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『レポート課題集』の構成

●2017年度は下記を参照してください

Ａ社福・精保指定科目編，Ｂ共通基礎・福祉専門編，Ｃ心理専門編……2017年冊子版を発行（ＰＤＦ版
も通信教育部ホームページに掲載）
Ｄ特別支援編……2017年ＰＤＦ版を通信教育部ホームページに掲載（または2015年冊子版を参照のこ
と。ただし一部変更あり）
Ｅ2008年度以前入学者科目 社会福祉士指定科目

および

Ｆ高等学校福祉科教員免許状関連科目……

2015年ＰＤＦ版を通信教育部ホームページに掲載（または『レポート課題集2014（心理・教職編）』
を参照のこと）
この冊子に掲載されていない科目の掲載冊子・ページは，他の『レポート課題集』の冒頭の「科目別索
引」でさがしてください。

『レポート課題集』の活用方法
●単位数
単位修得方法にそって，レポートや試験が合格すると得られる，科目ごとに定められている単位数につ
いて，法令では 1 単位あたりの学習時間は45時間（ 2 単位科目90時間・ 4 単位科目180時間）と定められ
ています。
通信教育部では，①教科書や参考文献を読んだり調べたりする時間，②学習内容について理解する時
間，③レポートをまとめる時間，④スクーリングを受講する時間とその予習復習の時間，⑤科目修了試験
の学習時間・試験時間などを確保して学習を進めていってください。
●履修方法
各科目の単位修得方法を表します。
「R：レポート＋科目修了試験」
「SR：スクーリング＋レポート」
「RorSR：RかSRを自分で決める科目」「S：スクーリングのみ」となります。『学習の手引き』ｐ. 4 （ま
たはｐ. 2 ）で確認ください。
●配当年次
履修登録・学習ができる年次を記載しています。たとえば，
「 1 年以上」と記載のある科目は， 1 年生
以上（ 2 ～ 4 年生含む）の方が履修登録できます。
●担当教員
担当教員欄は，主としてレポート添削指導をおこなう教員名を提示しています（ただし，S科目はス
クーリング担当教員）。スクーリング担当教員は受講会場により異なる場合があります。なお，「心理学概
論」などのレポートは添削指導員が担当します。
●到達目標
各科目の学習を通じて，身につけてほしい目標を示しています。意識して学習を進めてください。
●在宅学習のポイント
主に教科書を読むポイントを多くの科目は15回に分けて説明をしています。一部の 4 単位の科目は30回
に， 1 単位の科目は 8 回などに分けられています。ポイントを参考に，教科書を読んでいってください。
このポイントを身につけられれば，その科目の要点は充分理解したことになりますので，自信をもってく
ださい。
テーマ部分の（

）内は現在使用している教科書の章立てまたはページ数です。過去の版や教科書を

所持している方は当てはまりませんが，ポイントの箇所をさがして読んだり自分で調べたりしていきま
しょう。
一部科目で，参考図書の内容が含まれる場合もあります。参考図書を読み，文献に掲げることが必須の
科目もありますので，レポートのアドバイス欄で確認をお願いします。それ以外の科目は参考図書を読む
ことは必須とはしていません。学習内容を深めたい場合は，教科書とともに参考図書を読むことをお奨め
します。また，先生が掲げた以外の参考図書の活用も大丈夫です。
●レポート課題
皆さんの学習の成果を先生に提出するものがレポートです。下記の「アドバイス」をよく読み，まとめ
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てください。レポートの書き方は『学習の手引き』 6 章を参照してください。
●アドバイス
レポートをまとめるにあたってのアドバイスが掲載されています。よく読んでレポートに取り組んでく
ださい。大半の科目のレポート評価は「レポートにおける観点別ルーブリック評価」にもとづいて行いま
す。レポートは学習の途中成果ですので，評価は自身の振り返りの材料，学習を深めるためのものとして
利用してください。
レポートにおける観点別ルーブリック評価
評価の観点

A 十分満足できる

B やや努力が必要である

C かなり努力が必要である

題意把握・
内容理解

①レポート課題そのものを理解してい ①～④のいずれか 2 つ以上が満 ①～④の 3 つ以上が不十分であ
る。②課題にそって解答がなされてい たされている。
る。
る。③答えるべきことがらの内容につい
て正確に理解している。④専門用語の意
味などについて，正確に理解している。

論理構成・
考察力

①レポートが論理的に，わかりやすく展 ①～③のいずれか 1 つ以上が満 ①～③のすべてが不十分であ
開されている。②自分なりの視点をもっ たされている。
る。
て，課題を考察している。③自分なりの
考え方が書かれていて，独創性の芽が感
じられる。

表現・
文字の正確さ

①誤字・脱字がない。②文章の主語・述 ①～③のいずれか 1 つ以上が満 ①～③のすべてが不十分であ
語が対応している。③適切な語彙を用い たされている。
る。
ている。

引用・
出典明示

引用・出典が明示され，引用した部分に 引用・出典が明示されている 引用や参考文献が用いられてい
ついては，
「
」でくくり，どこから が，表記方法が誤っている。
るにもかかわらず，明示されて
引用したのかを，著者名・『書名』・出版
いない。※教科書の出典明示も
社名・出版年（初版）・引用ページ（引
必須であるので，明記がなけれ
用の場合）を挙げて明示している。
ば当評価となる。

現実との
本学の建学の精神である「行学一如」に
関連づけ
沿って，学問的な内容を，身近な出来事
（※課題により や職場での問題，時事問題に関連づけて
要求されない （事例を挙げる等）まとめている。
場合もある）

●科目修了試験

学問的な内容を，身近な出来事 レポート内容について，現実と
や職場での問題，時事問題に関 の関連づけを行った形跡が見ら
連づけてまとめようとしている れない。
努力は伺えるが，内容が不十分
である。

評価基準

科目修了試験について，先生方からのアドバイスや評価する上での判断基準が掲載されています。とく
に指示がない場合は「在宅学習のポイント」
「到達目標」「レポート課題」と関連した内容が出題される科
目が大半ですので，ポイントをしぼって学習してください。
なお，科目修了試験の評価割合についてはとくに指示がない科目では，レポートの合格は必要ですが，
試験100％で評価されます。
「レポート30％

試験70％」などという基準が記載されている科目は担当の先

生が自身で調整をして，レポート分の点数を加味し科目修了試験の採点結果が出されます。
S科目以外でスクーリング受講の場合は，『試験・スクーリング

情報ブック』をご覧ください。

●履修方法＝Sの科目
履修方法＝Sの科目についてレポート課題はありません。教科書の有無も科目によりそれぞれですが，
本冊子に「スクーリング講義概要」が掲載されています。スクーリング事前学習・スクーリング受講・ス
クーリング事後学習により， 1 単位あたり45時間の学習時間を確保するようにしてください。
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特別支援学校教諭
免許状関連科目
新法・2・3年生以上配当科目
●教職免許状希望者への重要なお知らせ
本学では，2015年度に学部改組がなされました。教職免許
状を出す課程は文部科学省からさまざまな制約を受けている
ため，2017年度までに特別支援学校教諭一種免許状の教育
実習を終えていただき，2019年 3 月までにすべての教職科目
の 単 位 修 得 を 終 え てい ただくことをお 願 いい たします
（ｐ. 6 参照）
。
●2006年度までの正科生・入学者へ
2007年 4 月に，この部に記載の特別支援学校教諭一種免
許状取得に関する新法対応科目に変更されています。旧法
対応科目の掲載ページは下記を参照してください。ただ
し，旧法履修は2014年度以降推奨しておりません。
科目コード

科

目

名

単位数 履修方法
4

R

記載冊子・ページ数

050711

障害児教育Ⅰ

2011
（1・2年次）
ｐ.278

050712

障害児教育Ⅱ

2

R

2011
（1・2年次）
ｐ.282

050713

障害児の生理・病理

4

R

2011
（3・4年次）
ｐ.184

050714

障害児の教育課程

2

R

2011
（3・4年次）
ｐ.186

050715

障害児の指導法

4

R

2011
（1・2年次）
ｐ.285

050716

障害児教育実習の事前・
事後指導

1

SR

050905

障害児教育実習

2

本冊子ｐ.87

実習科目 本冊子ｐ.93

※科目コードは旧科目コードです。

【教員免許状取得希望の方への重要なご案内】
すでにお知らせのとおり，本学では，2015年度に学部改組をいたしました。教員免許状を出す課程は文
部科学省からさまざまな制約を受けているため，2013年 4 月の 1 年次入学者が 4 年生になる2017年度まで
に高等学校教諭一種免許状（福祉）
・特別支援学校教諭一種免許状の教育実習（福祉科取得希望者は「教
職実践演習」も）を終えていただきます。
●高等学校教諭一種免許状（福祉）取得希望の方のスケジュール
2017年 3 月まで

教育実習事前指導スクーリング受講
（※毎年 3 月のみ開講）

2017年 7 月まで
2017年 8 月まで

教育実習実施
教職実践演習（高）スクーリング受講
（※毎年 8 月のみ開講）

2019年 3 月まで

他の「教職に関する科目」「教科に関する科目」単位修得

●特別支援学校教諭一種免許状取得希望の方のスケジュール
2017年 7 月まで

障害者教育実習事前指導スクーリング受講
（※毎年 3 月・ 7 月下旬のみ開講）

2018年 2 月まで

障害者教育実習実施

2019年 3 月まで

他の特別支援教育に関する科目単位修得

【平成21（2009）年 3 月告示の新・学習指導要領について】
各科目の学習にあたっては，平成21（2009）年 3 月告示の「特別支援学校
学校 学習指導要領

解説」も参照してください（幼稚部21（2009）年度～

中学部24（2012）年度～

学習指導要領」
「特別支援
小学部23（2011）年度～

高等部22（2010）年度～実施。ただし，小・中学部においては総合的な学習の

時間，道徳，特別活動及び自立活動の指導については平成21（2009）年度より，高等部においては総合的
な学習の時間，道徳（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に限る。），特別活動及び自
立活動の指導については平成22（2010）年度より，新学習指導要領により実施）
。たとえば下記のような
変更点があります。
⑴ 現在の「自立活動」の 5 区分に「人間関係の形成」を追加し 6 区分26項目に改善。
⑵ 特別支援学校においてすべての幼児児童生徒に「個別の教育支援計画」を作成。
⑶ 知的障害・特別支援学校〔高等部〕の専門教科に「福祉」を新設。
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担当教員

2

R or SR

2年以上

辻

誠一

心理・生理・病理

ED3718

配当年次

論

科目コード

履修方法

総

障害者教育総論

単位数

※2017年11月20日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2016年度以降スクーリングは開講いたしません。
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
特別支援教育は，特別な教育ではなく，全ての教育の基礎となる「当たり前の教育」です。そして，

教育課程・指導法

※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学

「障害」とは，特別なことではなく，差別されるものでもありません。
現在，障害児者を取り巻く教育情勢は，特殊教育から特別支援教育へと姿を変え，インクルーシブ教育
実現に向け大きく変化しています。
そこで，この科目では，障害者教育の歴史を踏まえ，現在の特別支援教育の制度，障害の特性，障害者
習得するにあたっては，実際に障害者教育の場を見学するなど，障害者及び障害者教育について，体験
的に理解を深めることが大切です。また，法律の改正や教育内容方法の改善等の新しい情報についても関
心を示し理解を深めることが重要です。

実習指導・実習

教育の実際と現状について具体的に学習します。

免許状以外の領域

障害者教育総論を学ぶことは，人間の本質に迫り，「人間の生き方」理解に繋がる重要な学習です。

■到達目標
1 ）特別支援教育の理念や制度の概要について説明できる。
支 援 員

2 ）視覚障害教育，聴覚障害教育等，各障害の歴史や現状について説明できる。
3 ）視覚障害者，聴覚障害者等，各障害者の特性や具体的指導について説明できる。
4 ）特別支援学校及び小・中学校における特別支援教育の取組の実際について説明できる。
■教科書

二種免用

佐藤泰正編『特別支援教育概説 改訂版』学芸図書，2011年
（最近の教科書変更時期）2011年 4 月
■在宅学習15のポイント

1

テーマ

学習内容

学習のポイント

特別支援教育の制 ・障害とは
・特別支援教育の基本的な考え方を熟読
度
・障害児教育の歴史
し，特殊教育から特別支援教育への理
・特別支援教育制度の理念及び概
念を説明できる。
要
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福祉科・指導法

回数

回数

テーマ

学習内容

学習のポイント

特別支援教育の実 ・全国の取組の現状
際
・宮城県の取組の現状
・実施上の課題

・特別支援教育の全国の取組の現状や課
題を説明できる。

視覚障害教育

・日本及び宮城の歴史
・特性（定義や分類等）
・指導の実際

・視覚障害教育の歴史を熟読し，特性や
指導の実際を理解し説明できる。

聴覚障害教育

・日本及び宮城の歴史
・特性（定義や分類等）
・指導の実際

・聴覚障害教育の歴史を熟読し，特性や
指導の実際を理解し説明できる。

知的障害教育

・日本及び宮城の歴史
・特性（定義や分類等）
・指導の実際

・知的障害教育の歴史を熟読し，特性や
指導の実際を理解し説明できる。

6

肢体不自由（運動 ・日本及び宮城の歴史
障害）教育
・特性（定義や分類等）
・指導の実際

・肢体不自由教育の歴史を熟読し，特性
や指導の実際を理解し説明できる。
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病弱・身体虚弱教 ・日本及び宮城の歴史
育
・特性（定義や分類等）
・指導の実際

・病虚弱児教育の歴史を熟読し，特性や
指導の実際を理解し説明できる。

言語障害教育

・日本及び宮城の歴史
・特性（定義や分類等）
・指導の実際

・言語障害教育の歴史を熟読し，特性や
指導の実際を理解し説明できる。

自閉症・情緒障害 ・日本及び宮城の歴史
教育
・特性（定義や分類等）
・指導の実際

・情緒障害教育の歴史を熟読し，特性や
指導の実際を理解し説明できる。

重複障害教育

・日本及び宮城の歴史
・特性（定義や分類等）
・指導の実際

・重複障害教育の指導の実際について理
解し説明できる。

発達障害教育

・ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症 ・ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症等の定
等の定義と実態把握
義や実態把握の方法を熟読し，個別の
・個別の指導計画の作成
指導計画作成方法や指導のあり方を理
・指導の実際
解し説明できる。

2

3

4

5

8

9

10

11

12

学校現場の実際① ・指導の実際及び課題①
特別支援学校にお
※小中高等部の概要
ける教育Ⅰ
※教育課程の編成

・特別支援学校の取組概要を理解し，教
育課程編成のあり方を理解し説明でき
る。

13

学校現場の実際② ・指導の実際及び課題②
特別支援学校にお ・センター的機能
ける教育Ⅱ
・医療的ケア・進路指導

・特別支援学校におけるセンター的機能
の実際や医療的ケアおよび進路指導の
現状を理解し説明できる。

14

学校現場の実際③ ・特別支援教育の全校体制
・小中学校における特別支援教育の現状
小・中学校におけ ・通常の学級，特別支援学級及び
を理解し，概要を説明できる。
る特別支援教育Ⅰ
通級指導教室

