
実践研究のまとめ（特別支援教育）

研究テーマ 障がいの「重度・重複化」、「多様化」による新たな教育的ニーズに

対応した指導の在り方に関する研究

サブテーマ 重症心身障がい児の自己表現力の向上を目指して

キーワード 小学部 病弱 重複障がい 自立活動

教育コンテンツ ビックマックやスイッチを活用した遊びの場の設定

関連する外部専門家 大学教授 作業療法士

１ 研究の概要

（１）現状と課題

本校の児童生徒は障がいの重度・重複化、多様化と併せ、病気の治療や医療的ケア、生活規

制のある生活を送っている。また、周囲から指示や支援を受ける機会が多く、他者に依存的な

傾向が見られる。その中で、物事に取り組む意欲がもてず消極的であったり、人とコミュニケ

ーションを取ったり人間関係を広げたりしていくことが難しい場合が多い。

このような現状から、社会で生きていく力を育てるためには、自己を肯定し、主体的に物事

に向かい、コミュニケーションを取ることができる力を育てることが課題であると考える。そ

の中でも、特に重症心身障がいを有する児童生徒にとっては、将来地域社会で人とかかわりい

ろいろな活動をし、生き生きと生活できるために、自分なりの方法で「気持ちや思いを表す力」

や「様々な刺激を受け止め活動する力」を高めていくことが大切であると考える。

（２）研究の目的

重症心身障がいを有する児童生徒が自己のもてる力を十分に発揮しながら自分の思いや考え

を表現できるためには、受け応えをする教師が力量を高めるとともに、適切なポジショニング

によって児童生徒の身体の状態を整え、補助的な機器や道具を活用して授業内容を工夫する必

要がある。

本研究では、小学部の重度重複障がい学級に在籍する児童を対象として実践研究を行う。ま

ず専門家と連携し、教師が児童の表出を的確にとらえるための実態把握の方法や支援の在り方

について探る。さらに、児童の意欲を高めるために、活動がしやすい姿勢作りやコミュニケー

ションエイドを中心とした補助機器の活用方法について研修を深める。

こうした各専門家との連携を通して得られた成果を基に、行動観察や記録等のアセスメント

を通して教師が児童の表出をとらえ、思いや要求に応えていく力を高めていきたい。また、実

践において、活動場面に適したポジショニングを探るとともに、コミュニケーションエイドを

活用していく中で、その有効性を検証していきたい。

２ 実践

（１）実践例１ 児童の表出をとらえる教師の力量を高める取組

①児童の実態

小学部高学年のＡは、言語や発声はないが、自分の舌を出したり引っ込めたりする動きがよ



く見られるため、学校生活の中ではそれを意図的な表出へとつなげる取組を続けている。例え

ば、教師が働き掛けをした後に反応を待ち、それに対してＡが舌の動きを見せれば「はい。」、

何も反応がなければ「いいえ。」という意思表示としてとらえる、という具合である。

そこで、コミュニケーションの実態把握の方法や、意思表示の力を高める支援の在り方につ

いて、大学教授から指導・助言を受けることにした。

②専門家からの指導・助言

大学教授からは、表情の変化や緊張のゆるみ等のＡの自然な感情や気持ちが表出されている

ものと、無意識に表出しているものとを合わせて観察し把握することや、舌の動きのような明

確な表出以外の反応が見られないかを探ることが大切であると指導を受けた。

また、実態把握の方法について、行動観察による記述記録を取る場合、気が付いたときにメ

モを取れるようにするとよいことや、表情や目や身体の動き等、印象だけでもよいので気にな

ったことを書き留めるようにすること、舌の動きだけに捕らわれず、Ａの表出をトータルに見

ていくようにすることについて指導を受けた。

③行動観察の実施と留意点

Ａの表出についての行動観察をする場面を排泄の確認に限定し、記述記録を取った。記録表

（資料１）には、舌の動きだけでなく、その前後の表出や特記事項を記入するようにした。ま

た、言葉掛けやそれに伴う身体接触の方法を統一すること、言葉掛けから表出を待つまでの間

を一定時間設けることを共通理解した上で、複数の教師で記録をとることにした。

（２）実践例２ 「せんせい、こちょこちょして ～コミュニケーションエイドを活用して～」

①取組の概要

自分から意図的に身体を動かすことが難しく、日常的に介助を受けて生活する必要があるＡ

にとって、コミュニケーションエイドを使用することで、自分から相手に働き掛けたり意図的

に身体を動かしたりする姿を引き出せないかと考えた。

②専門家との連携

