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第１９回 障害児基礎教育研究会 教材工夫展                         ２０１２年８月２６日                          

コミュニケーションと学習の基礎 

―教材教具の活用とコミュニケーションの成立―   

 

                   元東京都立北養護学校長 林  友 三 

はじめに  

 教材工夫展では、多種多様な教材が展示されています。これらの教材の活用について、コ

ミュニケーションの成立という考え方に基づいて話します。 

常識を一歩だけ外れるというか、常識にとらわれずに考えると、新たな視点が見えてき

て新たな発想ができることに筆者なりに気づいたことがあり、このことを話の中で試みな

がら可能な限り具体的に話すことに努めます。 

 教材活用のヒントを話すだけで、こうすべきと話すことは考えていません。出席者の皆さ

んが納得できたところがあれば、実践に活かしていただきたいと思います。 

  

 文中に使われている「指導・援助」という言葉は、支援者（教員等）が「指導」として意図的

計画的に支援を行い、子供が自ら学習することを「援助」するということであり、支援者の主

体性・支援上の責任を重視する考え方です。  

教材教具がコミュニケーションの道具（手段・媒介物ともいう）としてどのように活用され、

子供の学習が進められるか、コミュニケーションの成立という考え方にたって考察します。コ

ミュニケーションの成立について、①教材教具を道具として使うこと、②支援者の働きかけ

の課題、③子供の応じ方の課題の三つの視点で検討することにします。この三つの視点は、

三項関係といわれることに類似していると思われます。 

 

なお、私見ですが、障害の程度を表す場合には、①発達の尺度を基準にして発達の初期の

状態に留まっている場合（絶対的な程度）と②支援者の専門性との相対関係が尺度になる場

合（相対的な程度）があると思われます。後者では、支援者の専門性が高いとその子供の指

導・援助は比較的に容易に進められるので、その子供の障害の状態は相対的に軽くなったよ

うに感じられます。筆者は子供が力を発揮していることに注目して、その力を一層発揮しや

すく支援するという考え方をしており、障害の種類や程度は問わないことを基本としていま

す。 

 

 ただし、ある障害の子供の指導・援助の経験や研究が深い人にとっては、障害の種類ごと

に指導上の配慮事項があるようです。   

 

 障害の定義（意味）は、時代とともに変化しています。例えば、世界保健機構（ＷＨＯ）の分類

は次のように変化しています。 

 １９９３（平成５）年（国際障害者年を契機に示された）の ＩＣＩＤＨ（国際障害分類）では、「機能

不全、能力低下、社会的不利」の分類でした。  
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  ２００１（平成１３）年のＩＣＦ（国際生活機能分類）では、「生活機能」を①心身機能・身体構造、

②活動、③参加に区分、これらは「健康状態」に影響を受け、背景因子である④環境因子、

⑤個人因子に影響されるとしています。「生活機能」の問題のある状態を<1>機能障害、

<2>活動制限、<3>参加制約としこれらの総称を「障害」と呼んでいます。 

  国際障害分類では、障害をマイナスのイメージをもちやすい用語を用いていますが、 

国際生活機能分類では、中立的な用語になっています。  

 

 8 月２９日から始まるロンドンパラリンピックは、障害についても考えを深めるチャンスでも

あります。 

 日本で行われた冬期長野パラリンピック（１９９８・Ｈ10 年・14 年前）あたりから、コーチが「（競

技で技術的に上手くいかないことを）、障害を逃げ口にさせたくない」というような考え方

がでてきて、「障害者」ではなく「選手（アスリート）」との考え方になってきています。   

ちなみに、パラリンピックのパラ（para）とは スキーのパラレルのように、並行してという

意味があります。ソウル五輪（１９８８・Ｓ６３年）から、パラリンピックを同じ会場（同じ都市）で開

催するようになったことと「アスリート」という考え方が使われるようになってきたことが考

えられます。パラリンピックは「もう一つのオリンピック」ともいわれています。 

パラリンピックの初期の頃は、「パラプレジア（両下肢まひ）」と「オリンピック」の合成語と

考えられていました。「障害名」から「並行」へと変化しています。 

子供の学習で言えば、「障害のある子供の学習」という捉え方から、子供が持ち前の力を

発揮している学習と考えることになります。 
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Ⅰ コミュニケーションの成立という考え方  

 

 １９６３（昭和３８）年、筆者は聾教育科を卒業して肢体不自由養護学校に就職しました。聴覚

障害児の指導法は、発語器官等にもマヒのある脳性まひには直接活用できませんでした。こ

の壁（課題）は、言葉の指導（言語訓練）からコミュニケーションの指導へと考え方を広めるこ

とで解決しました。１９７２（昭和４７）年度の文部省内地留学の報告書に、「コミュニケーション

の成立」という考え方を記述して以来、考えてきたことです。 

「コミュニケーションの成立」を四字熟語で考えると「啐啄同時（そったくどうじ）」である

と思われます。啐（雛の鳴き声）と啄（母鳥が外から殻を噛むこと）が同時に行われて、殻が割

れ雛が誕生することをさしています。支援者の指導・援助（啄）と子供の学習（啐）も同じよう

に行いたいと考えています。  

 

 筆者は学校生活全般において支援者と子供が接する全ての場面を、コミュニケーションの

成立という視点から考えています。そして、支援者と子供間のコミュニケーションが成立す

ることを重視して、コミュニケーションの道具は、子供の得意な道具が望ましく、道具には制

限を設けず、道具の役割を果たす物なら何でも活用することとしてきました。 

 

１ コミュニケーションの成立の要件 

 コミュニケーションは、原則として双方向で行われるものです。コミュニケーションは、二

者の関係で、支援者から働きかけ子供が応じることと平行して、子供から支援者に働きかけ

ていると考えます。 

 

①支援者の意図どおりに、子供が応じること 

 コミュニケーションの成立とは、原則的には支援者の働きかけの意図どおりに子供が応じ

ることです。例えば、「型はめ」（図１：「はめ板」ともい

う）の学習では、子供が型を型穴に入れることを支援

者が意図して、型板と型を提示し、子供が型を型穴に入

れることです。 

 支援者の意図どおりに子供が応じることによって、子

供の学習が進みます。連続して成立することが望まれ

ます。 

 たとえば、「型はめ」の学習では、支援者が提示した

型を子供が型穴に入れること（コミュニケーションの成

立）で「課題を解決した」ということになり、学習が進む

と考えます。繰返し課題ができると「学習が定着する」と考えられます。 

 

②支援者の意図どおりに子どもが応じないこと 

 支援者の意図どおりに子供が応じないコミュニケーションでは、その成立について検討す

ることで多くの示唆が得られると考えます。 
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２ 支援者の意図どおりに子供が応じない場合 

 子供が支援者の意図どおりに応じない場合のコミュニケーションについては、数年前から、

考えるようになりました。子供が意図どおりに応じないときは、子供から指導・援助の工夫を

考える機会を与えられていると考えます。 

 

支援者が学習課題の解決を目指して子供に働きかけて、子供が支援者の意図どおりの応じ

方をしなかったら、「意図以外のコミュニケーションが成立した」ということです。当初意図し

た課題（を通してのコミュニケーション）は途切れてしまった状態です。 

たとえば「型はめ」（図１）の学習では、支援者が型板と型を提示し、子供は型を型板に入れ

ない・入れることが困難な場合です。意図以外のコミュニケーションの成立では、次のような

ことが考えられます。 

 

