
交流記録                         

【みんなで合唱、合奏しよう】  

活動日時 平成２５年６月２５日（火）第５校時（１３：５５～１４：４０） 

活動場所 小学校 音楽室 

教科等 音楽科 

単元名 １学期に学習した曲の合唱や合奏をしよう 

活動のねらい 

Ａ男 

・クラスの中に入って、みんなと一緒に落ち着いて活動に参加することがで 

きる。 

・友達と一緒に歌ったり、自分で選択した楽器で、リズム打ちを行ったり 

することができる。 

６年１組児童 

・Ａ男と楽しく交流することができる。 

・リズム伴奏をつくって合わせることができる。 

・パートにふさわしい楽器を選んで合奏することができる。 

活動の流れ 

前 ・児童が協力して、車椅子を３階の音楽室まで運んでくれる。 

授

業 

１ 今日のめあてを発表する。 

２ 「つばさをください」「おぼろ月夜」の合唱をする。 

３ 各自が自由なリズムを考え「星空はいつも」の曲に合わせてリズム

打ちをする。 

４ ４つのグループに分かれ、グループ内で好きな楽器を選び「ラバー

ズコンチェルト」の合奏練習を行い、グループごとに発表する。 

５ 振り返り 

後 
・児童が協力して、車椅子を１階まで運んでくれる。 

・前回交流したクラスにお礼の手紙を渡しに行う。 

備 考 特別支援学校担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ男担任 小学校コーディネーター ６年１組担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・車椅子を使用している。 

・いろいろなことに興味を持って取り組むことができるが、思うように身体が動かないこ

とへの配慮が必要である。 

○活動内容  

 ・歌が好きで、完全ではないが一緒に歌うことができる。 

 ・左優位で、左手でタンバリンを叩いたり、バチを持って音積み木を鳴らすことができる。 

 ・同じ教科書で勉強しているので、スムーズに授業に入っていくことができる。 

 

 



【交流の様子・評価】 

・３階の音楽室まで母親が抱いて連れて行き、車椅子は児童が協力して運んでくれた。 

・合唱は、音楽の授業でも歌っていた曲だったので、よく声を出して歌っていた。 

・「星空はいつも」では、各自がリズムを決め、曲に合わせて手拍子でリズム打ちをした。Ａ男

はタンバリンを膝に置き、左手で小節の１拍目を叩いて参加した。  

・ラバーズコンチェルトの合奏では、３グループに分かれ、それぞれが自分の好きな楽器を選ん

で、グループ練習を行った。Ａ男はタンバリンを選ぶと、グループの女の子が「私もタンバリ

ンをやるね」と同じものを選び、Ａ男が学校での音楽の時間に練習したリズムに合わせて、一

緒に練習した。そのことが嬉しかったようで、楽しく練習することができた。その他にはリコ

ーダー、木琴、鉄琴、大太鼓等の打楽器があった。 

・グループ練習後、順番にみんなの前で発表した。  

・グループ発表でもはりきって、リズム打ちをし、最後の反省では、「Ａ男さんのグループが一

番良かった」という意見もあった。楽しく授業に参加することができた。  

・授業後はまた児童が協力して、車椅子を１階まで下ろす姿があった。 

・その後、前回交流したクラスへ行き、お礼の手紙を渡してきた。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                           

【リズム遊びをしよう】  

活動日時 平成２５年７月８日（月）第３校時（１０：３５～１１：２０） 

活動場所 小学校  ピロティ 

教科等 音楽科 

単元名 リズム遊びをしよう 

活動のねらい 

Ａ子 

・同学年の児童と一緒に活動することができる。 

・友だちからの働きかけに応じることができる。 

２年生児童（７７名） 

・仲良くリズム遊びをすることができる。 

活動の流れ 

前 
玄関に２年２組（１年生時の交流クラス）の児童が出迎えに来てくれる。 

Ａ子の紹介：自己紹介（1 学期頑張ったこと） 

授

業 

１ 挨拶 

２ ドレミ体操 

３ リズム遊び ・仲間集め（音の数と同じ人数集まったら、座る） 

        ・『おちゃをのみに』『ロンドンばし』『まわせまわせ』 

        ・じゃんけん列車 

４ ３人の児童の感想発表、対象児童の感想発表 

後 教室へ並んで戻る児童とハイタッチをして別れる。 

備 考 Ａ子副担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 小学校２年学年主任 コーディネーター】 

○児童の実態・配慮事項 

・慣れていない場所、人に対して不安があり、知っている大人の手を離さず、「先生と一

緒！」と言うことが多い。場や人に慣れてくると１人で活動することができる。 

・集団の遊びなど、話を聞いてルールを理解することは難しいが、繰り返し行うことで１

人でも遊ぶことができる。 

・楽器を鳴らしたり、ピアノを弾いたりすることが好きで、音楽の授業では生き生きとし

ている。 

○活動内容  

 ・電話で内容の打ち合わせ「音楽 リズム遊び」 

 

 



【交流の様子・評価】 

１）玄関での出迎えからはじまり 

 ２年２組の児童４名が玄関に迎えに来てくれ、名前を呼んだり、「久しぶり」「かわいい」

等声を掛けてくれたりしながら、ピロティに案内してくれた。Ａ子は、返事はできなかった

が、すぐに両手をつないで歩きだすことができた。ピロティには児童用の椅子１脚と楽器、

電子ピアノが用意してあったので、Ａ子は、音楽をやること、自分の座る場所に見通しをも

って、一人で座って待つことができた。 

２）２年生児童集合 自己紹介 

 ７７名の２年生と一緒に始めの挨拶をし、２年２組の担任が今日の交流のめあて「Ａ子と

一緒に仲良くリズム遊びをしよう」を児童と確認した。自己紹介では、自分の名前と運動会

の時の写真を見せながら「じゃんぷをした」「おねがいします」と、教師と一緒に小さい声

を出して言うことができた。（前後は、教師が補足説明をした） 

３）ドレミ体操 

 各学級の係の児童６名が前に立って他の児童と向き合って体操をする隣にＡ子が立って

体操をした。普段行っていない手の動きの体操だったが、周りの児童の動きやリズムに合わ

せて自分から手を動かすことができた。 

４）リズム遊び   

 ・仲間集め（音の数と同じ人数集まったら、座る） 

学年主任が、係の児童に「Ａ子と一緒にやってね」と言葉掛けをしたところ、すぐに２

名の児童が両手をつないで、一緒に行動し始めた。Ａ子は、素直についていくことがで

きた。 

・『おちゃをのみに』『ロンドンばし』『まわせまわせ』 

 仲間集めでグループになった児童（１２名）に言葉をかけてもらったり、周りの児童の

動きを見たりしながら、児童の輪の中で一緒に活動することができた。「おちゃをのみ

に」は自分から手を叩いて参加できた。「ロンドンばし」は、手をつないで回ったが、

笑顔が何度も見られた。 

 ・じゃんけん列車 

  周りの児童に声を掛けてもらいながら、じゃんけんに勝ち続けてずっと先頭でいた。 

５）まとめ  

 ・３人の児童の感想発表、Ａ子の感想発表 

  ３人の児童が、その場から、集団の外に立って発表をした。 

「一緒にリズム遊びができて楽しかった。」「Ａ子が笑っていたので、楽しかった。」 

「一緒に仲良くできた。」 

・Ａ子は集団から離れて話をしている他の児童が気になり、そちらのほうばかり見ていた。 

・自分の感想は、集団の前に立って、小さい声ながら、「ロンドンばしが楽しかったです」

と言うことができた。 

６）振り返り 

 次の日、交流で楽しかったことを聞くと、「音楽が楽 

しかった」とはっきりと言い、写真を見ながら、力を 

入れて教師と一緒に、手紙を書くことができた。 

 

 

 

 



交流記録                         

【合唱コンクールの練習】  

活動日時 平成２５年１０月２３日（水）第４校時（１１：４０～１２：３０） 

活動場所 中学校 音楽室 

教科等 音楽科 生活単元学習 

単元名 合唱コンクールの練習 

活動のねらい 

Ａ子 

・落ち着いて授業に参加することができる。 

・歌を通して、友達と一緒に活動することができる。 

３年２組生徒 

・合唱コンクールの練習を行う。 

特別支援学級の生徒 

・Ａ子のためにカレーライスを作り、会食の準備をすることができる。 

活動の流れ 

３年 

２組 

・始めの挨拶を一緒にする。 

・パートごとに並び、発声練習、学年課題曲、自由曲の練習をしてい

る様子を参観する。 

特別 

支援 

学級 

・特別支援学級の生徒が作ったカレーライスを食べる。 

・終わりの挨拶をする。 

備 考  

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 中学校コーディネーター 保護者】 

・１学期の放課後に校内の見学をＡ子、母親、担任、コーディネーターと一緒に行いながら、

今回の交流の内容、場所を確認した。 

・１週間前に担任と中学校のコーディネーターが電話で日程の打ち合わせをした。 

○児童の実態・配慮事項 

・音楽を聴くこと、散歩に行くことが好き。 

・初めてのことやスケジュールの変更が苦手で、予定の知らせ方に配慮が必要。 

・小さい子どもの声など苦手なものがあり、苦手だと感じると、その相手が気になり、避けよ

うとすることがある。 

・Ａ子が要求することに対して否定的な対応をすると、相手の頬をつねったり、足を踏んだり

して怒ることがある。 

・その時のＡ子の状態によっては、校舎にも入れないことがある。 

○活動内容  

・３年２組の音楽の授業に参加する。 

・合唱祭に向けて練習する様子を見たり、合唱を聴いたりする。 

・特別支援学級の生徒が交流会で作ったカレーライスを一緒に試食する。 

 

 



【交流の様子・評価】 

 母親と一緒に中学校に着いたときには、すでに不安定な状態だったため、授業に参加でき

るか心配したが、中学生の合唱が始まると少しずつ落ち着いていった。中学校の生徒たちが

パートごとに並んで練習している合唱を音楽室の後ろで担任、中学校特別支援教育コーディ

ネーターと並んで椅子に座って、２０分程度聴いていることができた。母親は、離れて教室

の外から様子を見守っていた。合唱コンクールの練習ということで、課題曲や自由曲の練習

が中心で、Ａ子が学習の中に入って一緒に取り組むことは難しい内容であったが、中学校の

音楽の授業の雰囲気を感じることはできた。 

この日は、小学校の特別支援学級の児童と中学校の特別支援学級の生徒との交流会が行わ

れており、交流の一環として作ったカレーライスをご馳走になった。特別支援学級の友達が

ご飯やカレーの盛り付けをして持ってきてくれると、Ａ子は笑顔で受け取り、自分の分を完

食すると、母親の分のお皿をもらい食べた。その後、Ａ子は早く帰りたい様子で、お世話に

なった教師や友達と手を触れて挨拶すると、すぐ校舎を出て母親の車に乗り込んだ。 

今回の交流について、前日に母親もＡ子に話をした。これは、１学期に行った中学校の校

内見学でのＡ子の表情が、とてもよかったので、楽しみにできることだろうと判断してのこ

とだったが、Ａ子には待つ時間が１日あったことは、楽しみよりも待ちきれない気持ちが勝

ってしまったようだった。そのため、中学校に到着した時点で不安定な状態だった。しかし、

慣れない場所で、大勢の生徒と一緒に２０分過ごし、カレーライスを食べて、挨拶をして帰

るという予定通りの活動を行って交流を終えることができたことは、とてもよい経験だっ

た。後日、本人は笑顔で、「中学校がんばったなぁ」と担任に話した。 

居住地校交流は今回で、最後となるが、落ち着かない中でも、“いつもと違う”ことを経

験することができた。今後も、予定の伝え方、伝えるタイミングなどを配慮しながら、この

ようないつもとは違う活動を計画し、短い時間でもさまざまな経験ができるとよいと考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                      