15

学校現場の実際④ ・全国及び宮城の動向
小・中学校におけ ・指導の実際及び課題
る特別支援教育Ⅱ

8

・小中学校における特別支援教育の全国
及び宮城の動向を把握し，指導の実際
および課題を説明できる。

総

〔注〕

2009年度よりこの科目のスクーリングは 6 コマ，スクーリング単位＝ 1 単位に変更になりました。

（スクーリング単位＝ 2 単位）の科目コードをEJ3717に変更いたしましたが，学生の方にご留意いただく点は

論

 そのため，障害者教育総論（ 2 単位）の受講者で，2008年度までの12コマのスクーリングを受講済みの方
ありません。ご安心ください。

1 単位め

「知的障害者の特性と実態に応じた指導法の工夫」について具体的に述べなさい。
特別支援教育の制度を踏まえ，自分の考えを入れながら，「特別支援学校のセンター的
機能のあるべき姿」について具体的に述べなさい。

2 単位め

載の課題は2016年 3 月末で受付を締め切りました。
■アドバイス
さい。

1単位め

アドバイス

アドバイス

的な指導法の工夫を述べることが大切です。
見学した学校がある場合は，その概要と感想を追加記述してください。
障害児教育の歴史を踏まえ，特別支援教育の理念を理解し，特別支援教育の制度やセン
ター的機能を論述することが大切です。
特別支援学校のセンター的機能の取組や障害者の教育が実際どのように行われているのか

実習指導・実習

2単位め

全体的な発達の遅れや社会生活経験の乏しさからくる障害特性を整理し，例を挙げ，具体

免許状以外の領域

各課題について，教科書及び参考図書等をよく読み，自分の言葉で，具体例を入れながら論述してくだ

教育課程・指導法

（2014年度以前履修登録者）2015年 4 月よりレポート課題が変更になりました。『レポート課題集2014』記

心理・生理・病理

■レポート課題

を理解するため，特別支援学校や特別支援学級を設置している小・中学校のホームページを閲覧したり，

■科目修了試験

支 援 員

実際に学校公開や文化祭，学習発表会，運動会などを見学するなどの体験をお勧めします。
評価基準

レポート（30％）＋科目修了試験（70％）です。
科目修了試験では，「 4 つの到達目標」に示してある事項から出題します。
二種免用

教科書で学んだことを基に自分の考えを入れ論述できるかがポイントです。
■参考図書
1 ）辻誠一著『子どもを見つめる事例研究の進め方』東洋館出版社，2011年

福祉科・指導法

2 ）辻誠一著『学生・若手教師のための特別支援教育のコツと技（実践編）』フィリア，2015年
3 ）テキストの各章末にある「引用及び参考文献」

9

知的障害者の心理
科目コード

EE4721

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R or SR

3年以上

大関

信隆

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2016年度以降スクーリングは開講いたしません。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
「知的障害」すなわち認知処理機能の障害は，それ単独で現れることもあれば，発達障害をはじめとす
る様々な疾患と併存して現れることもある，発達支援にとって基本的かつ重要な概念です。本講義では知
的障害者の精神機能の理解を深めていきます。
発達支援の方略に完全な正解はありません。それが良い関わりだったのかは数年経ってみないとわから
ないことも多く，日々の関わりではそれこそ試行錯誤，対象の方に対する研究（理解を深める行為）の
日々です。だからこそ，自分自身の力で，よりベターな関わりを見つけていく必要があります。そのため
の一つの視点として，心理学というものの考え方から行動を理解し，そのなかで気持ちも理解し，関わり
方を模索し，また創造することにつながればと思います。
■到達目標・テーマ
1 ）人間の認知機能一般について説明ができる。
2 ）知的障害の認知機能について健常者と対比的に説明できる。
3 ）知的障害者の認知機能の状態を適切にアセスメントし，その情報を用いて個々の状況に即した，心理
学的支援法略を提案することができる。
知的障害という現象に対し，本課題では心理学的側面からのアプローチ，即ち「脳が作り出している
「心」と呼ばれる精神機能のどのような側面が知的障害の行動像に影響を与えているのか」ということを
考察するなかで，その支援を模索していくことを狙いとしています。
■教科書
梅谷忠勇著『図解

知的障害児の認知と学習―特性理解と援助』田研出版，2001年

（最近の教科書変更時期）2011年 4 月

10

総

■在宅学習15のポイント
学びのポイント

知的障害の概念 知的障害の概念について理解し，知 まず診断基準について外れなく理解しま
と認知・学習
的障害者の学習特性がどのようなシ しょう。そして，知的障害の多くの方に
ステムであるのか，その概要を理解 共通してみられる要素と個別性の強い要
します。
素の両方があることを理解しましょう。
基準を知ることは対象理解の最初の手が
かりになります。
認知機能の発達
と特性①
知能検査に基づ
く知能の発達と
特性

知能検査がどのような心理学的ツー
ルなのかを知ります。また，それを
通して知的障害を見た場合に何が見
えてくるのかを学びます。

知能検査は精神機能のアセスメントに
とってとても重要です。検査の中身を知
ると「精神機能」という概念がよくわか
るはずです。知的障害の心理とは知的障
害者の「気持ち」を感じ取る学びではな
く，彼らの精神機能を通してみた，彼ら
の行動の理解と対応の学びです。

記憶の構造と制
御・認知過程②
教示訓練を用い
た認知機能への
援助

記憶情報の群化効果について先行研
究より学びます。加えて長期記憶の
保持・消失特性を学び，それらを踏
まえての支援方略について学習しま
す。

5

6

概念作用と言語 言語の役割と言語発達の過程を学習 言語は認知能力の程度を教えてくれる大
①
します。加えて，健常児と知的障害 切な要素です。ここでは一般的な言語の
言語の獲得
児との間の，言語発達の共通点と相 発達過程を正しく理解してください。
違点を学習します。
概念作用と言語
②
概念作用と言語
機能

学習と概念形成は切っても切れない関係
で，その概念形成は言語と密接に関連し
ています。つまり学習と言語は非常に関
連の深いものなのです。少々理解し難い
いくつかの実験が紹介されていますが，
知見を得るための先人の工夫を味わって
みましょう。

11

福祉科・指導法

感覚知覚的理解，前概念，概念とい
う，思考のレベルの相違をとりあげ
て，それらが発達経過に伴いどのよ
うな変遷をたどるのかを学習しま
す。さらに，言語教示訓練に関する
研究を振り返る中で言語的な介入可
能性に関しても学習します。

二種免用

7

先行研究が多く紹介されています。私た
ちはついつい「最終的な結論」にのみ飛
びつきますが，どの様な背景を元に得ら
れたものなのかを知ることは，その知見
を自身のケースに適用するかどうかを考
える際の判断材料になります。ぜひ先行
研究をしっかりと理解してください。

支 援 員

最初に記憶の古典的モデルを学習し 記憶は人間の精神機能の基本です。単に
ます。続いて主に短期記憶の向上に 「何度も経験すれば何となく身に付く」
寄与するリハーサル効果について， ものが記憶ではありません。効果的な支
先行研究より学びます。
援活動の提供を行うために，記憶システ
ムの基本をしっかりと理解しましょう。

実習指導・実習

4

記憶の構造と制
御・認知過程①
記憶システムと
リハーサルの効
果

免許状以外の領域

3

認知機能の発達 行動観察で得られる知見や，先行研 ピアジェの認知発達論は古典ですが人の
と特性②
究での知見を整理しながら，認知機 認知機能の発達をわかりやすく説明して
観察・実験に基 能の発達特性を理解していきます。 くれます。またそれを使って意外にも多
づく知能の発達
くの現実の現象を説明できます。実際の
と特性
子どもさんを見たりイメージしながら学
習すると内容が深まります。

教育課程・指導法

2

学習内容

心理・生理・病理

1

テーマ

論

回数

回数

テーマ

学習内容

学びのポイント

8

学習の成立過程 古典的条件付け，オペラント条件付 行動理論は人間の行動を読み取る上で非
と理論①
けに関する基本的知識を学習しま 常に重要な考え方です。出てくる話は犬
行動理論
す。加えて代理学習と知的障害との だったりネズミだったりしますが，私た
関連についても理解します。
ちも同じ「動物」であることを忘れては
いけません。発達障害の領域で近年聞か
れるようになっている「応用行動分析」
はこの領域を土台とするアプローチで
す。理論を自身の，もしくは他者の行動
にあてはめて整理しなおしてください。

9

学習の成立過程 認知面から影響をうける行動形成の ページ数は非常に少ないですが，高次の
と理論②
仕組みを学習します。模倣や洞察学 認知機能が介在する行動形成の理論で
認知説
習といったテーマを扱っていきま す。ぜひ他の書籍にもあたりながら，認
す。
知説について整理してください。

10

知的障害と注意 学習成立において人間の注意機能が 対象に意識を向ける精神機能を注意とい
機能
どのような役割を担っているかにつ います。この注意は人間が環境からの刺
いて学習します。
激に適切に反応し対応するために必要不
可欠な機能です。一方で，当たり前に備
わっているからこそ普段あまり意識を向
けないテーマかもしれません。「注意」
と「弁別」というキーワードが出てきま
すので，そこに意識を向けて学習してく
ださい。

11

注意機能に注目 過剰学習，反復学習といった学習方 本書籍の中でも最もわかりにくい部分が
した学習訓練
略と注意機能を関連付けて学習訓練 このテーマです。「逆転移行」「非逆転移
を行った先行研究を学びます。
行」「次元内移行」「次元外移行」という
概念が出てきます。これは注意機能の実
験を行う際に用いる実験刺激に対するカ
テゴリー名ですが，この違いをわからな
いと多くの実験の本当の内容がつかみに
く く な り ま す の で 注 意 し て く だ さ い。
「物事を区別する」というテーマが，こ
の実験での中核となります。私たちはな
ぜものの違いがわかるのか，を改めて考
えてみてください。

12

言語媒介と学習 命名能力と弁別能力との関連性を最 引き続き大変理解しにくいテーマが続い
過程
初に学習します。続いて知的障害児 ています。教科書の図表に書き込みをし
の言語媒介的思考の発達の様相につ ながら，どのような研究からどのような
いて整理します。
結果を得て，どんな知見となったのかを
追っていってください。知見だけを知っ
ても学習は深まりません。

12

総

回数

テーマ

学習内容

学びのポイント

物事を学習していくなかで，人間の言語機能はどのような役割を果たしているか，そし
て，そこから見えてくる「関わり方」は何か，知的障害児の学習プロセスに即して論述せ
よ。

2 単位め

注意と動機付けが学習に果たす役割について整理し，知的障害児がどの様な困難を示す
か論述せよ。あわせて，関わりの方略についても論述せよ。

1単位め

アドバイス

ここでは言語機能や言語能力というものが学習に果たす役割，そして言語を扱う力に困難

支 援 員

■アドバイス

実習指導・実習

1 単位め

免許状以外の領域

■レポート課題

教育課程・指導法

15

社会環境と学習 知的障害の認知特性と環境要因との 関わり手の立ち振る舞いについて，興味
成立との関係性 重なりが，行動形成にどのような影 深い実験が紹介されています。自身の普
響を与えるかについて，外的指向性 段の関わりをイメージしながら，読み進
という切り口から議論します。
めてみてください。

心理・生理・病理

14

知的障害と動機 動機付けの基本メカニズムと，それ 動機付けに影響するいくつかの要素につ
付け
が行動に与える意味について，知的 いて，工夫された実験が紹介されていま
障害と健常とを比較しながら学習し す。この実験の解釈のなかで，私たちと
ます。
対象者との関係性を考えされられる興味
深い考察がされています。失敗すること
の意味について，再度考えてみましょ
う。

論

13

言語機能に注目 弁別という情報処理過程に対して言 私たちはよく「繰り返し学習」という言
した学習訓練
語教示というアプローチが，知的障 葉を使います。また「目で見て解る刺激
害者の学習にどの様な意味を持つの を」という言葉も使います。ですが，な
かを，先行研究を通して学習しま んでも繰り返していさえすれば，視覚化
す。そして，それを用いた関わりの して呈示さえすれば，そのうち上達する
可能性について議論します。
のでしょうか。ここでは知的障害にとっ
て必ずしも得意とは言えない「言語」を
通した働きかけの可能性について考えて
いきます。

さを有する知的障害のお子さんにとっての，学習プロセスの特性を理解していただくことが
目的です。一般的に，私たちが学習を進める過程で言語能力は非常に重要な役割を担ってい

その発達は如何なるものか，ということを事前に述べた上で両者の関係を整理していくと良いでしょう。
その後，知的障害のお子さんにとっての言語機能の発達を整理すると，健常発達との違い，そして直面す

二種免用

ます。まずこの関係について考察する必要があります。その際，
「学習」とは何か，言語機能とは何か，

る問題点なども見えてきます。ここまでを踏まえて，最後に関わり方の切り口の一つを述べていただける
福祉科・指導法

と良いでしょう。関わり方を背後に流れるプロセスと関連させながら述べてみてください。

13

2単位め

アドバイス

注意や動機付けといった，直接的な情報処理以外の機能もまた，私たちの学習過程に大き
く影響します。これらは認知活動を下支えしたり，認知活動を方向付けたりする働きです。
注意と動機付け，この 2 つの側面について，それぞれが学習に果たす役割をまず整理してく

ださい。その後，知的障害児にとってそれらがどのように機能し難いのか，または通常と異なって機能す
るのか整理してください。それらをふまえて，関わりの方略を考えてみてください。
一見すると両課題とも「気持ち」という側面を直接には扱っていないように思われるかもしれません
が，世界を捉える方法の特徴を整理し考える中で，彼らの気持ちも見えてくるはずです。
■科目修了試験

評価基準

科目修了試験の成績をもって授業の評価とします（試験100％）。
テストの基本構造は，教科書をいくつかのテーマ別ブロックに分けて，各テーマ毎に「過去の研究例」
と「それをふまえての対応」に関する 2 つの要素を問う問題が 1 つ（60点配点，各要素30点）
，障害やア
セスメント法に関する概念を問う問題が 1 つ（40点配点）となっています。
過去の研究例では，例えば研究者の名前といった些末な事象の誤りについては採点対象となっていませ
ん。一方でどのようなことが研究として行われていたのか，という部分は非常に重視しています。記述が
題意と異なっていたり要素間の関連性が見られない場合，個別の要素の内容が仮に間違っていなくても点
数となりません。同様に，よくある対応を羅列しただけでも点数になりません。教科書をしっかりと読ん
で試験に臨んでください。
■参考図書
・以下の 1 ） 2 ）の本は基礎的事項を押さえる上で必要になる本です。
1 ）田島信元・子安増生ほか編『認知発達とその支援』
（シリーズ臨床発達心理学第 2 巻）ミネルヴァ
書房，2002年
2 ）熊谷公明ほか編『発達障害の基礎』日本文化科学社，1999年
・各種発達障害に関する書籍も参考になります。例えば 3 ） 4 ）のような本があります。
3 ）杉山登志郎・辻井正次編『高機能広汎性発達障害

