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 平成 19 年にそれまでの「特殊教育」から「特別支援教育」への転換がされて、今年で

10 年が経過しました。障がいの程度等に応じて特別の場で指導を行う「特殊教育」から、

障がいのある幼児児童生徒一人一人のニーズに応じて、適切な教育的支援を行う「特別支

援教育」へ大きな教育制度の改革が行われました。これまでに学校園においては、特別支

援教育コーディネーターの指名や校園内委員会の設置及び運営、支援体制の構築等がなさ

れ、幼児児童生徒への具体的な支援が日常的に行われるようになりました。また学校園を

取り巻く関係機関においては、学校園との連携・協力が図られるようになりました。この

ように、特別支援教育の理念は確実に学校園に浸透していると言えます。 

 一方で、「障害者の権利に関する条約」の批准、それに向けて法律や制度の改正等が行わ

れ、障がい者本人や周囲の状況が大きく変化しています。具体的には、障害者基本法（平

成 23 年改正）であり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年公

布）がそれにあたります。これらの条約や法律等は学校園における教育や保育のあり方に

も大きく影響することとなりました。さらに、「障害者の権利に関する条約」の批准や障害

者基本法の改正を受けて、インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組が進められて

います。 

 本冊子は、このような障がい者や特別支援教育を取り巻く変化を受けて改訂することと

しました。改訂にあたっては、三木市における特別支援教育の体制や取組の実際と、それ

ぞれの機関がそれぞれの役割をどのような思いをもって取り組んでいるのかを具体例を挙

げて紹介しています。また、特別支援教育を進めるうえで必要な学校園間の連携の方法や

校種を問わず知っておくべき内容を含んでいます。 

 この冊子をもとに、特別支援教育についてさらに理解を深めていただくとともに、日々

の指導や支援においてご活用願います。 

三木市教育委員会 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組な取組な取組な取組

を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その

持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要

な支援を行うものである。な支援を行うものである。な支援を行うものである。な支援を行うものである。    

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れまた、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れまた、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れまた、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れ

のない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学のない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学のない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学のない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学

校において実施されるものである。校において実施されるものである。校において実施されるものである。校において実施されるものである。    

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害のさらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害のさらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害のさらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の

有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社

会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味意味意味意味

を持っている。を持っている。を持っている。を持っている。    

※文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」※文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」※文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」※文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」    

平成平成平成平成 19191919 年年年年 4444 月月月月 1111 日より抜粋日より抜粋日より抜粋日より抜粋    



２２２２    三木市における支援体制三木市における支援体制三木市における支援体制三木市における支援体制    

 

～特別支援教育は、～特別支援教育は、～特別支援教育は、～特別支援教育は、子どもに関わるすべての人がみんなで取り組む、子どもに関わるすべての人がみんなで取り組む、子どもに関わるすべての人がみんなで取り組む、子どもに関わるすべての人がみんなで取り組む、    

                                                「だれもが共に生きることをめざす教育」です～「だれもが共に生きることをめざす教育」です～「だれもが共に生きることをめざす教育」です～「だれもが共に生きることをめざす教育」です～    

 

 

 

 

 

 

 

※以下、学校園とは、小中特別支援学校及び認定こども園、幼稚園、保育所を指します。 

※スクールカウンセラーは、各小中学校に在籍しています。 

※スクールソーシャルワーカーは、中学校区を単位として在籍しています。 

 

特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育は、「すべての子どもが、あんしんして学校園に通い、は、「すべての子どもが、あんしんして学校園に通い、は、「すべての子どもが、あんしんして学校園に通い、は、「すべての子どもが、あんしんして学校園に通い、もてもてもてもてるるるる力を十力を十力を十力を十

分に発揮し成長する」ことを願いとして、すべての学校園で行われるものです。分に発揮し成長する」ことを願いとして、すべての学校園で行われるものです。分に発揮し成長する」ことを願いとして、すべての学校園で行われるものです。分に発揮し成長する」ことを願いとして、すべての学校園で行われるものです。    

またまたまたまた特別支援教育は、様々な人たちが自分の能力を発揮し、自立して共に社会に参特別支援教育は、様々な人たちが自分の能力を発揮し、自立して共に社会に参特別支援教育は、様々な人たちが自分の能力を発揮し、自立して共に社会に参特別支援教育は、様々な人たちが自分の能力を発揮し、自立して共に社会に参

加し、支えあう「共生社会」の形成の基盤となるものです。加し、支えあう「共生社会」の形成の基盤となるものです。加し、支えあう「共生社会」の形成の基盤となるものです。加し、支えあう「共生社会」の形成の基盤となるものです。    



＜関係機関の役割＞＜関係機関の役割＞＜関係機関の役割＞＜関係機関の役割＞    

市役所市役所市役所市役所関係関係関係関係各課各課各課各課    

健康増進課 

☎８２－２０００ 

乳幼児定期健診（乳児、１歳半、３歳、５歳） 

子どもの成長に関わる相談（すこやか相談） 

相談内容等の照会が必要な場合は、校園長を通じて問い合わせてく

ださい。可能な範囲で、情報提供を行います。 

障害福祉課 

☎８２－２０００ 

療育手帳や身体障害者手帳等の交付申請 

福祉サービスを受けるための受給者証発行 

障がいのある方の相談全般 

子育て支援課 

☎８２－２０００ 

子育て全般に関する相談・支援 

虐待やネグレクト等への対応 

吉川支所健康福祉課 

☎７２－２２１０ 

吉川地域における上記３課の役割を担っています。 

 

医療機関医療機関医療機関医療機関    

北播磨総合医療セン

ター 

所在地：小野市市場町 926-250 

T E L：0794-88-8800（代表） 

診察科：小児科（発達外来・発達行動外来・神経外来等） 

U R L：http://www.kitahari-mc.jp/ 

県立こども発達支援

センター 

所在地：明石市魚住町清水 2744 

ＴＥＬ：078-949-0902（代表） 

事 業：診断・療育・発達検査等評価 

ＵＲＬ：http://www.hwc.or.jp/kodomohattatsu/ 

※利用にあたっては、教育センター等からの紹介が必要です。 

県立ひょうご こころ

の医療センター 

所在地：神戸市北区山田町上谷上字登り尾３ 

T E L：078-581-1013（代表） 

U R L：http://hmhc.jp/ 

兵庫県で唯一の公立単科精神病院 

    