(1) 子供なりの応じ方をしている 

支援者の働きかけの意図に子供が応じない場合でも、その子供なりの応じ方をしている

と考えます。 

「型はめ」の学習における支援者の意図以外の応じ方の例は、次のとおりです。 

① 子供が型を型穴の近くまで持っていくが入れない 

② 子供が型を投げる 

③ 型を口に持って行きなめる 

 

(2) ありのままに受容する 

これらの応じ方は、支援者によってありのままに受容され、この状態から支援者は、子供

が応じることができると思われる支援を工夫することになります。 

 

上記「①」のように型を型穴の近くまで持っていくが入れない場合には、子供の手を持

ち、型を型穴に入れるまで誘導することもあります。 

上記「②」のように型を投げる場合、投げた型を器で受け止めることがあります。 

 

(3) 子供が応じられるように支援者が働きかける 

 子供は支援者の働きかけの意図に応じなければならないということはありません。支援

者の意図どおりに子供が応じない場合は、その子供なりの応じ方があるということです。そ

れを観察して支援者の意図を見直し、教材を工夫して、子供が応じられるような働きかけをし

直すことです。 

 

(4)  子供が応じているのに、支援者が気づかない 

支援者の働きかけの意図に子供が応じていたり、子供なりの応じ方をしているのに、支援

者が気づかない時があるかもしれません。子供の意図を受け止められるように支援者の感

度を高めることは、常に重要な課題です。 
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 一般的には、たとえば、次のような工夫がみられます。 

 以前テレビで視聴した、老舗店のてんぷら職人の工夫です。孫夫婦が老婦人と老舗店に訪

れます。老婦人に出した海老一匹てんぷらの食べ方を職人は見ていました。老婦人は噛み切

ることに困難を示していました。それを見ていた職人は、次のネタのイカを１ｍｍに切り刻み

まとめて揚げたてんぷらを出しました。すると、老婦人は容易に食べられました。 

指導場面でも、このように、支援者が相手の応じ方を確実に見る目があると、臨機応変に働

きかけ方の工夫ができるということです。  
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Ⅱ コミュニケーションの成立に関係のある事項 

 

コミュニケーションの成立の背景には、総合的な状況があります。そのため、コミュニケー

ションの成立を目指す指導・援助に必要とする事項は、多種多様です。ここでは、教材教具を

道具とするコミュニケーションの成立の基礎基本として、①道具としての教材教具、②目と手

の使い方、③基本となる考え方（哲学・思想）の三つの視点で説明します。 

  

１ コミュニケーションの道具の例  

 次に紹介するようなお話は、私がコミュニケーションの成立を検討する場合に考えてきた

事項の一つといえます。 

支援者と子供の間で、コミュニケーションが行われる場合には、何らかの「道具」（手段・媒

介物）が介在します。コミュニケーションの道具を分類すると、たとえば次のようになります。 

 

① ジェスチャー・視線・顔の表情・生理的変化・握手・指点字・指文字・触手話 

② 記号・マーク・写真・絵・コミュニケーション支援ボード 

③ 話しことば（音声言語）・書きことば（文字）・五十音表・点字 

④ おもちゃ・実物・市販の教材教具 

⑤ 手作りの教材教具 

⑥ コンピュータ・トーキングエイド・アシスティブテクノロジィ 

⑥ 本・教科書・地図・新聞 

⑦ 指導法 

⑧ 各種心理検査（知能検査や発達検査など） 

 

２ 道具としての教材教具の役割 

 ここでは、コミュニケーションの道具のうち、「手作りの教材教具」の道具ついて説明しま

す。研究・実践者によって道具についての表現が異なるところが興味深いことです。各著者

の表現は違っていますが、皆正しいと考えています。異なる表現を踏まえ共通点と独自な点

を考察しました。 

     

教材の系統性を考えていくと、「教材の多目的性」（立松英子、２００９、文献１）に突き当たりま

す。コミュニケーションの道具としての教材教具には多目的性があり、多種多様の役割があ

ります。ここでは、教材教具の役割について紹介しながら、手作り教材教具を活用してきた実

践・研究者の執筆した本を出版年度順に紹介します。末尾にこれらの本の原典を紹介します。

皆さんにもご自分の考え方を持つことをお勧めします。 
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(1) 「教材の役割」 （進一鷹、２００５、文献２）  

① 教材はことばの代理物でコミュニケーションの道具です。 

② 教材は、目や手の使い方を高めるための学習から概念行動の形成を経て記号操作を

学習するための道具です。 

③ 教材は子どもの実態を明らかにするとともに、学習内容、方法を検討するための道具

です。 

④ 教材はできたか・できないかという二者択一的な結果を求めるものではありません。

私たちは、教材を使って、目や手の使い方、概念行動、記号操作などの基本的な基礎的

な人間行動が育つことを目指しています。 

⑤ 日常生活の行動を高めるための基礎的な道具です。 

⑥ 教材は、子どもたちが思考するための道具であり、課題解決ができれば、子どもたち

に成功感や成就感をもたらし、子どもたちの情緒が安定します。 

 

(2) 「道具としての教材教具」 （水口浚、２００６、文献３） 

① 言葉の代わりとなる道具               

② ふれあいの道具                   

③ 実態を学ぶ道具                   

④ 手の操作を引き出す道具              

⑤ 手の感覚と他の感覚との統合を図る道具       

⑥ 概念形成を促し、精神活動を豊かにしていく道具    

⑦ 単純明快なやりとりの道具              

⑧ 教育の原点を明らかにする道具 

 

(3) 「道具としての教材のポイント」 （吉瀬正則、２００８、文献４） 

① 教材そのものに自発を誘導する工夫が埋め込まれていること。 

② コミュニケーションの手段が埋め込まれている道具であること。 

③ 目と手の運動を調整させるための道具であること。 

④ 応答性が埋め込まれた道具であること。 

⑤ 次への学習のステップが埋め込まれた道具であること。 

⑥ 位置、方向、順序の概念形成の基礎が埋め込まれた道具であること。 

(4) 「コミュニケーションの手段としての教材教具」 （根本文雄、２０１１、文献５） 

① 教材教具は言葉の代わり 

② 子どもの実態を教えてくれる教材教具 

③ 意思を伝える、自己選択を促す教材教具 

④ 自尊感情を高め、自ら学ぶ意欲を引き出す教材教具 

  

(5) 原典「人間行動の成りたち」（中島昭美、１９７７、文献６） 

  この本には、初期学習、概念行動の基礎学習、記号操作の基礎学習、位置・方向・順   

 序、空間形成などのキーワードに係わる理論等が記述されています。 
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 本書は（１）～（４）の本にある記述の元になった重複障害教育研究所発行の研究紀要です。

例えば、空間形成という考え方は、筆者にとって盲ろう児・者の方々が文字を学べること・言

葉を獲得できることを理解し、説明できるようになった考え方です。  

 

(6) 原典 「一人ひとりの子どもに学ぶ教材教具の開発と工夫」（障害児基礎教育

研究会編、文献３） 

  障害児基礎教育研究会の原典です。現在は障害児基礎教育研究会の会員になっている

教員にこの本を勧めたところ「擦り切れるほどに読んでいます」との返事が返ってきたこ

とがあります。原典は、擦り切れるほどに読まめるものであると思います。  

 

(7) 道具としての共通点と独自な点 

上記（１）～（４）の道具としての共通点と独自な点をあげてみます。 

① 共通点 

（１）の① 教材はことばの代理物でコミュニケーションの道具です。 

（２）の① 言葉の代わりとなる道具 

（３）の② コミュニケーションの手段が埋め込まれている道具であること。 

（４）の① 教材教具は言葉の代わり 

 