アスペルガー症候群と高機能自閉症』ブレーン

出版，1999年
4 ）中根晃編『ＡＤＨＤ臨床ハンドブック』金剛出版，2001年
・近年は 5 ） 6 ）のような「マニュアル」的な書籍も多く出版されています。これらの内容がご自身の現
場で即役立つわけではありませんが，さまざまなかかわりの方略を考える際の基礎的情報としては役
立ちます。
5 ）杉山登志郎・大河内修ほか著『教師のための高機能広汎性発達障害・教育マニュアル』少年写真新
聞社，2005年
6 ）独立行政法人国立特殊教育総合研究所 編『LD・ADHD・高機能自閉症の子どもの指導ガイド』東
洋館出版社，2005年
14

論

7 ）上野一彦・海津亜希子ほか編『軽度発達障害の心理アセスメント』日本文化科学社，2005年

総

・知能検査に関して書かれている 7 ）のような書籍も，有益な情報を提供してくれる場合があります。

・意外と思われるかもしれませんが，下記の 8 ） 9 ）のような心理学の基礎領域に関する書籍も時に参考
8 ）大山正編『実験心理学』東京大学出版会，1984年
9 ）御領謙・菊地正・江草浩幸著『最新 認知心理学への招待―心の働きとしくみを探る』サイエン
ス社，1993年

心理・生理・病理

になります。余力があったらご一読ください。

教育課程・指導法
免許状以外の領域

実習指導・実習
支 援 員
二種免用
福祉科・指導法
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知的障害者の生理・病理

単位数

履修方法

配当年次

2

R

3年以上

EE4722

金野

科目コード

担当教員

公一

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
知的障害とはどのような状態をいうのでしょうか？

この科目ではまずはそのことについて学ぶことに

なります。アメリカ知的・発達障害学会（AAIDD）の定義ではその内容がかなり具体的に述べられてい
ます。そもそも知能とは何か，という考えが様々であることが知的障害の定義を複雑なものにしていま
す。知能検査の数値だけで判断される傾向は今も強くありますが，重要なことはその人が置かれてきた養
育，教育環境等によっては数値が低く出てしまうことや，数値では説明できないような能力が実生活の中
で発揮されていることも多くあります。また，サポートの在り方によっても本人の状態が変わってくるこ
となどもしっかり考えるべきだと思います。
何故知的障害という状態が起こってくるのかその原因についても学ぶことになります。参考書等の出版
物やインターネットなどではいろいろな原因を挙げていますが，それらは現在の医学で判明している原因
疾患を述べているものです。その数の多さから見ると実際の医療現場でかなりの頻度で明らかにされてい
るような印象を受けますが，実際にはごく一部が解っているだけなのです。全体の 7 割， 8 割の原因が
はっきりしません。つまり原因不明なのです。健康なご両親から，しかも妊娠・出産，その後の生育経過
にも何らの疾患もなく全く原因が不明でも後にその子に知的障害のあることが判明することがしばしばあ
ります。そのことを生理的要因と説明しています。その内容についても良く勉強してみて下さい。
一方，いわゆる知的障害はないが発達上のアンバランスを指摘される人たちもいます。高機能自閉症や
注意欠陥・多動性障害と診断される人たちのことですが，適応がうまくできないということも広い意味で
は知的な領域で考えることができるので学んでおくべきかと思います。
■到達目標
1 ）知的障害とはどのような状態を言うのかが説明できる。
2 ）原因としては不明が圧倒的に多いが現在知られているものにはどのようなものがあるかが説明でき
る。
3 ）知的障害への医学的対応について説明できる。
■教科書
黒田吉孝・小松秀茂編『発達障害児の病理と心理〔改訂版〕』培風館，2005年
16

総

■在宅学習15のポイント
テーマ

学習内容

学びのポイント

論

回数

5

自閉症スペ 最近自閉症スペクトラム障害の人たちの 知的障害と自閉症スペクトラム障害両方
クトラム障 ことが詳しく分かってきた。知的障害だ を併せ持つことがしばしばあることが分
害について けとの違いも学んでほしい。
かると本人への理解が進む。

6

高機能自閉 高機能自閉症スペクトラム障害と思われ 知能検査では正常であるが，抽象的な問
症スペクト る人たちは知的には正常ということに 題の理解や深い意味での言語能力に問題
ラム障害に なっているが……。
がある場合もあり，知能とは何なのかに
ついて
ついて深く考えてほしい。

7

人間の知能 現在何種類かの知能検査の方式がある 知能についての定義は専門家によっても
の本質につ が，人間の知能というものの本質をどの 様々なようである。
いて
ように考えたらよいのだろうか。

8

知的障害が 知的障害は何歳頃までに見いだされるこ 知的障害とは18歳未満までにその状態が
見いだされ とが多いのだろうか。そのきっかけは 明らかになっている場合に限ると言われ
るきっかけ ……？
ているので認知症などは入っていない。
①

9

知的障害が どのような状態・症状があると，知的障 知的障害が見いだされるきっかけは乳幼
見いだされ 害が見いだされるきっかけとなるのだろ 児健診などが多い。
るきっかけ うか。
②

10

知的障害児 学習が難しいのは小学校の何年生くらい 幼児期で見いだされなくても学齢期に
の学習につ からだろうか。また教科によっても異な なって勉強が難しいなどで発見されるこ
いて
るのだろうか。
とも多い。

11

知的障害児 知的障害のある児童に対応上配慮すると このような問題は実際の学校現場での様
の学校生活 すればどのようなことだろうか。
子から知る方が早いかもしれないが，参
について
考文献などでも学べる。

12

知的障害児 知的障害児の行動上対応困難な事例とは 特に自閉症スペクトラム障害が伴う場合
の対応困難 どのようなものがあるのだろうか。
などを参考に考えてほしい。
事例につい
て

17

福祉科・指導法

知的障害者 知的能力の内容には凹凸があることも学 知的障害のある人でも時には飛びぬけて
の能力
んでほしい。
高い部分もあることにも注目してほし
い。

二種免用

4

支 援 員

知的障害の 知的障害の程度について軽度から最重度 状態については具体的に学んでほしい。
程度と状態 までの状態を把握してほしい。
例えば軽度の場合はどのようなことがで
きて何が上手くできないのかなど。

実習指導・実習

3

免許状以外の領域

知的障害の 知的障害の原因は不明であることが多い 特に生理的要因と言われるものについて
原因
が，現在分かっている範囲での原因につ は頻度も多いのでしっかり学んでほし
いて学ぶ。
い。

教育課程・指導法

2

心理・生理・病理

1

知的障害の 知的障害はどのように定義されている 知能指数だけを参考にして定義している
定義
か，一定した定義はないのでアメリカ知 わけではないことに留意してほしい。
的・発達障害学会などの定義を参考に学
んでほしい。

回数

テーマ

13

障害の自覚
について

自分に知的障害のあることをどのような 障害の程度によっては自覚の時期やその
ことをきっかけに意識するようになるの 認識のレベルにも違いが出てくるかもし
だろうか。
れない。

知的障害と
家族支援①

我が子に知的障害があると知った時の両 家族は何を悩みどのような援助を求めて
親の思いについても学んでほしい。
いるのだろうか。

知的障害と
家族支援②

知的障害のある子のきょうだいはどのよ このことはあまり問題にされていないか
うにそのことを理解し受け入れていくの もしれないが，障害のある子にばかりに
だろうか。
両親の注目が集まることできょうだいに
影響がないのだろうか。

14
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学習内容

学びのポイント

■レポート課題

1 単位め

知的障害とはいかなる状態をいうのでしょうか。

2 単位め

知的障害の原因について述べなさい。

■アドバイス

1単位め

アドバイス

厳密に定義しようと思えばそれなりに文章化もできますが，実際の現場においては行動観
察，家族からの聞き取り，知能検査（年齢が小さければ発達検査とも言いますが）などから
判断することが一般的です。書籍等の記載では18歳までにその状態が確認されることと述べ

ていることも多いのですが，何らかの原因で成育の中途で知的障害の状態になることももちろんあります
が，多くは幼児期において公的機関の健診や家族自身が発達の異常に気づいて医療機関や相談機関を訪れ
るということが圧倒的に多いのです。
幼児期において知的障害のあることが判明すれば医学的には，「精神発達遅滞」という言葉を使います。
学齢に達しても遅れの状態がはっきりしていれば，発達という言葉は取り除かれて「精神遅滞」と言われ
ることになります。知的障害という言葉は医学では使いません。
つまり「診断」という行為では，遅れの有無と発達上の特徴の両面から診ているということです。
「知
能とは何か」という定義は，その領域の専門家の数ほどあるとも言われていて，人によってそれぞれに定
義の仕方が異なるとも言われていますが，一応は文章化されています。インターネット上でもいろいろな
情報を得ることができますので十分な解釈を行った上で自分なりの創意工夫された表現を試みていただき
たいと思っています。それによってはレポート採点の評価が高まることがあります。

2単位め

アドバイス

実際の現場ではすべての知的障害の原因が判明するわけではありません。むしろ圧倒的に
不明なことが多いのです。
遺伝的な疾患の有無や妊娠中の状態，周産期のトラブル，生後の脳障害が関与すると推測

される疾患などさまざまな観点から調べても原因を特定することができないことが，圧倒的に多いので
す。したがって，書籍等に記載されている原因と称されているものは，一部の特定されたものについて述
べているにすぎないと思ってください。私自身の臨床経験から言っても全体の80％は原因不明に入るので
18

総

はないかと思っています。

論

それでも原因を知ることは大事なことです。医療現場では今の医学で治療可能なものが見出されるかど
うかに強い関心を持っています。一部の代謝異常症やホルモン分泌異常症などは早期発見・早期治療に
よって知的な障害を未然に防ぐことができるのですから。それほど遠くはない将来においては遺伝子治
レポートでは現在判明している原因をそれぞれ記載することでよいわけですが，それは全体から見ての
ほんの一部でしかないことを念頭において欲しいと思います。しかも予防や治療もできないことも多いと
いうことも事実なのです。ただ診断がつくだけ，という悲しい現実が今でも厳然としてあるという事実を

■科目修了試験

評価基準

知的障害の定義をしっかり把握してほしい。知能検査だけで判断しているわけではなく様々な分野の能
力を総合的にみている点なども。
できる限り具体的であることなども評価の基準にする。
■参考図書
知的障害だけに関して定義したり原因を述べたりする書籍は少ないと思います。むしろインターネット

実習指導・実習

などから情報を引き出す方が早いかと思います。

免許状以外の領域

参考書の文章をそのまま書き写すのではなく，いかに自分の言葉で表現しているかを評価する。記述は

教育課程・指導法

再認識していただくだけになってしまいますが……。

心理・生理・病理

療，胎児治療などで知的な障害を防ぐことができるようになるものと思います。

支 援 員
二種免用
福祉科・指導法
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肢体不自由者の心理，生理・病理
EE4723

科目コード

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R

3年以上

鳴海
金野

宏司（上）
公一（下）

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4
月生 3 年次編入学者のみが履修登録可能です。
■科目の内容



◆「肢体不自由者の心理」の部分
肢体不自由児は，上肢，下肢あるいは体幹に運動障害があるため，歩行や階段昇降等の移動に必要な動
作や，衣服の着脱，書字，食事等の日常生活に必要な基本動作に全面的あるいは部分的に困難がありま
す。
この科目では肢体不自由児の心理について学習を進めていきますが，まず，最初にしっかり学んでもら
いたいのは，人の基本的な運動発達と認知発達についてです。このことについては，ピアジェの認知発達
理論の，特に「感覚－運動期」を詳しく学んでもらいますし，さらにこの時期の運動発達全般についても
学んでもらいます。
また，この学習を進めるにあたって押さえておきたいことは，運動障害がどうして起きたかということ
が学習内容の大きな要素になっているということです。そのためにも，その障害が先天的なものか後天的
なものか，後天的だとしたらいつどのような理由でその障害を負ったのか等について知る必要があると思
いますが，ここで押さえるのは，脳性まひに代表されるような中枢神経系の障害による脳性運動障害なの
かそれ以外なのかということにつきます。なぜなら，近年の肢体不自由を主とする特別支援学校に在籍す
る児童生徒の 9 割近くがこうした脳性運動障害児ですし，この中には運動障害の他に様々な認知面の障害
が認められる子どもも少なくないからです。
平成21（2009）年 3 月の学習指導要領の改訂で，自立活動の第 2 内容の 4 環境の把握⑵に「感覚や認知
の特性への対応に関すること。
」という項目が加わりました。ＬＤ児等の発達障害の子どもたちがこの対
象として考えられていることはもちろんですが，前述した，近年の肢体不自由を主とする特別支援学校に
在籍する脳性運動障害児にとってもこのことは大きな意味があります。
以上のように，運動発達と認知発達の関係，脳性運動障害児の認知の特性ということに焦点を当て学習
しますが，コミュニケーションの発達や学力の問題，社会性の発達についても学習していきます。
◆「肢体不自由者の生理・病理」の部分
さまざまな原因で肢体不自由という状態が起こるわけですが，どのような不自由さがあるのかというこ
ととその原因について学ぶことにします。
肢体不自由には医学的にいろいろな診断名が付けられています。それぞれ原因も違えば状態も異なるか
20

論

も学びます。発生頻度がほとんどゼロになった疾患もあります。

総

らです。また，疾患の内容も時代によって変化してきました。どのように変化してきているのかについて
治療にもさまざまな進歩がありました。訓練方法や外科的な治療手技，あるいは診断技術にも時代によ
り変化・進歩があります。

心理・生理・病理

■到達目標
1 ）運動障害が認知発達に及ぼす影響について解説できる。
2 ）脳性まひ児に認められることのある行動特性について説明できる。
3 ）脳性まひ児に認められることのある視知覚認知の障害について説明できる。

教育課程・指導法

4 ）肢体不自由とはどのような状態を言うのかその定義をしっかり説明できる。
5 ）肢体不自由の原因を説明できる。
6 ）頻度の最も多い脳性マヒについてその症状や原因について説明できる。
■教科書
筑波大学特別支援教育研究センター／前川久男編『特別支援教育における障害の理解』教育出版，2006年
◆「肢体不自由者の生理・病理」の部分
篠田達明監修『肢体不自由児の医療・療育・教育[改訂第 3 版]』金芳堂，2015年

■在宅学習15のポイント

2

肢体不自由と小 小児期の肢体不自由の特徴と，小児の 肢体不自由児の早期療育がなぜ重要だ
児期における特 本来持っている発達能力，環境への適 といわれるのか考えてみましょう。
徴②
応能力等との関連について理解する。
障害の程度

3

ＩＣＦに基づく ＩＣＦの登場により，障害のとらえ方 ＩＣＦの構造モデルについて調べてお
障害の理解
がどのように変わったか理解する。
きましょう。
キーワード：心身機能・身体構造，活
動，参加など

4

障害の受容とそ 障害を受容するとはどういうことか， 障害の受容がなぜ重要なのか考えてみ
の過程
また，受容過程にはいくつかの段階が ましょう。
あることを理解する。

5

学びのポイント

肢体不自由の原因について，半世紀ほ 肢体不自由単独の障害例が少なくなり
どさかのぼった時点から今日までどの 重複障害の例が増えてきていることに
ような変遷をたどってきたか理解す 注目してください。
る。