【Ａ男さんと楽しく活動しよう】  

活動日時 平成２５年１０月１７日（木）第５校時（１３：５０～１４：３５） 

活動場所 小学校 多目的教室 

教科等 図画工作科 

単元名 ならべてつんで 

活動のねらい 

＜Ａ男＞ 

・友達や教師と一緒に図画工作の授業を体験することができる。 

・友達や教師の働きかけを受けながら、空き箱を積んだり並べたりできる。   

＜１年１組児童＞ 

・Ａ男のことを理解し、自分から関わろうとすることができる。 

・Ａ男と一緒に箱を工夫して並べることができる。 

活動の流れ 

授 

業 

 

１ 挨拶 

２ 課題の確認 

３ 活動（グループごとに、いろいろな形や大きさの箱を積んだり並べ

たりして造形遊びをする） 

４ 中間交流（友達の作品の様子を見たり、発表を聞いたりする） 

５ 感想交流 

６ 挨拶 

備 考 Ａ男担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ 【Ａ男担任 １年１組担任 小学校コーディネーター】 

○児童の実態・配慮事項 

 ・探索欲求が強いので、学校探検を今回もしたいと要求すると思われるが、前回探検を十

分行うことができたので、Ａ男が望めば授業後行うようにしたい。 

 ・大きな音や声に驚くことがあるので、１年生の児童の挨拶は、小さい声・大きな口です

るように指導する。  

・造形遊びのような活動的な授業であると参加しやすい。  

＊ペンや筆で自由に線を描くこと ＊粘土遊び  ＊木や箱をドミノのように並べること 

 

○活動内容   

・多目的教室で、お菓子等の空き箱を積んだり並べたりして造形遊びを行う。 

・グループ毎に造形遊びを行い、交流できるようにする。  

 

○その他 

 ・情報機器が好きで、見つけると近寄って観察しようとしたり、触れようとしたりすることが

あるので、多目的教室のパソコンの電源は切っておく。 

 ・やりたくない気持ちがあると、「いや」と言って、活動に参加できないことがある。 

 ・待ち時間を減らし、活動を多くする。 

 



【交流の様子・評価】 

・事前に前回の交流の写真を見せて小学校に行くことを伝えたり、授業で使用する箱を使っ

て実際に遊んでみたりした。前回は、小学校に入ることを躊躇していたが、今回は行く前

から「小学校」「おともだち」とつぶやき、「行こう」という思いが感じられた。 

・小学校に入るとすぐに校内探検に向かおうとしていたが、授業が始まる時間だったので、

「後で」と伝えたところ、納得することができた。活動場所にはパソコンが置いてあり、

常に気にしているものの、触ろうとすることはなく、最後まで授業に参加できた。自分の

好きなことだけに向かうのでなく、見通しがもてるようになったＡ男の成長を感じた。 

・広い多目的室でダイナミックに活動が行われ、自由に歩き回ることができたことで、Ａ男

は参加しやすかった。また、大きな声で驚かせないようにと、「小さな声でこんにちはの

挨拶をしよう」と小学校の担任が配慮していたことで、安心して活動できた。 

・グループの友達が、「Ａ男さん、こんな箱があるよ。」「Ａ男さん、一緒にいこう。」と積極

的に言葉をかけていた。Ａ男は渡された箱を手にして並べたり、何の箱か興味深く見たり

していた。Ａ男が友達の言葉に応じなくても、無理強いすることなく自然に関わっていた。 

・終わりの挨拶では、みんなの前で「ありがとう」「またね」と話すことができた。 

「Ａ男さんお話できるようになったんだね。」とうれしそうに話す１年生の児童がいた。 

・通常の授業体験（保護者希望）なので、話し合いの場面では、じっと座っていることが難

しいときもあった。次回も活動場面の多い授業に参加できるとよい。 

・交流後は、担任がＡ男と一緒に手紙を書き、小学校へ届けた。手紙を書くときには、交流

の写真を興味深そうに見ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録   

 【スキー教室】  

活動日時 平成２６年１月２０日（月）（８：３０～１５：３０） 

活動場所 スキー場 

教科等 体育 

単元名 スキー教室 

活動のねらい 

Ａ子 

・グループの中で一緒に滑ることができる。 

・同学年や他学年の仲間と交流することができる。 

中学校１年生徒 

・楽しく安全に気をつけて滑ることができる。 

・Ａ子と関わり合いながら、スキーに取り組むことができる 

活動の流れ 

前 開会式 

授

業 

１ グループ活動（各グループで講習を受ける） 

２ 昼食 

３ レクリエーション 

４ 自由滑走 

後 閉会式 

備 考 Ａ子担任同行 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 中学校担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・仲間と触れ合う時に、抱きついたり過剰な接触をしたりしないようにする。 

・会話はできるが、伝えるだけでは内容が理解できないので見本を見せてあげるとできる。 

・音楽、身体を動かすことが好き。 

○活動内容  

・午前中はグループで講習を受けながら滑走し、昼食後は生徒会で考えたレクリエーション

で仲間と楽しんでいた。 

・午後は仲のよい仲間と一緒に自由に滑走したり、競走したりして楽しんでいた。 

○その他 

・スクールバスが学校を出発して自宅前まで迎えに行く。 

・道具は持っているので、レンタルはなし。 

【交流の様子・評価】 

・交流先の中学校全校のスキー教室に参加した。午前中は１、２、３年生が混ざったグルー

プで講習会を受けた。今回は１年生だけでなく２・３年生とも交流ができた。午後は仲間

と一緒に滑ったり、競走したりと楽しく交流できた。 

・２回目の交流ということもありスムーズに入っていけた。仲間と楽しく会話する姿も見ら

れた。 

・仲間の後について滑走したり、一緒にリフトに乗ったりと積極的な姿も見られた。 

・昼食後の生徒会主催のレクリエーションでは、仲間を応援するなど助け合って楽しんだ。 

・職員ともコミュニケーションができ、好きなことや学校生活について話していた。 



交流記録                   

【プールであそぼう】  

活動日時 平成２５年７月１６日（火）第３・４校時（１０：３５～１２：００） 

活動場所 小学校 プール 

教科等 体育科 

単元名 プールであそぼう 

活動のねらい 

Ａ男 

・友達と関わり合いながら、活動に参加することができる。 

・友達と一緒にプールを楽しむことができる。 

小学校６年生児童 

・同じ地域に居住するＡ男とプール活動を通して、お互いに関わり合いな 

がら、楽しむことができる。 

・互いのよさを認め合い、望ましい人間関係を作ろうとする態度を養う。 

活動の流れ 

前 
０ 着替え 

１ プールサイドでのストレッチ 

授

業 

２ 流水泳ぎ 

３ 自由泳ぎ 

４ 自由泳ぎ 

５ 検定 

６ 自由泳ぎ 

後 ７ お別れ・着替え 

備 考 Ａ男担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ男担任 小学校担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・独自の見通しや期待感を抱きがちであり、それが達成されない状況では不安になりやすく、

パニックになることもある。その際には泣いたり、色々な要求を口にしたりすることがあ

る。特に、歌やかけ声、物語に出てくるフレーズ等に対して強くこだわる時がある。 

・身体を動かす活動はあまり好きではないが、水遊びや雪遊び、追いかけっこで追いかけて

もらうことなどは好きである。 

・昔話や絵本などを読んだり、読み聞かせをしてもらったりすることが好きである。 

・小学部１年生より、Ａ男は居住地校交流を継続している。Ａ男、交流先の児童ともにお互

いの実態や交流についてある程度理解がある。 

・Ａ男は絵本を読むことが好きなため、交流を行う日は、交流が始まる前に居住地校の図書

館を利用する。（５年生以前から行っており、その継続をする） 

・事前の打ち合わせでプログラムや聴覚的な状況について確認したり、共通理解したりする。 

・過去の交流ではお楽しみ会へ参加することが多かったが、今回の交流では、Ａ男の好きな

活動である水遊びを一緒に行うことにした。 

・学校生活での様子やがんばっていることの紹介などは、毎年行っていることであり、今年

度は特に行わなくてもいいという保護者の希望があって行っていない。 

 



【交流の様子・評価】 

・交流が始まる時間よりも前に母親と到着し、図書館を利用した。図書館では、紙芝居を読

んだり、好きな絵本を見たりした。その最中に友達が呼びに来て、挨拶をしたり、活動へ

誘うような言葉掛けをしたりしていた。 

・小教室へ移動し、母親の手伝いのもと着替えを行った。その間、友達はサンシェードを下

ろしたり、ドアを閉めたり、着替えの部屋の用意をしていた。 

・着替え後はプールへ移動。友達は既にプールサイドに整列済み。Ａ男も近くに向かうも、

準備体操の音楽（ラジオ体操ではない音楽）が流れてきて、見通しがもてなくなり、プー

ルから離れる。友達も一緒について来て、体操が終わるまで一緒に過ごす。音楽が終わっ

たら、「終わったよ、だいじょうぶだよ」とＡ男へ声を掛ける。 

・プール活動は基本的に自由遊びだが、３名の友達が３組、Ａ男の元へ順番に来て、基本的

にはその友達と一緒に遊ぶという形を取った。それ以外にも、Ａ男とプール中を駆け巡っ

て、一緒に遊ぶ友達もいた。追いかけっこのような遊びをずっとしていた。（仲のよい児

童やＡ男が気になっている女子児童もおり、その児童と一緒に遊ぶこともできていた。） 

・休憩時間にはプールサイドへ移動し、休むことができた。そのときには、仲のよい児童が

Ａ男を囲んで、話し掛けるという姿が見られた。 

・興奮したＡ男がプールサイドを走る姿があったが、友達や教師の言葉掛けを聞いて、活動

を継続していた。 

・終了後は、友達の誘いに従って着替え部屋に行き、着替える。着替え後は、少し図書館を

利用してから特別支援学校へ戻った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                         

 【英語を楽しもう】  

活動日時 平成２５年５月２７日（月）第３校時（１０：３０～１１：１５） 

活動場所 小学校６年１組教室 

教科等 外国語活動 

単元名 英語を楽しもう 

活動のねらい 

Ａ子 

・友達と関わりながら英語のゲームに参加できる。 

・英語の歌やカード取りを教師の発音を聞きながらできる。 

６年１組児童 

・発音に気を付けながら単語を覚え、話すことができる。 

・好きなスポーツを紹介することができる。 

活動の流れ 

前 英語の歌をみんなで歌う。 

授

業 

１ スポーツの名前の単語の発音を学ぶ。 

２ ペアになり、ＡＬＴの発音を聞きながらスポーツの絵カードを取る

ゲームをする。 

３ 友達に自分の好きなスポーツを英語で紹介する。 

後 自分のがんばりを振り返る。 

備 考  

事前の打ち合わせ【小学校コーディネーター、担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・英語がとても好きで歌を覚えて進んでできる。 

