 通常の学級に在籍する発達障害等（高機  能自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、学習障害 等）で、通常の学級での学習に
おおむね参加でき、一部特別な指導を必要と  する児童に対し 、障害の状態に応じて 行う「自立活動」や「教科の補充指導」です。

巡回指導教員が拠点校から各小学校に出向き、在籍学級担
任との相談の上、児童の障害の状態に応じた指導を実施し
ます。在籍学級担任

巡

指導を受けている児童だけでなく、学級全体の状況を観察します。

【注１】 これまでの通級指導学級の担当教員が「巡回指導教員」という名称に変わります。
【注２】 特別支援教室専門員は、特別支援教室導入校に配置します。
【注３】 臨床発達心理士等とは、「臨床発達心理士」、「特別支援教育士」、「学校心理士」のい  ずれかの資格取得者であり、特別支援教室導入校を巡回します。

指導

特別支援教室

巡回指導教員

 

 

 

児童の行動観察

指導の工夫

連携 【注 】

特別支援教室での指導対象児童については、保護者との
合意に基づいて、各小学校の校長が申請し、区市町村教
育委員会が決定します。

指導対象児童は、  週に１～８時間、校内に設置された
特別支援教室へ 特別な指導を受けに行きます。

巡回指導教員は、特   別支援教室で指導するとともに、
在籍学級での支援も  行います。

 特別支援教室の導入を円滑に行うため、新規に特別支援教室専門員  の配置及び臨床発達心理士等の巡回を行います。

 新規 新規特別支援教室専門員（非常勤） 臨床発達心理士等 （巡回）【注 】 【注 】

巡回指導教員や特別支援教育コーディネーター、在籍学級担任等との連
絡調整及び個別の課題に応じた教材の作成、児童の行動観察や記録を行
います。

児童の行動観察を行い、障害の状態を把握し、巡回指導教員・在籍学級
担任等に指導上の配慮について助言します。

校内の「在籍学級」と 「特別支援教室」を 移動します。

 

助言

 
巡
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  高機能自閉症・アスペルガー症候群 注意欠陥多  動性障害 （ＡＤＨＤ） 学習障害 （ＬＤ）

学習場面で現れる
課題【例】

◆コミュニケーションがうまく図れない。

◆相手の立場になって考えることが難しい。

◆注意を 集中し続けるこ   とが難しい 。

◆授業中に席を離れてし   まったり、質問が終わらないうち
に出し抜けに答えてし  まったり、他の人がしていること
を邪魔してしまう。

◆音読が苦手である。

◆書くことが苦手である。

◆計算が苦手である。

指導事例 
◆ロールプレイ等で、適切な会話ができるよう

にするための指導

◆物語の登場人物の気持ちを考えるなどの指導

◆必要な情報を少なくし、 いくつかの情報の中から必要な
ものに注目できるよう  にするための指導

◆順番に人の話を聞くな  ど、ルールに従って行動できるよ
うにするための指導

◆自分に合った学習方法を習得し、その方法を取り入れ
て、国語や算数等の学習ができるようにするための指導

 在籍学級

特別支援教室で行う指導とは… 通常の学級に在籍する発達障害等（高機  能自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、学習障害 等）で、通常の学級での学習に
おおむね参加でき、一部特別な指導を必要と  する児童に対し 、障害の状態に応じて 行う「自立活動」や「教科の補充指導」です。

巡回指導教員が拠点校から各小学校に出向き、在籍学級担
任との相談の上、児童の障害の状態に応じた指導を実施し
ます。在籍学級担任

巡回指導教員

指導を受けている児童だけでなく、学級全体の状況を観察します。

【注１】 これまでの通級指導学級の担当教員が「巡回指導教員」という名称に変わります。
【注２】 特別支援教室専門員は、特別支援教室導入校に配置します。
【注３】 臨床発達心理士等とは、「臨床発達心理士」、「特別支援教育士」、「学校心理士」のい  ずれかの資格取得者であり、特別支援教室導入校を巡回します。

指導

特別支援教室

巡回

 