作業療法士に定期的に来校していただき、実際にＡの様子を見ていただきながら指導・助言

を受けた。作業療法士からは、コミュニケーションエイドの活用に関して、最初は偶然でもよ

いのでスイッチを操作したら目的がかなえられるといった成功体験を積み重ねることが大切で

あることや、使用するコミュニケーションエイドについて、わずかな動きで反応するＰＰＳス

イッチ等が有効であるという助言を受けた。

③取組の留意点

活動への意欲を高めるために、Ａが好きな「こちょこちょ遊び」を昼休みの時間に行った。

録音可能なコミュニケーションエイドに「先生、こちょこちょして。」と録音しておき、まず

は数回一緒にスイッチを押してこちょこちょ遊びをするという流れを体験した後で、それ以降

のＡの行動を観察した。また、活動の様子はビデオで録画し、後に分析（資料２）を行うこと

でその後の活動に生かすようにした。

（３）実践例３ 自立活動「乗り物遊びをしよう」

①開発した教育コンテンツ…コミュニケーションエイドを活用した遊び場の設定

キャスターカー等の乗り物に乗りながら、児童が好む感覚遊びを行うことができるように教

材を作成した。その中にスイッチ操作でスタートの合図や玩具等を作動させる装置としてコミ

ュニケーションエイドを取り入れた。

ａスタートの合図としての利用

ビックマックに「３・２・１、ゴー！。」と録音しておき、児童がスイッチ操作をして音声

が流れてから、乗り物を発進させるようにした。ビックマックは箱形のキャスターカーに、市



販の「どっちもクリップ」を利用して固定した。

このクリップは固定が容易であり、アームを変

形させやすく、児童のポジションに応じて配置

しやすいという利点がある。

ｂ遊び場「キラキラルーム」での利用

ビックマックとラッチ＆タイマー、ミラーボ

ールを接続し、児童がスイッチを操作すること

でミラーボールを動かせるようにした。児童の

中には視覚に障がいを有する者もいるため、ビ

ックマックには音楽を録音しておき、音刺激も

味わえるようにした。装置の周りは卓球台を壁

代わりにして暗幕で覆い、暗い環境を作り出し

た。また、同じような装置を扇風機の風遊びコ

ーナーにも応用した。

②授業改善のポイント

感覚遊びとしては、上記のもの以外に、振動

や触覚、スピード感を味わえるものを準備した。

児童が活動に見通しがもてるように、単元の初

めの頃は遊びの数を少なくして取り組んだ。そ

して、児童の反応が良かった遊びを複数設置し、

児童が自分の好きな活動を十分に取り組むこと

ができるよう、教師がマンツーマンで支援に当

たり、意思表示や反応を大切にしながら取り組

んだ。また、必要に応じて間を取り仲間の活動

にも意識を向けながら、次の活動への意欲につ

なげるように留意した。

３ 成果と課題

（１）研究の成果

①排泄の意思表示の行動観察を通して

排泄の意思表示の記録を分析することを通して、次の事柄が明らかになった。まず、舌の動

きを見せる前の表出の様子では、言葉掛けをした教師がいる正面に視線を向ける姿や笑顔を見

せる姿がよく見られた。これは、相手を意識できていることの表れであると考えられる。また、

舌の動きで正しく意思表示をすることができたのが、全体の３分の２であった。さらに排泄を

していた場合、舌の動きで「はい。」の意思表示ができた後、教師が「おしっこが出ているん

だね。」と言葉掛けをするとＡが笑顔になる回数が多く見られたことから、定着の度合いは高

いと考えた。

また、排泄していなくても「はい。」と意思表示したケースでも、正しく意思表示ができた

場合のように正面に視線を合わせてくる姿や笑顔になる姿を見せる回数が多かった。教師から

最初に言葉掛けされる時点で期待感を表すような笑顔を見せる姿や、出ていないことを指摘さ

れると嬉しそうに笑う姿が多く見られたことから、Ａが意図的に反対の意思表示をし、教師の

反応を楽しんでいるのではないかと考えられた。

以上、排泄の有無を確認する場面の行動観察を通して、Ａのやりとりする力を確認すること

ができたことに加え、舌の動き以外にも表情や身体の動きで意思の表出をしていることが分か

った。そして、Ａの表出に対する教師の理解が高まり、その後のＡとのコミュニケーションに

教育コンテンツを活用した遊び場

「キラキラルーム」

「コミュニケーションエイドを活用した

乗り物遊び」の様子



生かしていくことができた。

②「こちょこちょ遊び」の活動を通して

当初は、Ａが昼休みに過ごしている仰向けの姿勢のままで、こちょこちょ遊びに取り組んで

いた。スイッチの位置は、Ａの腕のポジションに合わせその都度移動させた。そして、あらか

