
 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 26 日に

相談など６件の相談がありました

研修会を開催しました。子供たち

ることを目指し

方が参加され

「ICT は機械ではなく機会です」

 指伝話による

利用して日常生活が便利になった

活用は機器を使うことが目的なのではなく、誰もが楽しめるコミュニケーションの機会

うことが確認されました

「人が関わらない機械は害でしかありません。」と高橋氏は言います。

私たちが“やらせたいこと

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

導者は考えるべきなのです。適合・評価

は唯一絶対のものではありません

「決めつけない。（そして考える。）」

とです。ICT

作するための“本人の訓練”となるよう

な教材の用意であってはなりません。何

を考えてほしいのか、

のか。一人一人の子供に合った教材づく

り（学習内容）と指導の工夫が大切にな

ります。教材を介した“やりとり”を如

何に行うかが重要

が教材を用意する時間・考える時間が、

過言ではあ

また、合理的配慮だからやるので

よう」なぜ

 

【ICT 活用事例の紹介】

記録すると覚えていられる→

活動や手順が分かれば安心→

気持ちを切り替える支援→

教科における支援→

見ることへの支援→

読むことへの支援→

書くことへの支援→

 

 

 

 

                        

「かがやく

も一緒に毎日

日に実施した

相談など６件の相談がありました

を開催しました。子供たち

ることを目指した心理士による子供理解に関わる研修、及び

されました。

は機械ではなく機会です」

による高橋さんの

利用して日常生活が便利になった

活用は機器を使うことが目的なのではなく、誰もが楽しめるコミュニケーションの機会

うことが確認されました

「人が関わらない機械は害でしかありません。」と高橋氏は言います。

私たちが“やらせたいこと

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

導者は考えるべきなのです。適合・評価

唯一絶対のものではありません

「決めつけない。（そして考える。）」

ICT を活用する際は、機器を操

作するための“本人の訓練”となるよう

な教材の用意であってはなりません。何

を考えてほしいのか、

のか。一人一人の子供に合った教材づく

り（学習内容）と指導の工夫が大切にな

教材を介した“やりとり”を如

何に行うかが重要であり、それは、これまでの考え方となんら変わることはありません。指導者

が教材を用意する時間・考える時間が、

過言ではありません。つまり、

合理的配慮だからやるので

なぜ ICT を活用するのかを考え直すことができました。

活用事例の紹介】

記録すると覚えていられる→

活動や手順が分かれば安心→

気持ちを切り替える支援→

教科における支援→ 

見ることへの支援→ 

読むことへの支援→ 

書くことへの支援→ 

                        

かがやく笑顔」は、やまびこ

毎日かがやく笑顔

実施した「学習支援相談会」

相談など６件の相談がありました。

を開催しました。子供たち一人一人の障害の状態に応じたきめ細かな指導

た心理士による子供理解に関わる研修、及び

した。それぞれの研修

は機械ではなく機会です」

高橋さんの自己紹介

利用して日常生活が便利になった

活用は機器を使うことが目的なのではなく、誰もが楽しめるコミュニケーションの機会

うことが確認されました。※「I

「人が関わらない機械は害でしかありません。」と高橋氏は言います。

私たちが“やらせたいこと”と本人が“やりたいこと”は、必ずしも同じではありません。安

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

導者は考えるべきなのです。適合・評価

唯一絶対のものではありません

「決めつけない。（そして考える。）」

を活用する際は、機器を操

作するための“本人の訓練”となるよう

な教材の用意であってはなりません。何

を考えてほしいのか、何を学んでほしい

のか。一人一人の子供に合った教材づく

り（学習内容）と指導の工夫が大切にな

教材を介した“やりとり”を如

であり、それは、これまでの考え方となんら変わることはありません。指導者

が教材を用意する時間・考える時間が、

りません。つまり、Copy

合理的配慮だからやるので

を活用するのかを考え直すことができました。

活用事例の紹介】（訪問支援における助言から）

記録すると覚えていられる→ タブレット

活動や手順が分かれば安心→ 動作

気持ちを切り替える支援→ 集中タイマー（アプリ）をタブレットに設定して表示

 数式を入力するとグラフ作成できるアプリの使用

 PC の白黒反転機能で調整、拡大投影と手元用

 音声読み上げ機能の活用、デジタル教科書の利用

 デジタルカメラやタブレット

                        