療育療育療育療育・福祉事業所・福祉事業所・福祉事業所・福祉事業所    

こども発達支援セン

ター「にじいろ」 

所在地：三木市加佐 62 番地の１ 

ＴＥＬ：0794-82-4165 

事 業：児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 

※子どもたちは、市内外を問わず多くの事業を利用しています。また、事業所は年々少し 

ずつ増えています。事業所に関する詳細は、障害福祉課にお問い合わせください。 



３３３３    校校校校園園園園内支援体制の充実内支援体制の充実内支援体制の充実内支援体制の充実    

 

    校園内の支援体制を確立するためには、まず、それぞれの役割をしっかりと果たすこと

が求められます。以下を参考に自身の役割について、しっかりと理解しましょう。その上

で、学校園の実情に合わせてどのような取組をするべきか、学校園で検討しましょう。大

切なのは、「チームとしての学校園」の体制整備と取組です。 

＜＜＜＜それぞれの役割それぞれの役割それぞれの役割それぞれの役割＞＞＞＞    

校園長校園長校園長校園長    

校園長は、特別支援教育実施の責任者として、リーダーシップを発揮しつつ、特別支援

教育の充実に向けた学校園内での教育支援体制の整備を推進します。校園長の役割は以下

のとおりです。 

① 校園内委員会の設置と実態把握 

② 特別支援教育コーディネーターの指名 

③ 個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と管理 

④ 教職員の専門性の向上 

⑤ 合理的配慮についての合意形成と組織的な校園内体制の整備 

⑥ 幼児児童生徒や保護者、地域への啓発 



特別支援教育コーディネーター特別支援教育コーディネーター特別支援教育コーディネーター特別支援教育コーディネーター    

特別支援教育コーディネーターは、学校園における特別支援教育の推進のため、主に次

のような役割があります。 

① 校園内委員会の企画・運営 

② 校園内研修の企画・運営 

③ 関係機関との連絡・調整 

④ 保護者の相談窓口 

また、特別支援教育コーディネーターは、合理的配慮の合意形成や提供、評価、引継ぎ

等について、重要な役割を担います。 

 

特別支援教育コーディネーターの取組例特別支援教育コーディネーターの取組例特別支援教育コーディネーターの取組例特別支援教育コーディネーターの取組例    

○ 子どもの様子 

A さんは、小学校２年生です。学習理解がゆっくりで、指示や話の理解に難しさがあ

ります。母親は熱心に育てていますが、子どもへの関わり方がわからず子育てに関する

不安が常に高い状態でした。 

○ コーディネートの内容 

特別支援教育コーディネーターは、学級担任と一緒に、母親から家庭での様子や母親

の悩みを聞くようにしました。母親は、子どもの状態を受け入れようと努力していまし

たが、「どうしてできないの！」と叱ってしまうことが多く、悩まれていました。そこで、

子どもへの関わり方を母親と学級担任、特別支援教育コーディネーターとで一緒に考え

ていくことにしました。 

○ その後の経過 

特別支援教育コーディネーターが中心となって、相談担当者と連携し、児童観察と母

親の面談を行いました。相談を進めるなかで、発達検査を受けることを相談担当者から

勧められました。検査の結果から、A さんの苦手さの傾向がわかり、母親自身が A さん

を受け入れることができるようになりました。また、母親自身の育て方のせいだと悩ま

れることも減りました。その後、A さんは学校生活支援教員の通級指導を受けるように

なりました。母親も学校生活支援教員の相談を継続的に受け、A さんへの支援について

母親、学級担任、特別支援教育コーディネーター、学校生活支援教員で一緒に考えるよ

うにしています。 

 

学級担任学級担任学級担任学級担任・教科担当・教科担当・教科担当・教科担当    

学級担任・教科担当者は、次のような役割があります。 

① 子どもたちのつまずきの早期発見と早期対応 

② 特別支援教育コーディネーターや養護教諭、スクールカウンセラー等との連携 

③ 保護者との連携・協働 

④ 個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成 

⑤ 特別支援教育の視点を生かした温かい学級経営 

⑥ すべての子どもにとってわかりやすい授業の工夫 

 



特別支援教育介助員・特別支援教育指導補助員・看護員特別支援教育介助員・特別支援教育指導補助員・看護員特別支援教育介助員・特別支援教育指導補助員・看護員特別支援教育介助員・特別支援教育指導補助員・看護員    

 特別支援教育介助員や特別支援教育指導補助員は、学校園で特別な支援を必要とする子

どもたちが困ったときに、その子の気持ちに寄り添った支援を行っています。支援に当た

っては、校園内委員会でどの子にどのような支援を行うのが望ましいかを協議し決定しま

す。また、支援を行っていきながら職員同士で情報交換をし、支援の方法等について適宜

変更を行っています。 

看護員は、医療的ケアが必要な子どもたちに保護者の希望と主治医の指示のもとで適切

なケアを行います。 

 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカースクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカースクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカースクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー    

 スクールカウンセラーは、対人関係等の悩みやいじめ、不登校等について、学校でカウ

ンセリングやコンサルテーションを行います。カウンセリングの対象は、児童生徒、保護

者、教職員です。保護者がカウンセリングを希望する場合は、教頭や学級担任、養護教諭

等を通して申し込むことができます。 

 スクールソーシャルワーカーは、子どもを取り巻く学校や家庭、地域社会に直接働きか

け環境の改善を図ります。不登校等の原因が家庭環境にある場合は、家庭や地域の民生委

員・児童委員、場合によっては子育て支援課や警察等と連携を図り課題解決にあたります。 

 