脳性まひの原因と，障害型およびその 全脳性まひの中で痙直型の占める割合
特徴について理解する。
がどのように変わってきたか調べてお
キーワード：出生前の原因，周産期の きましょう。
原因 など
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1

肢体不自由と小
児期における特
徴①
原因の変遷

脳性まひ

学習内容・キーワード

二種免用

テーマ

支 援 員

回数

実習指導・実習

（最近の教科書変更時期）2015年 4 月より，
「肢体不自由者の生理・病理」部分の教科書が変更されています。

免許状以外の領域

◆「肢体不自由者の心理」の部分（＝「病弱者の心理」の部分と共通）

回数

テーマ
二分脊椎

6

学習内容・キーワード

学びのポイント

二分脊椎とはどのような障害であるか
概括し，感覚障害や下肢障害に対し
て，日常生活でどのような留意が必要
か理解する。
キーワード：膀胱直腸まひ，褥瘡，熱
傷   など

褥瘡や熱傷を防ぐため，日常生活でど
んなことに留意しておかなければなら
ないか考えてみましょう。

その他の肢体不 ペルテス病，先天性股関節脱臼，骨系 病気によって必要になる運動制限等を
自由
統疾患等がどのような病気でどのよう 含めた配慮事項について調べておきま
な肢体不自由をもたらすのか理解す しょう。
る。

7

リハビリテー
ション

病気に応じて，あるいは治療経過に応 理学療法，作業療法，言語聴覚療法等
じて様々なリハビリテーションが施さ とはどのようなものか調べておきま
れることを理解する。
しょう。
キーワード：ＡＤＬ，ＱＯＬ など

9

肢体不自由が初
期の認知発達に
及ぼす影響①
ピアジェによる
感覚運動期

ピアジェによる認知発達段階の最初の ピアジェの独特の言葉遣いについて，
段階である感覚運動期の 6 段階につい それがどのような意味か調べておきま
て理解する。
しょう。
キーワード：シェマ，循環反応，同
化，調節 など

10

肢体不自由が初
期の認知発達に
及ぼす影響②
目と手の運動の
発達

目と手の運動がどのように発達してい
くか，また，運動発達とどのように対
応しているか理解する。
キーワード：固視，追視，リーチン
グ，橈側－手掌把握 など

11

移動運動の制限 寝返り，四つ這い，歩行等の移動運動 見たり聞いたりして興味を抱いた対象
と認知発達
が制限された場合，認知発達がどのよ に近づくことができない場合，どのよ
うな影響を受けるか理解する。
うな対応が必要か考えてみましょう。
キーワード：探索行動，直接経験 な
ど

12

脳性まひ児にみ 脳性まひ児にみられることのある視知 視知覚認知障害のそれぞれのタイプに
られる視知覚認 覚認知障害のいくつかのタイプについ 応じてどのような教材・教具が用意で
知の障害
て，その実際を理解する。
きるか考えてみましょう。
キーワード：視知覚障害，知覚－運動
障害，構成障害 など

8

13

14

22

脳性まひ児にみ
られるコミュニ
ケーションの課
題

脳性まひ児に見られる，言語の課題を
含む様々なコミュニケーションの問題
について，その実際を理解する。
キーワード：構音器官，呼吸のコント
ロール など

安定した姿勢が保持できなかったり，
自由に手が動かせなかったりした場
合，認知の発達がどうなるか考えてみ
ましょう。

周囲の与える言語的・非言語的刺激の
不適切さの問題について考え，どのよ
うな対応が望ましいか考えてみましょ
う。

脳性まひ児にみ 脳性まひ児の学習の取り組みにくさの 行動特性に適切に対応するためには，
られる行動の特 要因として，いくつかの行動特性があ 教材・教具の工夫およびその提示の仕
性
ることを理解する。
方（位置や順序等）を含め，学習環境
キーワード：固執性，転導性，抑制困 の構成が重要であることを押さえてお
難   など
きましょう。

総

回数

学びのポイント

肢体不自由児者
をめぐる社会性
の発達，および
思春期，青年期
の心理的ケア

学校卒業後の自立した生活を目指した
介助のあり方，また，思春期，青年期
での自己知覚の重要性について理解す
る。
キーワード：自立生活，共感的理解，
障害の過大視，ピアカウンセリング
など

自分でできることを確実にやり遂げよ
うとする心とスキルを育てることが重
要であり，そのためのかかわりがどう
あればいいか考えてみましょう。

心理・生理・病理

学習内容・キーワード

論

15

テーマ

■レポート課題

（

◆「肢体不自由者の心理」の部分
脳性まひ児に認められることのある視知覚認知の障害について代表的なものを 3 つあ
げ，それがどのような障害であるのか述べ，対応策についての自分の考えを述べよ。

2 単位め

◆「肢体不自由者の生理・病理」の部分
⑴ 肢体不自由者とはいかなる状態の人たちを言うのでしょうか。
⑵ 肢体不自由の原因について述べなさい。時代による違いにも言及してください。

担 当
鳴海宏司
担 当
金野公一

）
）

■アドバイス

アドバイス

ここでは，中枢神経系の障害によって運動障害を起こす脳性運動障害児の中でも，特に多
い脳性まひの子どもの視知覚認知について考えてもらいます。
断るまでもないでしょうが，ここで問題にしているのは単なる視覚障害ではなく，視知覚

認知の障害です。脳性まひの子どもには，屈折異常や斜視，弱視等の視覚障害が認められるものも少なく
ありません。でも，ここではそのことを聞いているのではありません。また，知覚には視知覚のほかに聴

実習指導・実習

1単位め

免許状以外の領域

（

1 単位め

教育課程・指導法

担当教員が異なるため， 1 単位めと 2 単位めは別々のレポート用紙で出してください。

知覚，触知覚等の感覚の種類に対応したものがありますが，ここでは視知覚に限定して考えてもらいま
たとえ視覚機能に問題がなくても，視覚で得られた情報を適切に統合できないと様々な混乱が起こりま
すし，そのことによって結果的に環境への適応が阻害されかねないことにもなります。視知覚認知とはど

支 援 員

す。

ういうことか一例をあげると，目の前に何か物体を見たとき，それが自分から見て上方に見えたのか下方
に見えたのか，また，左方に見えたのか右方に見えたのか，あるいは，目の前全体が漠然と視野に入った
かということです。

二種免用

だけなのか，それともその視野の中に特定のものを区別して見たのかという認識上の判断ができるかどう

まず，教科書の第 2 章と第 6 章をしっかり読んでください。
ここで問題にしている視知覚認知の障害は，脳性まひの多くの子どもたちに認められる障害ですが，す
べての子どもに認められるわけではありません。また，脳性まひ児の視知覚障害については，この教科書
のような整理の仕方がありますが，文献によって様々な整理のされ方があります。障害の状態がよくわか

23
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レポートについては，第 6 章第 2 節を熟読すれば容易にまとめられると思います。

るよう論述されていれば教科書以外の資料に基づいて整理されてもかまいませんので，とにかく代表的な
ものを 3 つあげてください。
課題の後段の対応策については，教科書ではほとんど触れられていません。したがって，視知覚認知の
障害がどのようなものであるかを整理したら，あとは，そのことにどう対応するか自分で考えてみてくだ
さい。
なお，これまでの学習障害研究の中で，運動発達は知覚の発達に先行し，知覚の発達は概念の発達に先
行するということが言われてきており，このこと自体は広く受け入れられています。このことから考えら
れることは，視知覚認知の発達にとって運動発達がいかに重要かということです。脳性まひの子どもには
当然ながら運動障害がありますが，つまりはこの運動障害にどう取り組んでいくか，そこが対応策を考え
る上でのポイントになるでしょう。

2単位め

アドバイス

⑴⑵ともに以下のアドバイスと教科書を熟読のうえ解答してください。
まず，⑴について。その原因は問わず肢体不自由という状態はあるわけです。四肢や躯幹
をうまく使うことができない，つまりさまざまな程度に運動上の不自由さがあるわけです。

脳性マヒであればそのマヒの状態によって片マヒや四肢マヒなどと称されます。
その不自由さはマヒではなく不随意運動による場合もあります。自分の意に反して手足が勝手に動いて
しまうために目的の動作を円滑に行えない状態にあるわけです。アテトーゼタイプの脳性マヒの方々を例
に考えると理解できるかもしれません。
もちろん，手足が何らかの理由で切断あるいは先天的に欠損している場合もあります。
ただし，機能的に使うことができないということですので痛みのために動かすことができないというよ
うな状態は通常肢体不自由には含まれないと考えられます。
肢体不自由という状態をどのように表現すれば，原因を問わずまた不自由さのさまざまな状態を問わ
ず，なるほどと思われる表現になるのでしょうか。
教科書や参考書あるいはインターネットなどの情報なども参考にしながら納得できる表現を考えてみて
ください。
⑵については，次のようなことを参考にしてください。
肢体不自由の原因は中枢神経系の障害によるものもあり，また末梢神経系の異常によるもの，あるいは
筋肉の疾患や神経と筋肉の接合部位の問題によって起こることもあります。状態としてはいずれも運動障
害がありますのでいわゆる肢体不自由ということになります。
ポリオの多かった時代，先天性股関節脱臼やペルテスなどが多かった時代，そして脳性マヒが多い現在
など時代による原因の変遷もあります。
きわめて特殊な疾患もありますが，その辺はあまり詳しく述べる必要はないでしょう。一応代表的なも
のか時代の脚光を浴びていてマスコミなどにもとりあげられているものは入れるとよいでしょう。
原因には治療可能なものもありますがそうでないものもあります。可能なものの早期発見・早期治療は
重要なことですのでそういう種類の疾患については注目して欲しいと思います。
疾患頻度を％で示すことも肢体不自由の原因をわかりやすくする方法かと思います。
24
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■科目修了試験

評価基準

論

心理部門50点，生理・病理部門50点，合計100点満点で採点します。教科書で述べられていることに基
づいて出題しているので，その範囲で解答されていれば，理解度（解答文章中の誤字・脱字，文章完成度
を含む）に応じて60点～79点は獲得できます。参考図書や実践的な研修に基づいた知見が述べられている

■参考図書
1 ）M.サイム著，星三和子訳『乳幼児の考える世界―目で見るピアジェ理論』誠信書房，1983年
3 ）三澤義一編著『運動障害の心理と指導』日本文化科学社，1993年
4 ）黒田吉孝・小松秀茂編『発達障害児の病理と心理』培風館，2005年
5 ）全国肢体不自由養護学校長会編著『特別支援教育に向けた新たな肢体不自由教育実践講座』ジアー
ス教育新社，2005年

免許状以外の領域

6 ）インターネット等でもかなりの情報が得られます。

教育課程・指導法

2 ）高橋純編著『脳性まひ児の発達と指導』福村出版，1983年

心理・生理・病理

場合，内容に応じて加点します。

実習指導・実習
支 援 員
二種免用
福祉科・指導法
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病弱者の心理，生理・病理
EE4724

科目コード

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R

3年以上

鳴海
金野

宏司（上）
公一（下）

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4
月生 3 年次編入学者のみが履修登録可能です。
■科目の内容



◆「病弱者の心理」の部分
病弱児とは，学校教育の立場からは，病気が長期にわたっているもの，あるいは長期にわたる見込みの
もので，その間，継続した治療または生活規制を必要としている子どものことを言います。当然ながら，
こうした子どもたちは，入院生活や闘病生活の中で絶えず痛みや不安と向き合い，場合によっては死と向
き合うこともあります。したがってこうした子どもの心理や行動特性を考えるとき，治療や入院に伴う苦
痛体験や遊びの欠如などからくるストレスと，そのことを原因とした退行行動や睡眠や食事の異常，頭痛
や腹痛などの身体症状を考慮する必要があります。
ここでは，こうした子どもたちのＱＯＬ（Quality of life）を向上させるために，心理的側面からどの
ような支援が必要かについて，病弱児の認知スタイルとその発達的変容の可能性に視点をあてて学習しま
す。
◆「病弱者の生理・病理」の部分
病弱とはどのような状態を言うのでしょうか。病気の状態にあるということは当然でしょうが，病名で
言えばどのような疾患なのかを学びます。また，やはり肢体不自由と同じように疾患の内容にも時代とと
もに変化があります。小児慢性特定疾患治療研究事業に該当するような難病もあります。
今はまだ広くは認知されていませんが化学物質過敏症というものがあります。また，さまざまな脳障害
によって植物状態という厳しい現実におかれている子どもたちもいます。この子どもたちについても病弱
という枠内で学びたいと思います。さらに身体虚弱という言葉もありますが，どのような状態にある子ど
もたちなのかについても学びます。
■到達目標
1 ）病気の治療過程にある子どもの心理的体験について解説できる。
2 ）子どもが，病因認知についてどのような過程をたどるのか説明できる。
3 ）学習性無気力とコントロール感について説明でき，その関係について解説できる。
4 ）病弱と身体虚弱の違いを説明できる。
5 ）病弱児教育の対象になる疾患にはどのようなものが多いかを説明できる。
26
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6 ）病弱や身体虚弱の子どもたちにはなぜ特別な教育環境が必要なのかを説明できる。

論

7 ）発達障害と診断されている子どもたちが病気になったときはなぜ病弱教育の対象になるのかを説明
できる。

◆「病弱者の心理」の部分（＝「肢体不自由者の心理」の部分と共通）
筑波大学特別支援教育研究センター／前川久男編『特別支援教育における障害の理解』教育出版，2006年
◆「病弱者の生理・病理」の部分（＝「病弱教育」と共通）
全国特別支援学校病弱教育校長会編著，丹羽登監修『特別支援学校の学習指導要領を踏まえた

病気の

―病弱教育における指導の進め方―』ジアース教育新社，2012年

（最近の教科書変更時期）2014年 4 月より「病弱者の生理・病理」の部分の教科書が改訂されました。
■履修登録条件

教育課程・指導法

子どものガイドブック

心理・生理・病理

■教科書

この科目は「病弱教育」と同時に履修登録をしてください。

回数

テーマ

病気等の状
態に応じた
配慮事項②
筋ジストロ
フィー

筋ジストロフィーとはどのような病気で
どのような治療が行われるのか概説し，
治療中の子どもを支えるための学校の役
割を理解する。
キーワード：デュシェンヌ型，機能障害
度 など

子ども一人一人に応じた適確な配慮のた
めには，その子の症状の変化や置かれて
いる状況をしっかり把握していることが
重要になります。

病気等の状
態に応じた
配慮事項③
気管支喘
息，アレル
ギー疾患

気管支喘息や食物アレルギーがどのよう
な病気なのか概説し，自己管理の要点
と，治療中の子どもを支えるための学校
の役割を理解する。
キ ー ワ ー ド： ア レ ル ゲ ン， Ｐ Ｆ メ ー
ター，ＥＩＡ，学校生活管理指導表（ア
レルギー疾患用），アナフィラキシー，
エピペン など