・アルファベットの聴き分けはできている。 

・書くことに抵抗がある。 

○活動内容  

・担任の支援を受けながら、同じ流れで行う。 

○その他 

・昨年度まで５年間在籍していた学校であり、昨年度と同じ交流学級なので、自己紹介等は

行わず、自然に授業を始めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【交流の様子・評価】 

・担当のＡＬＴが去年からの引き続きであったので、Ａ子のことをよく理解していて、Ａ子

に対して活動内容を確認したり、見届けに来たりして、Ａ子も安心して活動することがで

きた。 

・リスニングは一緒に活動することができたが、友達とサインをしあう活動では、筆記力が

弱いＡ子のサインを指摘する児童がおり、その場での指導が難しい場面があった。交流す

るクラスの児童への事前の理解・啓発の必要性を痛感した。 

・事前の打ち合わせは、小学校のクラスの担任と行ったが、今回の授業は、ＡＬＴの主導で

行われた。当校の担任としては、打ち合わせを十分に行ったと思っていたが、結果的に、

学習内容や必要な道具などで、事前の打ち合わせにないものがあった。もっと確認を密に

しないとＡ子に不安を与えると感じた。 

・この授業の後、学習で交流した児童が、運動会への招待状を送ってくれたり、昼休みに言

葉をかけてくれたりするなど、小学校の児童からの自然な交流があった。また、以前は普

段出会っても手を振り返すことがなかったＡ子が、自ら手を振り返す姿もでてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                  

【学年集会・朝の会・理科】 

活動日時 平成２５年９月２日（月）第１校時（８：００〜９：００） 

活動場所 小ホール ２年生教室 理科室 

教科等 学年集会・朝の会・理科 

単元名 学年集会・朝の会・理科 

活動のねらい 

Ａ子 

・久しぶりに会う小学校時代の仲間と仲良く話すことができる。 

・中学校の仲間と関わり合いながら、活動に参加することができる。 

中学校２年生生徒 

・久しぶりに会う小学校時代のＡ子と仲良く話すことができる。 

・Ａ子を仲間として受け入れ、一緒に活動することができる。 

活動の流れ 

学年集会

朝の会 

理科 

同学年の仲間全員にＡ子を紹介。 

朝の会の様子を見る。 

生きたメダカを使った、感覚器官の実験に参加。 

備 考 特別支援学校担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 中学校コーディネーター】 

○児童の実態・配慮事項 

 ・会話は普通にできるが、学習能力にむらがあり、学力的には小学校低学年程度。 

 ・情緒の浮き沈みがあり、コンプレックスが強い。 

 ・音楽や絵を書く事が好きである。 

○活動内容  

 ・前回のＡ子の様子、中学校の特別支援学級の状態を考えると、通常学級との交流のほう

が活動に参加しやすいと思われるため、まずは学年集会にて同学年の仲間全員に紹介

し、それから入りやすいクラスに入っていくことにする。 

 ・体育大会、文化交流会などにどこかのクラスに所属し、練習から参加していく。 

【交流の様子・評価】 

・学年集会では、同学年の仲間全員にＡ子を紹介した。２００名程の生徒を前にして、本人

もかなり緊張していたが、全員に知ってもらえたことで、これから交流もスムーズに進め

られると思う。 

・集会後、同学年のクラスの朝の会に参加する。特別支援学校での朝の会とは雰囲気も異な

り、驚いている様子であった。 

・理科は嫌いな教科だったが、少しだけ様子を見させてもらうことにした。生きたメダカを

使った実験では楽しそうに感じられた。 

・今回は同学年の仲間全員に紹介をすることが一番の目的だったが、仲間の反応も良く、Ａ

子にとっても溶け込みやすい雰囲気があり、今後の交流が楽しみである。まずは体育大会、

その後は文化交流会に向けて、練習から参加していく予定である。 

 

 

 



交流記録                      

【交流会をしよう】  

活動日時 平成２５年１２月１３日（金）第４校時（１１：２５～１２：１０） 

活動場所  小学校 特別支援学級教室 １年生教室 

教科等 
生活科（１年自情） 生活単元学習（５・６年知的） 

総合的な学習の時間（３・４・５年自情  ６年難聴） 

単元名 交流会をしよう 

活動のねらい 

Ａ男 

・フルーツバスケットや工作の活動に参加することができる。 

・小学校の友達や教師に話し掛けられたり、誘われたりしたら、それに答え

たり、関わったり、見たりすることができる。 

小学校特別支援学級児童 

・同じ地域に居住するＡ男とゲームをしたり、工作をする活動を通して、お

互いに関わり合いながら楽しむことができる。 

・６年生：自分たちが交流会を進めることで、役割を果たすことができる。 

・３～５年生：みんなが楽しめる交流会にするために、Ａ男のことを知って、

声を掛けることができる。 

・１年生：交流会に楽しんで参加できる。 

活動の流れ 

前 イスを並べたり、友達と座ったりする。 

授

業 

１ はじめのことば（小学校児童） 

２ きょうの目標 

３ フルーツバスケット 

４ わりばし工作（わりばしパチンコ） 

５ 先生の話（小学校教諭） 

６ おわりのことば（小学校児童） 

後 
特別支援学級１年生の児童に案内されて、１年生教室へ行く。 

１年生と給食を食べ、昼休みも交流を行う。 

備 考 
Ａ男担任 保護者同行 

同じ地域に交流籍を置く４年生のＢ男も一緒に参加する 

事前の打ち合わせ【特別支援学校部主事 Ａ男担任 小学校教頭 特別支援学級担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・１時間ずっと座って活動することは難しいかもしれないが、活動を変えたり、少し待つと

気分を変えて活動に参加できる。 

・言葉でのやりとりは難しい部分があるが、少しずつ言える単語が増えてきたり、質問に答

えたりすることが増えてきた。 

・こちらの言うことを全く分かっていないわけではないので、小学校の先生や友達にも声を

掛けてほしい。 

○その他 

・事前に自己紹介の文や写真を送る。 

・交流後に小学校の交流について書かれている通信を学校と家庭にいただく。 

・特別支援学校からお礼の手紙（ポスター）を送る。 



【交流の様子・評価】 

・始まる前には、教室にあった絵本を見ていたが、交流会が始まることを伝えると絵本を終

わらせ、友達と同じ列に座ることができた。 

・１回目の交流で経験したこともあり、フルーツバスケットにはスムーズに参加することが

できた。また、小学校の先生や友達に声を掛けてもらって、イスを移動したり、何回か繰

り返すうちに自分でイスをさがして座ろうとしたりした。 

・わりばし工作（わりばしパチンコ）では、制作が難しい部分があったので、母親と一緒に

作った。制作する中では、隣の友達が作り方を教えてくれたり、声を掛けてくれたりする

ことがあり、母親とそれに答えたり、相手の方を見たりする姿が見られた。 

・完成したわりばしパチンコで遊ぶ時には、友達も飛ばす中で、母親と一緒に飛ばして遊ぶ

ことができた。 

・終わりの話では、少し姿勢が崩れてしまうことがあったが、最後まで友達と同じ場で活動

することができた。 

・特別支援学級との交流会後には、１年生の友達に教室へ案内してもらい、１年生と給食を

食べ、昼休みも声を掛けられながら、共に過ごした。 
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【なかよし交流会】  

活動日時 平成２５年７月１１日（木）第３・４校時（１０：２５～１１：５５） 

活動場所  小学校 体育館 小ホール 

教科等 生活単元学習 

単元名 なかよし交流会 

活動のねらい 

Ａ子 

・友達と関わり合いながら、活動に参加することができる。 

・事前に練習したダンスや歌を、友達と一緒に歌ったり踊ったりすることが

できる。 

小学校４年生児童 

・Ａ子と児童とが、花壇の世話や音楽など、一緒に活動することを通して、

相手の立場に立って行動したり、関わりをもったりして、交流をより深め

ることができる。 

活動の流れ 

前 体育館で鬼ごっこ 

授

業 

１ はじめのことば 

２ きょうの目標 

３ Ａ子の学習、生活の様子の紹介 

４ 歌を歌おう、歌でおどろう 

  ①ドレミの歌 

  ②なめこの歌 

  ③世界が一つになるまで 

５ 花の世話（草取り、花摘みなど） 

６ 感想発表 

７ おわりのことば 

後 見送り 

備 考 Ａ子担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 小学校担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・小学校の友達と保育園時代から一緒であり、お互い見知った関係である 

・物事が自分の思い通りにいかなかったり、自分が一番になれなかったりすると、泣くこと

がある。 

・歌やダンス、花摘みが好きである。 

○その他 

・小学校の友達が学校でどんな活動をしているか分かるように、学期ごとに通信をまとめて

送ってもらう。また、Ａ子へお礼の手紙も送ってもらう。 

・特別支援学校からお礼の手紙（ポスター）を送る。 

 

 



【交流の様子・評価】 

・１年生の時から継続している交流会であり活動内容のため、みんなの中にはスムーズに入

ることができ、母親が側にいなくても自分から活動に参加することができた。 

・始めのことばや自己紹介の時には、大きな声ではっきりと発表する姿がみられた。 

・『ドレミの歌』、『世界が一つになるまで』では、友達と一緒に歌ったり、友達が歌うのを

見て、一緒に口ずさんだりしていた。 

・『なめこの歌』では、友達と一緒に笑顔で踊ることができた。 

・花摘み、草取りでは、摘んだ花でネックレスを作ったり、おそろいのブローチを作ったり

と、たくさんの友達と関わり合いながら活動することができた。 

・『感想を話そう』では、みんなの前に立ち「今日は楽しかったです。また仲良く遊んでく

ださい」と大きな声で発表することができた。 

・交流後は、「楽しかった、明日も来たい」と言っていた。母親も「Ａ子の楽しそうな姿が

見られて良かったです」と言っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録            

【なかよくなろう】  

活動日時 平成２５年１２月３日（火）第２校時（９：２０～１０：１０） 

活動場所 小学校 音楽室 

教科等 生活単元学習 

単元名 なかよし交流会 

活動のねらい 

Ａ男 

・友達の言葉かけや担任の言葉掛けを聞きながら、一緒に活動をすることが

できる。 

特別支援学級児童 

・Ａ男のがんばっていることやよさを知り、進んで関わろうとすることがで

きる。 

・Ａ男と共に体を動かしたり、ゲームを楽しんだりできる。 

活動の流れ 

前 会議室まで迎えに来てくれた友達と一緒に、音楽室へ向かう。 

授

業 

１ 話そう（Ａ男が２学期に頑張ったこと、友達が２学期に頑張ったこ 

をそれぞれ発表する） 

２ 歌おう（エビカニクス、いわしのひらき） 

３ あそぼう（リズム体操、ボウリング、うちわで風船バレー） 

４ 聴こう（トーンチャイム） 

５ 感想 

後 玄関まで友達と一緒に行き、別れる。 

備 考 Ａ男担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ男担任 特別支援学級担任 保護者】 

○児童の実態・配慮事項 

・Ａ男が運動会で踊った『エビカニクス』は、一緒に活動できるかもしれない。 

・ボウリングは、普段の学習で取り組んだこともあるので、Ａ男が自分から参加しやすい活

動であると考えられる。 

・はじめは恥ずかしがったり、緊張したりするかもしれない。 

・体を動かす活動が好きである。 

 