校校校校園園園園内委員会内委員会内委員会内委員会    

校園内委員会は、次のような役割があります。 

① 子どもたちの教育的ニーズの把握 

② 個別の教育支援計画・個別の指導計画の検討と活用 

③ 子どもたちの状態や支援内容の検討・評価 

④ 特別支援教育に関する校園内研修会の企画・立案 

⑤ 早期発見するための仕組みづくり 

⑥ ケース会議の開催 

校園内委員会で協議した内容は、職員会議等において全職員で共有し、全員で支援を行

う体制を構築することが大切です。以下は小学校と中学校の具体例です。認定こども園や

幼稚園、保育所については、名称等を読み替えて参考にしましょう。 

校園内委員会の具体例校園内委員会の具体例校園内委員会の具体例校園内委員会の具体例    

○校園内委員会の運営 

校園長のリーダーシップの下、全校園での支援体制を確立し、教育上特別な支援を必

要とする児童等の実態把握や支援内容の検討を行います。 

○校園内委員会の構成員 

校園長、教頭、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、特別支援学級担任、幼児

児童生徒の学級担任等    

【小学校の事例】【小学校の事例】【小学校の事例】【小学校の事例】    

○１学期・新学期に、前年度の担任から児童の様子、過去に行っていた支援などについての報告 

・５月頃、新担任から支援を必要とする児童について、新年度の様子などの報告 

・個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成、検討 



・次年度、特別支援学級から通常学級、または通常学級から特別支援学級への籍の変更

（以下「転籍」を希望する児童や保護者、また関係機関などとの話し合い、検討） 

○夏季休業・各認定こども園、幼稚園、保育所に次年度入学予定園児の聞き取り 

○２学期・次年度から、転籍する児童についての適正就学カードの作成、検討 

・運動会やマラソン大会に関して支援を必要とする児童への支援方法についての検討、 

共通理解 

    ・個別の教育支援計画、個別の指導計画の検討 

○３学期・次年度の引継ぎに向けて、支援を必要とする児童について資料作成、検討 

・次年度入学予定園児が在籍する認定こども園等への訪問。クラス編成の検討、共通理解  

・個別の教育支援計画、個別の指導計画の検討及びまとめ、次年度に向けての見直し 

・次年度の通常学級のクラス編成についての検討 

※この他に、毎月１回支援を必要とする全児童の様子についての共通理解、支援方法に 

ついて検討します。また、必要に応じて臨時の校内委員会を随時開催しています。 

 

【中学校の【中学校の【中学校の【中学校の事例事例事例事例】】】】    

○1 学期・小学校との支援情報の引き継ぎ 

・前年度の生徒の様子と支援内容の報告 

・支援を必要とする生徒の在籍についての教育課程の検討及び共有 

・各教科での支援内容の検討 

・必要な合理的配慮について、本人・保護者の意向をもとに実施する内容に 

ついて検討 

・進路相談（本人が主体的に進路選択できるための相談、情報提供） 

・夏休みの課題（内容・量）について必要に応じて調整 

・個別の教育支援計画、個別の指導計画作成、見直し 

・次年度、特別支援学級に在籍を希望する生徒、在籍の変更を希望する生徒に 

ついて、本人・保護者の意向の確認 

・三木市教育支援委員会に審議を依頼する必要がある生徒の申請書類を検討 

○2 学期・体育大会種目支援の確認、各教科での支援内容の検討 

    ・進路相談（進路選択に向けての支援） 

    ・個別の教育支援計画、個別の指導計画の見直し 

○3 学期・進路決定に向けての支援（入試に向けて必要な支援の検討） 

・来年度に向けて支援を必要とする生徒の確認、資料作成、検討 

・学級編制、通級対象生徒の確認 

    ・来年度入学予定の支援を必要とする生徒の確認、小学校での支援内容の確認 

    ・個別の教育支援計画、個別の指導計画のまとめ、来年度に向けての見直し 

    ・特別支援学級生徒及び通常の学級の生徒のうち引き継ぎが必要な生徒について 

中高連絡会のための資料作成 

※月 1 回支援を必要とする生徒の共通理解と支援の方法について検討し、職員会議等で協

議を行っています。また必要に応じて臨時に校内委員会を開催しています。 



４４４４    教育相談の流れ教育相談の流れ教育相談の流れ教育相談の流れ    

    

 教育相談は、主に三木特別支援学校特別支援教育コーディネーターと、教育センターあ

んしん教育コーディネーターが行っています。県立のじぎく特別支援学校特別支援教育コ

ーディネーターに依頼することもできます。 

教育相談の申込みは、学校園や本人・保護者等から直接行います。相談内容は原則とし

て公開することはありませんが、相談者の了解が得られる場合は、連携を図るために関係

機関と情報交換をすることもできます。 

教育相談は、子どものことを本人・保護者や学校園、関係機関が一緒に考えていくため

の一つのきっかけです。教育相談を機会にして、それぞれが連携し合い、子どもの困難さ

や苦手さが少しでも軽減でき、日々の生活がより楽しくなることを願っています。 

 

三木市立三木特別支援学校 ☎８４－０８３０ 

県立のじぎく特別支援学校 ☎０７８－９９４－０１９６ 

三木市立教育センター   ☎８３－２０２０ 

 

 

 



教育相談の具体例教育相談の具体例教育相談の具体例教育相談の具体例    

【就園就園就園就園や就学や就学や就学や就学に関する相談に関する相談に関する相談に関する相談】 

 5 月から８月にかけて、就園や就学に関する相談があ

ります。「幼稚園等に入園させたいが、他の子と一緒にや

っていけるだろうか。」「小学校入学を控えて、通常の学

級がいいか、特別支援学級（特別支援学校）がいいかを

考えたい。」などが主な相談内容です。はじめに、お子さ

んの様子や本人・保護者の願いを聞かせてもらいます。

そして、必ず学校園に見学に行っていただきます。園や

学校での子どもたちの様子を見ていただくことによって、

自分自身やご自身のお子さんがどんな生活をするのか、

イメージが持ちやすくなります。一回の見学でイメージが持ちにくい場合は、２回、３回

と見ていただくようにしています。並行して相談を行いながら、最後には本人・保護者が

納得のできる結論を得てもらうようにしています。本人も保護者も安心して入園・入学を

迎え、楽しく通園・通学をしてくれることを願っています。 

  