 

ます。
 

児童の行動観察

指導の工夫

連携 【注 】

特別支援教室での指導対象児童については、保護者との
合意に基づいて、各小学校の校長が申請し、区市町村教
育委員会が決定します。

指導対象児童は、  週に１～８時間、校内に設置された
特別支援教室へ 特別な指導を受けに行きます。

巡回指導教員は、特   別支援教室で指導するとともに、
在籍学級での支援も  行います。

 特別支援教室の導入を円滑に行うため、新規に特別支援教室専門員  の配置及び臨床発達心理士等の巡回を行います。

 新規 新規特別支援教室専門員（非常勤） 臨床発達心理士等 （巡回）【注 】 【注 】

巡回指導教員や特別支援教育コーディネーター、在籍学級担任等との連
絡調整及び個別の課題に応じた教材の作成、児童の行動観察や記録を行
います。

児童の行動観察を行い、障害の状態を把握し、巡回指導教員・在籍学級
担任等に指導上の配慮について助言します。

校内の「在籍学級」と 「特別支援教室」を 移動します。

 

助言
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自立活動①の指導

状況に応じた言動を行うことが難しい児童への指導

児童Ｅ（低学年） 
・質問に正対して答えたり、状況に応じて会話をしたりすることに 
 課題がある。 

児童Ｆ（低学年） 
・人との関わりは多いが、衝動的に思い付いたことを言ってしまうこ   
 とがあり、トラブルになることが多い。 

児童Ｇ（低学年） 
・全般的に自信がもてず、声が小さくなる傾向がある。 
・著しく自信がもてない場面では、かたくなになり、行動できなく 
 なる。 

 児童Ｅ 児童Ｇ 児童Ｆ 

本時の目標 
状況を理解して、状況
にふさわしい言動がで
きる。 

状況にふさわしい言動
を確認して、行うこと
ができる。 

自分の気持ちを相手に
分かるように言葉で表
現することができる。 

指導の展開  

【導入】朝起きてからの行動など、直近で身近な事柄について、児童同士 
    が質問し、答える。 

【展開】 
 〇椅子を向かい合わせにして、指導者も加わり、円形に座る。 
 〇じゃんけんや話合いで、鬼になる人を一人決める。 
 〇鬼の分の椅子を除く。 
 〇次のルールでゲームを行い、時間を決めて繰り返す。 
  ・鬼は他の人を観察し、他の人に当てはまる事柄を考えて言う。 
  ・鬼の言った事柄に当てはまる人が立って、鬼と共に席を移動する。 
  ・あいている椅子に座るが、座れなかった人は鬼になる。 

【まとめ】 ゲームでは、相手が傷つくようなことを言わなかったか、よい 
      ところを見付けられたかについて振り返り、発表し合う。 

指導の評価 

指導者が想定した状況
に応じて、ふさわしい
行動を考え、発表する
ことができた。 

その時々の状況に応
じ、どういうことを言
うと、相手が喜ぶのか
について理解すること
ができた。 

とっさの一言、余計な
一言のコントロールを
して、自分の気持ちを
言葉で表現することが
できた。 

 児童に、相手の気持ちなどを考えさせる際には、児童同士の人間関係

ができていることが前提である。 

複数の児童を
指導する際の

留意点 

（１）児童の実態 

 

 

 

 

 
 
 

（２）指導者  巡回指導教員１名 
 
（３）指導概要



学習態勢が身に付いていない児童への指導

（１）児童の実態 

 

 

 

 

（２）指導者  巡回指導教員２名 
 
（３）指導概要

児童Ｈ（低学年） 
望ましい学習態勢とは何かを理解できていないため、授業に集中でき

ない。 

児童Ｉ（低学年） 
空間認知に偏りがあるため、板書内容が理解できず、学習に意欲をも

ちにくい。 

児童Ｊ（低学年） いらだつ気持ちを自分自身で抑えることが難しい。 

児童Ｋ（低学年） 
望ましい学習態度や行動についての理解が乏しく、具体的な場面で適

切に行動することが難しい。 

 児童Ｈ 児童Ｉ 児童Ｊ 児童Ｋ 

本時の目標 

・指導者の説明を 

 集中して聞くこ 

 とができる。 

・不適切な行動を 

 修正できるよう 

 にする。 

・板書を視写する 

 速度を上げる。 

・記憶する色板の 

 枚数を増やす。 

 