② 独自な点 

（１）の⑤ 日常生活の行動を高めるための基礎的な道具です。 

（２）の⑧ 教育の原点を明らかにする道具 

（３）の① 教材そのものに自発を誘導する工夫が埋め込まれていること。 

（４）の④ 自尊感情を高め、自ら学ぶ意欲を引き出す教材教具 

 

３ 目と手の使い方 

 コミュニケーションの道具としての役割を果たすためには、感覚を使うこと（見ること、聞

くこと、触ることなど）や操作すること（手を動かすことなど）が行われることになります。

初期学習では目や手の使い方そのものが学習内容になります。教材教具を活用する学習で

は、概念行動・記号操作の学習においても、手の動かし方、目の使い方の知識・理解が、教材の

操作を考える基礎として大切です。 

 

 たとえば、「見やすいもの(人が認知しやすいもの)」に関しては、次のような例があります。

重複障害教育研究所の全国大会で聞いた話です。浅草寺（東京都台東区）に開眼の願掛けを

した人の願いが叶い、開眼して最初に見えたものが浅草寺の参道の入口の門にさがってい

て風で動いている赤いちょうちんだったということです。このことから、見やすいものは

「赤色」で「動いている物」と理解しました。居酒屋の赤提灯は酔客にも分かりやすい工夫で

しょうか。 

一般に、開眼手術をしたばかりの人は、物を見ても何か分からないということです。たと
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えば、茶碗を見ても分からないが、触れば「茶碗」と分かるということです（文献６参照） 。 

    

(1) 目の使い方 

① 探す・見つける         

 ② ちらっと見る  

   ※ 操作開始時にちらっと見て、他所を見ながら解決する人がいて、だんだん見る

時間が長くなってきた人から学びました。 ※ 

③ 見つめる（凝視する）       

④ 見続ける（注視する） 

⑤ 目で追って見続ける（追視する） 

※ ③～⑤の状態では、見始めたら頭の中でカウントして秒数を記録する。 

⑥ 見分ける・見比べる（形などを視覚的に弁別する）  

 ⑦ 文字を読む （目の使い方以外にいろいろな力が必要です） 

 

(2) 手の動かし方 

 文献等で調べて、手の動かし方の内容が多種多様にあることが分かりました。手の動かし

方を知識としてもっていると、意図的に実態把握・観察ができやすいと思います。  

 

① 握ること（力を入れること） 

     Ａ 手のひらを開くこと。    

Ｂ 手のひらが触感覚に慣れていること。 

Ｃ 物を保持すること。 

 

 赤ちゃんの手のひらや重い肢体不自由のある子供の手のひらは、ふわふわとやわらかい

ことが多く、触刺激に敏感です。そのため、手の握りと同じように形が変わるもの（手のひら

への触刺激の弱い物）が教材として望ましい場合があります。市販されているもののなかに

も、水・布・粘土・バックスキン等を使った玩具があります。  

 

② 放すこと（力を抜くこと） 

    Ａ 物を投げること。     

  Ｂ 物を落とすこと。    

Ｃ 物を置くこと。 

③ 両手を使うこと。 

  Ａ 両手を同様に使うこと。   

Ｂ 働き手と支え手に分けて使うこと。 

④ 動かし方の大きさがあること。 

  Ａ 粗大運動（腕の動き）      

Ｂ 巧緻運動（手首より先の動き） 

⑤ 手を添えること。    ⑥ 物の表面を触ること。 ⑦ 縁をたどること。     

⑧ 指先でつまむこと。   ⑨ すべらすこと。    ⑩ はずすこと。 
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⑪ 回転させること。     ⑫ ねじること。 

(3) 目と手の協応 

① 目が手の動きを調節すること（例 手を伸ばして、積木を握ること）。 

   Ａ 積木を見つける・見つめる。 

   Ｂ 積木のある方向へ、手の動きを調節しながら手を伸ばす。 

   Ｃ 積木のある位置（子供から積木までの距離）まで、手の動きを目で見て調節しな

がら、手を伸ばす。 

   Ｄ 積木に手を触れ、握る。 

② 目で手の動きを追うこと。 

③ 形・方向・大きさなどを目で見て、手で確かめること。 

 

 積み木を手でつかむことで、積木の形を触覚で感じる・弁別することにつながります。目

で見た形（視覚）を手でつかんで（触覚）確かめるということになります。  

 

(4) 目や手の使い方の具体例 

  課題解決には、目や手の使い方の他に、学習態度・学習意欲・情緒の安定等が必要です。こ

の中で、課題解決のための教材操作に係わる子供の目と手の使い方について、「玉入れ」と

「棒さし」と「型はめ」を取り上げて教材操作の一例を紹介します。さらにこの三つの教材の

共通点と相違点について考察します。 

 

  教材の操作について、筆者は、何回も書き直しました。皆さんにもご自分で書いてみるこ

とや、この説明を読んで、教材を使い実際に操作してみたり、頭の中で操作できるかどうか

試したりすることをお勧めしたいと思います。共通点と相違点を確認することで、それぞれ

の教材の特性やねらいが一層明確になると思います。 

 

  落語家は、絵を描くように語る、お客の頭の中に天然色で再現できるように語る、というこ

とを目指すそうです。教材の操作の記述では、読み手の頭の中に具体的なイメージが浮か

ぶように書くことが求められると思います。  

 

① 「玉入れ」の例 （図２）  

Ａ 箱の穴と玉を見る・見つける（子供が 

を穴に入れる動作をする場合がある） 

  Ｂ 穴に玉を入れる課題であることを理解 

    する 

    Ｃ 玉の位置まで手を伸ばし、玉を持つ（つ 

    かむ・つまむ） 

  Ｄ 器（箱）に目を向けて、穴を探す 

  Ｅ 持っている玉と穴を見比べて、 

  Ｆ 玉を穴に運び 

  Ｇ 手から玉を放し、玉を穴に入れるという
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操作をする 

   Ｈ 玉が器(箱)に入ったことを確認し成就感を味わう。 

入ると音が出る教材やライトがつく教材だと確認が容易になる。 

 

② 「棒さし」の例 （図３） 

 Ａ 棒を入れる穴と棒をみる（子供が、穴 

   に指をさすこともある） 

Ｂ 棒を穴にさす課題であることを理解 

  する 

 Ｃ 棒の位置まで手を伸ばして、棒を持 

   つ（手のひらで握る・指先でつまむ） 

 Ｄ 棒を穴の位置まで持っていき、穴に 

   棒をさす（穴の方向に合わせるよう 

   に棒を操作する） 

 Ｅ 棒をさしたことを目で見て手の感触で知

り、課題解決を確認して満足する。 

   

③ 「型はめ」の例 （図１） 

  Ａ 教材を見つける・見続ける（子供が指先で、型穴の縁をたどることもある） 

  Ｂ 型を型穴に入れるという課題（支援者の意図）を理解する。 

  Ｃ 手で型を持つ（手先でつまむ・手でつかむ・型に手を添える） 

  Ｄ 型穴を見る。 

  Ｅ 手で型を型穴まで、持っていく（保持していく）・型に手を添えて滑らせる。（目で手

の動きを調整している） 

  Ｆ 型を型穴に入れる（放す・はめ込む）（定位置に置く） 

  Ｇ 入ったことを見て、自分で課題解決確認できる・納得できる。パチンと入ると音を聞

いて・手の感触で確め、成就感を味わう。音（例 オルゴール・子供が好きな音・曲な

ど）でるような教材を活用することもある。 

 