【行動や学習についての相談行動や学習についての相談行動や学習についての相談行動や学習についての相談】 

 保護者から、「なんとなく落ち着きがないように思う。」や「忘れ物が多くて、本人も困

っている。」等の相談があります。また、園や小中学校からは、「学習上で支援が必要だと

判断し行っているが、支援の方法は適切なのか。」等の相談があります。このような相談の

場合は、できる限り学校園での子どもの様子を見させてもらうようにしています。そして、

困っていることについて、その背後にはどのような原因や理由が考えられるのか。どのよ

うな支援をすることが望ましいのかを相談者とともに考えます。１回の相談ではなかなか

方向性が見つけられない場合があります。そのような場合は、ある程度期間を開けて再度

相談や観察を繰り返します。保護者や学級担任等が子どもの状態を正確に理解し、より適

切な支援につながることを願っています。 

 

【ケース会議への参加ケース会議への参加ケース会議への参加ケース会議への参加】 

 学校園においては必要に応じて、支援が必要な子ども

たちへの支援の仕方について、関係者が集まって意見交

換をする「ケース会議」を行っています。学校園では一

人の子どもについて、複数の職員が支援を行います。職

員相互の共通理解を図るためにケース会議は有効な方法

です。そのケース会議に関係者の立場で参加し、意見交

換を行います。ケース会議のなかで、保護者との相談の

必要性が確認された場合は、学校園と協力して保護者の

教育相談につなげています。 



５５５５    教育センター教育センター教育センター教育センターの役割の役割の役割の役割（教育相談・不登校支援）（教育相談・不登校支援）（教育相談・不登校支援）（教育相談・不登校支援）    

 教育センターには様々な相談窓口があります。また、不登校傾向にある児童生徒のための

適応教室（みっきぃルーム）もあります。それらを有効に活用することによって、子どもた

ちの困難さを軽減したり、問題を解決する糸口を見つけられたりすることがあります。積極

的に活用しましょう。 

    

教育相談教育相談教育相談教育相談    

内容：教育全般に関する相談 

電話相談：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

面接相談：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

（要予約） 

対象：幼児児童生徒、保護者、教師等 

連絡先：☎８３－２０２０（教育センター） 

担当者：教育センター指導主事 

 

あんしん相談あんしん相談あんしん相談あんしん相談    

内容：支援の必要な子どもや障がいのある方の悩みや支援等 

電話相談：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

面接相談：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（要予約） 

対象：乳幼児から成人まで 

連絡先：☎８３－２０２０（教育センター） 

担当者：教育センター指導主事 

 

発達教育相談発達教育相談発達教育相談発達教育相談（面接相談）（面接相談）（面接相談）（面接相談）    

内容：発達の遅れや偏りが気になる幼児児童生徒に関すること 

日時：毎月第 4 金曜日 １４：００～１７：００（要予約） 

対象：幼児児童生徒、保護者、教師等 

連絡先：☎８３－２０２０（教育センター） 

担当者：医師または指導主事 

 

青少年悩みの相談青少年悩みの相談青少年悩みの相談青少年悩みの相談（ヤングテレホンみき）（ヤングテレホンみき）（ヤングテレホンみき）（ヤングテレホンみき）    

内容：不登校、性格、親子関係、友人関係、いじめ等に関すること 

電話相談：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

面接相談：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（要予約） 

対象：小学生から成人まで 

連絡先：☎８２－８６８６（ハローハロー）（直通） 

担当者：カウンセラー（臨床心理士） 

 

どなたでも気軽に相談できるように心がけています。 

迷われたらまず電話をしてください。 ☎８３－２０２０ 



適応適応適応適応教室（みっき教室（みっき教室（みっき教室（みっきぃルーム）ぃルーム）ぃルーム）ぃルーム）    

教育センター２階に適応教室（みっきぃルーム）があります。 

 

目 的：学校に行きにくい児童生徒が、学校の代わりとして適応教室に通うことによって、 

様々な経験や学習を通して自尊感情を高めるとともに自信を持てるようにし、将来 

にわたって学校復帰ができるようになることを目ざしています。 

対 象：小中学校児童生徒 

日 時：月曜日～金曜日 ９：００～１４：００ 

指導者：指導員２名・青少年カウンセラー１名・指導主事 

時間割： 

曜 日 月 火 水 木 金 

9：00～ 
朝の会・自由時間 

（あいさつ、生活のふりかえり、読書、お話など） 

10：０0～ 
学習活動 

（自分がしたいワークやプリントをする、読書など） 

11：00～ 
みんなの時間 

（ゲーム、スポーツ、絵画、読書など） 

12：00～ 
昼食 

（お弁当持参） 

12：45～ みんなの時間 学習活動 みんなの時間 学習活動 学習活動 

13：30～ 
終わりの会 

（掃除、1 日のふりかえり、あいさつ） 

入級に入級に入級に入級に先立って先立って先立って先立って    

 適応教室を利用したいと思う場合は、まずは学校と保護者で話し合いをします。そこで、

なんのために通うのかを一緒に考えます。また、入級をする前に適応教室を見学することや、

体験入級をすることによって、通級の目的や意欲を具体的に考えることも大切です。 

 

指導者から指導者から指導者から指導者から    

子どもたちは勇気を振り絞って適応教室に通うことを決心します。せっか

くの頑張りが継続できるように、また学校生活にも繋がりが持てるように、

本人、保護者、学校、指導員が思いを一つにすることが大切です。 

また、「みっきぃルーム」では、集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本

的生活習慣の改善等のための相談や指導を行う上で、次の 3 点を大切にしています。 

� 学校に行きたくても行けない子どもたちの心の居場所づくりをします。 

� 一人一人と相談しながら、いろいろな活動をとおして学習意欲を高め、集団に参加でき

る力を育てるためのサポートをします。 

� 学校や家庭と連携し、個に応じた指導をとおして子どもたちの学校生活への復帰を支援

します。 

はじめの一歩として、「みっきぃルーム」があります。はじめの一歩として、「みっきぃルーム」があります。はじめの一歩として、「みっきぃルーム」があります。はじめの一歩として、「みっきぃルーム」があります。    



６６６６    三木特別支援学校三木特別支援学校三木特別支援学校三木特別支援学校の役割の役割の役割の役割    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三木特別支援学校について三木特別支援学校について三木特別支援学校について三木特別支援学校について    