子ども自身と保護者が病気をどのように
理解しているか確認しておくことと，学
校としての組織的対応が必要なことを押
さえておきましょう。

4
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白血病や脳腫瘍がどのような病気でどの 治療に立ち向かう子どもの気持ちにより
ような治療が行われるのか概説し，治療 添うために必要なこととは何か，考えて
中の子どもを支えるための学校の役割を みましょう。
理解する。
キーワード：アイソレーター管理，心の
ケア など

二種免用

病気等の状
態に応じた
配慮事項①
白血病等悪
性新生物

支 援 員

病弱の意味，身体虚弱の意味を概観し， 病弱教育対象児童生徒の病気の種類の推
近年，患者のＱＯＬを重視する医療の流 移を見ながら，近年の病弱教育の対象に
れに伴い，病気に対する理解が変わって なる病気について考えてみましょう。
きていることを理解する。
キーワード：生活規制，生活の自己管理   
など

実習指導・実習

3

学びのポイント

病弱・身体
虚弱の概念
1

2

学習内容・キーワード

免許状以外の領域

■在宅学習15のポイント

回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

病気等の状
態に応じた
配慮事項④
腎臓病

腎臓病がどのような病気でどのような治
療が行われるのか概説し，治療中の子ど
もを支えるための学校の役割を理解す
る。
キーワード：ネフローゼ，慢性腎不全，
感染予防 など

食事制限や運動制限に向かい合っている
子どもの，モチベーションの揺らぎに応
じた寄り添いが必要なことを理解してお
きましょう。

病気等の状
態に応じた
配慮事項⑤
心身症

摂食障害や不登校が医療面からどのよう
に把握され，どのような治療が行われる
のか概説し，治療中の子どもを支えるた
めの学校の役割を理解する。
キーワード：心理療法，多軸評価 など

目に見える症状だけが問題なのではない
こと，それがわかり解きほぐせるように
なるには，時間をかけたかかわりが必要
だということを理解しておきましょう。

病気等の状
態に応じた
配慮事項⑥
うつ病等

うつ病とはどのような病気のか概説し， 子どものうつの現れ方を見分けるポイン
治療中の子どもを支えるための学校の役 トを押さえておきましょう。
割を理解する。
キーワード：気分障害，身体症状，精神
症状，教育相談 など

健康障害が
知的発達に
及ぼす影響

健康障害児には，様々な未学習，学習内
容の未定着が起こりうることを理解し，
その発見と基本的な対応について理解す
る。
キーワード：広義の学習空白，狭義の学
習空白，晩期障害 など

健康障害に
おける認知
スタイル①
自己効力感

自己効力感とは何か，このことが，病気 自己効力感を育てるための方法としてど
治療過程にある子どもにとってなぜ大事 のようなことがあるのか考えてみましょ
になるのか理解する。
う。
キーワード：効力予測，効果的な闘病生
活 など

健康障害に
おける認知
スタイル②
コントロー
ル感

内的コントロール感，外的コントロール 病状の改善が感じられないまま治療の期
感について理解し，病気の治療過程にあ 間が長くなっていくとき，子どもの不安
る子どもはどのようなコントロール下に がどうなっていくか考えてみましょう。
あるか理解する。
キーワード：ＨＬＯＣ，セルフケア な
ど

11

健康障害に
おける認知
スタイル③
リジリエン
スとバルネ
ラビリティ

リジリエンスとは何か，バルネラビリ
ティとは何か，病気の治療過程にある子
どもにとってどのような意味があるか理
解する。
キーワード：個人内要因，環境要因 な
ど

12

健康障害に
おける認知
スタイル④
学習性無気
力

学習性無気力とは何か，病気の治療過程 Ｍ・セリグマンの学習性無気力に関する
にある子どもが陥りかねない学習性無気 研究について調べておきましょう。ま
力とはどのような状態なのか理解する。 た，学習性無気力，コントロール感，自
己効力感との関連性についても考えてみ
ましょう。

5

6

7

8

9

10

28

病気のために，乳幼児期に獲得されるべ
き学習内容が獲得されないまま学齢期に
なった場合，どのような状態を示すか考
えてみましょう。

病気というストレスと向き合う子どもに
とって，環境要因としての学校，教師が
どのような役割を果たすべきか考えてみ
ましょう。

総

学習内容・キーワード

学びのポイント

ヘルス・エンパワーメントとは何か，そ ヘルス・エンパワーメントをもたらすた
のことがもたらされるための必要要素と めの学習内容と自立活動の内容との関連
は何か理解する。
を考えてみましょう。
キーワード：自己効力感，ヘルス・リテ
ラシー など

14

ヘルス・リ
テラシーの
発達①
病因認知の
過程

子どもが，自分の病気に対して，発達段 発達段階に応じて病因理解の内容がある
階に応じてどのように理解していくか， ので，その段階に応じた説明やかかわり
その過程を理解する。
がどうあればいいか考えてみましょう。
キーワード：バイキン，感染の理解，体
内論的理解，生理学的理解 など

15

ヘルス・リ
テラシーの
発達②
小 児 の「 身
体」の 概 念
の発達

病気の理解とともに，自分の身体の機能 ヘルス・リテラシーが成人に近いレベル
についての理解も必要になること，発達 になるのは何歳ぐらいなのか押さえてお
段階に応じた理解内容になることを知 いてください。
る。
キーワード：外延の理解，内包の理解
など

免許状以外の領域

■レポート課題
担当教員が異なるため， 1 単位めと 2 単位めは別々のレポート用紙で出してください。

担 当
（鳴海宏司
）

2 単位め

担 当
（金野公一
）

◆「病弱者の心理」の部分
病弱児にとっての「学習性無気力（Learned Helplessness）
」とはどういうことをい
うのか，また，このことと「コントロール感」とはどのような関係にあるか，自分の考え
を述べよ。

支 援 員

◆「病弱者の生理・病理」の部分
以下の 2 つのことについて説明しなさい
⑴ 病弱や身体虚弱と言われている子どもたちとはどのような状態にある人たちを言う
のでしょうか。
⑵ 最近ではどのような病気の子どもたちが（疾患の種別）病弱教育の対象になってい
ますか。

実習指導・実習

1 単位め

教育課程・指導法

13

ヘルス・エ
ンパワーメ
ント

心理・生理・病理

テーマ

論

回数

■アドバイス

1単位め

する病弱児の範囲が広がっています。一方，この医療技術の進歩は，病気によってはこれま
でのような長期にわたる高度の生活規制を必要としなくなるということも生み出してきまし

た。また，社会情勢の変化に伴って病弱児のＱＯＬを大切にする治療方針がとられるようになり，病気の

二種免用

アドバイス

近年の医療技術の進歩や専門性の分化に伴い，特別支援教育（病弱を主とする）が対象と

ため医療ケアを必要とされる時期でも，できるだけ通常に近い生活を送らせるような取り組みがなされて
援学校に学んでいましたが，現在では，この子どもたちのおよそ85％は通常の小・中学校で学んでいると
いわれています。
こうした情勢の中，今，病弱を主とする特別支援教育に求められることは，単に病気の期間の教育保障

29

福祉科・指導法

います。その結果，例えば，かつては小児慢性特定疾患の子どもたちのほとんどは病弱を主とする特別支

だけではなく，病弱児自身にメンタルな面からの自己治癒力を促すこと，日常の生活を送る上でセルフケ
アをしっかり実践できるための支援を行うことであると思われます。教科書で述べられている「ヘルス・
エンパワーメント＝自己効力感＋ヘルス・リテラシー」というモデルについては，このことと関連させな
がら読んでください。要するに，現実の健康状態の改善のためには，自己効力感に代表されるような心
理・感情的側面とヘルス・リテラシーとして包括される認知的側面が必要だということですし，
「学習性
無気力」や「コントロール感」は，心理・感情的側面の一部をなしています。
したがってレポートを作成するに当たっては，自己効力感との関連をしっかりおさえてまとめる必要が
ありますし，健康行動とか発達心理について参考文献に目を通し，その意味内容を十分に踏まえることが
肝要です。
教科書の第 2 章と第 7 章をしっかり読んでください。
このレポートをまとめるにあたっては，第 7 章第 2 節を特によく読んでください。
教科書では，「コントロール感」について “…病弱児の行動・情緒を捉える時は，健康に関する統制感
（Health Locus Of Control：HLOC）が重要になるであろう。…” と述べられていますが，このことに
ついて補足的な説明をしておきます。
まず，「健康に関する統制感」については，
「主観的健康統制感」と述べられている文献もありますが，
このことは，健康の統制に関して異なる二つの立場の，よりどちらに近いところに立つのかという統制の
位置の評価ということができます。一つの立場とは，健康になるためには，自分自身がそのための努力を
することが大きい意味を持つと考える，いわゆる内的な統制感を持つ立場です。もう一つは，健康かどう
かということは，ある種運命的なことであり，健康になるためには，医療従事者や自分を保護する立場の
者の能力や努力によることが大きい意味を持つという，いわゆる外的な統制感を持つ立場です。
教科書で述べられている「内的コントロール」と「外的コントロール」については，上記のことを参考
にすることでよく理解できるものと思いますし，それを基にして「学習性無気力」との関係を考えてくだ
さい。

2単位め

アドバイス

⑴⑵ともに以下のアドバイスと教科書を熟読のうえ解答してください。
まず，⑴について。学校教育年齢で言えば少なくとも定義と言われているものはありま
す。これこれこういう状態にある場合は特別な教育環境を与える必要がある，ということで

すが，それらはどのような疾患でどの程度の症状の重さなのでしょうか。同じ疾患でも病状が軽ければ一
般の教育環境で対応できるのでしょうが，どの程度の重さから対象になるのでしょうか。
病気の治療を受けながら同時に一般の子どもたちと大きな差はない教育を与えていかなければなりませ
ん。その多くは医療機関に併設ということですが，一方では病弱支援学校というものもあります。両者の
間に疾患の種類や病状の程度についても違いはあるのでしょうか。
時代の流れの中でも疾患の種類が違ってきているのでしょうか。
脳性マヒなどは肢体不自由教育と病弱教育のどちらにも入っていますが，これは何故なのでしょうか。
すべての疾患に共通して言えることは，何故一般の教育環境ではなく特殊な環境を用意しなければなら

30

総

ないのか，ということです。疾患を超えた何らかの共通状態というものがあるのでしょうか。

論

特にその共通の状態を詳しく述べていただくと，レポートの評価が高まります。
⑵については，次のようなことを参考にしてください。
な特殊な疾患も含まれてきています。いわゆる難病と言われる疾患を抱えている子どもたちもいます。
化学物質過敏症というような今までであれば病気とは認められなかった子どもたちもいます。あるいは
交通事故などで寝たきりの状態（いわゆる植物状態という言葉もありますが）にある子どもたちはどうで
特に最近注目されている，いわゆる軽度発達障害（私としてはあまり好ましくない表現であると思って
いますが）の子どもたちは，なぜ病弱教育の対象になっているのでしょうか？

知的障害でもなければま

してや肢体不自由でもありません。それで残った病弱に入れているのかも知れません。
評価基準

心理部門50点，生理・病理部門50点，合計100点満点で採点します。教科書で述べられていることに基
づいて出題しているので，その範囲で解答されていれば，理解度（解答文章中の誤字・脱字，文章完成度
を含む）に応じて60点～79点は獲得できます。参考図書や実践的な研修に基づいた知見が述べられている
場合，内容に応じて加点します。

1 ） 横田雅史監修

全国病弱養護学校長会編『病弱教育Ｑ＆Ａ（partⅠ） ―病弱教育の道標』ジ

アース教育新社，2001年
2 ）横田雅史・西間三馨監修

実習指導・実習

■参考図書

免許状以外の領域

■科目修了試験

教育課程・指導法

しょうか。教育可能と判断されている子どもたちだけが教育の対象になるのでしょうか。

心理・生理・病理

小児疾患の中の喘息や慢性腎疾患などは病弱教育の対象として以前からありますが，最近ではさまざま

全国病弱養護学校長会編『病弱教育Ｑ＆Ａ（partⅤ）
』ジアース教育新

社，2003年
の章）
4 ）谷川弘治他編著『病気の子どもの心理社会的支援入門』ナカニシヤ出版，2004年

支 援 員

3 ）田中農夫男他編著『障害者の心理と支援』福村出版，2001年（「内部障害，病弱・虚弱者の心理」

5 ）黒田吉孝・小松秀茂共編『発達障害児の病理と心理』培風館，2005年
7 ）独立行政法人

国立特別支援教育総合研究ホームページ『病気の子どもの理解のために』http://

www.nise.go.jp/portal/elearn/shiryou/byoujyaku/supportbooklet.html

二種免用

6 ）中村尚樹著『脳障害を生きる人びと』草思社，2006年

福祉科・指導法
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聴覚障害者の心理
科目コード

EE4725

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R

3年以上

大西

孝志

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
本科目では，聴覚障害児・者の心理を理解し，適切な支援をしていくために必要な基礎知識を得ること
を目的とします。聴覚障害には，聴力障害だけではなく耳鳴や補充現象など，さまざまなものが含まれま
すが，この科目では聴力障害について扱うこととします。
まず，聴覚障害がもたらす聞こえの世界がどのようなものであるのか，そしてその障害によりどのよう
な制約が生じ得るのかを学びます。そして，その制約が，言語発達や認知発達，社会性の発達にどう影響
するのか，また，社会生活上どのような支障があるのかを考えます。
聴覚障害児・者が抱える問題は，必ずしも障害の程度に起因するものだけではなく，社会システムや，
周囲の人々の理解や対応方法等に起因するものもあり，それらの改善により，変化する可能性がありま
す。そのような視点から，支援のあり方について自ら考える力を養ってほしいと思います。
■到達目標
1 ）聴覚障害児者の心理を多角的に説明できる。
2 ）聴覚障害者の気持ちに寄り添った支援ができる。
3 ）聴覚障害者のコミュニケーション手段について説明できる。
■教科書
中野善達・吉野公喜著『聴覚障害の心理』田研出版，1999年
■在宅学習15のポイント
回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

聴覚のはたら 聴覚器官の仕組みとその働きを知る。 音声言語を聴いて理解したり，表出した
き
また，聴覚と音声について知る。
りするという一連の聴こえと話し言葉の
（第 1 章）
キーワード：外耳，中耳，内耳，こと 関係について，ことばの鎖を基に考えて
ばの鎖
みましょう。

1

32

総

回数

テーマ

ろう，難聴，中途失聴の意味を確認す
る。
キーワード：ろう，難聴，一次的障
害，二次的障害，中途失聴

聴力障害の程度や失聴の時期によって，
支援の方法が異なります。また，聴力障
害という一時的障害よりも，それに起因
する二次的障害の方が問題が大きいこと
が良くあります。それらの点について整
理して考えてみましょう。

ろう者の心
（第 2 章）

コミュニケーション手段との関連か
ら，ろう者の心について考える。
キーワード：純口話法，読話，聴覚口
話法，手話

社会で生活していく上でコミュニケー
ションは重要です。聴覚障害者にとっ
て，どのようなコミュニケーション手段
があるのか，考えてみましょう。

2

3

5

聴覚障害児の 聴覚障害児の認知発達の特性について 教科書にある様々な事例や研究による知
認知発達
知る。
見をもとに，聴覚障害児の認知発達につ
（第 4 章）
キーワード：認知発達，ピアジェ理 いて考えてみましょう。
論， 9 歳の峠