○その他 

・前回までの交流と同じような流れだとよい。 

 



【交流の様子・評価】 

・初めは緊張している様子で車から降りたがらず靴もはきたがらなかった。会議室へ行く時

も、保護者におんぶされて向かうような状態であった。 

・会議室でしばらく時間があったので少しリラックスしたが、保護者からは離れようとせず、

友達が迎えに来てくれて音楽室へ向かう際も、保護者と一緒に向かった。 

・音楽室へ着いて活動が始まる時に、友達が「こっちだよ」と誘いに来てくれた。保護者も

「いってらっしゃい」と言ってＡ男から離れようとしたこともあり、友達と一緒に座るこ

とができた。 

・活動中は保護者のところへ行くことなく、友達と一緒に最初から最後まで活動することが

できた。 

・前回も行った「いわしのひらき」の曲が始まると、友達と一緒に踊り、笑顔も見られた。 

・その他の活動も、友達を見たり教師の言葉かけを聞いたりしながら、笑顔で活動に参加す

ることができた。 

・活動の終わりには、友達からプレゼントをもらい「やった！！」と嬉しそうに声をあげて

喜んでいた。保護者に「家に帰って飾ろうね」と言われ、笑顔でうなずいていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                     

【お楽しみ会をしよう】  

活動日時 平成２５年１１月２１日（木）第３校時（１０：２５～１１：０５） 

活動場所  小学校 特別支援学級教室 

教科等 生活単元学習 

単元名 お楽しみ会をしよう 

活動のねらい 

Ａ男 

・手遊び歌やゲームの活動に参加することができる。 

・小学校の友達や教師の言葉掛けに応じながら、一緒に活動することができ

る。 

小学校特別支援学級児童 

・手遊び歌やゲームの活動を通して、お互いに関わり合いながら、楽しむこ

とができる。 

活動の流れ 

前 友達が来るまで、教室で待つ 

授

業 

１ はじめのことば 

２ 自己紹介 

３ 手遊び歌 

①焼き芋グーチーパー 

②かぼちゃのたね 

③ずいずいずっころばし 

４ ゲーム『ジャンケン列車』 

５ プレゼント渡し 

６ おわりのことば 

後 見送り 

備 考 Ａ男担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ男担任 小学校特別支援学級担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・Ａ男は交流を楽しみにしているが、緊張や不安もあり「交流行かない」と言う時がある。 

・車やアニメのキャラクター全般が好きである。 

・嫌なことや自分の思い通りにいかないことがあると、大声を出して泣き、壁を蹴ったり、

持っている物を投げたりする。 

 

○その他 

・事前に小学校から招待状をもらう（車やキャラクターが貼られた物）。 

・特別支援学校からお礼の手紙（ポスター）を送る。 

 

 



【交流の様子・評価】 

・交流先の友達が教室へくるまでは、興味津々にグラウンドを見たり、教室内の掲示物を見

たりしていた。教室へ友達が入ってくると、教師の後ろに隠れ、不安そうな顔で友達の方

を見ていた。 

・座って話を聞く時も教師の横から離れられないでいたが、自己紹介で自分の番がくると、

準備していた写真をみんなに見せながら、大きな声で自己紹介をすることができた。 

・手遊び歌では、好きな歌や知っている歌ばかりであったため、緊張も早めにとれて、少し

ずつ笑顔も見られるようになった。そして徐々に、教師とだけでなく、友達とも手遊びを

する姿が見られるようになった。 

・『ジャンケン列車』では、母親、教師から離れて、友達と一緒に活動することができた。

手遊び歌でもゲームでも、自分から関わる姿はなかったが、友達からの誘いに応じたり、

友達の動きを見て行動したりという姿が多く見られた。 

・プレゼント渡しでは、特別支援学級の友達からメッセージの書かれたメダルや、手紙等を

もらった。受け取る時には「ありがとう」と恥ずかしがりながらも言うことができた。 

・特別支援学校へ戻ると、さっそくプレゼントを友だちに見せて「もらったの！」と自慢を

していた。また、カレンダーを見ながら「次はいつ会えるのかな？」と言っていたため、

「また行きたい？」と聞くと「あと１０回行きたい！」と答えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                       

 【ハッピーストア】  

活動日時 平成２５年６月２６日（水）第２～６校時（９：３０～１５：３０） 

活動場所 中学校 特別支援学級教室 調理室 

教科等 総合的な学習の時間 

単元名 ハッピーストア 

活動のねらい 

Ａ子 

・いつもとは違う集団での活動を体験することで、経験を広める。 

１組生徒 

・Ａ子との関わりを通して、コミュニケーション能力を育てる。 

活動の流れ 

前 挨拶や自己紹介をして、Ａ子のことを知る。 

授

業 

１ 調理実習（カップケーキ・ゼリー） 

２ お店の開店準備 

３ 給食 

４ ハッピーストア開店 

５ 閉店・片付け 

後 挨拶や感想交流をして、次への期待感をもつ。 

備 考 特別支援学校担任同行 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 特別支援学級担任】 

○生徒の実態・配慮事項 

 ・ぜんそくがあり、体調に応じて活動することが必要。 

 ・左足にマヒがあるため、俊敏な動きや激しい動きは難しい。 

 

○活動内容  

 ・調理活動は好きな活動であり、意欲的に取り組むことができる。 

 ・包丁を使うなどの調理に必要な技術は、ほとんど身に付けている。 

 ・大勢の中で活動を行ったことがないが、相手に合わせて楽しく会話をすることができる。 

【交流の様子・評価】 

・９：３０～１５：３０と長時間の活動だったが、仲間と一緒に楽しく会話をしながら活動

することができた。 

・長時間の交流だったので、お互いのことをよく知ることができ、次も一緒にやりたいとい

う気持ちをみんながもつことができた。 

・それぞれが役割分担されていたので、Ａ子も責任をもって自分の役割を果たすことができ、

同じ係の仲間と協力して活動に取り組むことができた。 

・来年度高等部進学を目指している生徒もおり、同じ３年生として進学に向けて期待感をも

つことができた。 

 

 



交流記録                      

 【「河鹿の屏風」】  

活動日時 平成２５年７月１１日（木）第２校時（１０：２５～１１：１０） 

活動場所 小学校 ６年１組教室 

教科等 総合的な学習の時間 

単元名 聞いて楽しもう「河鹿の屏風」 

活動のねらい 

Ａ子 

・同学年の友達と共に学習活動を行うことができる。 

６年１組児童 

・Ａ子のことを理解し、Ａ子の立場に立って行動したり、関わりをもったり

することができる。 

活動の流れ 

前 控え室まで学級の友達が迎えに来るのを待ち、共に教室に向かう。 

授

業 

１ 題名や挿絵から話の内容を想像する。 

２ 朗読（ＣＤ）を聞く。 

３ 課題「お話を聞いて、おもしろいなと感じたことを交流しよう」   

４ 黒板に書かれた課題を板書する。 

５ 一人学び：感想をノートにまとめる。 

６ 友達学び：感想を発表し、交流する 

 

後 
「ことばの教室」に移動し、コーディネーターの先生と共に、今日の振

り返りをする。 

備 考 特別支援学校担任（保護者は当日は同行せず） 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 小学校コーディネーター 保護者】 

○児童の実態・配慮事項 

・突然意見を求められたり､注目を浴びたりすると緊張が強くなるため、全体の場での挨拶

や指名は避け、机間指導の際などにそっと声を掛けるような形での参加が無理がない。 

・教室への出入りは後ろからにする。 

・休み時間など自由に過ごせる時間に苦手意識があるため、業間休みを避けて授業参加する。 

・交流予定日の調子により、直接交流が困難と思われる場合は、手紙での交流をする。 

 

○活動内容 

・国語、算数の教科での授業参加を希望。 

 

 

 



【交流の様子・評価】 

・入室しようと一歩を踏み出したとき、４年生の時に同じクラスだった女の子２人が手紙を

渡しにきてくれた。一瞬戸惑い、少し時間がかかったが、手を差し出して受け取ることが

できた。 

・慣れない環境で初めのうちは緊張している様子だったが、しばらくすると周囲の大体の様

子を把握できたようだった。その頃から、学習に向かうクラスの雰囲気に導かれ、学習活

動に集中し始めることができた。 

・課題が黒板に書かれると、他の児童と同じタイミングで、自分のノートに書き写していた。 

・特別支援学校では学習を終えていた単元だったこともあり、落ち着いて学習に参加するこ

とができていた。 

・教師の問いかけに対する６年１組の児童達の発言を一生懸命な表情で聞き、発言内容を教

科書の挿絵で確認したり、語句を教科書で確かめたりする姿があった。 

・「それでは、感想を書きましょう。どうぞ。」という教師のことば掛けに応じて、他の児童

と同じタイミングで自分のノートに感想を書き始めることができた。 

・感想を書いたノートを机間指導で見た６年１組の先生に、「うんうん、ここすごくポイン

トやね。」と言われながら、ポイントとなることばに赤線を引いてもらったり、「よくわか

っとるね。」と花丸をもらったりしていた。とっさに褒めてもらえたことに対して反応が

できないながらも、ドキドキして、嬉しそうな表情を見てとることができた。 

・授業後は、ほっとした様子だった。 

・学校を出てからも、道ばたにいる猫を見てほほえんだりする余裕があった。 

・交流を終えての作文では、「（中略）６年生の教室に入るときは、去年より､緊張しなかっ

たです。授業では先生の話を聞いて､感想などを書けました。６年１組のみんなが発表を

する時、いろいろ工夫して発表していたので、びっくりしました。今日は楽しい交流だっ

たので良かったです。２学期も楽しみです。」と１１行ほどの感想を書くことができた。 

・家に帰ると、昨年以来久しぶりに会ったクラスの男の子の背が伸びていたことに気が付き

母に話していた。短い時間の教室滞在だったが、よく観察することができていて、気持ち

の余裕を感じることができた。 

・母からの連絡帳で、もらって帰ってきた交流学級の学級通信を、家庭で熟読していた様子

が伝えられた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録 

【西ブロック交流会】  

活動日時 平成２５年１０月２日（水） 

活動場所 児童福祉センター ボウリング場 

教科等 総合的な学習の時間 

単元名 西ブロック交流会 

活動のねらい 

Ａ男 

・小中学校の友達と一緒にボウリングやレクリエーション、ゲームをするこ

とができる。 

小中学校児童生徒 

・西ブロックのみんなで交流会を進めていくことができる。 

・レクリエーションにてお互いにコミュニケーション能力を育てることがで

きる。 

活動の流れ 

前 公園にて学校ごとに整列 

授

業 

１ 始めのことば（小学校児童） 

２ 自己紹介（学校ごと） 

３ ボウリング 

４ 昼食 

５ レクリエーション 

６ 終わりのことば（中学校生徒） 

後 各学校にて解散 

備 考 
Ａ男担任 保護者同行 

同ブロック地区の特別支援学級の小学生も参加する 

事前の打ち合わせ【Ａ男担任 中学校担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・児童福祉センターからボウリング場までの移動に注意する。 