所在地所在地所在地所在地                    

〒６７３－０５２１  三木市志染町青山７丁目１－８  ☎８４—０８３０  

校校校校    区区区区                    

三木市全域   

通学方法通学方法通学方法通学方法    

 保護者の送迎、徒歩、スクールバス、公共交通機関等 

対対対対    象象象象    

小学１年生から中学３年生までの教育上特別な支援が必要な三木市の児童生徒 

小学部と中学部があります。 

学校教育目標学校教育目標学校教育目標学校教育目標        

一人一人が「輝き」、「主体的」に活動する児童生徒の育成（平成２９年度） 

教育課程教育課程教育課程教育課程                

将来を見通し、児童生徒の特性や発達段階を踏まえた目標・内容の教育を行います。 

主な行事主な行事主な行事主な行事                

１学期  入学式  遠足  合宿  オープンスクール  プール等 

２学期  ふれあいフェスティバル  雪山体験学習  防災訓練 

修学旅行（小） 連合音楽会（小） 

修学旅行（中） 職業体験（中） トライやる・ウィーク（中） 

３学期 学習発表会  新入生体験入学  卒業式 

交流及び共同学習交流及び共同学習交流及び共同学習交流及び共同学習    

 居住地の小中学校でともに学習する、居住地校交流 

三木特別支援学校近隣の小中学校との地域校交流 

 小学部と緑が丘東小学校４年生との交流学習（ペア学習） 

 

将来的に本校への入学を検討されている場合は、いつでもご遠慮なくお申し出ください。 

保護者の方からでも、学級担任からでも結構です。お気軽にお問い合わせください。   



三木特別支援学校のセンター的機能三木特別支援学校のセンター的機能三木特別支援学校のセンター的機能三木特別支援学校のセンター的機能    

 特別支援学校は、地域における特別支援教育のセンターとして各学校園の要請に応じて、

教育上特別な支援を必要とする児童等の教育に関し、必要な助言又は援助を行うよう努める

旨が、学校教育法７４条に位置づけられています。 

  

教育相談教育相談教育相談教育相談        

    乳幼児期や学齢期のお子さんの発達や支援について、悩みや疑問を共に考えます。 

例えば… 

 心や身体のこと  ことばのこと  社会性のこと  学習のこと  

こども理解に関すること  指導・支援の仕方  教材・教具・補助具に関すること   

交流及び共同学習  就園・就学・進学に関すること  学校見学   

現在や将来の生活に関すること  その他、知りたい情報がある 等 

保護者や学校園関係者を対象に、教育相談を実施しています。一緒に考えていきます。 

 

・特別支援教育に関する相談及び情報提供を行います。 

・入園、就学、進学にむけての相談及び情報提供を行います。  

・幼児、児童、生徒の観察等から実態把握を行い、支援のあり方や教材教具等について 

一緒に考えます。 

・個別の教育支援計画や個別の指導計画等の作成に関する助言等を行います。 

・他の特別支援学校や医療、保健、福祉、労働等の関係機関との連 

携や調整を行います。 

 

 教育相談、三木特別支援学校の見学を随時受付けています。 

まずは、三木特別支援学校コーディネーターにご連絡ください。 

三木特別支援学校 ☎８４－０８３０ 

  

研修研修研修研修会や校会や校会や校会や校園園園園内委員会内委員会内委員会内委員会等への協力等への協力等への協力等への協力            

・各学校園で開催される研修会や校園内委員会等にコーディネーター等を派遣します。 

 

三木特別支援学校で開催される研修会、訓練会等のオープン化三木特別支援学校で開催される研修会、訓練会等のオープン化三木特別支援学校で開催される研修会、訓練会等のオープン化三木特別支援学校で開催される研修会、訓練会等のオープン化    

・進路研修会、性教育研修会、訓練会等について、学校園にインフォメーションし、教職員

や子ども、保護者に参加希望を募ります。 

 

教材教材教材教材教具等の閲覧や貸教具等の閲覧や貸教具等の閲覧や貸教具等の閲覧や貸しししし出し及び学校施設（プレイルーム・出し及び学校施設（プレイルーム・出し及び学校施設（プレイルーム・出し及び学校施設（プレイルーム・プールプールプールプール等等等等））））のののの貸出し貸出し貸出し貸出し    

・教材教具等の閲覧や貸出しができます。 

・夏休み中に、プール開放を行っています。 

  

 

 



７７７７    LDLDLDLD・・・・ADHDADHDADHDADHD 等等等等通級指導教室通級指導教室通級指導教室通級指導教室    学校生活支援教員の役割学校生活支援教員の役割学校生活支援教員の役割学校生活支援教員の役割    

 

学校生活支援教員とは？学校生活支援教員とは？学校生活支援教員とは？学校生活支援教員とは？    

 

 小中学校の通常の学級では、さまざまな個性や学びかたの特性を持った子どもたちが学

習・生活しています。なかには、授業中や学校生活のいろいろな場面で、やっていきにくさ

を感じている子どもたちもいることでしょう。 

 学校生活支援教員は、その名前の通り、一人一人の子どもたちの学校生活がより充実し、

うまくいくための活動をしています。子どもたちのやっていきにくさが何であるかを先生方

と一緒に考え、必要な支援を提案したり、実際に子どもたちと関わったりしながら、子ども

たちの学校生活がより主体的で楽しいものになるよう取り組んでいます。 

 そのために、担任の先生や保護者をはじめ、それぞれの子どもに関わる人たちとのコミュ

ニケーションを大切にしながら、目標を共有して支援にあたっています。 

 

 三木市では、小学校 2 名、中学校 1 名の学校生活支援教員が市内各小中学校の児童生徒

の支援にあたっています。（平成 29 年度現在） 

学校生活支援教員が担当する通級指導（学校生活支援教員が担当する通級指導（学校生活支援教員が担当する通級指導（学校生活支援教員が担当する通級指導（LDLDLDLD・・・・ADHDADHDADHDADHD 等等等等））））の実際の実際の実際の実際    