やまびこ支援学校

笑顔で過ごしてほしいという

「学習支援相談会」では

。また、８月

一人一人の障害の状態に応じたきめ細かな指導

た心理士による子供理解に関わる研修、及び

それぞれの研修会の様子

は機械ではなく機会です」 一般社団法人結ﾗｲﾌｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所理事長

自己紹介で研修会がスタートしました。

利用して日常生活が便利になったという事例

活用は機器を使うことが目的なのではなく、誰もが楽しめるコミュニケーションの機会

I’m close

「人が関わらない機械は害でしかありません。」と高橋氏は言います。

と本人が“やりたいこと”は、必ずしも同じではありません。安

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

導者は考えるべきなのです。適合・評価

唯一絶対のものではありませんから、

「決めつけない。（そして考える。）」こ

を活用する際は、機器を操

作するための“本人の訓練”となるよう

な教材の用意であってはなりません。何

学んでほしい

のか。一人一人の子供に合った教材づく

り（学習内容）と指導の工夫が大切にな

教材を介した“やりとり”を如

であり、それは、これまでの考え方となんら変わることはありません。指導者

が教材を用意する時間・考える時間が、ICT

Copy＆Paste

合理的配慮だからやるのでもありません。「＝今ある状態、＋よりよくなろう、

を活用するのかを考え直すことができました。

（訪問支援における助言から）

タブレット PC

動作をﾀﾌﾞﾚｯﾄ

集中タイマー（アプリ）をタブレットに設定して表示

数式を入力するとグラフ作成できるアプリの使用

の白黒反転機能で調整、拡大投影と手元用

音声読み上げ機能の活用、デジタル教科書の利用

デジタルカメラやタブレット

                        