・新しい環境では、気分が高まって一人で校舎内を徘徊する可能性があるため、留意する。 

・友達や担任に活動内容や方法を伝えたり、見せたりすることができる。 

 

○活動内容  

・地区の交流会ということで、小学校の特別支援学級の友達と中学校の友達と一緒にボウリ

ングやレクリエーションをする。 

・西ブロックの友達を増やすために友達作りゲームをして交流する。 

 

 

 

 

 

 

 



【交流の様子・評価】 

・集合開始時間より早く公園に着き、公園の遊具で遊んだ。その後、中学校の友達が到着し、

呼びに来てくれた。 

・特別支援学級の友達も合流し、開会式が始まると真剣に話を聞いていた。 

・自己紹介では先生と友達の支援を受けながら上手にでき、友達作りゲームも楽しく参加で

きた。 

・ボウリングでも、友達と一緒に楽しく参加できた。また、話し掛けてきた友達とも少しで

はあるが触れ合うことができた。 

・昼食も友達の後をついていき、一緒にごはんを食べる姿が見られた。 

・レクリエーションでは説明されたルールを理解してはいなかったが、友達の様子を見て一

緒の動きをしながら活動に参加していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                     

【歌遊びをしよう】  

活動日時 
平成２５年７月１０日（水）第５校時 （１３：５５～１４：４０） 

                          掃除の時間（１３：４０～１３：５５） 

活動場所 小学校 体育館（特別支援学級） 

教科等 自立活動 

単元名 歌遊びをしよう 

活動のねらい 

Ａ男 

・いつもとは違う環境や友だちを意識し、今年度も小学校の友だちと交流を 

行うことを知る。 

・歌遊びや歌やリコーダーの鑑賞をとおし、小学校の友だちと触れ合うこと 

ができる。 

特別支援学級２年生の児童 

・Ａ男と楽しく交流することができる。 

・歌遊びをとおして呼びかけたり応えたり、楽しく触れ合うことができる。 

・２つの組に分かれて、歌ったり演奏したりする。 

活動の流れ 

前 

・児童が小学校に到着すると、特別支援学級の教室に案内され移動した。 

・５校時開始前の掃除時間、特別支援学級の教室のロッカー拭きを行っ

た。 

・特別支援学級の教室へ挨拶に行くと、収穫したキュウリを分けてくれ

た。 

授

業 

１ 今日の活動内容を確認する。 

２ 自己紹介をする。 

３ 「かもつれっしゃ」「わらべうた」歌遊びをする。 

４ 「ドレミの歌」「カエルの合唱」「かっこう」の演奏を聴く。 

５ 振り返り  （メダルのプレゼントを受け取る。） 

後 
・児童が体育館玄関で、見送ってくれた。 

 

備 考 特別支援学校担任、母親同行 

事前の打ち合わせ 【Ａ男担任 小学校コーディネーター ２年学級担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・車椅子を使用している。 

・小学校との交流は昨年度に引き続き、２年目となる。楽しい時には笑顔になり、声をあげ

て笑う。賑やかな楽しい雰囲気を、感じられるように努めたい。 

○活動内容  

 ・Ａ男の関心のある曲を伝え、その中の曲を演奏していただく。 

・活動の始めに、学校の様子をカードで伝えながら自己紹介したいとお願いした。 

 ・歌遊びのふれあいあそびのため、机は必要ないことを確認する。 



【交流の様子・評価】 

・今年度 第１回目の交流となる。久しぶりの交流だったが、特別緊張している様子はなかった。 

・今回は、初めて体育館の活動として計画したが、広いスペースを使い、のびのびと動いて歌遊

びをすることができた。 

・Ａ男の大好きな「かえるの合唱」の演奏では、笑い声をあげて嬉しい気持ちを伝えることがで

きた。 

・最後の振り返りで、数人の児童が意見を発表している時に、友だちの楽しかった気持ちや元気

のよい声を感じ、Ａ男も笑顔や笑い声で応えることができた。 

・昨年は、大勢の賑やかな雰囲気に驚いてしまい、泣き出してしまうことがあったが、今年度は

泣いてしまうことは全くなく、笑顔や笑い声、楽しそうな声も時折聞かれ、穏やかに始終交流

することができた。 

・特別支援学級では、児童から優しく声を掛けてもらえ、嬉しそうな表情が見られた。  

・活動が終わると、体育館の玄関まで皆が見送りに来てくれ、最後まで声を掛けてくれた。 

・９／７に運動会があることを知り、「運動会に来てね」と声を掛けられた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                      

 【墨絵を描こう】  

活動日時 平成２５年７月９日（火）第５校時（１３：５５～１４：４０） 

活動場所 小学校 ６年１組教室 

教科等 自立活動 

単元名 墨絵を描こう 

活動のねらい 

Ａ男 

・友達の顔を見たり、話したりして楽しく関わることができる。 

・友達と同じ教室で、墨絵に取り組むことができる。 

６年１組児童 

・Ａ男のよさを理解して、話し掛けたり、手伝ったりするなど自分から関わ

ろうとすることができる。 

・お互いの作品や表現方法を見合いながら、Ａ男と一緒に墨絵に取り組むこ 

とができる。 

活動の流れ 

前 ・児童が協力して、車椅子を３階の教室まで運んでくれた。 

授

業 

１ 今日の活動内容を確認する。 

２ 墨の濃淡を活かしながら、各自画用紙に描く。 

３ 教師が友達の描き方や表現を紹介し、よさを認めながら進める。 

４ 振り返りをする。 

 

後 

・児童が協力して、車椅子を１階の廊下まで運んでくれた。 

・特別支援学級の教室へ挨拶に行くと、収穫したきゅうりを分けて 

くれた。 

備 考 特別支援学校担任、保護者同行 

事前の打ち合わせ 【Ａ男担任 小学校コーディネーター ６年１組担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・車いすを使用している。 

・小学校へ行くのは４年生以来である。 

・楽しい時には笑顔になり、声をあげて笑う。大勢の友達との会話など、楽しい雰囲気づく

りに努めたい。 

 

○活動内容  

 ・教師と一緒に筆を持ち、Ａ男の腕の動きによる線を描くことができる。 

 ・初めに見本となる風景画や抽象画を見せ、墨の濃淡の描き方の説明をする。 

・教師が手を添えて筆を支え、始点の位置を設定すると、A 男の手の動きで味わい深い線が描

ける。薄い墨から濃い墨へ変えながら、最後には紙をくるんでスタンプのように押す。 

・授業の感想と共に、修学旅行の壁新聞を紹介し、掲示する。 

 

 



【交流の様子・評価】 

・久しぶりの訪問だったが、特別緊張している様子はなかった。  

・図工は３階の教室だったので、児童が数人協力して、持ち

方を工夫しながら車いすを運んでくれた。 

・図工の授業では、初めに見本となる風景画や抽象画の提示     

があり、墨の濃淡の描き方の説明があった。  

・教師が手を添えて筆を支え、始点の位置を設定すると、Ａ

男の手の動きで味わい深い線が描けた。薄い墨から濃い墨

へ替えながら、最後には紙をくるんでスタンプのように押

した。スタンプの様子を交流校の先生が児童に紹介すると、

「おぉ、すごい！」など感嘆の声があがった。 

・授業後、何人かの児童がＡ男の周りを囲んで話しに来てく

れた。Ａ男の絵をみんなに見せると「かば？」「実がなっ

てる？」など、話が盛り上がった。 

・教室の温度が高く、次第に集中力がなくなっていったが、

教師と一緒に筆をもち、最後まで取り組むことができた。  

・最後に、修学旅行の様子を壁新聞にしたものを、自己紹介代わりに渡した。  

・１階までは再び児童が車いすを降ろしてくれた。「またね」と次の機会に期待をこめて、挨拶

をして別れた。 

・特別支援学級の友達に挨拶をしようと訪ねると、元気な笑顔で迎えてくれた。お土産にと、収

穫したての大きなキュウリをおすそわけしてくれた。  
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 【いっしょにうたおう ならそう】  

活動日時 平成２５年６月１２日（水）第５校時（１３：５５～１４：４５） 

活動場所 小学校 ２年１組教室 

教科等 自立活動 

単元名 いっしょにうたおう ならそう 

活動のねらい 

Ａ子  

・居住地の学校の子どもたちとふれあう 

・多人数での活動や普段とは違う場所（学校）を体験する。 

２年１組児童 

・Ａ子の良さを理解し、自分から関わろうとすることができる。 

・Ａ子と一緒に歌唱や演奏を楽しむことができる。 

活動の流れ 

前 クラスの代表２名が玄関までＡ子を迎えに行き、教室へ案内する。 

授

業 

１ 挨拶をする。 

２ 歌唱・器楽「かえるのがっしょう」「かっこう」「ドレミのうた」 

「てのひらをたいように」 

３ 手紙の交換 

後 教室出口で挨拶をして別れる。 

備 考 特別支援学校担任 保護者 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 小学校２年生担任】 

○児童の実態・配慮事項 

・音楽は好きで、簡単なフレーズを覚えて歌ったり、右手を高く振り上げて指揮をしたり

して楽しむ。 

・初めてのことに対して緊張や不安を感じることがあるため、事前に曲目を教えてもらい、

練習してから交流に臨めるようにする。 

・交流先の児童は保育園時代からの友達がほとんどである。１年生時にも居住地校交流を

行っており、友達に会えることを楽しみにしている。 

 