じめＡに位置を確認するように触れさせると、その後は緊張からではなく、手首を下ろしたり

腕を伸ばしたりしてスイッチに触れる動きを見せることがあった。しかし、スイッチを配置す

る位置や使用する機器をなかなか定めることができず、Ａがうまく押せないことが度々あった。

これに対して作業療法士から、Ａにとって腕を伸ばす動きが意図的な動きであることから、座

位保持いすに座り、ＰＰＳスイッチ（エアバッグ）を腕を下ろした状態の位置に置いて取り組

むようにと助言を受けた。すると座った状態で腕を下ろしたままにして保ち、手首を軽く内側

に返すようにしてスイッチを押す姿が見られるようになった。

次に、Ａの行動や表出等の反応については、先述のように自分からスイッチを操作する姿が

度々見られ、遊びの中ではしばらく笑いが止まらないほど楽しむ様子も見られた。そして、取

り組み始めて間もなく、遊びが始まる前にＡから期待感を表すような笑顔が見られるようにも

なった。さらに、記録したビデオを分析することで次の実態が明らかとなった。まず、教師の

働き掛けを受けた後や自分で腕を動かそうとする前に、顔の向きや視線が強く左へ向く動きが

よく見られた。そうした場合、呼吸が若干荒くなることも確認された。また、Ａがこちょこち

ょをされた後、笑顔のまま舌を出す動きが度々見られたが、これは活動に対する満足感の表出

ではないかと考える。このように、ビデオ分析を通してＡの表出に対しての理解がさらに深ま

った。

③コミュニケーションエイドを利用した遊び場の設定について

乗り物遊びの活動を通して、教師が表情等からＡの思いを探り、反応が良かった遊びを中心

に繰り返し活動に取り組んだことで、Ａの笑顔の表出が活動ごとに増えていった。また、笑顔

が多く見られた遊び場では、教師が「もう一回やりますか。」と尋ねると、舌の動きでやりた

い気持ちを意思表示する姿が見られるようになった。

スタートの合図としてビックマックを利用し、毎回スイッチを押してから乗り物を発進させ

たことで、Ａが活動に対する見通しをもつようになるとともに期待感が高まり、音声を聴くだ

けで笑顔を見せるようになった。また、コミュニケーションエイドは、スタートの合図とキラ

キラルームのどちらもビックマックを使用した。ビックマックはＡが一人で押すことが難しか

ったため、活動の中では教師と一緒に押すようにした。キラキラルームでは、教師と一緒にス

イッチを押してミラーボールを作動させると、教師がいる方へ視線を向け、満足そうに笑顔を

浮かべる様子が見られた。こうした様子から、スイッチを押すと楽しいことや好きなことがで

きるというつながりが、Ａの中に少しずつできてきていることが感じられる。

（２）今後の課題

行動観察等から得られた児童のコミュニケーションの実態をまとめ、今後に引き継いでいく

ことで、児童にとって安心してコミュニケーションが取れる環境作りに努める必要がある。

コミュニケーションエイドの活用に関しては、取り組む期間が短かったことから、自分の要

求を伝えたり、好きな遊びをするために繰り返し操作したりする姿を引き出すには至らなかっ

た。今後も児童が自分の思いを実現するための一手段として、機会あるごとにコミュニケーシ

ョンエイドを活動に組み込んでいき、児童の興味を喚起する場面設定や教材の工夫を重ねてい

くことで、より意欲的に自分の思いを伝えられるようにしたい。



（資料１） コミュニケーションの記録 分析

排泄の確認の場面（確認回数４２回）

教師からの一定の働き掛け「（下腹部をトントンしながら）おしっこが、（鼻をつまんで）出ていますか？、

チュウチュウ（舌の動き）して教えてください。」→舌の動きが見られるまで20秒は待つ。

結果 前の様子 中心の表出 後の様子 特記事項

おしっこが ・視線を正面に向ける（7回）。 ・舌を吸う動き。 ・笑顔になる（8回）。 褒められて、

出ている ・笑顔になる（5回）。 （反応時間） ・嬉しそうに手足をバタバ 喜ぶときと

（正解） ・腕や身体を緊張させる（5回）。 １～５秒（3回） タさせる（1回）。 そうでない

１２回 ・顔を左、視線は次第に右（2回）。 ６～10秒（5回） ・特に変化なし（3回） ときがある。

・目をキョロキョロさせ次第に正面へ（1回）。 11～15秒（2回）

・舌をモゴモゴ動かす（1回）。 16～20秒（2回）

おしっこが ・視線を正面に向ける（8回）。 ・特に反応なし。前と同じ表情 ・表情に変化なし（6 回）。

出ていない ・笑顔になる（8回）。 （10回）。 ・笑顔になる（5回）。