支援学校の校訓です。本校

ごしてほしいという願

は、就学・進学に関わる

８月 20 日～21

一人一人の障害の状態に応じたきめ細かな指導

た心理士による子供理解に関わる研修、及び

様子を簡単に紹介します。

一般社団法人結ﾗｲﾌｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所理事長

研修会がスタートしました。

事例が次々と

活用は機器を使うことが目的なのではなく、誰もが楽しめるコミュニケーションの機会

lose to my 

「人が関わらない機械は害でしかありません。」と高橋氏は言います。

と本人が“やりたいこと”は、必ずしも同じではありません。安

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

であり、それは、これまでの考え方となんら変わることはありません。指導者

ICT 活用においても学習の成功の８割を占めると言っても

Paste によりカッコイイ教材を作ることではないのです。

ありません。「＝今ある状態、＋よりよくなろう、

を活用するのかを考え直すことができました。

（訪問支援における助言から） 

PC や IC レコーダーに録音

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC に動画保存、写真

集中タイマー（アプリ）をタブレットに設定して表示

数式を入力するとグラフ作成できるアプリの使用

の白黒反転機能で調整、拡大投影と手元用

音声読み上げ機能の活用、デジタル教科書の利用

デジタルカメラやタブレット PC で撮影・記録、

                        山梨県立やまびこ支援学校

令和元年

本校の子ども達

願いが込められています

就学・進学に関わる

21 日には、教員の専門性を高めるため

一人一人の障害の状態に応じたきめ細かな指導

た心理士による子供理解に関わる研修、及び ICT 活用に関わる研修

を簡単に紹介します。

一般社団法人結ﾗｲﾌｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所理事長

研修会がスタートしました。

が次々と紹介されました。そして、その中で「

活用は機器を使うことが目的なのではなく、誰もが楽しめるコミュニケーションの機会

 dream．」（夢を実現する

「人が関わらない機械は害でしかありません。」と高橋氏は言います。

と本人が“やりたいこと”は、必ずしも同じではありません。安

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

であり、それは、これまでの考え方となんら変わることはありません。指導者

活用においても学習の成功の８割を占めると言っても

によりカッコイイ教材を作ることではないのです。

ありません。「＝今ある状態、＋よりよくなろう、

を活用するのかを考え直すことができました。 

レコーダーに録音

保存、写真･音声を使って

集中タイマー（アプリ）をタブレットに設定して表示

数式を入力するとグラフ作成できるアプリの使用

の白黒反転機能で調整、拡大投影と手元用

音声読み上げ機能の活用、デジタル教科書の利用

で撮影・記録、

山梨県立やまびこ支援学校

令和元年 ９月１９日

達はもちろんのこと

められています。 

就学・進学に関わる相談、学習指導・支援に関わる

教員の専門性を高めるため

一人一人の障害の状態に応じたきめ細かな指導

活用に関わる研修

を簡単に紹介します。 

一般社団法人結ﾗｲﾌｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所理事長

研修会がスタートしました。病気や障害のある方が

されました。そして、その中で「

活用は機器を使うことが目的なのではなく、誰もが楽しめるコミュニケーションの機会

．」（夢を実現する

「人が関わらない機械は害でしかありません。」と高橋氏は言います。 

と本人が“やりたいこと”は、必ずしも同じではありません。安

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

であり、それは、これまでの考え方となんら変わることはありません。指導者

活用においても学習の成功の８割を占めると言っても

によりカッコイイ教材を作ることではないのです。

ありません。「＝今ある状態、＋よりよくなろう、

レコーダーに録音 

音声を使って

集中タイマー（アプリ）をタブレットに設定して表示

数式を入力するとグラフ作成できるアプリの使用 

の白黒反転機能で調整、拡大投影と手元用 PC の併用 

音声読み上げ機能の活用、デジタル教科書の利用 

で撮影・記録、音声文字変換アプリの使用

山梨県立やまびこ支援学校

９月１９日発行

はもちろんのこと、保護者、

 

、学習指導・支援に関わる

教員の専門性を高めるため

一人一人の障害の状態に応じたきめ細かな指導をさらに充実

活用に関わる研修には、多くの先生

一般社団法人結ﾗｲﾌｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所理事長・高橋

や障害のある方が

されました。そして、その中で「

活用は機器を使うことが目的なのではなく、誰もが楽しめるコミュニケーションの機会

．」（夢を実現する。それが

と本人が“やりたいこと”は、必ずしも同じではありません。安

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

であり、それは、これまでの考え方となんら変わることはありません。指導者

活用においても学習の成功の８割を占めると言っても

によりカッコイイ教材を作ることではないのです。

ありません。「＝今ある状態、＋よりよくなろう、よりよくし

音声を使って手順書作成ｱﾌﾟﾘ活用

集中タイマー（アプリ）をタブレットに設定して表示、見通しﾎﾞｰﾄﾞ

 

音声文字変換アプリの使用

山梨県立やまびこ支援学校 相談支援部通信

発行  第３号

、職員、そして、

、学習指導・支援に関わる

教員の専門性を高めるための夏季

充実をさせ

多くの先生

高橋 宜盟 氏 

や障害のある方が ICT を

されました。そして、その中で「ICT

活用は機器を使うことが目的なのではなく、誰もが楽しめるコミュニケーションの機会だ」とい

それが ICT だ。）

と本人が“やりたいこと”は、必ずしも同じではありません。安

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

であり、それは、これまでの考え方となんら変わることはありません。指導者

活用においても学習の成功の８割を占めると言っても

によりカッコイイ教材を作ることではないのです。 

よりよくし

手順書作成ｱﾌﾟﾘ活用 

、見通しﾎﾞｰﾄﾞ 

音声文字変換アプリの使用          

相談支援部通信  

号 

、地域の皆様

 

 

を

ICT

だ」とい

。）

と本人が“やりたいこと”は、必ずしも同じではありません。安

易に評価したり、間違いを正したりするだけではなく、「なぜそう考えたのか」ということを、指

であり、それは、これまでの考え方となんら変わることはありません。指導者

活用においても学習の成功の８割を占めると言っても

 

よりよくし

 

          

 



事例検討を通した子供理解

〈事例 A〉高校生

 周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

り母親を叩いたりすることもあるようである。）漢字や絵をかくこと、

た。そして、思春期のメカニズムや服薬についても触れられていきました。

①「ボーッと止まっている時間をどうするか

に目が向けられ、生徒

の時間）”は大事な時間です。頭の中で自由に考えたり想像したり、

いる時間が

あり、覚醒は高い

間を持てるような生活スタイル・生活リズムを作っていく必要があるということでした。

②「感情は見えない

まり、感情が整理されていない

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

習が必要であること。生徒

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

「教える」べきこと

間にもなりました。

 