○活動内容 

 ・音楽の授業を交流の場とする。（曲目は事前に打ち合わせる） 

 ・Ａ子も歌ったり何か楽器を演奏したりできるように事前学習をする。 

 ・手紙については、教室に掲示できるよう四切り画用紙大で作成する。 

 ・通信等の間接交流については、保護者に確認する。 



【交流の様子・評価】 

・事前学習では、友達へのメッセージを自分で考えて書いたり写真を選んだりして意欲的に

取り組んだ。 

・教室に入ると、小学校の友達も「Ａ子さん」「こんにちは」と言葉を掛けてくれ、Ａ子に

会えるのを楽しみにしていたようだった。 

・Ａ子は、教卓横にて友達と向かい合って授業を受けた。大きな声で元気に歌ったり踊った

り鍵盤ハーモニカを鳴らしたりする友達の姿がとっても楽しいようで、一人一人の顔を順

番に見ながら歌や演奏に聴き入っていた。普段は大きな音が苦手なのだが、この時は友達

の元気で明るい音楽が面白かったようで、音の大きさは気にならない様子であった。Ａ子

は、学校から持ってきた鈴とカエルの形のギロを友達の演奏に合わせて鳴らしたり、右手

を振って指揮をしたりして参加した。「てのひらをたいように」では、友達と手をつなぎ、

円になって歌った。友達の笑顔に囲まれて、Ａ子もうれしそうに笑っていた。 

・小学校の友達と手紙を交換した。その手紙を担任がＡ子と一緒に見ながら、小学校の友達

の名前を読み上げた。Ａ子は、呼ばれた友達の顔を確かめ、手を振ったり笑いかけたりし

ていた。仲良しの友達を見つけると、うれしそうに名前を呼んでいた。Ａ子からの手紙は、

１学期の様子の写真やメッセージを書いたものであった。友達からは写真について、たく

さん質問が出た。Ａ子が一つずつ答えると、「すごいね」「いいなぁ」など声が上がり、Ａ

子もうれしそうだった。 

・交流に付き添った父親は、昨年度の交流では、Ａ子が仲良しの友達との再会に驚いて泣い

てしまったことがあったが、今回は自分から話もできたと喜んでいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                     

【なかよくなろう】  

活動日時 平成２５年１１月２７日（水）第２校時（９：２５～１０：１０） 

活動場所 小学校 特別支援学級教室 

教科等 自立活動 

単元名 交流会をしよう 

活動のねらい 

Ａ男 

・自分の思いを伝えながら、友達と一緒に活動することができる。 

特別支援学級児童 

・居住地校交流で来校する特別支援学校のＡ男と触れ合うことで、相手の気

持ちを考えた行動をとる態度を養う。 

活動の流れ 

前 職員室や校長室で挨拶をした後、友達と一緒に教室へ移動する。 

授

業 

１ Ａ男のことを知る。（普段頑張っていることを、準備した絵や写真

を使って、Ａ男と特別支援学校担任が一緒に発表する。） 

２ クイズに挑戦（今日の活動がクイズになっており、Ａ男と友達とで

一緒に問題を解く。） 

３ 作って食べよう（クイズの答え：『ポップコーン』Ａ男と友達が一

緒にポップコーンを作って食べる。） 

４ 振り返りをする。 

後 駐車場でお礼を言って別れる。 

備 考 Ａ男担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ男担任 小学校コーディネーター 保護者】 

○児童の実態・配慮事項 

・活動内容：調理活動、食べること、ポップコーンも大好きなので、事前に内容を知らなく

ても、調理が始まれば活動に参加できると思う。 

・クイズの内容について、５までの数どうしの足し算、引き算ならＡ男が自分で考えて解く

ことができるが、間違えることを嫌がるので、担任と一緒に問題を解かせてほしい。 

・授業のはじめに、いま学校で頑張っていることを発表させてほしい。 

・前回同様とても楽しみにしているが名前は忘れているので、初めに自己紹介をしてほしい。 

 

○その他 

・前回と同じ時間帯で行ってほしい。 

・ポップコーンがクイズの答えになっているので、ポップコーンを作るということはＡ男に

は内緒にしておいてほしい。 

 



【交流の様子・評価】 

・駐車場では緊張していて保護者の陰に隠れるようにして歩いていたが、玄関で友達に会う

とすぐに緊張がとけて、前回と同様Ａ男と友達とで会話を楽しんでいた。 

・クイズでは、Ａ男の苦手な計算問題に挑戦したが、落ち着いて取組み正解することができ

た。 

・ポップコーンを作るときには、友達と一緒にコーンを入れたり、パチパチとはじけるコー

ンをじっと見たりしていた。 

・ポップコーンができあがると飲み物を用意しようと思ったようで、友達と２人で紙コップ

を持って行き、水を汲んでいた。Ａ男の担任が「みんなの分も持って行こう」と言葉掛け

をすると、保護者や教師の分も持って行って渡していた。 

・食べるときには「塩加減はどうかな？おいしい？」と聞かれると「おいしい、最高！」と

言いながら食べていた。自分で「おかわりください」と伝えておかわりをする様子も見ら

れた。 

・「たくさんできたから、お土産に持って帰ってね」と、ポップコーンを渡されると「やっ

たー！（特別支援）学校の友だちと一緒に食べるよ」と言い、嬉しそうに受け取っていた。 

・帰りには「また会おう」と言って別れた。「次はいつ？」と、次回の交流が楽しみで仕方

がないといった様子であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交流記録                       

【獅子舞】  

活動日時 平成２５年６月２５日（火）第５校時（１４：００～１４：４５） 

活動場所 小学校 体育館 

教科等 特別活動 

単元名 獅子舞 

活動のねらい 

Ａ男 

・地域の同学年の児童と楽しく関わる。 

・太鼓の響きや獅子舞のにぎやかな様子を感じて、楽しく活動する。 

小学校児童 

・Ａ男に自分から関わり、楽しく交流する。 

・Ａ男と一緒に獅子舞や太鼓の演奏を楽しむ。 

活動の流れ 

前 体育館へ移動をする。 

授

業 

１ Ａ男の紹介をする。（写真を使って、授業や修学旅行の様子の紹介) 

２ グループに分かれて、獅子舞・笛・太鼓の練習をする。（好きなグ 

ループを見学したり、一緒に楽器や獅子舞を触ったりする。） 

３ みんなで通し練習をする。 

４ 振り返り、最後の挨拶をする。 

後 玄関まで見送ってもらう。 

備 考 特別支援学校担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ男担任 小学校コーディネーター】 

○児童の実態・配慮事項 

 ・車いすを使用している。てんかんの発作があるが、発作がないときは十分に活動させて

あげたいという保護者の願いがある。 

 ・動きを制限されることや自分の意にそぐわないことに取り組むことが苦手で、自分の頭

をたたいたり相手をつねったりして怒ることがある。 

 

○活動内容 

・学期に１回程度の交流を行いたい。縦割りなどの他学年とも関わることができる活動や、

業間休みなどの自由な交流ができる時間もあるとよい。 

・太鼓・マラカスなどの音の響きや振動がある楽器を使った活動をしたい。 

 



【交流の様子・評価】 

・行く前からとても楽しみにしており、小学校へ向かう車の中では、声を出して笑ったり踊った

りして嬉しい気持ちを表現していた。 

・体育館に着くと、すぐに小学校の児童が「Ａ男くん来たよ」と出迎えてくれ、車いすを押して

中まで案内してくれた。大勢の友達がいる、にぎやかな雰囲気を感じ、Ａ男は車いすに姿勢よ

く座り、笑顔を見せていた。  

・Ａ男の担任が、修学旅行で名古屋に行ったことを写真を見せながら紹介すると、小学校児童は

「へぇー」「いいなぁ」と反応していた。Ａ男もみんなの様子を感じてか、嬉しそうな表情を

していた。 

 

・笛や太鼓の練習時間には、練習の様子をじっと見つめ、音色や振      

動を感じている様子が見られた。たたいている太鼓に、自分から  

手を伸ばして触り、その振動を楽しんでいた。 

 

 

・獅子の練習の様子にも目を向け、獅子の動きや、口を鳴らすとき  

の音、振動を楽しんでいるようだった。獅子の練習をしている小  

学校の児童たちが、獅子の口でＡ男の頭や手を噛むと、にこにこ 

笑いながら、手で振り払って、またやってもらって…のやりとり  

を何度か楽しんでいた。 

 

・小学校の児童は、帰るときにも自然に玄関まで車いすを押してく  

れ、「またね」と声を掛けたり握手をしたりしてくれた。 
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【Ａ子との交流会】 

活動日時 平成２５年７月９日（火）第２校時（９：３０～１０：１５） 

活動場所 小学校 ホール ２年１・２組教室 

教科等 特別活動 

単元名 Ａ子との交流会 

活動のねらい 

Ａ子  

・居住地の学校の子どもたちと触れ合う 

・多人数での活動や普段とは違う場所（学校）を体験する。 

２年１・２組児童 

・Ａ子さんのよさを理解し、自分から関わろうとすることができる。 

・Ａ子さんと一緒に歌唱や演奏を楽しむことができる。 

活動の流れ 

前 小学校２年生の担任に迎えられ、活動場所へ向かう。 

授

業 

１ はじめのことば 

２ 歌「とんぼのめがね」 

３ Ａ子さんから手紙渡し 

４ ２年１・２組教室案内 

５ プレゼント渡し 

６ 歌「さんぽ」 

７ 感想発表 

８ おわりのことば 

後 ２年生児童全員で玄関まで見送り。 

備 考 特別支援学校担任と保護者が同行 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 小学校教頭】 

○児童の実態・配慮事項 

・音楽が好きで、歌に合わせて声を出したり楽器を鳴らしたりする。 

・体調によっては途中で仮眠を取ることもあるので、実施時間や内容を考えたい。 

・車いすでの移動や活動では、Ａ子や周りの児童に怪我のないよう十分気を付ける。 

○活動内容 

 ・Ａ子の好きな曲「とんぼのめがね」「さんぽ」を歌う。 

 ・２年生の各教室を探検して、普段の雰囲気を知る。 

 ・手紙については、教室に掲示できるよう四切り画用紙大で事前に作成する。 

 ・通信等の間接交流については、保護者に確認する。 

○その他 

 ・歌「とんぼのめがね」「さんぽ」のときに、楽器を鳴らして楽しめるよう、タンバリンや鈴、 

オーシャンドラム、マラカスなどを準備する。 



【交流の様子・評価】 

・小学校に着き、小学校の友達に会うと少し緊張した様子であった。はじめのことばから手

紙渡しまでは、母に体を支えられながら床に座って参加した。「とんぼのめがね」では友

達の歌に耳を傾けたり、Ａ子も「あ～あっあ～」と歌う姿が見られた。 

・教室案内からプレゼント渡しでは、２年１・２組それぞれの教室に入り、友達一人一人か

ら手紙を受け取った。Ａ子はカラフルに色が塗られた手紙が気に入ったようで、じっと見

入っていた。手紙を受け取りながらハイタッチをすると、小学校の友達もうれしそうに笑

っていた。２年１組の教室には、Ａ子の机が置かれていた。担任の先生が机をＡ子に紹介

すると、Ａ子は手を伸ばし、何度も掌で机を触っていた。 

・校内を移動するときは、小学校の友達が車いすを押してくれた。どの子も自分が車いすを

押したいと殺到して、Ａ子の車いすを先頭に大きな行列となって移動した。中には、列の

前で七夕飾りを振り、Ａ子に見せてくれる児童や露払い役を務める児童もいて、大変にぎ

やかな雰囲気であった。 

・「さんぽ」からおわりのことばは、ホールに戻って活動した。「さんぽ」の歌は、小学校の

友達は鈴やカスタネットを演奏し、Ａ子はオーシャンドラムを鳴らしながら歌った。Ａ子

もとても楽しそうで、大きな声で歌っていた。感想発表では、たくさんの友達が「Ａ子さ

んが楽しそうでうれしかった」と話してくれた。「去年の交流ではＡ子さんは泣いていた

けれど、今年は泣かなかったからよかった」「１年生でも２年生でも会えたから、３年生

でも会いたい」と話す児童もいた。Ａ子が帰るときには、また「さんぽ」を歌いながら車

いすを押して盛大に見送ってくれた。 

・昨年度からの引き継ぎや保護者の希望により、Ａ子の体調のよい午前中の早い時間帯に交

流会を設定した。第１回目の今回は、緊張や活動する中での疲れはあったものの、泣いた

り途中で眠ったりすることなく最後まですごすことができた。時間帯への配慮や、母がお

もちゃを用意してくださったおかげであると感じている。 

・小学校の児童の中には、母に話し掛けてくる児童がいた。母が担任の先生に伝えたら、普

段は引っ込み思案な子のようで、「普段の生活では見られない一面に驚いた」と話してい

た。Ａ子、小学校の児童ともに、いろいろな刺激を受けた交流会であったと感じた。 
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【フルーツバスケットのカードを作ろう】  