④ 「玉入れ」・「棒さし」・「型はめ」の共通点と相違点 

   共通点と相違点を分析し記述すると、支援者側の理解が深まると思われます。 

  <1> 共通点としては、次のことが考えられます。 

   Ａ 教材を見ること・教材（穴・型穴）の位置が分かること 

   Ｂ 課題を理解すること・解決の仕方が分かること 

   Ｃ 目で見て、手を伸ばし、教材（玉・棒・型）を持つこと 

   Ｄ 教材を手で操作して、課題解決をすること 

   Ｅ 課題の解決を確認し成就感を味わうこと（笑顔を見せること） 

 

  <2> 相違点としては、次のことが考えられます。 

   Ａ 「玉入れ」では、定められた位置にある箱の穴に、玉を放すことで解決する。 

   Ｂ 「棒さし」では、穴の方向に、棒の方向を合わせて棒をさすことで解決するので、

方向についての操作の工夫が必要になる。 
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   Ｃ 「型はめ」では、穴の縁（形）に合わせて、型をはめ込むことで解決するので、穴の

縁（形）をあわせるという操作の工夫が必要になる。 

 

４ 教育についての基本的考え方（教育観・児童観） 

 教育活動は、教員の人生（人生観・生き方）の一コマです。指導・援助で一番大事なのが教育

観や児童観であると考えています。  

 

 障害児基礎教育研究会のホームページに掲載されていた筆者の講演内容紹介の中の「障

害のない子供が１００メートルを１５秒で走ることも、障害のある子供が１０メートルを１５秒かけ

て寝返り移動することも、両者が能力を最大限発揮したことであれば教育的に等しい価値

がある」という考え方の基は、田口恒夫先生（当時、お茶の水大学教授）に学んだことです。 

 当時は正規分布曲線を描いて、平均値から離れていると異常とする考え方でした。田口先

生の考え方は、子供が持ち前の力を十分に発揮していれば異常とは言わない、ということ

でした（１９７０＜昭和４５＞年、「言語発達の病理」、医学書院）。この考え方は、誰にでも通用す

るもので、考え方のバリアフリーといえるのではないでしょうか。  

 

 教材を活用し、コミュニケーションの成立を目指す指導・援助においても、教育に対する考

え方（教育観）や子供の見方（児童観）によって、支援者の支援の仕方や教材教具の工夫に影

響が及ぶと考えられます。指導・援助の基盤として、支援者が教育についての考え方・子供の

見方をきちんと持ち、深めていくことが大切です。ここでは、指導・援助の実際場面に関係の

深い考え方を紹介します（林友三、２０１０、文献７）。 

 

(1) 障害のある子供の独自性と共通性 

   障害のある子供には、障害があるという独自性と障害のない子供と同じだという共通

性をもっていると考えます。 

  特別支援学校では、独自性と共通性の両方を含んだ教育をしています。独自性は、たと

えば自立活動・知的障害の教科です。共通性は、たとえば小・中学校や高等学校の教科等に

なります。   

(2) できることを発見すること 

実態把握とは、子供の良い面（できること、できそうなこと）を発見することです。 

 良い面・できることを発見し、そこをいっそう伸ばすという考え方です。悪い面・でき 

 ないことを記述して、できるようにするという考え方とは分けて考えたいものです。   

 

(3) 子供の自発を大切にすること 

子供の「自発」を大切にします。「自発」とは、子供が課題解決に向けて子供が自分なり

の動き（操作）を始めて自分なりに動きをコントロールするということです。 

  前述の「手の動かし方」に係わる自発の他に、子供が「これをやりたい」と考えるなどの
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精神的な自発(自立)もあると考えています。  

 

(4) 支援者と子供の二者関係における子供の理解 

支援者と子供の二者の関係における子供の理解には、次のような考え方（梅津八三先生 

重複障害研究所研修会 昭和５０年ごろ）があります。この考え方では、指導・援助におい

ては、先ず支援者が進歩することを考え、学習の進まないことを子供の障害や状態に原

因を求めないことを示しています。各項目の表記は、梅津先生の表記（カッコ内）を私なり

に解釈した表記です。  

 ① 相互の障害の状況 （相互障害状況） 

   障害児は障害があり、その子供の指導・援助が困難な場合は、支援者にも障害があ

ると考えます。  

 ② 助け合いの状況  （相互補正状況） 

    支援者が工夫して、学習が進むと、支援者も子供の進歩を通じて自分の指導・援

助の内容・方法が適切であったと確認し進歩します。両者の進歩は、両者が助け合っ

た結果であると考えます。  

  ③ 生まれ変わりの状況（相互革生状況） 

    子供が文字の学習の前段階の学習から文字の学習に進むと、支援者は文字の学習

の前段階の指導・援助の内容・方法を習得したことになり、両者が生まれ変わった状況

と考えます。   

 

 この考え方では、子供の行動や動作を否定することは、支援者自身の指導の不十分さを

示していることになります。当時、肢体不自由養護学校の学年担任会で、この考え方を紹介し

たら「理想に過ぎない」といわれたことを記憶しています。理想を追うことも、理想であるこ

とを理由として無視することも、教育の世界にはあるということです。  

  

 梅津八三先生(元東京大学名誉教授)は、日本で初めて盲ろう教育を実施した方でもあり

ます。昭和３５年ごろ、山梨県立盲学校で、重複障害教育研究所初代理事長の中島昭美先生

（水産大学教授）や教員等とともに活動される経過で、さまざまな実践的な示唆を残されて

います。  

 

(5) 障害の重い子供は最高の教師でもあること 

障害の重い子供ほど支援が必要です。障害の重い子供ほどきめ細かな工夫が必要なの

で、支援者はきめ細かな支援内容・方法を学ぶことができます。 

  たとえば、言葉によるコミュニケーションが可能な子供の場合は、教材を提示し、「穴に

棒をさしてください」と伝えると、そのように応えてくれます。一方、言葉によるコミュニ

ケーションが困難な子供の場合には、学習に向かう身体の姿勢、棒の入れ方の提示、棒を

入れやすくする工夫、持ちやすい棒の選択など、きめ細かな視点をもつことにより、(何も

いわなくても)棒をさしてくれるようになります。このように、障害が重く指導が困難にみ

える子供の指導・援助をすると、支援者はたくさんのことを学ぶことができます。  
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(6) 支援者は専門性の高い分野をもつこと 

 基本的にはその人なりの専門性でよいと考えます。教員であれば、教員免許状を所有して

いるだけでなく、専門性の向上を目指すことは当たり前のことです。支援者は、各教科や自

立活動などのうち一つの分野で、あるいは自立活動の内容のうちの一つについて、得意で

専門性の高い分野をもつことが望まれます。 

 

 障害児基礎教育研究会の月例会の事例発表で、新任から２～３年目の教員の発表がありま

した。この発表者は、先輩の助言どおりの指導を行って、子供が進歩している状況が動画（ＤＶ

Ｄ）に、映っていました。しかし、この教員は、指導の内容方法が良く分からないので助言を願

うと話しました。実際には、専門性を発揮しているのです。しかし、その理由や方法を言葉で

確認し、理論を身につけることで、この教員の専門性はさらに向上すると考えられました。先

輩の模倣から入ってよい実践をし、その中で専門性を習得することがあるということです。  

   

 ロシア国立交響楽団主席客演指導者などを歴任した女性指揮者の西村智実氏は、新聞記

者のインタビューに答えて、中学時代の恩師の言葉を紹介しています。一番覚えている言葉

が「自分だけの看板を持ちなさい。自分の中で得意なもの、これだけは、だれにも負けない

ものを持ちなさい」という教えであったとのことです。  
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Ⅲ コミュニケーションの成立における教材の活用と子供の学習 