基礎研修「支援のための子供の見方」

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

の機能的アセスメント（

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

能的アセスメント」については、

微視的（ミクロ）な視点から認知特性を探ること。

「行動の機能的アセスメント（

は、応用行動分析学を用いて行動の前後の状況を把

握し、行動その

ること。これらの３つの観点を基に子どもの実態を

把握し、支援の手立てや課題設定を行うことが重要

であるということでした。

事例検討を通した子供理解

〉高校生、広汎性発達障害、服薬あり

周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

り母親を叩いたりすることもあるようである。）漢字や絵をかくこと、

た。そして、思春期のメカニズムや服薬についても触れられていきました。

「ボーッと止まっている時間をどうするか

に目が向けられ、生徒

の時間）”は大事な時間です。頭の中で自由に考えたり想像したり、

いる時間が私たちには

あり、覚醒は高いため

間を持てるような生活スタイル・生活リズムを作っていく必要があるということでした。

感情は見えないものであり、ストーリーと結びつけておかなければ大混乱を起こしてしまう。」つ

まり、感情が整理されていない

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

習が必要であること。生徒

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

「教える」べきことを、的確に

なりました。 

基礎研修「支援のための子供の見方」

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

の機能的アセスメント（

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

能的アセスメント」については、

微視的（ミクロ）な視点から認知特性を探ること。

「行動の機能的アセスメント（

は、応用行動分析学を用いて行動の前後の状況を把

握し、行動そのものが生起するメカニズムを分析す

ること。これらの３つの観点を基に子どもの実態を

把握し、支援の手立てや課題設定を行うことが重要

であるということでした。

事例検討を通した子供理解     

、広汎性発達障害、服薬あり

周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

り母親を叩いたりすることもあるようである。）漢字や絵をかくこと、

た。そして、思春期のメカニズムや服薬についても触れられていきました。

「ボーッと止まっている時間をどうするか

に目が向けられ、生徒 A には ON と

の時間）”は大事な時間です。頭の中で自由に考えたり想像したり、

私たちにはあるはずです。

ため Play の時間にはならないと先生は話されました。

間を持てるような生活スタイル・生活リズムを作っていく必要があるということでした。

ものであり、ストーリーと結びつけておかなければ大混乱を起こしてしまう。」つ

まり、感情が整理されていない場合

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

習が必要であること。生徒 Aのもっている言葉は多くはないため、一つの言葉にいろいろな感情が含ま

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

を、的確に指導計画に位置づけ

基礎研修「支援のための子供の見方」

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

の機能的アセスメント（ABC 分析）」の３つの観点から考えていくことが大切なのではないかというお話

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

能的アセスメント」については、WISC

微視的（ミクロ）な視点から認知特性を探ること。

「行動の機能的アセスメント（ABC

は、応用行動分析学を用いて行動の前後の状況を把

ものが生起するメカニズムを分析す

ること。これらの３つの観点を基に子どもの実態を

把握し、支援の手立てや課題設定を行うことが重要

であるということでした。 

     本校配置心理士・小林真理子先生（英和大学大学院教授）

、広汎性発達障害、服薬あり

周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

り母親を叩いたりすることもあるようである。）漢字や絵をかくこと、

相談

く、過去から未来までを見つめる小林先生の目がありまし

た。そして、思春期のメカニズムや服薬についても触れられていきました。

「ボーッと止まっている時間をどうするか。

と OFF しかないこと

の時間）”は大事な時間です。頭の中で自由に考えたり想像したり、

あるはずです。しかし、

の時間にはならないと先生は話されました。

間を持てるような生活スタイル・生活リズムを作っていく必要があるということでした。

ものであり、ストーリーと結びつけておかなければ大混乱を起こしてしまう。」つ

場合、一つの感情が出てくると同じような過去の感情が漏れ出てしまう

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

のもっている言葉は多くはないため、一つの言葉にいろいろな感情が含ま

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

指導計画に位置づけ

基礎研修「支援のための子供の見方」    

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

分析）」の３つの観点から考えていくことが大切なのではないかというお話

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

WISC-Ⅲや K-ABC

微視的（ミクロ）な視点から認知特性を探ること。

ABC 分析）」について

は、応用行動分析学を用いて行動の前後の状況を把

ものが生起するメカニズムを分析す