6

聴覚障害児の 聴覚障害児の言語発達の特性について 聴覚障害が言語習得やその後の言語発達
言語発達
知る。
にどのような影響を及ぼすのか考えてみ
（第 5 章）
キーワード：言語発達，前言語
ましょう。

7

社会性の発達 子どもの一般的な社会性の発達につい 幼児期，児童期に分けて考えてみましょ
（第 6 章）
て知る。
う。
キーワード：社会性，対人関係能力，
道徳性

8

聴覚障害児の 聴覚障害児の社会性の発達について知 乳幼児期における親子関係を通しての社
社会性の発達 る。
会性の発達は特に重要です。
（第 6 章）
キーワード：親子関係
一般的なパーソナリティについて知 性格やパーソナリティについては，心理
る。
学関連の文献で多く出ていますので，他
キーワード：パーソナリテイ
の文献も参考にしながら学習してくださ
い。

ジェスチャー ジェスチャーと話し言葉，手話，それ ジェスチャーと手話の類似点，相違点に
と手話
ぞれについて知る
ついて整理してみましょう。
（第 8 章）
キーワード：ジェスチャー，手話

12

ろうとコミュ ろう者のコミュニケーション手段につ ジェスチャー，手話，ホームサインにつ
ニケーション いて知る
いて整理して考えてみましょう。
（第 8 章）
キーワード：手話
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11

二種免用

聴覚障害児の 聴覚障害児のパーソナリティ形成につ 幼児期，児童期，思春期，青年期に分け
パ ー ソ ナ リ いて知る
て考えてみましょう。
10
ティの形成
キーワード：パーソナリティの形成
（第 7 章）

支 援 員

9

パーソナリ
ティとは
（第 7 章）

実習指導・実習

聴覚障害児の 聴覚障害が知的発達に及ぼす影響につ 聴覚障害が知的発達，記憶，パーソナリ
知的発達
いて考える。
ティの形成にどのような影響を及ぼすの
（第 3 章）
キーワード：90％ルール，知的発達
か，考えてみましょう。

免許状以外の領域

4

教育課程・指導法

ろうの世界
（第 2 章）

心理・生理・病理

学びのポイント
論

学習内容・キーワード

回数
13

テーマ
ろうと文化
（第 9 章）

学習内容・キーワード

学びのポイント

ろう文化とデフコミュニティについて デフコミュニティとは何か，また，それ
知る
はどのような役割を果たしているのか，
キーワード：ろう文化，デフコミュニ 考えてみましょう。
ティ

心の成長とア 障害受容と心理的成長について知る
イ デ ン テ ィ キーワード：アイデンティティ
14 ティの獲得
（第 9 章）

聴覚障害児の成長において，アイデン
ティティの獲得は重要です。教科書に掲
載されてあるアイデンティティ質問票の
質問項目は，聴覚障害者のアイデンティ
ティについて考える参考になります。

ろう者の職業 聴覚障害者の職業選択と職場適応，そ 聴覚障害者の職業選択や職場適応にはど
選択
して家庭生活について考える
のようなサポートが求められるか，ま
15
（第10章）
キーワード：職業選択，職場適応
た，QOLをどのように高めていったら
よいか，考えてみましょう。

■レポート課題

1 単位め

課題 1 ・ 2 の両方について解答してください。
課題 1  教科書の第 1 ～ 5 章を熟読し，聴覚障害児の知的発達，言語発達について1,200
字以内でまとめてください。
課題 2  あなたが健聴者である場合，耳栓をして難聴の擬似的状況を作り， 1 時間程度，
住居の中で過ごしてみてください（事故防止のため，耳栓をしたままでの外出はし
ないでください）
。そして，難聴であることの心理的影響，コミュニケーションへ
の影響，自分の行動面の変化等，気づいたことを書いてください。
 また，あなた自身が難聴者である場合は，日常，難聴であることに起因している
と思われる心理状態，コミュニケーションへの影響，行動の特徴等，気づいたこと
を書いてください。
 いずれの場合も800字以内でまとめてください。

2 単位め

教科書の第 6 ～10章を熟読し，⑴聴覚障害児・者の社会性の発達，⑵パーソナリティの
形成，および⑶ろう文化についてまとめてください。

■アドバイス
まず，レポートを書き始める前に，教科書全体を読み通してください。聴器の機能・構造に関する基礎
的事項や聴覚障害については，参考図書や他の文献等も参考にして理解を深めておいてください。そし
て，各課題に取り組む際には，教科書の該当部分を精読するとともに，アドバイスにしたがってまとめて
ください。
聴覚障害者のさまざまな能力の発達や心理については，聴覚障害という障害特有の特徴も考えられる一
方，基本的には健聴児・者の発達や心理がベースとなっており，両者に大きな違いや隔たりがあるわけで
はありません。つまり，聴覚障害児・者を理解する際には，まず，健聴児・者の発達や心理を理解してお
く必要があります。聴覚障害者の心理を学ぶにあたって，発達心理学やその他の心理学全般についても興
味をもち，さまざまな文献を通して学んでおいてほしいと思います。また，聴覚障害児・者と接する機会
のある人は，ぜひ，積極的にかかわり，そこから多くを学んでください。
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論

レポートの最後にその文献の著者名，書名，出版社，出版年を忘れずに書いてください。また，教科書や

総

なお，レポートを作成するにあたり，指定の教科書や参考図書以外にも参考にした文献がある場合は，
その他の文献の文章をそのままレポートに記述することは避け，自分なりの表現に直して書いてくださ
い。やむを得ずそのまま引用する際には，引用箇所をかぎ括弧で括るとともに引用文献を明記して，必ず

1単位め
課題1

アドバイス

聴覚障害児の知的発達にはどのような特徴があるのでしょうか。また，聴覚障害児の知能
を測定するためにはどのような検査方法があるのでしょうか。

ション，音声・構音の特徴，話しことばの発達，読み書き能力の発達に分けてまとめてみましょう。

1単位め
課題2

ものではありません。難聴の種類にもよりますが，たとえ音が聞こえてもその音は歪んで聞
こえるため，何の音なのか弁別することが難しいという問題があります。そのため，残念な

がら耳栓の使用だけでは本当の意味での難聴疑似体験とはいえないということを踏まえておいてくださ
い。

アドバイス

⑴聴覚障害児は乳幼児期には親子関係において，また，幼児期，児童期には集団生活にお
ける子ども同士の関係において，コミュニケーションの取りにくさからつまずきのあること
があります。そのような制約下において，社会性の発達にはどのような問題があるのか，ま

た，それらはどのように克服されていくのか，教科書をよく読むとともに，自分なりに考えてみてくださ
い。

実習指導・実習

2単位め

免許状以外の領域

アドバイス

実際には，耳栓をして音が小さく聞こえる状態イコール難聴の状態，というような単純な

教育課程・指導法

聴覚障害児の言語発達にはどのような特徴があるのでしょうか。前言語的コミュニケー

心理・生理・病理

引用であることがわかるようにしてください。

⑵聴覚障害児において，コミュニケーションの障害がパーソナリティの形成にどのような影響があるの
か，教科書をよく読み，考えながらまとめてみましょう。
ついては，教科書だけではなく，発達心理学関連の文献も参考にしてください。
■科目修了試験

支 援 員

⑶ろう文化とアイデンティティの獲得について，まとめてください。特に，アイデンティティの獲得に

評価基準

るので，教科書全体の内容を理解しているかどうかが，評価のポイントとなる。十分に教科書を熟読した
上で試験に臨むこと。試験においては解答者自身の経験に基づく個人的な意見や感想を求めているのでは

二種免用

内容理解・説明ができているかどうかが評価の前提となるが，いずれの問題も教科書を基に出題してい

ないので注意すること。
福祉科・指導法

なお，成績評価においては，レポート25％，試験75％によって総合的に評価をする。
■参考図書
永渕正昭著『聴覚と言語の世界（改訂版）』東北大学出版会，2002年
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聴覚障害者の生理・病理

単位数

履修方法

配当年次

2

R

3年以上

EE4726

沖津

科目コード

担当教員

卓二

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
人間らしい生活を送る上で，聴覚は視覚よりも重要です。聴覚障害の最大の問題は言語によるコミュニ
ケーション障害ですが，乳幼児期から高度の聴覚障害があると，その影響は言語発達の遅れに留まらず，
発達全体に及びます。感情・情緒，社会生活，生活習慣，自立的行動，人格形成にまでかかわってくるた
め，全人的支援が必要です。
聴覚障害を理解するためには，聴こえ，音声，言葉など幅広く学ぶ必要があります。そこで，本講座で
は耳の構造，音の性質，聴覚の仕組み，難聴の原因疾患など医学的側面を中心に，聴覚補償と教育につい
ても取り上げます。
■到達目標
1 ）聴覚の仕組みについて，音の伝達経路と関係づけて説明できる。
2 ）聴覚障害が言語発達へ及ぼす影響について述べることができる。
3 ）伝音難聴，感音難聴の主な原因疾患について各々 3 個以上挙げて，簡単に説明できる。
4 ）補聴器並びに人工内耳の適応と効果について述べることができる。
5 ）聴覚障害児の教育の歴史的変遷について述べることができる。
■教科書
永渕正昭著『聴覚と言語の世界（改訂版）
』東北大学出版会，2013年，第 9 刷
■在宅学習15のポイント
回数
1
2

36

テーマ

学習内容（キーワード）

学びのポイント

音の性質

音の高さ，大きさ，強さ，音色，音の物 それぞれの定義，単位について学習し理
理的性質（音速，反射，屈折，屈曲，吸 解する。特に単位を覚える。
収）

耳の仕組み
①

外耳，中耳，音響増幅，耳小骨連鎖，耳 各部位の構造と機能を知る。
管

総

回数

テーマ

学習内容（キーワード）

学びのポイント
論

4

耳の仕組み 側頭葉，聴（蝸牛）神経，蝸牛神経核， 内耳から聴覚中枢までの神経連絡：内耳
③
聴覚路，網様体，第 1 次中枢，第 2 次中 に伝わった音がどのような経路で聴覚中
枢，ウェルニッケ中枢，交差繊維と非交 枢に達するか，また各部位の働きを学習
差繊維， 2 つの耳と 2 つの脳，両耳加重 する。
現象，両耳合成，両耳分離，聴覚と時間

5

健常児の言 叫声，喃語，始語，語彙， 1 語文， 2 語 0 歳児から就学前までの言語の習得，発
語発達
文，空間認識， 3 語文，時間的概念，理 達の概略を年齢別に学習する。
解語彙，表現語彙，鏡映文字， 9 歳の壁

6

発声・発語 発声，喉頭，声帯，声帯振動，かすれ 発声のメカニズムとその進化，音声が言
の仕組み
声，ささやき声，通常の話声，声の高 葉になるメカニズム，子音と母音の出し
さ，声変わり，構音，発音，母音，子音 方と構音点を学ぶ。

7

ニューロン，髄鞘化，シナプス，脳の重 人間の脳の大まかな構造を知る。
量，大脳皮質，脳の仕組み

人の脳②

大脳皮質，前頭葉，側頭葉，頭頂葉，後
頭葉，言語中枢，大脳半球，脊髄，延
髄，橋，中脳，間脳，大脳，大脳基底
核，大脳辺縁系，小脳

8

人間の脳の大まかな役割分担を知る。特
に聴覚，言語に関する部分は良く学習す
ること。大脳半球の左右差についても学
ぶ。

聴覚障害② 麻疹，ムンプス，音響外傷，頭部外傷， 各疾患の概略，特徴をまとめる。
後天性聴覚 聴器毒，老人性難聴，
障害

11

言語発達の 脳の成熟，運動の発達，知能の発達，聴 ①脳の成熟段階，②各種の発達と言語の
条件①
覚の発達，視覚の発達，構音の発達
発達の関係を学ぶ。

12

言語発達の 母語の定着，両親が聾，施設収容児，母 言語環境がいかに言語の発達に影響する
条件②言語 親の愛情，母国語と外国語，外国語の定 か，記載されている事例を通して学習す
環境
着
る。

13

難聴児の言 deaf voice，鼻音化，難聴の程度分類， 難聴の出現時期及び程度と言語発達の状
語発達①
9 歳の壁
態の関係を学ぶ。

14

難聴児言語
発達②難聴
児の心

心理発達，思考と言語，記憶，認識能 聴覚障害が子供の精神発達にも影響を及
力，抽象概念，性格的特徴，発達検査， ぼすことを学ぶ。また，年齢的特徴につ
知能検査，精神特性
いても学ぶ。

難聴児の教
育・療育

京都盲唖院，学校教育法，特別支援教
育，インクルーシブ教育， 9 歳の壁

15

37

福祉科・指導法

ヨーロッパの歴史，日本の歴史を概観
し，日本における最近の特別支援教育，
インクルーシブ教育についても自ら調べ
て学ぶ。

二種免用

10

支 援 員

聴覚障害① 伝音難聴，感音難聴，遺伝性，胎生期， 難聴の原因と特徴（テキストの各疾患）
先天性聴覚 周産期
について整理しておくこと。
障害

実習指導・実習

9

免許状以外の領域

人の脳①

教育課程・指導法

耳の仕組み 内耳，蝸牛管，コルチ器，有毛細胞，電 各部位の構造と機能を知る。
②
気反応（蝸牛電位），マイクロホン

心理・生理・病理

3

■レポート課題【説明型レポート】

1 単位め

⑴
⑵
⑶

音の性質（約500字）
耳の仕組み（約800字）
難聴の原因（約800字）

2 単位め

⑴
⑵

言語環境と言葉の発達（約1,000字）
聾教育の過去と現在（約1,000字）

■アドバイス

ろう

最近の耳科学の進歩は著しく，補聴器の性能も年々向上し，さらに人工内耳の出現で先天聾者も聴覚を
活用することが可能になりました。その結果，特別支援（聴覚障害）学校では補聴器が役立たない児童は
人工内耳を装着するようになってきました。また画像診断技術が発達して脳科学も大きく進歩したので，
脳の中における聴覚と言語機能の関係が徐々に解明されてきました。それで「聴覚障害」を理解するに
は，聴覚の生理・病理以外に聴覚補償（補聴器，人工内耳）や聴覚障害児教育，さらには言語と関係した
脳機能についても学習する必要があります。
まず教科書を一通り読んで，
「聴覚」を全般的に理解すると同時に聴覚と関連する言語や脳機能につい
ても学習してください。聴覚障害児教育に関与された方は自分の経験と併せて検討されるとよいでしょ
う。