 

教材教具を活用した個々の子供とのコミュニケーションの成立を目指した指導・援助では、

基本的に①実態把握、②目標設定、③指導の実際、④評価の過程で進められます。ここでは、

これらの過程を踏まえて教材の活用と子供の学習について考えることにします。 

 

１ 実態把握における教材の活用  

実態把握は、子供の状態（力の発揮、目や手の使い方等）を知り適切な指導・援助をするた

めに行われます。ここでは、一般的な実態把握の内容・方法の例を紹介し、次に教材を活用し

て行う実態把握(大高正樹、２０１０、文献８)について説明します。 

 

(1) 一般的な実態把握の例 

実態把握の内容と方法については、文部科学省の特別支援教育課特別支援教育調査官

（２０１２年８月現在）の下山直人先生が「実態把握の意義と進め方」（下山直人、２００８、文献

９）の見出しで次のように記述されています。 

「教師が子どもの実態把握をする場合、教育的、心理的、医学的な側面からの情報及び

保護者や第三者からの情報など多角的に活用されています。その実態把握の内容として

は、例えば、次のような内容が考えられます。 

 

① 生育歴  ② 基本的な生活習慣  ③ 身体運動機能  

④ 視覚や聴覚などの感覚機能     ⑤ 知的発達のレベル 

⑥ 学力、学習上の配慮事項       ⑦ 興味・関心   

⑧ 人や物との関わり         ⑨ コミュニケーション       

⑩ 対人関係や社会性         ⑪ 特別な教育機器や補助具などの必要性 

⑫ 障害の自覚          ⑬ 家庭や地域の環境 （以下の文章省略）」 

 

  しかし、これらの全ての項目について実態把握をしないと指導できないということは

ありません。指導の過程で、必要になったら追加すればよいことです。また、支援者により、

とり上げる項目は、異なることがあると思われます。   

 

  本稿のテーマに関連する主な項目は、③身体運動機能、④視覚や聴覚などの感覚機能、

⑦興味・関心、⑧人や物との関わり 、⑨コミュニケーション と考えられます。 

 

(2) 初めての出会いにおける実態把握の観察項目 

  教材教具を道具としたコミュニケーションの成立を図る指導・援助において、子供との初

めての出会いの場面を想定し観察事項として次の項目を考えました（林友三、２０１０、文献

７）。 
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  ① 健康状態（学習に耐えられるか）  

② 身体的な姿勢（教材を操作する場面における適切な姿勢は何か）   

③ 目の使い方・手の動かし方（どこまで、どのように使えるか） 

  ④ コミュニケーションの道具（どの道具が得意か） 

⑤ 働きかけへの応じ方（どのような働きかけにどのように応じるか） 

  ⑥ 保護者の要望（どのような要望をもっているか） 

 

  「⑥保護者の要望」は、観察項目ではありませんが、必要と考えました。子供の実態と保

護者の要望に差があった場合は、話し合いのチャンスが増えると考えます。支援者によっ

て、子供の実態に応じての重点のおき方が異なると考えます。  

(3) 実態把握では解釈ではなく事実を書くこと 

 子供の実態把握を記録する場合には、「読み手が頭の中で再現できるように」、子供の

行動のありのままの事実を書きます。支援者の解釈を書くことは避けたいものです。例え

ば、「型はめ」の教材についての子供の実態の書き方の例は次のとおりです。分かりやす

さを考慮し、極端な例を挙げます。両者を比較してみてください。 

 

① 事実を書くことの例 

 <1> 「○の型はめ」（図１）を提示すると、５秒ぐ

らいで右手を伸ばして型をつかんだ。型穴

まで直線的に（最短距離で）運び、型を型穴

に入れた。型を手先でつまむことは困難で

ある。左手は型板の左隅に添えていた。 

  <2> 「○△の型はめ」（図５）を提示すると、型

穴と型を見比べて、○の型を右手の指先で

つまんだが、型穴の方へ手を動かさなかっ

た。支援者は○の型穴を指差して「この丸

の穴に入れてください」と話しかけた。すると、子供は○の型を○の型穴に持って

いき入れた。 

 

② 解釈を書く例 

   上記の「①事実の記録」を解釈により記述すると、次のようになります。 

  <1> 「○の型はめ」は比較的に簡単に入れられた。 

 <2> 「○△の型はめ」では、同じ形を選ぶことに混乱して、なかなか入れられなかった。

支援者が○の型穴に入れるよう話しかけると、今度は簡単に入れられた。 

 

２ 指導目標・課題・教材操作の関連 

指導・援助に当たって、一人一人の子供の実態（ニーズ）に応じた適切な指導目標を設定

します。そして指導目標を一層具体的に考えるために、目標達成のための課題を設定する

ことにしました。ここでは、①指導目標設定、②課題設定、③課題解決のための教材の操作

 



 20 

の関連について説明します。「型はめ」を取り上げて例を示します。 

(1) 指導目標の設定 

指導目標は、子供の学習態度や目や手の使い方などの技能の向上、子供の応じ方・学習

態度の向上・支援者との関係など子供の全体像に係わることで現状よりもより良い状態あ

るいは教育的価値を一層高めることを意図していることが分かるよう記述します。 

一人一人の子供の状態は異なるので、目標も一人一人の子供の独自性を踏まえたもの

にします。 

 

「型はめ」で一例をあげます 

①  子供の意図的な手の動かし方の向上を図る。 

②  集中力の持続を中心にした学習態度の向上を目指す。 

 

 このようにねらいが異なれば、同じ活動においても働きかけ（教材の種類や提示や言葉か

けのタイミングなど）が異なることも当たり前と考えます。 

 

(2) 課題設定 

 指導目標の達成のための課題（ねらい）設定においては、教材自体がもつ課題を活用する

ことが一つの方法です。一方、課題によって教材の活用の仕方が異なる場合があります。基

本的には、課題が解決されたら目標が達成できた、となるように課題を設定します。 

書き方としては、教材自体がもつ課題をそのままに記述することも一つの方法です。 

「型はめ」で一例をあげます。 

①  「型はめ」の教材で、型穴に型を入れる手の動きを向上させる。  

②  提示された教材の課題解決まで、操作を継続する（意識を持続させ、態度の向上 

   を図る）。 

 

(3) 教材の操作 

  各教材の課題解決に要する操作です。 

  書き方としては、操作を示す動詞で終わる文になります。教材の操作の内容を目標とし

て表記する場合にはカッコ内の表記が望まれます。 

「型はめ」で一例をあげます。 

① 型穴に型を持っていき入れる・型をすべらせて入れる（入れることができる）。 

② 形を意識して、型を型穴に入れる（入れることができる）。 

 

  指導目標は上記の「（１）指導目標の設定」を踏まえることが望まれます。教育現場で授

業案を拝見すると、指導目標が（子どもの操作を表す）動詞で終わる記述がときに見られ

ますが、基本的には支援者の意図を表すように記述します。学習指導要領で目標（ねらい）

と内容の書き方を確かめることをお勧めします。 
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３ 指導の実際における教材の活用の工夫 

 指導目標の達成や課題の解決を目指して教材を活用し指導・援助を進めます。ここでは、

①基本的な考え方、②支援のあり方、③教材の活用の工夫等について説明します。 

  

(1) 基本的な考え方（教育観・児童観）と教材の活用 

基本的な考え方（教育観・児童観）については、「Ⅱ―４教育についての基本的な考え方

（教育観・児童観など）」で述べましたが、ここでは、基本的な考え方の違いによって、指導・援

助の場面で、子供への接し方や教材の提示の仕方などに違いが生じるということについて

触れることにします。 

 このことで大切なことは、支援者が自分なりの教育観や児童観を意識しており、それらを

実際の指導・援助に活かすことです。さらに指導・援助を進めながら基本的な考え方を深め

ていくことも大切です。   

 