ること。これらの３つの観点を基に子どもの実態を

把握し、支援の手立てや課題設定を行うことが重要

本校配置心理士・小林真理子先生（英和大学大学院教授）

、広汎性発達障害、服薬あり 

周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

り母親を叩いたりすることもあるようである。）漢字や絵をかくこと、

相談者からは、

べきことができるようにしている。」「気を引きたくて、

先生の嫌がることをしたり言ったりする

なくしていきたい。

対応方法について助言がほしいと求められた。

 どんな感じの子供なのか。どんなケースなのか。気に

なる行為はいつ頃から始まったのか。学習しにくいこと

は何か。そこへの学習支援はどのように行っているのか

等、相談票上ではな

まりました。そこには、目の前の子供の状態だけではな

く、過去から未来までを見つめる小林先生の目がありまし

た。そして、思春期のメカニズムや服薬についても触れられていきました。

。」という視点ではなく、生徒

しかないことが指摘されました

の時間）”は大事な時間です。頭の中で自由に考えたり想像したり、

しかし、学校で設定される休み時間は、設定された

の時間にはならないと先生は話されました。

間を持てるような生活スタイル・生活リズムを作っていく必要があるということでした。

ものであり、ストーリーと結びつけておかなければ大混乱を起こしてしまう。」つ

、一つの感情が出てくると同じような過去の感情が漏れ出てしまう

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

のもっている言葉は多くはないため、一つの言葉にいろいろな感情が含ま

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

指導計画に位置づけられているか。参加者一人

    本校配置心理士・松下浩之先生（山梨大学准教授）

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

分析）」の３つの観点から考えていくことが大切なのではないかというお話

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

ABCⅡなどの諸検査を通して認知機能や知的機能を評価し、

微視的（ミクロ）な視点から認知特性を探ること。

分析）」について

は、応用行動分析学を用いて行動の前後の状況を把

ものが生起するメカニズムを分析す

ること。これらの３つの観点を基に子どもの実態を

把握し、支援の手立てや課題設定を行うことが重要

本校配置心理士・小林真理子先生（英和大学大学院教授）

周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

り母親を叩いたりすることもあるようである。）漢字や絵をかくこと、

は、「好きなことをすることを目標にして、す

べきことができるようにしている。」「気を引きたくて、

先生の嫌がることをしたり言ったりする

なくしていきたい。」考えられる要因や本人の心

について助言がほしいと求められた。

どんな感じの子供なのか。どんなケースなのか。気に

なる行為はいつ頃から始まったのか。学習しにくいこと

は何か。そこへの学習支援はどのように行っているのか

等、相談票上ではない

まりました。そこには、目の前の子供の状態だけではな

く、過去から未来までを見つめる小林先生の目がありまし

た。そして、思春期のメカニズムや服薬についても触れられていきました。

」という視点ではなく、生徒

が指摘されました

の時間）”は大事な時間です。頭の中で自由に考えたり想像したり、

学校で設定される休み時間は、設定された

の時間にはならないと先生は話されました。

間を持てるような生活スタイル・生活リズムを作っていく必要があるということでした。

ものであり、ストーリーと結びつけておかなければ大混乱を起こしてしまう。」つ

、一つの感情が出てくると同じような過去の感情が漏れ出てしまう

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

のもっている言葉は多くはないため、一つの言葉にいろいろな感情が含ま

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

られているか。参加者一人

本校配置心理士・松下浩之先生（山梨大学准教授）

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

分析）」の３つの観点から考えていくことが大切なのではないかというお話

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

Ⅱなどの諸検査を通して認知機能や知的機能を評価し、

本校配置心理士・小林真理子先生（英和大学大学院教授）

周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

り母親を叩いたりすることもあるようである。）漢字や絵をかくこと、YouTube を見ること等を好む。

「好きなことをすることを目標にして、す

べきことができるようにしている。」「気を引きたくて、

先生の嫌がることをしたり言ったりする

考えられる要因や本人の心

について助言がほしいと求められた。

どんな感じの子供なのか。どんなケースなのか。気に

なる行為はいつ頃から始まったのか。学習しにくいこと

は何か。そこへの学習支援はどのように行っているのか

い小林先生によるアセスメントが始

まりました。そこには、目の前の子供の状態だけではな

く、過去から未来までを見つめる小林先生の目がありまし

た。そして、思春期のメカニズムや服薬についても触れられていきました。 

」という視点ではなく、生徒 Aの一日

が指摘されました。人間にとって“

の時間）”は大事な時間です。頭の中で自由に考えたり想像したり、また適度に

学校で設定される休み時間は、設定された

の時間にはならないと先生は話されました。意図して、

間を持てるような生活スタイル・生活リズムを作っていく必要があるということでした。

ものであり、ストーリーと結びつけておかなければ大混乱を起こしてしまう。」つ

、一つの感情が出てくると同じような過去の感情が漏れ出てしまう

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