1単位め

アドバイス
⑵

⑴

音の性質：これは教科書のｐ. 7 ～16を読んでください。音の基本的な性質として

「大きさ」
，
「強さ」，
「高さ」（周波数）をまず理解し，次にその他の性質として，速さ，反
射，屈折，屈曲，吸収，明瞭性などを学習してください。

耳の仕組み： 教科書ｐ.17～31を読んで，外耳から聴覚中枢までの構造と聴こえの仕組みについて

勉強してください。
⑶

難聴の原因：ｐ.121～134を読んで，遺伝性から後天性までの難聴原因とその特徴（症状）を理解

し，難聴が発現する仕組みも勉強してください。さらに難聴児の重複障害（ｐ.143）にも関心を持ってく
ださい。

2単位め

アドバイス

⑴

言語環境と言葉の発達：幼児の言語発達には「話し言葉の環境」が大事です。教科書

のｐ.108～116を読んでください。言語は聴覚の影響を受けて発達するので，幼児期に不良
な言語環境で育つと，その後の発話は不明瞭のままで，思考言語も発達しません。この点に

着目して，聴覚と言語の関係を検討してください。
⑵

聾教育の過去と現在：教科書のｐ.148～156を参考にしてくさい。ヨーロッパでは16世紀から聾教

育が芽生えたといってよいが，日本では明治以降です。当初は手話法や口話法であり，戦後は補聴器が活
用されるようになり，最近では人工内耳も普及しています。
また，近年施行された特別支援教育制度とインクルーシブ教育の提言についても調べて学習してくださ
い。

38
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■科目修了試験

評価基準

論

医学的な内容なので，正確な知識（用語・単位などを含む）を求める。個人的な印象や感想は不要であ
る。解答の範囲はテキストに記載されている程度でよい。合否の目安は学習内容に示されたキーワードの
約 6 割以上が解答に含まれ，かつ正しく理解されていること。

心理・生理・病理

■参考図書
1 ）舩坂宗太郎著『回復する聾』人間と歴史社，1996年
2 ）日本聴覚医学会編・立木孝監『聴覚検査の実際』南山堂，1999年
4 ）本庄巌編著『人工内耳』中山書店，1999年
5 ）永渕正昭著『障害者のリハビリと福祉（改訂版）』東北大学出版会，2010年
6 ）姉崎

弘著『特別支援教育とインクルーシブ教育

これからの我が国の教育のあり方を問う』ナ

カニシヤ出版，2011年

教育課程・指導法

3 ）小寺一興編『補聴器の選択と評価』
（図説 耳鼻咽喉科 New Approach）メジカルビュー社，1996年

免許状以外の領域

実習指導・実習
支 援 員
二種免用
福祉科・指導法
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肢体不自由教育
科目コード

EF3719

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R or SR

2年以上

鳴海

宏司

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2016年度以降スクーリングは開講いたしません。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
この科目では，まず，肢体不自由教育とはどういう教育であるのかということと，対象になる子ども達
とその教育の場，さらにそれらを支える制度について学習します。その上で，この子ども達の教育的な課
題は何かということと，そのための教育課程はどのように編成されているか，また，教育内容・方法等の
特徴としてどのようなことがあげられるかについて学習します。教育的な課題を探れるようになるために
は，肢体不自由児の発達を知ることが必須ですし，健康の保持増進，情緒・人間関係の発達，認知の発
達，コミュニケーション等についての理解が欠かせません。特に，
「運動・動作の発達」と「障害の状態
の的確な把握」についてしっかりと学習を進めます。
また，前述したことは，とりもなおさず領域としての「自立活動」を重点的に学ぶことになります。
「自立活動」について学ぶことは，子どもにとって“障害とは何か”，“自立とは何か”を学ぶことになりま
すし，なによりも「自立活動」には心理的・身体的・社会的な活動性を求めるための幅広い内容が盛られ
ており，特に肢体不自由教育にあっては，教育課程の中核に位置するものと考えられます。したがって
「自立活動」の指導をどのように実践できるかによってこの教育についての専門性が計られると言っても
過言ではありません。
平成20（2008）年度の全国特別支援学校肢体不自由教育校長会の調査によると，肢体不自由を主とする
特別支援学校の重複障害の割合は86. 2 ％だということです。これを見れば分かるとおり，この科目の中
で重複障害児の指導について学習を進めることも必須のことになりますし，この中には日常生活の中で大
幅な介護を必要とする者や医療的ケアを必要とする者が少なくないことから，いわゆる重度・重複障害児
の指導に重点を置いて取り組んでいきます。
現在の特別支援学校が担うべき諸課題として「個別の指導計画の作成と実施」，「個別の教育支援計画の
作成と実施」
，「センター的機能」
，「キャリア教育」等が挙げられます。このことは，特に肢体不自由とい
う障害種にとらわれずに考えなければならないことですが，障害種が何かにかかわらず，今後の特別支援
学校に求められ続けることですので，じっくりと学習していきます。
■到達目標
1）
「自立活動」の目標にある「自立」，
「主体的に改善・克服する」
，
「発達の基盤を培う」という言葉
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の意味を説明できる。

論

2 ）子どもの障害の状態に応じた「自立活動」の内容の取り上げ方を解説できる。
3）
「個別の指導計画」の作成意義と作成手順を解説できる。
4）
「個別の教育支援計画」とはどういう計画書か説明できる。

心理・生理・病理

■教科書
下山直人編著『肢体不自由教育ハンドブック』社会福祉法人全国心身障害児福祉財団，2010年
（最近の教科書変更時期）2014年 4 月

回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

肢体不自由教育に
おける諸課題への
対応③進路指導・
キャリア教育

キャリア教育の意義をあらためて押さえ， 真の社会参加にとって必要な，
なぜキャリア教育が重視されてきたのか， 主体的な進路選択はどうあるべ
実際の指導はどうあるのかを理解する。
きか考えてみましょう。
キーワード：勤労観・職業観，キャリア発
達 など

肢体不自由教育に
おける諸課題への
対応④センター的
機能，医療的ケア

肢体不自由教育のセンター的役割を理解
し，また，近年増加してきている医療的ケ
アを必要としている児童生徒の実態を理解
する。
キーワード：特別支援教育コーディネー
ター，医療行為 など

特別支援学校（肢体不自由）が
地域支援として求められている
ことは何か調べてみましょう。
また，医療的ケアにはどんなも
のがあるか調べてみましょう。

肢体不自由児の健
康管理と指導①肢
体不自由の定義と
運動機能の発達

学校教育では，肢体不自由がどう受けとめ
られているか理解するとともに，人の定型
的な運動発達について理解する。
キーワード：学校教育法施行令第22条の
3 ，頭尾律，修正月齢 など

学校教育法施行令第22条の 3
で，肢体不自由についてどのよ
うに規定されているか調べてお
きましょう。

5

6

7

教育，医療，福祉，労働等が連
携協力を図り，継続的な支援体
制を整えるとはどういうことか
考えてみましょう。
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個別の教育支援計画の意義と作成に当たる
ときの諸課題について整理し，一貫した支
援のあり方について理解する。
キーワード：ネットワークの構築 など

二種免用

4

肢体不自由教育に
おける諸課題への
対応②個別の教育
支援計画

支 援 員

3

肢体不自由教育に 個別の指導計画の意義と位置づけ，および 障害が多様で重い児童生徒に
おける諸課題への 作成と運用について整理し理解する。
とっては，個に応じた指導が欠
対応①個別の指導 キーワード：適確な実態把握 など
かせないことをあらためて押さ
計画
えておいてください。

多くの特別支援学校（肢体不自
由）で編成されている教育課程
の類型にはどのようなものがあ
るか調べてみましょう。

実習指導・実習

2

肢体不自由教育の 特別支援学校（肢体不自由）における教育
教育課程
課程の編成の実際について整理し理解す
る。
キーワード：類型方式，特別な教育課程   
など

免許状以外の領域

1

肢体不自由教育の 肢体不自由児の現状を概括し，特に特別支 在籍する児童生徒の障害の重度
現状と課題
援学校（肢体不自由）の現状と課題を整理 化・重複化によって，特別支援
し理解する。
学校（肢体不自由）に何が求め
キーワード：障害の重度化・重複化 など られるか考えてみましょう。

教育課程・指導法

■在宅学習15のポイント

回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

8

肢体不自由児の健
康管理と指導②脳
性まひ

脳性まひは，どのように定義されている
か，また，脳性まひのタイプにはどのよう
なものがあるか，さらに，感覚，認知等に
どのような状態が起こるか理解する。
キーワード：痙直型，アテトーゼ型 など

特別支援学校（肢体不自由）に
在籍する児童生徒のうち，脳性
まひがどれくらいの割合を占め
るか調べておきましょう。

9

肢体不自由児の健
康管理と指導③二
分脊椎

二分脊椎とはどういう障害か概括し，学校
入学前，学童期，卒業後の社会生活で必要
な支援について理解する。
キーワード：ライフステージに沿った支
援，排尿障害，褥瘡 など

学童期以降に運動機能の退行が
起こりやすいと考えられていま
すが，そのための対応にはどの
ようなことが必要か，考えてみ
ましょう。

肢体不自由児の健
康管理と指導④健
康管理と指導の実
際

肢体不自由児にとって重要な健康の保持・
増進のために，日常的にどのようなかかわ
りが望ましいか，その実際を理解する。
キーワード：ホームプログラム，家庭訓練
など

心肺機能の維持向上のためにも
適度な運動が必要だといわれま
す。楽しみながら運動したり良
好な姿勢保持をしたりする工夫
を考えてみましょう。

運動・動作の発達
と指導

運動・動作の発達の原則と一般的な過程に
ついて押さえ，運動・動作に関する指導の
実際について理解する。
キーワード：運動発達の順序性，運動発達
の方向性，動作法 など

運動・動作からみた基本的動
作，日常生活動作，生活関連動
作とはどういうことか調べてみ
ましょう。

読み・書き・数の
発達と指導

文字の読みの発達につまずきのある脳性ま
ひ児の指導や，書字のレディネスを高める
ための指導，数の基礎概念の指導等の実際
について理解する。
キーワード：音韻意識，視知覚認知，数概
念など

書字に入るまでに必要な学習
や，数の基礎概念のための学習
内容等について調べておきま
しょう。

各教科の指導のあ
り方

肢体不自由児個々の障害の特性が，学習に
及ぼす影響について整理し，それらに対応
した指導の工夫の実際について理解する。
キーワード：言語障害，視知覚障害，知覚
－運動障害，ＰＶＬ など

肢体不自由がもたらす学習の困
難は容易に想像できますが，そ
れ以外の機能障害による学習困
難についても考えてみましょ
う。

自立活動の指導の
あり方①自立活動
の指導計画の作成

自立活動の教育課程上の位置付けを押さ
え，目標と内容，各教科等との関連を押さ
えた上で，指導計画作成の実際について理
解する。
キーワード：学習上又は生活上の困難， 6
つの区分と26項目 など

自立活動の目標にある「自立」
とはどのような意味か，また，
「発達の基盤を培う」とはどの
ような意味か考えてみましょ
う。

自立活動の指導の
あり方②自立活動
の指導の実際

身体の動きを中心とした指導事例とコミュ クラッチ歩行，ＶＯＣＡ，ＡＡ
ニケーションの力を高める指導事例をとお Ｃとはどういうことか調べてみ
して，自立活動の指導の実際を理解する。 ましょう。

10

11

12

13

14

15
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■レポート課題

まず，「教育課程」とは何かということと，教育課程編成の原則について押さえてください。肢体不自

教育課程・指導法

■アドバイス

心理・生理・病理

2 単位め

「自立活動」について，以下の 2 つの設問それぞれに答えなさい。
1 自立活動の目標及び内容について詳しく述べなさい。
2  自立活動と各教科，他の領域との位置づけをどう考えればいいか，詳しく述べなさ
い。

論

1 単位め

特別支援学校（肢体不自由）が編成している教育課程について，以下の 2 つの設問それ
ぞれに答えなさい。
1  多くの特別支援学校（肢体不自由）が採用している類型方式の中から代表的な 3 つの
類型を挙げ，その内容を要約し，それぞれを編成する上で留意しなければならないこと
について述べなさい。
2  類型方式によって編成する場合に留意しなければならないこと，及び類型方式によら
ない編成の場合に留意すべきことについて述べなさい。

由を主とする特別支援学校の多くは，教育課程の編成を類型方式で行っています。これは，特別支援学校
方法と考えていいでしょう。
そのためにも，肢体不自由を主とする特別支援学校に在籍する児童生徒の実態像を押さえてください。
教科書には様々な実践例が示されていますので，これらに目を通すことで理解できるものと思います。そ
は「特別支援学校高等部学習指導要領」も参考になると思います。
「自立活動」とは，特別支援学校の教育課程に設けられている独特の領域です。なぜ，特別支援学校に
だけ，領域としてこの「自立活動」が設けられているのかをよく考えてください。そうすればこの領域が
何を目標としているか，その達成のために教師に何を求めているのか自ずと理解できるはずです。

実習指導・実習

の上で，具体的に類型方式とはどのような方式なのかということについて考えてください。これについて

免許状以外の領域

に在籍する児童生徒の障害の状態や発達の段階等がきわめて多様であることから，それに対応するための

また，この「自立活動」の前身は「養護・訓練」
（昭和46年の学習指導要領で設けられた）といわれて
されたのか，この点についてもよく学習してください。単に名称が変更されたのではなく，
「障害」の枠
組み（捉えかた）が変わったことと，目指すべき自立とは何かということをしっかり押さえてほしいと思

支 援 員

いましたが，平成11年の学習指導要領の改訂で「自立活動」と変更されました。なぜ「自立活動」と変更

います。

アドバイス

肢体不自由を主とする特別支援学校に在籍する児童生徒の障害の状態や発達段階等を概括
すると，肢体不自由という単一の障害だけの者から肢体不自由だけでなくその外の障害を複
数種併せ有している者までと様々ですし，知的障害を併せ有している者も少なくありませ

二種免用

1単位め

ん。したがって，これらの児童生徒に対する教育の目標，内容，方法等を考えるとき，児童生徒個々の実
ます。そのためにとられる方式が類型方式です。設問の 1 についてはこの点を整理して述べるといいで
しょう。
また，類型はあくまでも類型でしかありません。どの類型に当てはまるのか判断の難しい者もいるで
しょうし類型と類型の狭間にいる者もいます。設問 2 は，こうした児童生徒に対する配慮をどのように考
43
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態に即応した学習計画の系統性，計画性，継続性が求められますし，できるだけきめ細かい対応が望まれ

えていかなければならないかということを問うています。
教科書第 1 章第 2 節を丁寧に読んでください。また，学校教育法施行規則に示されている教育課程の編
成に関する特例や，特別支援学校学習指導要領に示されている「重複障害者等に関する教育課程の取扱
い」にも確実に目を通してください。そうすれば容易に解答できると思います。

2単位め

アドバイス

特別支援学校学習指導要領では，「自立活動」は「目標」，「内容」，「指導計画の作成と内
容の取扱い」という構成になっています。したがって，設問 1 は学習指導要領を読めば解答
できると思われるかも知れませんが，ここではもう一歩踏み込んだ答えを求めています。つ