① 子供に失敗させない支援 

 目や手の使い方が中心の初期学習では、基本的には、子供が課題解決に取組んだら、でき

るだけ失敗させないようにします。ここでの支援の工夫とは、子供が失敗しないで課題解決

が完了するようにすることです。 

 

 子供が教材の操作に取組んだら、必要に応じて支援して、できたら、ほめます。そして少し

ずつ支援を少なくしていくことが大切です。学習の課程で、子供自身が、できたことを自分

で確認できるような課題設定が望ましいことになります。そして、子供が自分の行ったこと

を自分で確認できるような支援の工夫をすることになります。 

「○△の型はめ」（図５）の教材で、失敗させない提示の工夫の例は、次のとおりです。 

① △の型をはめて提示し、○型のみを入れる課題とする。 

② ○の型をはめて提示し、子供が見ているところで、支援者が○の型を抜いて、子供

に○の型を提示し、○型を入れる課題とする。 

 

 失敗させない支援を行うことで、子供は成功体験から学ぶことになります。成功体験から

学ぶという考え方では、同じように繰り返すことで成功体験を積み重ね進歩することにつ

ながります。一方失敗から学ぶ場合には、失敗の原因を分析・検討する力・解決の糸口を見つ

ける力が必要です。したがって、目や手の使い方が中心の初期学習では、成功体験の積み重

ねが特に重要と考えられます。  

 

② 子供の教材操作に対する支援者の解釈 

「○の大・小の型はめ」（図４）で小の型板を大の型穴

に入れたときにおける子供の型の操作については、例

えば二つの解釈ができます。二つの解釈は子供の動作

（課題解決に向けての目や手の使い方）を望ましいと解

釈していることになります。 

Ａ 型穴に型を入れる（大きさに関係なく）ことはで  
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きている。 

Ｂ 大の型穴に小の型は入るが、ぴったりと入らないことを確かめている。 

 

 上記の「Ａ・Ｂ」は、通常は「間違い」と評価されます。子供の動作・教材操作を肯定的に捉え

るよう発想の転換をすると「間違いという評価はしない」ことになります。   

 

(2) 学習を中止する勇気をもつこと 

子供の教材を操作する動きを見て、提示の仕方を工夫したり、子供の手の動きを支援し

たりしても、その教材の課題解決が困難だと判断したら、支援者が子供に対して「がんば

ればできる」、「集中して」などの話しかけをして同じ教材で学習を継続しないで、その教

材での学習を中止する判断する勇気をもつことが必要になることがあります。 

  同じ教材を繰返し使用することから脱皮し、新たな教材の工夫を行うという考え方をす

ることが大切です。  

 

(3) 子供の動作を望ましいことと解釈すること  

子供は、常に情報を発信しています。情報の一つである子供の動き（課題解決を目指して

いるときの目や手の使い方）には、何らかの意味があると考えることが大切です。さらに、子

供の動きをどんな場合でも、望ましいことだと解釈できる力を支援者がもっていると、子供

の学習及び支援者の指導・援助は、一層有意義で楽しいものになります。例えば、「多動な子

供」の場合に、次のようなことがあります。 

 

多動といわれている子供の特長は、目が見えることです。そして、行動や動作が限り無く

続きます。動作などの区切りをつけることが、指導・援助の一つの要点です（中島昭美先生 

重複障害教育研究所研修会）。 

 「落ち着きがなく動き回る」といわれることが普通の時代に、この考え方を知り感動した

ことを記憶しています。  

 

 ２０１１年の女子サッカーＷ杯の準決勝（フランス戦）で、澤選手のミスパス（インターセプトさ

れた）から失点したことについての佐々木監督のコメントは、「澤のミスでなく、相手選手の

予測が研ぎ澄まされていた」でした。監督（支援者）は、選手（子供）にミスがあっても、肯定

的に考えることができていたと考えられます。   

 

(4) 子供の手の動かし方（動作）に対する支援 

手を意図的に動かすことに困難が伴っていたり、話しことばが出ない子供に対する

手の動かし方の支援の方法を考察します。 

 

① 三通りの支援（記述を試みた） 

子供の手や腕に支援者の手を添えて指導する場合には、子供の自発を尊重することを

基盤にしながら、教材操作における指導目標をふまえて、目的的動作を引き出すというこ

とを念頭に置く必要があります。この場合、三つの支援が考えられます。 
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<1> 子供の手の動きを誘導しない支援 

子供の動きをありのままに受け入れて、支援者は子供の手の動きを誘導することを

最小限に止めて、子供の手の動きを忠実に活かして支援します。子供の自発した動き

のままに支援することです。 

 

<2> 子供の手の動きを課題解決に向けて一部誘導する支援 

子供の手の動きが課題解決の動きから外れないようにする支援です。子供の自発

の動きを拾いながら、子供が自発した動きを優先させ、その動きを課題解決に向けて、

誘導する支援です。 

 

 「子供の自発の動きを拾いながら」の意味は、実際に支援を行ってみて初めて理解できた

ことです。  

 

<3> 子供の手の動きを課題解決に向けて誘導する支援 

子供の手の動きを課題解決に向けて誘導する支援です。子供が右方向に動かす手

を、下の方向へ誘導することなどが起こります。子供の自発した動きを感じながら、い

わば強引に誘導することにもなります。子供に課題解決の方法の理解を促すときの

模範を示す場合などに行うことがあります。 

 ＜備考＞ 

 子供の自発を尊重するという視点では、<1>、<2>、<3>の順になります。ただし、 

<1>の場合は、課題解決が困難になることがあります。 

<3>の場合は、子供が課題を解決したのではなく、支援者が解決したことになると考

えられます。 

どの支援を選ぶかに関しては、子供の動作が子供の意思なのか、支援者の意思なのか

解釈が分かれる状況があることを踏まえる必要があります。 

 

② Ｋくんの書字を支援した事例（青戸教室の事例） 

 青戸教室は、都立肢体不自由特別支援学校卒業生５名・在校生１名と保護者の方々の月１回

の勉強会です。水口先生が始められた会で十数年継続しています。数年前から筆者が支援し

ています。現在は、お母さんが支援者で、時々筆者が手伝うことがあります。本日は、Ｋ君の

支援・学習の様子を紹介します。 

 

 Ｋは、「あかと あおの たまを はこに いれる（赤と青の玉を箱に入れる）」を読ん

で、そのとおりに操作ができます。平仮名を書くことでは、フエルトペンを握り、フリーハン

ドで書くと、Ａ４の用紙に１～３文字を書く程度の大きさの文字で、支援者（筆者や保護者）が

読み取れる場合と読み取りが困難な場合があります。 

  筆記具を握ったＫの手を支援者（筆者）が持って、絵や写真を見てその名称を平仮名文

字で書く課題で、上記<2>の支援を行ってみました。次に、支援者が筆記具を握り、支援者

の手にＫの手を添えるというやり方を試しました。Ｋの手の動きは支援者に伝わりました。

文字を書く手の動きはＫが筆記具を握ったときと同様に支援者に伝わりました。 
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③ 教材の工夫により誘導を軽減した事例 