 

・思い通りになら 

 ず、いら立った 

 ときに、気持ち 

 を言葉で表すこ 

 とができる。 

 

・指導者の指摘を 

 受け入れ、適切 

 な行動に修正で 

 きる。 

 

 

指導の展開  

【導入】本時の学習内容である「色板の記憶ゲーム（板書された様々な図 

    形、色、大きさ等の条件をワークシートに書き写し、条件に合った 

    色板を取りに行くゲーム）」の内容と自分の目標を理解する。 

【手だて】 

・カードを使って 

 説明を聞く自分 

 の姿勢など、学 

 習態勢を即時的 

 に評価できるよ 

 うにする。 

 

【手だて】 

・ワークシートと 

 同じ配置で板書 

 する。 

・具体物をイメー 

 ジしながら書き 

 写すようにさせ 

 る。 

【手だて】 

・カードを使って 

 感情の起伏を抑 

 えた行動ができ 

 ているかを即時 

 的、視覚的に評 

 価できるように 

 する。 

【手だて】 

・カードを使って 

 今、行うべき行 

 動ができている 

 かを即時的、視 

 覚的に確認でき 

 るようにする。 

 

【まとめ】 指導終了時に、できたことや努力したことを発言させ、お互い 

      に励まし合う。 

指導の評価 

自分の学習態勢に

意識を集中させる

ことによって、手

いたずらや私語が

減り、指導者の説

明をよい姿勢で聞

けるようになっ

た。 

板書とワークシー

トとの位置関係が

把握しやすくな

り、板書視写の取

りかかりが早く

なった。助言を生

かし、記憶できる

枚数が増えた。 

うまくいかない場

面があっても、

「くやしい」など

の言葉で表現する

ことにより、気持

ちを切り替えるこ

とができた。 

 

ワークシートの書

き間違いに対し、

発見できたことを

喜び、進んで消し

て直せるように

なった。 
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自立活動②（教科の内容を中心的に取り扱う自立活動）の指導

在籍学級の授業進度についていけない児童への指導

（１）児童の実態 

 

 

 

 