活動日時 平成２５年６月２４日（月）第３・４校時（１０：００～１２：１５） 

活動場所 小学校 ５年生教室 

教科等 特別活動 

単元名 Ａ子と交流をしよう 

活動のねらい 

Ａ子 

・友達と関わりながら、カードを作ることができる。 

・友達と一緒にゲームをすることができる。 

小学校５年生児童 

・Ａ子に自分から関わろうとすることができる。 

・Ａ子と一緒にゲームを楽しむことができる。 

活動の流れ 

前 休み時間に一緒に遊ぶ。 

授

業 

１ カード作りの説明を聞く。 

２ カードを作る。 

３ フルーツバスケットをする。 

４ いすとりゲームをする。 

後 職員室まで見送りをする。 

備 考 Ａ子担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 小学校コーディネーター】 

○児童の実態・配慮事項 

・友達の様子を見て、同じようにまねをすることができる。 

・枠の中を色鉛筆やクレヨンを使っておおまかに塗ることができる。 

・線の少し外側をはさみで切ることができる。 

【交流の様子・評価】 

・休み時間からの交流ということで、友達が職員室まで迎えに来てくれ、一緒に砂遊びなど

を楽しんだ。 

・昨年までの交流では、Ａ子と仲のよいＢ子が一緒に活動してくれていたが、今回の交流ク

ラスにはＢ子がいなかったため、Ｃ子がＡ子と一緒に活動してくれた。Ｃ子の隣の席だっ

たこともあり、Ｃ子の様子を見たり、Ｃ子からアドバイスを受けたりして同じようにカー

ドを作ることができた。 

・どの子もＡ子のことを知っており、多くの友達が関わりに来てくれた。 

・写し絵の道具を借りたり、クレヨンを貸したり、「かして」「いいよ」のやりとりをするこ

とができた。 

・色鉛筆で写し絵をし、はさみで切って、のりで貼る活動だったため、ほぼＡ子１人で行う

ことができた。 

・フルーツバスケットは難しく、名前を呼ばれても意味が分からないため、立てなかったり、

座れなかったりもしたが、その都度クラスの友達が声を掛けてくれた。 

・交流後はクラスの友達とハイタッチをしたり、抱きついたりするなど、Ａ子と別れを惜し

む姿が見られた。 
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【Ａ男との交流会】  

活動日時 平成２５年１１月２２日（金）第３・４校時（１０：１０～１２：０５） 

活動場所 小学校 ５年生教室（３校時） 特別支援学級教室（４校時） 

教科等 特別活動 

単元名 Ａ男と一緒に楽しい会をしよう 

活動のねらい 

Ａ男 

・友達と関わりながら、一緒にレクリエーションを楽しむことができる。 

小学校 ５年生児童 

・Ａ男に自分から関わろうとすることができる。 

・Ａ男と一緒にレクリエーションを楽しむことができる。 

活動の流れ 

前 

（３校時）校長室にて、小学校

担任からの説明を聞く。迎えに

来てくれた友達と一緒に移動。 

（４校時）特別支援学級の友達の案内

で椅子に座った後、会話を楽しむ。 

授

業 

１ 開会式では、Ａ男も話す場

があり、しっかり思いを話

した。 

２ レクリエーション 

・フルーツバスケット 

・いすとりゲーム 

・助け鬼 

・Ｓけん 

３ 閉会式では、感想発表で、

Ａ男も十分に楽しめたこ

とを伝えることができた。 

１ 挨拶 

２ レクリエーション 

・説明を聞く。 

・まとあてゲーム 

３ 感想を発表し合う。 

４ 一緒にダンスを楽しむ。 

５ 挨拶 

 

後 アーチを作って見送り。 見送りをする。 

備 考 Ａ男担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ男担任 小学校コーディネーター】 

○児童の実態・配慮事項 

・誰にでも気さくに話し掛けることができる。 

・簡単なゲームのルールを理解し、楽しむことができる。 

・本交流会は、小１から続けており、お互いが自然な雰囲気で関わり合うことができる。 

・本年１学期には、運動会に行っている。（弟が在校生） 

・交流会を大変楽しみにしている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交流の様子・評価】 

◇３校時：同学年の友達との交流会 

・交流会直前の小学校担任の説明を聞く際、「よろしくお願いします」と挨拶することがで

きた。 

・迎えに来てくれた友達の言葉かけに、直ぐに立ち移動することができた。 

・開会式では、指定された椅子に座り落ち着いて参加することができた。 

 自分の発表の際に、交流会を楽しみにしていたことや同級生（交流には不参加）が頑張っ

て学習していることを伝えることができた。 

・レクリエーションでは、ルールの理解は不十分であったが、同学年の友達の言葉かけに素

直に従い参加する中で、少しずつやり方を覚え楽しんで参加していた。 

・「助け鬼」が楽しかった様子で、その理由を尋ねると、「一緒に思いっきり走れたのが楽し

かった」と答えた。 

・同学年の友達一人一人の思いやりが嬉しかった。帰宅後、家族に楽しかったことを報告し

ていたそうである。次回の交流会も楽しみにしていた。 

◇４校時：特別支援学級との交流会 

・入室後、直ぐに会話を楽しむことができていた。 

・「まとあてゲーム」では、手本を見た後、やり方を理解し参加することができた。 

・活動の中で、自分の思いを率直に言い表す（うれしい、楽しい、すごい等）ことができ、 

 場が和むことがよくあった。 

・感想発表では、具体的にボールが的にくっつくところが面白かったことや、友達と一緒に

活動できたことが楽しかったと話すことができた。 
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【獅子舞の練習を見よう】  

活動日時 平成２５年６月２５日（火）第５・６校時（１４：００～１５：３０） 

活動場所 小学校 体育館 

教科等 特別活動 

単元名 地域の方から獅子舞を教えてもらおう 

活動のねらい 

Ａ子 

・自分から友達に近づくことができる。 

・友達からの誘いを受けることができる。 

小学校５年生児童 

・自分からＡ子に関わろうとすることができる。 

・Ａ子のことを気にかけながら活動することができる。 

活動の流れ 

前 体育館へ行く。 

授

業 

１ Ａ子のことを紹介する。 

２ グループに別れて練習している様子を見学する。 

後  

備 考 Ａ子担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ子担任 コーディネーター 保護者】 

○児童の実態・配慮事項 

・じっと座っていることは難しく、歩き回ったり、母親や担任の膝に乗ったりすることがあ 

る。 

・名札や鍵が大好きで、すぐに触りに行く。鍵はポケットに手を入れて探すこともある。 

・獅子舞は、怖がる可能性もある。 

・太鼓をたたくこともあるが、長い間たたくことは難しい。 

【交流の様子・評価】 

・久しぶりの交流で最初は座っていたが、名札を見つけるとすぐに友達の所まで走って行こ

うとした。（授業の導入時だったため止めた。） 

・各グループに別れた後は、笛グループに行き、友達の演奏を隣で聴いた。太鼓グループで

は、太鼓を貸りたが、興味がないようでその場を離れていった。 

・獅子舞グループでは、グループの一番前に座って見学したり、友達から獅子舞やバケツを

借りて並べたりした。時間が経つと友達の方からＡ子に関わりにくる姿が増えた。 

・名札を頻繁に触ったが、みんなＡ子のことを理解しており、嫌がらずに触らせてくれた。 

・休み時間には、女の子達がＡ子のところに集まり、一緒に廊下へ出て関わる姿が見られた。 

・６時間目には、疲れが出てきたのか、眠そうにしていた。そのため、予定を早めに切り上

げ交流を終えた。 
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【修学旅行】 

活動日時 平成２５年１０月２４日（木）・２５日（金） 

活動場所 ＪＲ駅→京都→奈良（泊）→小学校（観光バス） 

教科等 特別活動（学校行事） 

単元名 「修学旅行」 

活動のねらい 

＜Ａ子＞ 

・京都・奈良の遺跡や文化財を見聞し、日本の歴史や文化についての興味の

幅を広げる。 

・仲間の中で自分の役割を果たし、集団行動を行うことを通して、社会生活

における望ましい行動の仕方を学ぶ。 

・交流校の友達と触れ合いながら、楽しく活動に参加する。 

＜６年生＞ 

・京都･奈良の歴史や文化に触れ学習に役立てる。 

・班･学級･学年の一員としての自覚を持ち、自分たちで考えて行動できる力

をつける。また、自分の役割を果たし、仲間と協力して行動する。 

・公衆マナーを守るとともに、行く先々での人々との触れ合いを大切にする。 

・７９人で思い出深い修学旅行にする。（共感・共働・共鳴） 

活動の流れ  

１ 出発式（ＪＲ駅） ※ 独自の出発式も実施 

２ ＪＲ電車・新幹線で移動（ＪＲ駅 → 名古屋駅 → 京都駅） 

３ グループ別タクシー研修  ※ 部分的に独自の研修コースも設定 

４ 近鉄電車で移動（近鉄京都駅 → 近鉄奈良駅） 

５ 旅館（食事、宿泊、買い物） 

６ グループ別見学（東大寺、奈良公園）（法隆寺） 

７ 観光バスで移動 

８ 小学校（到着式） ※独自に到着式を設定 

備 考 各々の目的をもち、小学校７８人の修学旅行と同行。 

事前打合せ【Ａ子担任 部主事 小学校校長 ６年生担任 コーディネーター 引率教員】 

５年生まで特別支援学級に在籍した経緯から、５月に修学旅行への参加の誘いをいただ

き、同じ行き先で計画していた本校及び保護者の思いも一致し、双方の修学旅行の目的をも

ちながら同行することで、交流の目的にも迫ることができるように計画を進めることになっ

た。事前に学校間で３回の打ち合わせ会を行い、日程及びＡ子の配慮事項、目的、参加の仕

方等についての確認を行った。 

 