２０１２年６月の障害児基礎教育研究会

月例会の事例研究（発表者 松村緑

治）で、出席者の意表をついた独創的

な工夫をした教材（磁石の活用）が紹

介されました。教材は、物理的に手の動

きを規制する働きがあるので、支援者

が子供の手を誘導することが軽減され

るということを共有しました。（写真は、

松村先生が作成した教材で、強い磁石により、

子どもの操作を助けるように教材が終点に向

かって引き付けられるものです。この発表の詳

細は、第 19 回障害児基礎教育研究会 研究紀

要に掲載されています。） 

 

(5) 課題に取組む動機付けとなること 

 子供が課題に取組む動機付けとなることを、筆者は次のように考えました（林友三、  

２０１０、文献７）。これらをいくつか組み合わせると、子供のやってみようとする気持ちは強

くなると考えられます。 

 

＜教材に関して＞  

① 子供が興味を持てる教材  

     

② 一目で子供の視野に入る教材 

  「教材は小さい方が良い（水口浚）」という考え方があります。見ること・操作すること

が狭い範囲で可能だからという理由です。 

水口先生は、「指導が上手くいかなかったときどうしますか」の質問に、水口先生は、

心の中で「ごめん」と子供に謝り、次の学習のための教材を工夫する、と話したというこ

とです。  

   余談になりますが、落語家の春風亭昇太師匠の話です。「日本人は、モノを小さくする

のが得意だ。自然を手のひらに乗せる盆栽、文学を１７文字の俳句に、そして演劇を落語

にしたのだ」  

 

 ③ 子供の聞く力に合った音の大きさ 

  赤ちゃんや障害の重い（初期の状態に留まっている）子供は、聞く力が育っていない

ことがあると考え、話しかけの声を小さくする工夫が考えられます。筆者の場合聞き方

の力に合せるつもりで、内緒話で話しかけることがあります。  

  朝の会などで、ギターを大きな音で弾き歌う場合などは、聞く力が弱い子供は耳から

の刺激を遮断して聞かないということです。大人でも大きな音には耳をふさぐことが

あるのと同じことだと思います。   
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④ 子供にとって、手ざわりが適度である教材   

 

＜子供の気持ちに関して＞ 

① 課題解決の結果が見通せたとき  

② 確かめたいとの気持ちを持つとき 

③ 楽しく学習できるとき              

④ 必ずほめられるとき 

 

 できたときの動作等の約束（ハイタッチ・握手・言葉かけなど）が支援者と子供との間

でできていること（できつつあること）が望ましいことです。   

 

ほめるために（ほめることを目的として）、子供にとって易しい課題（教材）を出す方

法もあります。その日の学習の終了時に、ほめられて、子供が気持ち良く終わるように、

易しい課題を出すことも一つの工夫です。 

 

 ⑤ 制約を受けずに子供なりに学習できるとき 

 Ａ 学習態度を注意されないとき 

 Ｂ 子供が自発するまで、支援者が待つとき 

 

(6) 一つの教材を三通りに使うこと 

  筆者が新たな視点で考えたことを書き出してみました。一つの教材教具で三通りに

活用することがあるのではないかという提案をするということです。自分で記述する

と、教材に対する理解が深まると思われます。   

 

 教材の活用については、提示の仕方・話しかけ方・操作の支援の仕方などについて工夫

が必要です。ここでは、一つの教材を①教材に慣れる段階、②目標に向けた学習の段階③

目標を達成する学習の段階の三通りに活用することについて紹介します。 

 

＜導入（教材に慣れる段階）＞ 

 ① 支援の仕方と子供の教材操作等について説明します。 

Ａ 子供の実態にふさわしいと思われる教材を提示する。 

Ｂ 子供にとっては、始めて操作する教材となる。 

Ｃ 支援者は、課題解決の導入として、解決の仕方を、子供の手に支援者が直接触れ

るなどして、教材を動かす手の動きを支援することがある。 

Ｄ 子供が教材を触って楽しめれば良いとすることもある。 

   Ｅ 教材は、課題解決を目指す道具であるが、導入の段階では、教材を遊具（おもち

ゃ）と考えて遊ぶことが目標の道具とすることもある。 

Ｆ 子供は教材を遊具として使い（遊び）、遊びの中で、偶然に課題を解決することが

ある。偶然にできたことを大切にする。 

Ｇ この時点で、子供の手や目の使い方について観察することにもなる。 
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② 「型はめ」（図１）では、いくつかの提示の仕方や支援の仕方があります。 

   Ａ 型板と型を提示し、支援者が型穴に型を実際に入れて、課題解決の方法を子供に

伝える。「この穴に、入れてください」と言葉かけをする場合がある。 

   Ｂ 型板と型を提示し「この穴に入れてください」と言って子供の入れ方に任せる。 

   Ｃ 子供が型を型穴に入れるときに、支援者が子供の手・腕を持って、子供の手の動き

を誘導する。 

   Ｄ 子供が型を型穴に入れるように、支援者は子供の手・腕を持って、子供の手の動き

の自発を待つ。 

   Ｅ 型板と型を提示して、子供がどのように型を操作するか、支援者は手を出さずに

観察している。 

   Ｆ 「型はめ」の活用は、子供が「型はめ」の課題（型を型穴に入れる）の基礎となる目

や手の使い方ができることを確認した後で、提示することが基本となる。 

   Ｇ 基本となる目や手の使い方が不十分でも、上記「Ｃ」の支援を考慮しながら提示

することもある。 

 

＜本題（目標に向けた学習の段階）＞ 

   ① 支援の仕方と子供の教材操作等について説明します。 

Ａ その教材の学習課題にそって、子供が自分で教材等を操作できるようになって

きていて、教材を動かす子供の手を支援者が直接触れることが少なくなる・無く

なることがある。子供の手の動かし方の状態によっては、支援者が子供の手を直

接持って、支援することがある。 

    Ｂ 教材の課題解決のための操作が主題となる。     

   

② 「型はめ」では、次のような提示や支援の例が考えられます。 

   Ａ 型板と型を提示し、課題解決を促す。 

   Ｂ 可能な限り子供自身の力で型を操作するようにする。 

   Ｃ 手の動かし方に課題がある場合には、支援者が子供の手を持ちながら（子供の

手に触れながら）、子供の動きにそった支援をする。 

   Ｄ 入れ方として、型をすべらせて入れることも試みる。 

 

＜発展課題（目標を達成する学習の段階）＞ 

① 支援の仕方と子供の教材操作等について説明します。 

Ａ その教材の学習課題が、ほぼ解決できており、解決方法を定着させるために、

教材の操作を子供にまかせきりにすること。 

    Ｂ 次の課題への導入（上記「①教材に慣れる段階」）を行うこともある。 

    Ｃ 次の課題を少しずつ導入していく。子供が次の課題解決が困難な場合、解決可

能な課題に戻り解決して、課題解決をしたことで子供の気持ちが安定した後で、

再び次の課題を提示することもある。 

 

   ② 次の課題（レベルをあげた課題）も上記「②本題」の課題に追加していきます。 

    Ａ 「○の型はめ」（図１）で型板と型を提示し 10 回の提示で１０回できるまで試みま

す。型の入れ方として、型を型穴まで持って行き、型穴の上で放して入れる･型を
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型板の上を滑らせて入れる入れ方があるが、いずれにするかは子供の状態に応

じて判断して指導・援助を進めることがある。 

    Ｂ 「○の型はめ」（図１）で、型穴に丸の型を入れる課題から、「△（□）の型はめ」

（図８）で、三角（四角）の型穴に三角（四角）の型を入れるような発展課題に移す

こともある。 

 

(7) 教材活用の工夫（教材の数と指導・援助） 

当たり前のことを具体的な教材をあげて説明します。具体的な説明をすることを意図的に

試みています。このことで新たな発見をすることを期待しています。 

 