・対象となる子ども・対象となる子ども・対象となる子ども・対象となる子ども    

小中学校の通常の学級に在籍する児童生徒のなかで、LD、ADHD などの発達上の課題

により、学校生活を送るうえで困難を感じている子ども 

  

 具体的には・・・具体的には・・・具体的には・・・具体的には・・・    

    

・読み書きなどがスムーズにしにくく、ノートをとること読み書きなどがスムーズにしにくく、ノートをとること読み書きなどがスムーズにしにくく、ノートをとること読み書きなどがスムーズにしにくく、ノートをとること

が難しいが難しいが難しいが難しい    

・落ち着いて学習課題に取り組むことが苦手で、持続して・落ち着いて学習課題に取り組むことが苦手で、持続して・落ち着いて学習課題に取り組むことが苦手で、持続して・落ち着いて学習課題に取り組むことが苦手で、持続して

課題に取り組むことが難しい課題に取り組むことが難しい課題に取り組むことが難しい課題に取り組むことが難しい    

・学校の予定や宿題などの把握が難しく、見通しを持って・学校の予定や宿題などの把握が難しく、見通しを持って・学校の予定や宿題などの把握が難しく、見通しを持って・学校の予定や宿題などの把握が難しく、見通しを持って

段取りよく取り組むことが苦手で、やるべきことが段取りよく取り組むことが苦手で、やるべきことが段取りよく取り組むことが苦手で、やるべきことが段取りよく取り組むことが苦手で、やるべきことが途中途中途中途中

で終わってしまうで終わってしまうで終わってしまうで終わってしまう    

・道具・道具・道具・道具をうまく使えないため、をうまく使えないため、をうまく使えないため、をうまく使えないため、実技や実習実技や実習実技や実習実技や実習についていきにについていきにについていきにについていきに

くいくいくいくい    

・友だちとの関わりのなかで誤解が生じやすく、トラブル・友だちとの関わりのなかで誤解が生じやすく、トラブル・友だちとの関わりのなかで誤解が生じやすく、トラブル・友だちとの関わりのなかで誤解が生じやすく、トラブル

になったり仲間に入りにくかったりするになったり仲間に入りにくかったりするになったり仲間に入りにくかったりするになったり仲間に入りにくかったりする    

・集団参加や学校行事等に参加する際に緊張感が強く、一・集団参加や学校行事等に参加する際に緊張感が強く、一・集団参加や学校行事等に参加する際に緊張感が強く、一・集団参加や学校行事等に参加する際に緊張感が強く、一

人ではうまく集団参加しにくい人ではうまく集団参加しにくい人ではうまく集団参加しにくい人ではうまく集団参加しにくい    



指導内容指導内容指導内容指導内容    

・・・・それぞれの子どもが感じている困難に対する教育的支援（自立活動）それぞれの子どもが感じている困難に対する教育的支援（自立活動）それぞれの子どもが感じている困難に対する教育的支援（自立活動）それぞれの子どもが感じている困難に対する教育的支援（自立活動）    

・・・・各教科学習の基礎となる内容の学習支援各教科学習の基礎となる内容の学習支援各教科学習の基礎となる内容の学習支援各教科学習の基礎となる内容の学習支援（（（（教科学習の補充教科学習の補充教科学習の補充教科学習の補充））））    

・・・・担任の先生との必要な支援についての話し合い担任の先生との必要な支援についての話し合い担任の先生との必要な支援についての話し合い担任の先生との必要な支援についての話し合い    

・・・・子どもや保護者との子どもや保護者との子どもや保護者との子どもや保護者との教育相談教育相談教育相談教育相談    

・・・・認定認定認定認定こども園、幼稚園、保育所、こども園、幼稚園、保育所、こども園、幼稚園、保育所、こども園、幼稚園、保育所、小中高校間や関係機関との連携小中高校間や関係機関との連携小中高校間や関係機関との連携小中高校間や関係機関との連携    

 

学校生活を送る上での困難さに周りが気づかず、必要な手だてがないまま学校生活を続

けていると、子どもたちにはうまくいかなった経験ばかりが蓄積していきます。それが、

「自分はだめなんだ。クラスのなかで役に立たないんだ。」という自己肯定感の低下につな

がっていくこともあります。これらの困難さに対して、学校生活支援教員は、必要な支援

を提案、提供し、子どもたちが、生き生きと自信を持って子どもたちが、生き生きと自信を持って子どもたちが、生き生きと自信を持って子どもたちが、生き生きと自信を持って、自分なりのよさを伸ばしなが、自分なりのよさを伸ばしなが、自分なりのよさを伸ばしなが、自分なりのよさを伸ばしなが

ら、クラスメートとともにら、クラスメートとともにら、クラスメートとともにら、クラスメートとともに学校生活が送れるようになることを目標とし学校生活が送れるようになることを目標とし学校生活が送れるようになることを目標とし学校生活が送れるようになることを目標としています。ています。ています。ています。    

    

指導や支援の形態指導や支援の形態指導や支援の形態指導や支援の形態    

・通級指導通級指導通級指導通級指導・・・児童生徒が学校生活支援教員配置校の通級指導教室

に通って定期的に必要な指導や支援を受けます。通

級指導教室配置校に在籍している児童生徒が利用

する自校通級自校通級自校通級自校通級、、、、他校の児童生徒が通級指導教室のあ

る学校に通って指導を受ける他校通級他校通級他校通級他校通級があります。 

・巡回指導巡回指導巡回指導巡回指導・・・児童生徒が在籍する学校に学校生活支援教員が定期

的に巡回し、必要な指導や支援を行います。 

・教育相談教育相談教育相談教育相談・・・学校生活支援教員が、児童生徒と直接関わるだけで

なく、保護者や学級担任等と相談しながら、よりよ

い関わり方や支援の手だてを共に考えます。 

 

指導時間数指導時間数指導時間数指導時間数    

・それぞれの児童生徒の必要に応じて、月月月月 1111 時間～週時間～週時間～週時間～週 8888 時間時間時間時間と定められています。 

・通常の授業時間帯だけでなく、必要に応じて、放課後や夏休みなどの長期休業中にも指導

時間を設定できます。 

 

 

 

 

 

 

 