（正解） ・目をキョロキョロさせる（4回）。 ・視線を左へ流す（2回）。 ・視線を上に向ける（1回）。

１６回 ・視線（と顔）を左方向へ（4回）。 ・目をキョロキョロさせる（2回）。・身体を緊張させる（1回）。

・動きを止め、聞く（3回）。 ・視線を右へ流す（1回）。

・舌をチロッと出す（1回）。 ・身体に力を入れる（1回）。

・舌をモゴモゴ動かす（1回）。

おしっこが ・視線を上に向ける（1回）。 ・特に反応なし（2回）。 ・前と同じ表情 出ているこ

出ている ・正面を向く（1回）。 ・やや左を向く（1回）。 （2回）。 とを指摘さ

（不正解） ・動きが止まる（1回）。 ・笑顔（1回） れると笑顔

３回 ・笑顔になる（1回）。 になる。

おしっこが ・正面に視線を合わせてくる（9回）。 ・舌を吸う動き ・笑顔になる（7回）。 聞かれると

出ていない ・（すぐ）笑顔になる（6回）。 （反応時間） ・前と同じ表情や無表情 きに期待し

（不正解） ・視線を右方向へ（1回）。 １～５秒（4回） （4回）。 ている様子

１１回 ・視線と顔を左上へ向ける（1回）。 ６～10秒（4回） ・嬉しそうに足をバタバタ や、反応を

・すぐ舌をチロッと出す（1回）。 11～15秒（2回） （1回）。 見て楽しん

・舌をモゴモゴ動かしている（1回）。 16～20秒（1回） でいる感じ。



（資料２） ビデオ分析記録表

「こちょこちょ遊び」第３回目 使用機器：ビックマック（「先生、こちょこちょして～。」と録音）

姿勢：仰向け（腕を伸ばした状態） 設置位置：左手側、伸ばした左手が当たる位置

ｶｳﾝﾀー 働き掛け 児童の反応、動き

0秒 一緒に左手でスイッチを押し、音

を鳴らしてみる。

こちょこちょをする。 徐 に々笑顔になるが、それほど強くはない。最中に左手がスイッチに当たり、

再び音が鳴る。

14秒 こちょこちょをする。 ほんの少し笑顔になる。また、最中に左手がスイッチに当たり、音が鳴る。

20秒 こちょこちょをする。 ほんの少し笑顔になる。左手はスイッチの上に行くが、音は鳴らない。

39秒 視線を左方向へ動かす。更に顔も左方向へ動かす。

呼吸が荒くなる。

47秒 左腕を伸ばしたまま、勢いよく左上方へ動かす。その後腕を下ろすが、スイッ

チからは外れる。

50秒 「おしい～。」 視線を少し左方向へ動かす。その後、正面→左→正面と何度か動かす。そして

一度ため息をつく。その後も視線を左右に動かす。

1分15秒 身体に力が入り、伸びたままの右腕が上がる。右腕と左脚がバタバタと動く。

1分22秒 動きが止まる。

1分25秒 左手でビックマックの側面を触ら 顔が少し左方向へ動く。

せる。「ここにあるよ。」 舌を吸ったり出したりする。

1分35秒 右腕に力が入り、少し肘を曲げる。

視線が右方向へ動く。

1分48秒 視線を正面に向ける。その後左右に動かす。

2分05秒 一緒にスイッチを押し、こちょこ 最初よりははっきりとした笑顔になる。最中に左手がスイッチに当たり、音が

ちょをする。 鳴る。

こちょこちょをする。 更に強い笑顔になり、呼吸も荒くなる。肘を曲げ、腕が身体に引き付けられる。

2分25秒 腕に少し力が入り、視線が右方向に向く（しばらくそのまま）。

2分40秒 ビックマックを引き付けられた右

手の下に置く。

2分45秒 右手をスイッチの方向へ一緒に動 やや強い笑顔。終わった後も少し笑顔が続く。

かし、押して音を鳴らす。

3分15秒 右手を少し上方に動かす。そのまま腕が伸びて床に着く。左腕も同時に同じ姿

勢になる。

3分25秒 ビックマックを左手のやや上側に 顔が左方向に向き、左腕に力が入る。勢いよく肘を曲げ、その拍子に左手がス

置く。触らせる。 イッチをかすめ、音が鳴る。

3分38秒 こちょこちょをする。 強い笑顔になり呼吸も荒くなる。終わると同時にチロッと舌を出す。視線は右

3分50秒 ビックマックを引きつけた左手の 方向へ向ける。しばらく笑顔のままである。そして普通の表情になる。

下に置く。

3 分57 秒 左腕を少し触って刺激する。 視線を左方向へ向ける。

4分 2秒 一緒にスイッチを押し音を鳴らす。 音が聞こえると視線を左方向へ向ける。

4分10秒 少し間を取りこちょこちょをする。 やや強い笑顔。終わった後、笑顔が続く。

4分23秒 顔と視線が左方向へ向く。身体を緊張させ、呼吸が荒くなる。

4分29秒 左手がスイッチに当たり、音が鳴る。

「押せたね、Ａくん。」と言いつつ 強い笑顔になる。終わった後もその状態ですぐ舌をチロッと出す。

こちょこちょをする。