のもっている言葉は多くはないため、一つの言葉にいろいろな感情が含ま

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

られているか。参加者一人一人が自身を振り返る時

本校配置心理士・松下浩之先生（山梨大学准教授）

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

分析）」の３つの観点から考えていくことが大切なのではないかというお話

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

Ⅱなどの諸検査を通して認知機能や知的機能を評価し、

本校配置心理士・小林真理子先生（英和大学大学院教授）

周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

を見ること等を好む。

「好きなことをすることを目標にして、す

べきことができるようにしている。」「気を引きたくて、

先生の嫌がることをしたり言ったりする。公共の場では

考えられる要因や本人の心

について助言がほしいと求められた。

どんな感じの子供なのか。どんなケースなのか。気に

なる行為はいつ頃から始まったのか。学習しにくいこと

は何か。そこへの学習支援はどのように行っているのか

小林先生によるアセスメントが始

まりました。そこには、目の前の子供の状態だけではな

く、過去から未来までを見つめる小林先生の目がありまし

の一日 24 時間の生

人間にとって“Play

適度にゆるめて休んだり

学校で設定される休み時間は、設定された ON

意図して、ON・OFF

間を持てるような生活スタイル・生活リズムを作っていく必要があるということでした。 

ものであり、ストーリーと結びつけておかなければ大混乱を起こしてしまう。」つ

、一つの感情が出てくると同じような過去の感情が漏れ出てしまう

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

のもっている言葉は多くはないため、一つの言葉にいろいろな感情が含ま

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

一人が自身を振り返る時

本校配置心理士・松下浩之先生（山梨大学准教授）

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

分析）」の３つの観点から考えていくことが大切なのではないかというお話

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

Ⅱなどの諸検査を通して認知機能や知的機能を評価し、

本校配置心理士・小林真理子先生（英和大学大学院教授） 

周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

を見ること等を好む。 

「好きなことをすることを目標にして、す

べきことができるようにしている。」「気を引きたくて、

。公共の場では

考えられる要因や本人の心理状態、

について助言がほしいと求められた。 

どんな感じの子供なのか。どんなケースなのか。気に

なる行為はいつ頃から始まったのか。学習しにくいこと

は何か。そこへの学習支援はどのように行っているのか

小林先生によるアセスメントが始

まりました。そこには、目の前の子供の状態だけではな

く、過去から未来までを見つめる小林先生の目がありまし

時間の生活全体

Play（あそび

休んだりして

ON の時間で

OFF・中間の時

 

ものであり、ストーリーと結びつけておかなければ大混乱を起こしてしまう。」つ

、一つの感情が出てくると同じような過去の感情が漏れ出てしまう

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

のもっている言葉は多くはないため、一つの言葉にいろいろな感情が含ま

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

一人が自身を振り返る時

本校配置心理士・松下浩之先生（山梨大学准教授）

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

分析）」の３つの観点から考えていくことが大切なのではないかというお話

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

Ⅱなどの諸検査を通して認知機能や知的機能を評価し、

周りの声かけを受けながら穏やかな学校生活を送っている。生活場面や学習活動中に目を閉じて動き

が止まったり、同じ言葉を繰り返して声量が大きくなったりすることはある。（家庭では自分を叩いた

 

「好きなことをすることを目標にして、す

べきことができるようにしている。」「気を引きたくて、

。公共の場では

理状態、

どんな感じの子供なのか。どんなケースなのか。気に

なる行為はいつ頃から始まったのか。学習しにくいこと

は何か。そこへの学習支援はどのように行っているのか

小林先生によるアセスメントが始

まりました。そこには、目の前の子供の状態だけではな

く、過去から未来までを見つめる小林先生の目がありまし

活全体

（あそび

して
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・中間の時

ものであり、ストーリーと結びつけておかなければ大混乱を起こしてしまう。」つ

、一つの感情が出てくると同じような過去の感情が漏れ出てしまう

ため不安定になってしまうでしょう。そこにある（現在のこと）ストーリーと感情をくっつけていく学

のもっている言葉は多くはないため、一つの言葉にいろいろな感情が含ま

れており、それを分化していく学習が必要であること。学習指導内容に関わる助言もいただきました。

一人が自身を振り返る時

本校配置心理士・松下浩之先生（山梨大学准教授） 

支援するための子どもの見方の視点として「生態学的アセスメント」「認知機能アセスメント」「行動

分析）」の３つの観点から考えていくことが大切なのではないかというお話

がありました。「生態学的アセスメント」については、対象の子どもの生育歴や生活歴、生活習慣など

生活全体に関わる様子を整理することで、巨視的（マクロ）な視点から実態を把握すること。「認知機

Ⅱなどの諸検査を通して認知機能や知的機能を評価し、



 