こんなことをしています・・・こんなことをしています・・・こんなことをしています・・・こんなことをしています・・・    

小学校編小学校編小学校編小学校編    

筆算のプリントをやる気になれない筆算のプリントをやる気になれない筆算のプリントをやる気になれない筆算のプリントをやる気になれない AAAA さん（さん（さん（さん（3333 年生）年生）年生）年生）    

 

 

こんなにいっぱいできないよ～ 

 

 

と言って、なかなか問題にとりかかれ 

ない A さん。 

 

 

 

 

一問だけ見えるようにして、他の問題を隠すと少しやる気になり、全部できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

漢字がなかなか覚えられない漢字がなかなか覚えられない漢字がなかなか覚えられない漢字がなかなか覚えられない BBBB さん（さん（さん（さん（4444 年生）年生）年生）年生）    

漢字のミニテスト（１０点満点）はいつも１～２点。自信

もやる気もなくなっていました。 

漢字九九を唱えながら覚えると複雑な漢字も覚えやすくな

り、自信がつきました。 

※ここで示している「漢字九九」とは、特別支援の漢字教

材～唱えて覚える漢字九九シート～（発行 学研教育出版）

を参考にして作成しています。    

    

    

 



一つの自分から一つの自分から一つの自分から一つの自分から    いろいろな自分へ（いろいろな自分へ（いろいろな自分へ（いろいろな自分へ（CCCC さんさんさんさん 5555 年生）年生）年生）年生）    

クラスで一人一人スピーチ発表する時やみんなの前で話す時、緊張や不安からか声が小さ

くなり、うまく言えないことが続いた 5 年生の C さん。クラスで発表したり話したりする

ことがイヤになっただけでなく、学校生活において自信も失っているようでした。通級の時

間にも「ぼくにはいいとこなんてありません。」とネガティブな発言が目立っていました。

そんなことないと伝えても暗くしんどい日々が続いていました。そんな時、学校の先生から

C さんがスリッパを並べていたのを何度も目にしたことや委員会の仕事を確実にしている

ことを聞きました。クラスメートが、「そうじを一生懸命していました。」と教えてくれたこ

ともありました。こうした C さんを見ている先生や友だちから

の声を集め、箇条書きに読みやすく残していきました。『キラキ

ラ通信（よいこと情報）』と銘打って、定期的に C さんに見せる

ことで「えっ○○先生、見てくれたんだ。」「△△さんは、そんな

ふうに感じてたんだ。」と嬉しそうにつぶやいたり、「そういえば

そんなこともした気がします。」と気づかなかったよいところを

感じたり出来ました。毎回、キラキラ通信を見る楽しみと、気づ

かなかった「いろいろな自分」と出会えることができました。そ

んな時間を積み重ね、C さんの表情も良くなってきました。 

 

「「「「ここが、わここが、わここが、わここが、わからないんですからないんですからないんですからないんです。」。」。」。」とととと    感じること伝えることが生まれた瞬間（感じること伝えることが生まれた瞬間（感じること伝えることが生まれた瞬間（感じること伝えることが生まれた瞬間（DDDD さんさんさんさん 3333 年生）年生）年生）年生）    

先生の説明をしっかり聞こうとしているけど、「どうしたらいいのかわかりません。」とも

言わず、気がついたら何も取り組まないまま授業時間が過ぎていくことが多い D さん。担

任の先生も D さんに少しでもわかるように一斉指導ではゆっくり説明をしたり、近くに行

って教えたりしていました。それでも、D さんが自ら取り組むことや、何がわからないのか

を自分から言うことはありませんでした。そこで、担任の先生と一緒に相談して、D さんが

少しでも文字を書いたり、数十秒でも考えたりする経験を積むことからはじめましょうとい

う目標を設定しました。 

担任の先生からのことばの説明（ヒント）と学校生活支援教員が紙に書いた説明（ヒント）

の二とおりの支援を重ねました。そして、D さんが取り組もうとした時には、すかさず担任

の先生のほめ言葉、合わせて学校生活支援教員からは紙に書いた文字のほめ言葉。時には解

答に近いヒントを与えたこともありました。D さんも少し

ずつ取り組みはじめ、書く機会も増え、何よりよい表情を

何度も見ることができました。そして、ある巡回の日「こ

こが、わからないのかな？」という問いかけに、「こっちの

方です。」と、はじめて自分から分からないところを伝える

ことが出来ました。数週間後には、「ここが、わからないん

です。」という言葉を D さん自らが発することができまし

た。何よりもうれしい瞬間となりました。 

 

 

 



「「「「言いたいことがたくさんあります。聞いてください。言いたいことがたくさんあります。聞いてください。言いたいことがたくさんあります。聞いてください。言いたいことがたくさんあります。聞いてください。」」」」（（（（EEEE ささささんんんん 6666 年生）年生）年生）年生）    

時間割に変更があればイライラしたり、自分の思いどおりにならないことがあればパニ

ックになっていた E さん。話を聞くと、「となりの○○くんが、消しゴムを落としたからぼ

くは書けなかった。」「雨でもプールできるよ。どうせ濡れるんだから。」「どうして算数に変

えるんだ！」と自分なりの解釈で話をします。当初、E さんの解釈について誤りを指摘する

と、「間違ってない!悪いのは向こうだ！」と聞く耳を持つことは難しいようでした。通級の

時間には、しばらく E さんの話を「うんうん。」や「そっかあ。いやだったね。」とこちら

が聞くようにし、複雑な内容に関しては紙に書いて確認することにしました。1 時間中ずっ

と聞くだけになることもありました。しばらくこのような状態が続いたあと、E さんに少し

変化が見られました。E さんが一方的に話をするのは変わりませんが、「これで今日の話は

終わりです。」と終了の言葉を言ったり、話し終わった後、「は～、スッとした。」と思わず

つぶやいたりすることがありました。そこで、学校生活支援教員から E さんに、E さん自

身の様子が変わってきていることを伝えました。「前よりイライラ話が減ったね。」や「前は、

（怒り顔表情のイラストを見せて）こんな顔で話していたけど、最近はこんな顔（少しにこ

やかな表情イラスト）が増えたね。」と伝えると、「へえ～そうなんだ。」と不思議そうに受

け入れる様子が見られました。 

また、ある日には「（担任の）○○先生がぼくを職

員室に呼ぶということは、絶対に怒ることだから行か

なかった。」と話した後で、「○○先生、E さんのこと

を心配してたんだよ。それに先生から、E さんががん

ばっていたこと何回も聞くよ。」と返すと、「本当かな

ぁ～。」といったん自分のなかで考える様子が増えま

した。それに合わせてパニックも減ってきました。た

だ、E さんの「聞いてください！」という言葉で、相

変わらず通級はスタートしています。 

 