○児童の実態・配慮事項 

・初めての活動や周りの騒々しい雰囲気に不安定になることがある。そのため、校外の初め

ての場所での泊を伴った活動で、今まで経験したことのない様々な活動のある修学旅行に

当たって、学校での事前学習と交流校での事前学習を積み上げて、修学旅行に見通しをも

ち、小学校の友達との活動を期待しながら主体的に参加できるようにする。 

・無理なく参加するために、全ての活動を同じくするのではなく、Ａ子の修学旅行の目的を 

達成するために部分的にＡ子の興味・関心のある活動の時間やクールダウンできる時間を 



設ける。 

・仲のよい友達を支えにして活動に参加しながらも、他の友達とも関われるようにする。 

○活動内容  

・一日目は、特に仲のよい友達のいるグループ（１組１班）と活動する。 

・二日目は、地域の子ども会等でも関わりのある友達のグループ（２組１班）と活動する。 

○その他 

・職員はできる限り支援を減らし、友達との自然な関わりがもてるよう見守る。 

【交流の様子・評価】 

１ 交流の様子 

○７回の修学旅行事前学習参加の様子 

・１回目は、うれしい気持ちを表す一方、不安感も表し、同学年の親戚の女児と寄り添うよ

うにして参加していたが、回数を重ねるうちに、一人でも友達の中に入っていけるように

なった。同学年の友達と一緒に活動することに喜びを感じることができ、活動中は見守る

だけで、落ち着いて集団（小集団）の中での活動を行うことができた。 

・交流校の先生方に自分から大きな声で挨拶ができるようになった。 

・１組や２組、どちらの教室にも入り活動に参加したが、声を掛けてくれる友達がいること

で、楽しく参加することができ、次の活動や修学旅行への意欲が高まった。 
 

○修学旅行当日の様子 

・朝から元気に集合場所に来て、不安感を示すことなく、出発式に臨むことができた。 

・移動の途中は、仲のよい友達に支えられ、新幹線などの乗り物を楽しむことができた。 

・タクシー研修で一部、特別支援学校だけで行った活動以外は、小学校と同一行程で活動し

たが、友達との活動に喜びを感じ、一時別行動になるという時にも、友達と離れることに

さみしい気持ちを表わすほどだった。 

・見学先では、事前に学習してきたことを思い出しながら、真剣に見たり聞いたりする姿が

見られた。 

・宿泊した旅館では、友達と一緒に楽しく過ごすことができ、不安定な状態に一度もなるこ

となく､買い物活動､入浴､就寝準備等を行うことができた。夜も初めて集団の中でぐっす

り眠ることができた。 

・２日間を通し、集団や公共の場でのマナーを守りながら、落ち着いた状態で、最後まで友

達との活動を楽しむことができた。 
 

○修学旅行の事後学習参加の様子 

・係（掃除係）に分かれての反省会と全体での反省会に参加した。係の反省会では、「部屋

をきれいに使えた」と反省を述べることができ、本人なりの満足感を得ることができた。 

・全体会では、班の列にしっかり並んで座り、最後まで集中して話をきくことができた。 

・先生方にも元気に挨拶（お礼）をして、学校を後にすることができた。 
 

２ 評価   

・小学校、特別支援学校通しての６年間の交流の積み上げの中で、泊を伴った二日間の行事

にも不安感を示すことなく、友達と自然な関わりをもちながら楽しく参加することがで

き、地域の仲間のよさを感じることができた。                       

・普段は経験することが少ない集団活動の中で、社会や集団でのルールを考えて過ごすこと

ができ、社会性を育むよい機会となった。 

 



交流記録                         

【七夕集会等への参加】 

活動日時 平成２５年７月２日（火）（１０：００～１３：１５） 

活動場所 小学校  特別支援学級（知的障がい）教室 

教科等 学級活動 給食  

単元名 七夕集会をしよう 

活動のねらい 

＜Ａ男＞ 

・七夕集会などの活動に、担任と一緒に参加し、集団の楽しい雰囲気を感じ

ることができる。 

＜特別支援学級児童＞ 

・友達が来ることを楽しみにし、役割を果たして、気持ちのよい時間を過ご

すことができる。 

活動の流れ 

・小学校の雰囲気に慣れ、特別支援学級教室へ入る。 

 （特別支援学級の友達や先生、支援員の方に挨拶をする） 

１『七夕集会』(２年生を招いての活動) に参加する。 

・短冊に願いごとを書いて、笹竹につける。 

・「七夕さま」の歌をみんなと一緒に歌う。 

※ ゆったりとした時間を設ける。（気持ちを落ち着かせる） 

２「給食」を特別支援学級の友達と一緒に食べる。 

「昼休み」を学校の友達（特別支援学級・６年生）と一緒に過ごす。 

・友達や先生、支援員の方に挨拶をして、小学校を出る。 

備 考 Ａ男担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ 【担任、小学校コーディネーター】 

○児童の実態・配慮事項 

・初めての場所や初めて行うこと、大きな音や騒々しさなどに抵抗があり、活動への直接の 

参加が難しいことも考えられる。交流途中に気持ちを落ち着かせる時間を設けることも場 

合により必要となる。 

 

○活動内容  

・七夕集会は、雰囲気を感じる程度で母親の近くで参加することができたらよい。給食は、

特別支援学級の友達とできるだけ一緒に食べるようにするが、近くで担任が支援を行い、

安心して食べられるようにする。 

 

○その他 

・特別支援学校で一緒に活動している６年生の児童も一緒に交流に参加することで、より安心

して活動できるように配慮する。 

 

 



【交流の様子・評価】  

１．交流の様子 

○活動前 

・久しぶりの交流であったが、戸惑うことなく、車からすぐに降り、保護者と玄関まで向か

うことができた。 

・校長室で保護者や担任と一緒に挨拶をした後、迎えに来てくれた交流学級児童２名やコー

ディネーターの先生とも一緒に教室にスムーズに向かうこともできた。 

○七夕集会 

・２年生の児童が多く参加する「始まりの会」では、やや落ち着かない様子もあったが、「七

夕さま」の歌を聞いたり、説明を聞いたりする活動にも参加できた。 

・七夕飾り作りでは、活動グループに交じって、友達の様子を良く見ることができた。 

・「終わりの会」では、雰囲気にも少し慣れて、大変よい表情で落ち着いて参加することが

できた。 

○休み時間 

・図書室に移動し、水分補給をしたり、トイレに行ったり、本をながめたりして、ゆったり

とすごす時間を設けた。 

○給食 

・担任が横に座り、みんなと一緒の大きなテーブルで食事をとった。初めての場所であった

が、牛乳以外は好きなメニューでもあり、やや騒がしい周りの友達の様子を見つつも、一

度も立ちあがることなく自分から進んで完食することができた。 

・後片付けも、交流校の教師と一緒に行うことができた。 

○昼休み 

・特別支援学級内で過ごしているとき、交流学級児童が話し掛けてくると、後ずさりをしな

がらも見つめ続け、友達を受け入れている様子も少し見られた。休み時間でずいぶん騒が

しい教室だったが、ずっと教室内で過ごすことができた。 

 

２．評価 

・交流１回目としては、落ち着いて交流活動に参加することができた。 

・『七夕集会』は、大人数の活動で、内容も難しかったこともあり、やや落ち着きがなかっ

たが、その後の活動には、よい表情が多く見られた。 

・昼休みに何気なく特別支援学級の友達が声を掛けてくれたときも、多少とまどいを見せつ

つも、よい表情で受け入れている様子がうかがえた。 

・初めて交流校で特別支援学級の友達と給食を食べる活動を体験したが、ほとんど不安定な

状態になることなく、落ち着いて友達と一緒に食事をとることができた。 

・次回も同じような日程で特別支援学級を中心に交流ができるとよいと考える。 
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【交流会をしよう】  

活動日時 平成２５年１２月１２日（木）第２校時（９：２５～１０：００） 

活動場所 小学校 体育館 

教科等 学級活動 

単元名 交流会をしよう 

活動のねらい 

Ａ男 

・友達と一緒に、簡単なゲーム遊びに参加することができる。 

・友達の方を見たり、話を聞いたり、簡単な返事をしたりしながら関わるこ

とができる。 

小学校２年生児童 

・相手のことを考えた行動をとる態度を養う。 

・互いのよさを認め合い、望ましい人間関係を作ろうとする態度を養う。 

活動の流れ 

前 体育館に入場し、クラスの列に入る。 

授

業 

１ はじめのことば 

２ ゲームの説明 

３ ○×ゲーム 

４ 貨物列車 

５ 感想(小学校児童) 

６ Ａ男の話 

７ おわりのことば 

後 友達に案内され、教室へ移動する。 

備 考 Ａ男担任 保護者同行 

事前の打ち合わせ【Ａ男担任 学年主任 小学校コーディネーター】 

○児童の実態・配慮事項 

・小学校には保育園の時の同級生が在籍しており、交流することをとても楽しみにしている。 

・はじめは、恥ずかしがったり緊張したりする。 

・簡単なゲームのルールを理解して、教師や友達と一緒に活動に参加することができる。 

・「おはよう」「ありがとう」「なに？」など、簡単な言葉のやりとりをすることができる。 

 

(小学校より) 

・どの学級の児童も交流をとても楽しみにしているため、学年集会という形で、学年全体で

交流ができるようにしたい。 

・学期ごとに、交流会のリーダーを変え、児童が中心となってゲーム遊びを考えるようにし

ている。(活動内容が重複することもある) 

 



【交流の様子・評価】 

・体育館に行くまでは、保護者の後ろに隠れたり下を向いたりして恥ずかしそうにしていた

が、入場してクラスの列に入ると、自然と笑顔になった。 

・「おはよう」と声を掛けられると、初めは小さい声で照れながら「うん」と言っていたが、

しばらくすると、友達の顔を見て、指差しをしたり、名札を見て名前を呼ぼうとしたりし

て、前回の交流より積極的に関わろうとする姿が見られた。 

・活動内容が前回とほぼ同じだったので、Ａ男にとっては見通しをもって活動に参加しやす

かった。最初から最後までずっと笑顔で楽しむことができた。 

・○×ゲームでは、お題が出されると、Ａ男の周りに何人もの友達が集まり、「○？×？」

と聞いてくれたり、「○だよ」と引っ張っていってくれたりする姿が見られた。 

・貨物列車では、周りの友達がじゃんけんをしている様子を見て、一緒にじゃんけんに参加

したり、友達の肩につかまって体育館を移動したりしながら、よりたくさんの友達と関わ

ることができた。 

・急きょ、最後にＡ男が話をすることになった。教員と一緒に、「楽しかったです」「ありが

とうございました」「３学期もおねがいします」と、大きな声で堂々と言うことができた。 

・これまでは、保育園が同じだった友達と一緒にいることが多かったが、それ以外の友達も

よく声を掛けてくれるようになった。今後さらに友達の輪が広がっていくとよい。 

・Ａ男の返事がゆっくりだったり、声が小さくて伝わりにくかったりする場面も見られたた

め、○×カードやじゃんけんカードのようなものを用意する。 

 

 

 

 

 