支援者が活用できる教材が１００個と１０個の場合、子供の指導・援助では１００個を保有して

いる方がきめ細かなステップを踏んだ支援ができます。 

 ここでは、教材が 5 個と３個の場合で、一つの例を示します。教材が５個あると、「教材Ｂ 

スライド式型はめ」と「教材Ｄ 型はめ」が間にあるので、子供にとって学び易くなると考え

られます。 

 

① 教材が５個    教材Ａ―――教材Ｂ―――教材Ｃ――教材Ｄ――教材Ｅ 

 

② 教材が３個    教材Ａ―――――――――教材Ｃ―――――――教材Ｅ 

 

 上記のＡ～Ｅの教材を次のように当てはめてみました。 

   Ａ 玉入れ            （図３） 

   Ｂ スライド式型はめ        （図６） 

   Ｃ 型はめ（○・型穴１穴 型１個） （図１） 

   Ｄ 型はめ（△・型穴１穴 型１個、□・型穴１穴 型１個）（図７） 

   Ｅ 型はめ（○△□・型穴それぞれ１穴、型それぞれ 1個） （図８） 
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（８） 教材（「はめ板」）の方程式（種類と操作と支援） 

  「型はめ」を例に挙げて教材の種類は、無数であることを、証明するための方程式（関係

を示す式）を考えてみました。式と変数となる各項目は次のとおりになりました。 

 

 教材工夫展で展示された教材は、多分１０００個～２０００個になるのではないでしょうか。な

ぜ教材の数がたくさんになるのか、自問自答した結果を書き出しました。  

 方程式では、①～⑧をつなぐ記号について「×」か「＋」で迷いました。  

 

型はめ＝①大きさ×②形×③色×④数×⑤音×⑥提示法×⑦操作の仕方×⑧支援の仕方 

 

①大きさ 型板（図１参照） 縦×横（原則は肩幅・小さい方が良い） 

      型穴（図１参照） 半径・直径 厚さ（課題による） 

      型 （図１参照） 半径・直径 厚さ（課題による） 

 

②形   丸・三角・四角（円・正三角形・正方形） 

  

③色   三原色が基本・子供の好みの色  

 

④数   型板     基本として１枚 

      型穴     型板１枚に対して、基本として１～５穴程度 

      型      型板１枚に対して、基本として１～５個程度 

 

⑤音   型穴に型を入れたときに出る「パチン」という音。型穴に型を入れるとスイッチ

が入る教材で、オルゴール・ベル・子供の好きな音・曲が聞こえてくる。 

 

⑥ 提示法  

型板の上に型を置く。 

      提示板（学習枠）に型を置く。 
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      型板の上以外で、提示板不使用で、机の上に型を置く。 

      型を支援者から子供に手渡す。 

 

⑦ 操作の仕方（入れ方・はめ込み方） 

      基本は、型を持って（つまんで）型穴まで持っていき入れる。 

      型板に上で型をすべらせて型穴に入れる。 

 

⑧ 支援の仕方 

      子供が型を持ち型穴に入れるのを（入れ方を注目しながら）見ている。 

      子供の手を持って子供の操作のとおりにする（誘導はできるだけ避ける）。 

      子供の手を持って子供の手の操作を誘導する。 

 

⑨ 用具  提示板（学習枠ともいう）、器（箱・缶など） 
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Ⅳ 評価の考え方と工夫・改善  

  

 評価は、指導目標が達成できたかどうかの視点で、指導目標の項目と同じ項目に対して評

価することが基本です。しかし、指導目標以外の事項で、新たな実態が判明することがあり

ます。したがって、両者の実態を踏まえて、次の視点で評価をすることになります。つまり、①

子供の学習の評価、②支援者の指導・援助の評価、③評価に基づく工夫・改善について、です。 

１ 子供の学習の評価 

① 子供の学習の結果、すなわち指導目標の達成についての評価になります。 

② 学習中に、指導目標以外の力を子供が発揮した場合は、新たな実態把握をしたと記録

することが望まれます。 

③ 目的達成のため、ある特定の教材を使用した指導・援助を行う場合には、その教材を

子供が操作するときの目や手の使い方の評価をすることで、一層具体的な評価ができ

ると考えられます。 

④ 子供の発達は、支援者が発達を確認できたときに、発達したと評価することになると

考えられるので、子供の学習の状態を確実に観察し評価することが大切です。 

  

 上記④の考え方は、障害の重い子供で、表出が少ない子供の場合には特に当てはまると

思われます。支援者の専門性が高いと、発達の確認が容易になり、喜びを共有できます。支

援者は専門性の向上を図ることが望まれます。  

２ 支援者の指導・援助の評価 

(1)  内容・方法の適切性 

 支援者の指導・援助に関わる評価で、主に指導・援助の内容・方法が適切であったかどうか

を評価します。設定した指導目標が適切であったかどうかの評価もします。 

(2) 学習の評価 

上記「子供の学習の評価」との兼ね合いで指導･援助を評価します。 

(3) 評価に基づく工夫・改善 

  ある期間（1 ヶ月、半年など）を一区切りとした指導・援助の評価を行って、子供の変容（新

たな実態）に応じて、教材を創作することがあります。活用している教材の操作を子供が

習得し、課題解決ができたと評価したときを一区切りとする考え方もあります。いずれにし

ても、評価に基づく子供の新たな実態に応じて指導目標を設定し、目標達成のための課題

解決を目指す教材を創作することになります。具体例を示します。 
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３ 実際の教材で 

(1) スライド式型はめ （あるいは「スライディングブロック」） 

 「型はめ」（図１）の学習の評価で、すべらせて入れ

ることが今後の課題となったときに開発した「スライ

ド式型はめ」（図６）を紹介します。「スライド式型はめ」

は、スライドさせて（すべらせて）入れる教材ですから、

すべらせるという手の動かし方の習得に適していて、

「スライド式型はめ」では、型を溝の右（左）端に置き、

中央にある型穴に向けてすべらせていくと、型穴に

型が落ちて入れられるという教材です。 

 

(2) 「型はめ」（１つの型穴に３～４個の型を入れる教材、

図９） 

 子供が「○の型はめ」（図１）で、１０回提示されて、８～

１０回正解するようになったと評価された後で、次の課

題として、一つの「型はめ」を使った学習における集中

力の持続を一層長くすることを目標としました。そこで

開発（創作）した教材が、１つの型穴に３～４個の型が入

る教材です(図９)。この「型はめ」では、型穴を深くし

（例 ８ミリ）、型を薄くすること（例 ２ミリ）にしました。

この「型はめ」では、１つの型穴に連続して４個の型を入

れることができます。 
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おわりに 

 教材教具の活用とコミュニケーションの成立について、できる限り具体例を挙げて説明し

ました。教材教具を活用した指導・援助において、何らかの示唆を伝えられれば幸いです。 

「第 19 回障害児基礎教育研究会 教材工夫展」の講話の推敲を重ねる過程で、筆者自身

の知識や技能の不十分さを味わいました。古希を過ぎてなお、今後に解明すべき課題のある

ことは幸いと感じているところです。 

水口浚先生は、「分からないことが多い」という表現で、次の課題を表現されていたよう

に思います。子供の指導・援助において、水口浚先生のようにきめ細かな工夫や配慮をして

いくと、さらにきめ細かな支援をするための課題が見えてくるということだと感じています。

そして、障害児基礎教育研究会の月例会で学んだことの大きさを再認識しました。この講話

の準備は今まで学んだことをまとめる機会となりました。心から感謝しています。 
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