中学校編中学校編中学校編中学校編    

思ったことは何でも主張するので友だちとぶつかってしまいやすい思ったことは何でも主張するので友だちとぶつかってしまいやすい思ったことは何でも主張するので友だちとぶつかってしまいやすい思ったことは何でも主張するので友だちとぶつかってしまいやすい FFFF さんさんさんさん（（（（1111 年生年生年生年生））））    

 F さんは、やる気満々で入学してきま

したが、中学校には、複数の小学校から

入学してくる友だちがいて、思ったこと

をすぐに口に出してしまう F さんは、ま

わりの新しいクラスメートにはわかって

もらいにくいようでした。掃除の時間、

給食の準備や後片付けのときに F さんの

一言で周りの生徒たちが怒ってしまった

り、F さんは正しいと思って言っている

のに、どうしてけんかになったのかがわ

からなかったりして、ふてくされてしま



うようになりました。 

そこで、担任の先生と学校生活支援教員が相談し、F さんやクラスの生徒たちへの対応の

方法を考えました。F さんに対しては、どうしてトラブルになってしまったのか、順を追っ

て丁寧に説明し、今度同じようなことがあったらどうすればいいのか F さんと一緒に話し

合いました。クラスメートに対しては、そのときの F さんの思いやみんなの気持ちを一緒

に考えるなどして、お互いどう接したらいいのかを丁寧に取り組んでいます。 

今では、F さんもクラスメートも、ずいぶんうまく自分の意見を主張しながらも折り合い

をつけられるようになり、お互いのよいところを認め合えるようになりました。 

 

さあ、さあ、さあ、さあ、高校入試。わからないことだらけで緊張感いっぱいの高校入試。わからないことだらけで緊張感いっぱいの高校入試。わからないことだらけで緊張感いっぱいの高校入試。わからないことだらけで緊張感いっぱいの GGGG さんさんさんさん（（（（3333 年生年生年生年生））））    

 中 3 といえば、高校入試が控えています。とても

まじめで、何でもきちんと準備していないと次の行

動を始めにくい G さんにとって、どんな課題が出る

かわからない高校入試の面接や作文は最大のハー

ドルのようです。ホームルームでも入試に向けての

作文や面接の練習をしますが、それだけの時間では

到底足りません。また、疑問点があってもなかなか

自分からは聞きにくいため、不安ばかりが強くなっ

てきました。そこで、担任の先生は学校生活支援教

員に、面接や作文の練習のフォローを依頼しました。 

 面接や作文の練習を通して、G さんは、「自分の

長所」などの自分について述べることにとりわけ難

しさを感じていることがわかりました。「自分のよ

いところなんてないし、よいところを人に言うなん

て無礼だ」と思っていたそうです。そこで、これま

での学校生活のなかの具体的な成果や出来事をあげながら、G さんなりに力を発揮できたこ

とや得意なことを書き出し、それらをもとに自分のよいところを箇条書きでまとめることか

ら始めました。また、入試の意味を確認しながら自分のよいところを人に伝えることは決し

て無礼なことではないことについても、具体的な事例を交えながら、本人の納得いくまで話

し合いました。 

最終的には、G さんは自分の趣味や他の人にはできないこだわりなどをうまく面接や作文

に盛り込むことができ、希望する進路先に進学することができました。 

 中学校と進路先の学校間では、この間の経緯も含め、進路先での学校生活がうまくスター

トできるような情報交換も学校生活支援教員がコーディネートして行いました。 

 

ちょっと見に来てくれるだけでいいちょっと見に来てくれるだけでいいちょっと見に来てくれるだけでいいちょっと見に来てくれるだけでいい HHHH さんさんさんさん（（（（1111 年生年生年生年生））））    

 H さんは、注意集中することが少し苦手で、学習にうまくついていけるかも不安に思って

います。その一方で、できる限り自分の力でクラスのなかでがんばりたいという思いも強く、

いろいろな支援を受けたい思いと自力でやってみたい思いが交錯しています。 

 学校生活支援教員は、そんな H さんの学校に週 1 回巡回しています。毎週 H さんのクラ



スをのぞくと、H さんは時々そわそわしながらも一生懸命ノートをとったり発表したりして

います。休み時間になると必ず H さんのほうから「こんにちは！」とあいさつに来ます。 

「何か手伝うことある？」「うーん、勉強はちょっと難しいけど、今は大丈夫です。」「何

かあったら、いつでも声をかけてね。夏休み

とか部活のない日は、マンツーマンで勉強し

てもいいよ。」「わかりました！」・・・こん

な会話をいつも交わしています。担任の先生

は、「今は、みんなの中ではりきってやって

いますから、教科担任も含め折々に声をかけ

てやる気が継続するようにしていこうと思

います。」と話していました。学校生活支援

教員としても、しばらくは、教室のうしろで

さりげなく見守ることと、休み時間の一言の

会話をしばらく続けていこうと思っていま

す。 

 

 

通級指導をはじめる通級指導をはじめる通級指導をはじめる通級指導をはじめる前に前に前に前に    

 学校生活支援教員による通級指導を始めるためには、以下のことが大切です。 

①通級指導を受けることが適切であることを校内委員会で協議している。 

②通級指導について、本人や保護者の理解が得られている。 

③通級指導の目的を本人、保護者、学級担任、学校長で共通理解ができている。 

 これらを原則として、具体的な学習の仕方や内容は学校生活支援教員と本人、保護者、学

級担任等が話し合って決めます。 

学校生活支援による通級指導を効果的に活用し、児童生徒にとって学校生活がより主体的

で楽しいものになるようにしましょう。 

 

 