自作教材づくり研修

ぶのか」という視点を忘れず、大きさや色、形、重さ、触り心地などを工夫して、

いものに変化していくことを期待します。（また、如何に教材を

しているのか等も大切な教材研究の視点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 25 日に開かれた「第

もとにした各機関の連携についてグループ協議を行いました。その中で

と幼保・小学校、保健師などの連携）

が少なく工夫

に設定できていない

登校や発達にかたよりのある児童生徒について、教育

ばならないケースが増えている。など、幾つかの課題が挙げられました。

たちは何を目指して連携をしているのか。」「

「自分の所属する機関の機能を知り、不足している機能を他から借りてくることが必要である。

等、連携が上手くいくための助言をいただきました。

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】

          

          

                     

自作教材づくり研修

という視点を忘れず、大きさや色、形、重さ、触り心地などを工夫して、

いものに変化していくことを期待します。（また、如何に教材を

しているのか等も大切な教材研究の視点

日に開かれた「第
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■合理的配慮とは、過度に負担にならない範囲で行われる、社会的障壁を減らすための環境調整です。 

■学校における合理的配慮は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであ

り、保護者と学校との協議によって決まります。本人や保護者の申し出、あるいは担任からの提案で

スタートします。そして、どのような工夫や配慮ができるかを考え、まず校内で検討します。その後、

保護者と話し合い、合意形成を図った上で提供に至ります。 

■ときには、教育委員会や専門家等と連携することもあります。また、提供が適切ではないと考えら

れるケースもあり、その場合には、保護者と協議しながら、提供可能な配慮を模索していきます。 

■合理的配慮の内容は、個別の教育支援計画に明記した上で、個別の指導計画に反映していくことが

大切となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１学期の訪問支援において関わった事例を一部紹介します。 

（１）学習に遅れが見られる子 

  ①読む力に弱さがみられる子には、聞く力を生かす。 

（例．一問一答方式にする、音読練習ではなく読み聞かせによる暗唱にする等） 

  ②書く力に弱さがみられる子には、板書の量を精選して書くことの負担軽減に努める。 

（例．ワークシート、口述筆記支援、デジカメによる記録の利用など） 

  ③宿題の提出ができない子には、宿題を個別の内容に代える。 

（２）感覚過敏が疑われる子 

  ・食感や味付け、においに対する過敏が疑われたため、別皿に取り分けたりカットしたりする。 

  ・聴覚過敏があるため、雑音の多い中央を避けた座席配置にする。 

（３）集中が続かず学習意欲の低い子 

  ・学習課題のレベルを見直し、適度な負荷を与える。 

  ・一斉での口頭指示や説明は、支援員が整理して文字で書いて示す。（図式化やｲﾗｽﾄ付なども） 

  ・学習活動の区切りや時間調整、授業のメリハリ等を工夫する。また、各授業において学習活動

の流れを提示する。  

【参考資料】 山梨県教育委員会〔平成 30 年 12 月〕作成「個別の教育支援計画の作成と活用の手引き」 

       山梨県教育委員会「授業支援ガイドブック改訂版」〔平成 28年 3 月〕 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所「インクルーシブ教育システム構築支援 DB」 

文科省初等中等教育局特別支援教育課 平成 26 年 2月行政説明資料 

「共生社会の形成に向けたｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑ構築のための特別支援教育の推進（報告）」 

〈参考〉      学校における「合理的配慮」について 

文科省初等中等教育局特別支援教育課では、小中学校等で行う場合の提供事案として以下の３つが

示されています。 

 （ア）教員、支援員等の確保 

 （イ）施設・設備の整備 

 （ウ）個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮 

ただし、（ア）（イ）については、予算などとの兼ね合いもあり、即時の対応が難しい場合も少なく

ありません。現場において最も多い事例は（ウ）となります。 