（２）指導者  巡回指導教員１名 
 
（３）指導概要

児童Ａ（高学年） 
・漢字の読みや意味を正しく理解できていない。 

・教科書を流暢に読むことが難しく、授業進度についていけない。 

児童Ｂ（高学年） 
・前の時間の学習内容を忘れてしまっていることが多い。 

・教科書の内容を正しく理解できていないことが多い。 

 児童Ａ 児童Ｂ 

本時の目標 

在籍学級の授業進度を先取りして、

あらかじめ教科書を正しく読み、大

まかな内容を理解する。 

すでに学んでいる事項について、教

科書を使って復習し、内容の定着を

図る。 

【導入】２人の児童にそれぞれ、本時の学習課題を把握させる。 

指導の展開  

【算数】苦手な内容の復習（分数と小数のかけ算） 

【社会】 

「オリンピックの開催」について 

 ・教科書の音読 

 ・読めない漢字のルビ振り 

 ・語句の意味の確認 

【社会】 

「日本国憲法の制定」について 

 ・国民主権 

 ・基本的人権の尊重 

 ・平和主義の意味の確認 

【まとめ】 指導終了時に、お互いの前で、児童Ａは教科書の音読をし、 

      児童Ｂは日本国憲法の基本的な原則の内容を発表する。 

指導の評価 

一度目は読み飛ばしていた漢字にル

ビを振ることにより、読み通せるよ

うになった。 

日本国憲法の基本的な原則について

理解を深め、具体例を挙げることが

できた。 

  単に各教科等の学習の遅れを取り戻すための指導、補習等は含めないよう留意する。 

※ 平成２８年１２月９日に交付された「学校教育法施行規則第百四十条の規定による特別の教育課程について

定める件の一部を改正する告示」（平成２８年文部科学省告示第１７６号 平成３０年４月１日施行）によ

り、障害に応じた特別の指導について、その内容の趣旨が明確化され、「特に必要があるときは、障害の状態

に応じて各教科の内容を補充するための特別な指導を含むものとする」から、「特に必要があるときは、障害

の状態に応じて、各教科の内容を取り扱いながら行うことができるものとする」に改められている。



自立活動②（教科の内容を中心的に取り扱う自立活動）の指導

在籍学級の授業進度についていけない児童への指導

（１）児童の実態 

 

 

 

 

（２）指導者  巡回指導教員１名 
 
（３）指導概要

児童Ａ（高学年） 
・漢字の読みや意味を正しく理解できていない。 

・教科書を流暢に読むことが難しく、授業進度についていけない。 

児童Ｂ（高学年） 
・前の時間の学習内容を忘れてしまっていることが多い。 

・教科書の内容を正しく理解できていないことが多い。 

 児童Ａ 児童Ｂ 

本時の目標 

在籍学級の授業進度を先取りして、

あらかじめ教科書を正しく読み、大

まかな内容を理解する。 

すでに学んでいる事項について、教

科書を使って復習し、内容の定着を

図る。 

【導入】２人の児童にそれぞれ、本時の学習課題を把握させる。 

指導の展開  

【算数】苦手な内容の復習（分数と小数のかけ算） 

【社会】 

「オリンピックの開催」について 

 ・教科書の音読 

 ・読めない漢字のルビ振り 

 ・語句の意味の確認 

【社会】 

「日本国憲法の制定」について 

 ・国民主権 

 ・基本的人権の尊重 

 ・平和主義の意味の確認 

【まとめ】 指導終了時に、お互いの前で、児童Ａは教科書の音読をし、 

      児童Ｂは日本国憲法の基本的な原則の内容を発表する。 

指導の評価 

一度目は読み飛ばしていた漢字にル

ビを振ることにより、読み通せるよ

うになった。 

日本国憲法の基本的な原則について

理解を深め、具体例を挙げることが

できた。 

  単に各教科等の学習の遅れを取り戻すための指導、補習等は含めないよう留意する。 

※ 平成２８年１２月９日に交付された「学校教育法施行規則第百四十条の規定による特別の教育課程について

定める件の一部を改正する告示」（平成２８年文部科学省告示第１７６号 平成３０年４月１日施行）によ

り、障害に応じた特別の指導について、その内容の趣旨が明確化され、「特に必要があるときは、障害の状態

に応じて各教科の内容を補充するための特別な指導を含むものとする」から、「特に必要があるときは、障害

の状態に応じて、各教科の内容を取り扱いながら行うことができるものとする」に改められている。

漢字の読み書きが困難な児童への指導

（１）児童の実態 

 

 

 

 

（２）指導者  巡回指導教員１名 
 
（３）指導概要

児童Ｃ（高学年） 
・漢字の読み、漢字の線・点などの構成要素の記憶が困難である。 

・算数で新たな解法を指導すると、混乱してしまう。 

児童Ｄ（高学年） 

・以前に学んだ漢字を想起することが困難である。 

・数字を量として認識することや、算数の問題文をイメージ化して 

 理解することが困難である。 

 児童Ｃ 児童Ｄ 

本時の目標 

・すでに学んだ漢字の読み方や書き 

 方を繰り返し学び、定着を図る。 

・ヒントを基に、割り算の計算がで 

 きる。 

・分数の考え方を理解できる。 

・ヒントを基に、すでに学んだ漢字 

 を思い出すことができる。 

 

指導の展開  

【導入】２人の児童にそれぞれ、本時の学習課題を把握させる。 

【国語】 

 〇すでに学んだ漢字のカードを  

  次々と示し、児童に繰り返し読 

  ませる。 

 〇漢字の形を覚えるために、カル 

  タを使い、漢字の構成を学ぶ。 

【算数】 

 〇式の中の「虫食い」の部分に数 

  字を入れ、式を完成させなが 

  ら、割り算の考え方を理解す  

  る。 

 〇生活の中の体験を基に、割り算 

  の立式をする。 

【算数】 

 〇割り算の練習 

  ・解が整数の割り算 

  ・小数の割り算 

  ・あまりのある割り算 

 〇ピザの絵を使って、分数を理解 

  する。 

【国語】 

 〇語呂合わせや、身近なものに関 

  連付けながら漢字を覚える。 

 

 

  

【まとめ】 指導終了時に、お互いの前で、児童Ｃは覚えた漢字のこと、 

      児童Ｄはピザの絵を使って分数の考え方について発表する。 

指導の評価 

・漢字学習終了時の確認テストで 

 は、前回よりも覚えている漢字が 

 増えた。 

・簡単な内容であれば、体験を基に 

 割り算の式を立てられた。 

・1/2、1/3、1/4、1/6については、 

 絵を用いて表すことができた。 

・漢字の形に合わせて、自分で、語 

 呂合わせの言葉を考えることがで 

 きた。 

・２人の児童それぞれが、苦手なことを抱えているのは自分だけでないと 

 いうことを理解することを通じて、他者に対する共感を得るとともに、 

 自己理解を深められるようにする。 

・個別の課題ではあるが、相手との比較にならないようにするとともに、 

 児童が相手の努力に意識を向けることができるようにする。 

複数の児童

を指導する

際の留意点 

11 
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教科担任制に係る関係教職員との連携

中学校で巡回指導を実施する際に、在籍校との連携において、巡回指導教員と

在籍学級担任の他に教科担任との連携も重要となる。一方、巡回指導教員と在籍

校の教職員との連携を図るための時間の確保が難しい状況もある。このため、指

導対象生徒の行動観察や校内教職員との情報共有等、指導以外の巡回指導教員の

業務の重要性に配慮するとともに、巡回指導教員と在籍校教職員の連携ツールと

しての在籍学級・特別支援教室連携型個別指導計画（４１ページ参照）の活用も

求められる。また、生徒は、教科担任制により各教科担任から指導を受けること

で、複数の教員との関わりが生まれ、対人コミュニケーションの機会を設けやす

い等のメリットもあることから、学校内で情報共有を図ることが重要である。 

参考

 特別支援教室運営のコンセプトや福生モデル７つのポイント等、本市における

運営の枠組みは、小学校、中学校ともに共通であるが、中学校への導入に当たっ

ては、各教科担任による教科の学習や複雑化する人間関係、将来の進路への不安

等、中学生特有の課題について配慮する必要がある。 

複雑化する人間関係や将来の進路への不安に係る対応

中学校の特別支援教室で指導を受ける生徒に対し、一部の授業を抜けて特別な

指導を受けることについて、生徒の自尊感情に配慮し、利用する生徒本人の自己

理解・自己決定の尊重を図ることが重要である。 

 また、将来の進路への不安に係る対応も必要である。巡回指導教員と在籍校の

教職員との連携・役割分担及び外部専門家の活用等により、相談機能を充実させ

ることが求められる。 

教室環境等への配慮

教室の場所や指導の場面における教室環境について、思春期は多感な時期にな

ることに加え、人間関係が複雑になることから、周囲の目を気にすることに配慮

する必要がある。教室の名称についても、中学生という発達の段階を考慮し、年

齢に即した名称にする等の配慮も求められる。 

 環境整備については、対象生徒の障害の状態や各学校の施設の状況により、光

や音等の刺激に対する配慮等、適切に対応していくことが必要である。 

小学校から中学校への指導の接続

学校生活支援シート等の活用や学校間の連携を密にすることにより確実に情報

を引き継ぐことが重要である。特別支援教室での指導を小学校から継続すること

が必要と思われる生徒については、できる限り中学校入学前

から、生徒の課題を把握しておき、校内委員会等における指

導方針の設定や個別指導計画等の作成に生かしていく。 