まり，目標の中のいくつかのキーワードと，それの意味していることについて具体的な説明を求めていま
す。内容についても，単に 6 つの区分26項目を答えるのではなく，肢体不自由のある児童生徒にとってこ
れらの内容をどのように活用し，指導の実際場面で展開していくのか，それの例示を求めています。もち
ろん，肢体不自由以外の他の障害を併せ有している児童生徒を想定し具体的指導内容を例示することもか
まいません。
また，特別支援学校学習指導要領では，“学校における自立活動の指導は，障害による学習上又は生活
上の困難を改善・克服し，自立し社会参加する資質を養うため，学校の教育活動全体を通じて適切に行う
ものとする。…”と述べられています。設問 2 は，このことが具体的にはどういう意味なのかということ
を聞いています。「自立活動の時間の指導」との関連も考えながらレポートをまとめてください。
教科書第 4 章第 1 節を丁寧に読んでください。また，特別支援学校学習指導要領解説自立活動編がたい
へん参考になると思います。特に，肢体不自由の児童生徒について述べられている部分を注意深く読んで
ほしいと思います。
■科目修了試験

評価基準

100点満点で採点します。教科書で述べられていることに基づいて出題しているので，その範囲で解答
されていれば，理解度（解答文章中の誤字・脱字，文章完成度を含む）に応じて60点～79点は獲得できま
す。参考図書や実践的な研修に基づいた知見が述べられている場合，内容に応じて加点します。
■参考図書
1 ）日本肢体不自由教育研究会監修『肢体不自由教育の基本とその展開』慶應義塾大学出版会，2007年
2 ）成瀬悟策著『臨床動作学基礎』学苑社，2005年
3 ）文部科学省『特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

特別支援学校高等部学習指導要領』海文

堂出版，2009年
4 ）文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説

―総則等編―』教育出版，2009年

5 ）文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説

―自立活動編―』海文堂出版，2009年

6 ）全国肢体不自由養護学校長会編著『特別支援教育に向けた新たな肢体不自由教育実践講座』ジアー
ス教育新社，2005年
7 ）文部科学省編『肢体不自由児のコミュニケーションの指導』日本肢体不自由協会，1994年
8 ）国立特殊教育総合研究所編著『肢体不自由のある子どもの自立活動ガイドブック』ジアース教育新
社，2006年
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担当教員

4

R or SR

2年以上

阿部

芳久

心理・生理・病理

EF3727

配当年次

論

科目コード

履修方法

総

知的障害教育

単位数

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2016年度以降スクーリングは開講いたしません。
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
特別支援教育の対象は，視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病虚弱，情緒障害，自閉症スペ
障害児に対する教育課程は，基本的には通常の教育に準じた教育課程になっています。ところが知的障害
児の教育課程は，通常の教育の教育課程に基礎を置いていますが，知的障害児の障害の特性や社会参加・
自立という彼らの将来の生活を実現するために歴史的に特有の教育課程となっています。この科目では，
知的障害児を対象とした教育課程および指導のねらいや指導方法について学習します。

免許状以外の領域

クトラム障害，言語障害，学習障害，注意欠陥多動性障害の障害をもつ児童生徒です。知的障害児以外の

教育課程・指導法

※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学

実習指導・実習

■到達目標
1 ）知的障害教育の意義について説明することができる。
2 ）知的障害教育の教育課程について説明することができる。
3 ）知的障害教育における「領域・教科を合わせた指導」について解説することができる。

支 援 員

■教科書
阿部芳久著『知的障害児の特別支援教育入門』日本文化科学社，2006年
※2016年 4 月より教科書訂正資料あり
■在宅学習15のポイント
学習内容

学びのポイント

我が国の障害者福祉 ・障害者基本計画，改正障害者基本 ・ノーマリゼーション，合理的配慮
の動向と知的障害児
法を理解する。
とは
の特別支援教育の方 ・特別支援教育の位置付けを理解す ・知的障害児の特徴と学習上の特性
向性：知的障害児の
る。
を配慮した指導法の工夫とは
特別支援教育の教育 ・特別支援教育における目的と目標 ・教科別，領域別の指導，領域・教
課程
を学ぶ。
科を合わせた指導とは
・知的障害児の特別支援教育におけ
る教育課程の構成と指導形態を学
ぶ。
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福祉科・指導法

1

テーマ

二種免用

回数

回数

テーマ

学習内容

学びのポイント

2

領域・教科を合わせ ・日常生活の指導のねらいとその内 ・朝の会において，一日のタイムス
た指導の実際①日常
容を学ぶ。
ケジュールを理解させるための指
生活の指導，遊びの ・遊びの指導のねらいとその内容を
導の工夫とは
指導
学ぶ。
・子どもの自発性を引き出す遊びの
工夫とは

3

領域・教科を合わせ ・生活単元学習の教育的意義を理解
た指導の実際②生活
する。
単元学習，作業学習 ・生活単元学習のねらいと展開につ
職場実習
いて学ぶ。
・作業学習の教育的意義について理
解する。
・作業学習の種類と展開について学
ぶ。
・職場実習の指導の展開について学
ぶ。

・生活への興味・関心を高める指導
方法とは
・社会的自立にむけての生活経験の
拡大とは
・作 業学習で形成すべき知識，態
度，習慣とは
・作業学習と職場実習の関連性とは
・進路指導と職場実習の系統性，発
展性とは

4

教科別の指導の実践 ・知的障害児の国語教育の意義を理
①国語科の指導，算
解する。
数・数学科の指導
・国語科の指導の内容と展開につい
て学ぶ。
・知的障害児の算数・数学教育の意
義を理解する。
・算数科の指導内容と展開について
学ぶ。

・知的障害児の言語発達の特性とは
・コミュニケーション指導の内容と
方法とは
・数量概念の獲得のメカニズムの分
析とは
・算数・数学科の指導形態とは

5

教科別の指導の実践 ・知的障害児の体育・保健体育の指 ・知的障害児の運動機能，運動技能
②体育科・保健体育
導の意義を理解する。
の特性とは
科の指導，音楽科の ・体育科・保健体育科の目標と内容 ・知的障害児の主体的な動きを引き
指導
を学ぶ。
出す体育科の指導内容の工夫と指
・知的障害児の音楽指導の意義に理
導上の注意事項とは
解する。
・知的障害児にとっての音楽の心理
・音楽科の目標と内容を学ぶ。
的効果とは
・余暇につながる体育と音楽の指導
とは

6

自立活動の指導①知 ・知的障害児教育における自立活動 ・発達の遅れと発達の偏りとは
的障害児の自立活動
の意義を理解する。
・自立活動の指導内容の 6 つの柱と
の意義，自立活動の ・知的障害児の自立活動の目標と内
は
目標と内容
容を学ぶ。

7

自立活動の指導②自 ・自立活動の指導形態について理解 ・
「自立活動の時間における指導」
立活動の指導の展
する。
と「教育活動全体を通じて配慮し
開，個別の指導計画 ・自 立活動の個別の指導計画を学
ながら行われる指導」の違いとは
の作成
ぶ。
・個別の指導計画作成の手順とは

46
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回数

テーマ

学習内容

学びのポイント

福祉科・指導法
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二種免用

14

作業学習の指導内容 ・作業学習のねらいと作業学習の変 ・社会的ニーズと教育的ニーズに対
と指導方法
遷，今後の方向性について理解す
応した今後の作業学習のあり方と
①作業学習の教育的
る。
は
意義
・特別支援学校，知的障害支援学級 ・
「できる喜び」「かかわる喜び」を
②作業学習の種類と
の作業学習の具体的な展開例につ
高める作業学習の展開と指導方法
その展開例
いて学ぶ。
の工夫とは

支 援 員

13

生活単元学習の指導 ・学習指導要領に示されている生活 ・個人差の大きい集団にも適合する
内容と指導方法
単元学習の指導計画作成上の留意
単元設定を可能にするための要件
③単元の指導計画作
点について学ぶ。
とは
成の留意点
・学 校生活全体を見通した計画作 ・生活の課題意識を高めるための指
④生活単元学習の効
成，年間指導計画の作成，単元の
導方法とは
果的な展開方法
指導計画の作成について学ぶ。

実習指導・実習

12

生活単元学習の指導 ・生活単元学習のねらいについて理 ・生 活単元学習で育成する「知識」
内容と指導方法
解する。
「スキル」「習慣」とは
①生活単元学習の教 ・生 活単元学習の分類について学 ・地域生活者としてのＱＯＬを高め
育的意義
ぶ。
ることをねらいとした生活単元学
②生活単元学習の指
習のテーマとは
導の展開

免許状以外の領域

11

遊びの指導の指導内 ・遊びの指導が導入された背景につ ・遊べる状況づくりとは
容と指導方法
いて理解する。
・教師の働きかけの基本的姿勢とは
①遊びの指導のねら ・遊びの指導の効果的な展開方法に ・望ましい遊びの条件とは
い
ついて学ぶ。
②遊びの指導の展開

教育課程・指導法

10

日常生活の指導の指 ・
「朝の会」「給食」「掃除」の指導 ・一日の学習活動の流れを理解する
導内容と指導方法
内容と方法について学ぶ。
ための指導の手立てとは
①生活集団を対象と ・日常生活の指導における個別指導 ・日常生活の指導における実態の把
した日常生活の指導
について学ぶ。
握の方法とは
②日常生活の指導に
・指導プログラム作成の内容と方法
おける個別指導
とは

心理・生理・病理

9

知的障害教育の教育 ・知 的障害児の特徴・学習上の特 ・知的障害の特徴及び学習上の特性
課程の構造
性，及びそれを考慮した教育課程
とは
③知的障害児の特別
について学ぶ。
・
「領域・教科を合わせた指導」の
支援教育における教 ・学校教育法施行規則に規定されて
法的根拠とは
育課程
いる教育課程編成に関する事項に ・特別支援学校における重複障害者
④特別支援教育にお
ついて学ぶ。
等の教育課程の取り扱いとは
ける教育課程編成の
取り扱い

論

8

知的障害教育の教育 ・特別支援学校の教育の目的を理解 ・学校教育法第72条とは
課程の構造
する。
・教育基本法第 1 条とは
①特別支援教育にお ・教育課程の編成の原則について理 ・学習指導要領総則における教育目
ける教育目的，およ
解する。
標とは
び教育目標
・学習指導要領総則第 2 節「教育課
②特別支援教育にお
程編成」の基本的な考え方とは
ける教育課程編成の
原則

回数

15

テーマ

学習内容

学びのポイント

作業学習の指導内容 ・職 場実習の意義について理解す ・作業学習，職場実習，進路指導の
と指導方法
る。
関連とは
①職場実習の意義と ・職場実習の計画作成の留意点につ ・知的障害者の自立と社会参加とは
指導の展開
いて学ぶ。
②職場実習の効果的 ・職 場実習の事前指導，巡回指導，
展開方法
事後指導の具体例について学ぶ。

■レポート課題

1 単位め

知的障害者の特別支援教育における「領域・教科を合わせた指導」（
「日常生活の指導」
「遊びの指導」「生活単元学習」「作業学習」）のそれぞれの指導形態について指導上の留意
点について述べなさい。

2 単位め

特別支援学校小学部高学年の中度知的障害児を対象として，「お好み焼きパーティーを
開こう」という生活単元学習を設定した（授業時数30時間程度）。この単元の「指導目標」
を示し，児童が意欲的に取り組めるような「学習活動」を設定せよ。児童の実態や活動の
流れを考慮して単元全体の「学習活動」を順序よく時系列に配列せよ。

3 単位め

知的障害児の特別支援教育における国語科，算数・数学科の指導目標およびそれぞれの
指導の基本的視点について述べよ。また，知的障害児の特別支援教育における自立活動の
指導目標と指導内容について述べよ。

4 単位め

特別支援学校中学部の中度知的障害生徒を対象として，「ファーストフードショップに
出かけよう」という生活単元学習を設定した（授業時数30時間程度）。この単元の「指導
目標」を示し，生徒が意欲的に取り組めるように国語科と数学科の指導内容を中心に「学
習活動」を設定せよ。生徒の実態や活動の流れを考慮して単元全体の「学習活動」を順序
よく時系列に配列せよ。

■アドバイス

1単位め

アドバイス

2単位め

アドバイス

3単位め

アドバイス

まずテキストｐ.31～ｐ.102を熟読してください。「日常生活の指導」であるならｐ.50，
「遊びの指導」であるならｐ.59，「生活単元学習」であるならｐ.73，および「作業学習」で
あるならｐ.96の内容を参考にしてください。
まず，児童にどのようなスキル・態度・意欲等を身につけさせたいかを考え「指導目標」
を設定してください。その後，テキストｐ.64の指導例 5 の形式を参考にして，「学習活動」
を記述してください。
テキストｐ.103～ｐ.163およびｐ.195～ｐ.216を熟読してください。
「国語科」の指導の
基本的視点については児童生徒の発達レベル（
「話しことばが獲得されていない児童生徒」
「話しことばによるコミュニケーションが拡大しつつある児童生徒」「話しことばで日常的な

コミュニケーションが行える児童生徒」
）に応じて記述してください。レポート枚数が制限されています
ので，最も基本的な視点を整理して記述してください。
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を設定してください。その後，テキストｐ.141の指導例23の形式を参考にして，「学習活動」

論

アドバイス

まず，児童にどのようなスキル・態度・意欲等を身につけさせたいかを考え「指導目標」

総

4単位め

を記述してください。
評価基準

・知的障害者の特別支援教育における「領域・教科を合わせた指導」の指導形態と指導上の留意点を理
解しているか。
・知的障害児の国語，算数・数学科，自立活動の指導目標と指導内容に沿い，意欲的に取り組める学習

教育課程・指導法

活動はどうあるべきかについて理解しているか。
・生活単元学習の指導内容と教科指導との関連性について理解しているか。
■参考図書
月刊雑誌『実践障害児教育』学習研究社
季刊雑誌『特別支援教育の実践情報』明治図書
小学部・中学部学習指導要領

高等部学習指導要領』海文

堂出版，2009年
文部科学省『特別支援学校学習指導要領―総則等編』教育出版，2009年

2009年 3 月告示の「特別支援学校

学習指導要領」
「特別支援学校

学習指導要領 解説」は，文部科学

省ホームページなどにも掲載されています。

実習指導・実習

文部科学省『特別支援学校学習指導要領―自立活動編』海文堂出版，2009年

免許状以外の領域

月刊雑誌『特別支援教育研究』東洋館出版社
文部科学省『特別支援学校幼稚部教育要領

心理・生理・病理

■科目修了試験

支 援 員
二種免用
福祉科・指導法
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病弱教育
科目コード

EF3729

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R

2年以上

鳴海

宏司

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
病弱を主とする特別支援学校や学級では，慢性疾患，悪性新生物等により継続して治療や生活規制が必
要な子どもたち，重度重複障害の子どもたち，また，身体虚弱の状態が持続するため，生活の管理を必要
としている子どもたちが学んでいます。
こうした子どもたちの教育にあたっては，子ども一人一人をよく見つめ，子ども個々のその時々の健康
状態，治療等の状況，これまでの学習への取り組みの状況，心理的な安定度等に十分配慮しながら進める
ことが肝要です。また，自主性，積極性，社会性を培うこともこの教育の大きな役割になりますが，なに
よりも大事なことは，子ども個々の年齢や発達段階に応じて病気についての正しい理解を促し，治療に前
向き取り組めるような気持ちを作り上げることです。
ここでは，こうした子どもたちの学びを支えるために関連法規がどう整備され，学習指導要領で何が示
されているかを学習するとともに，教育課程がどのように編成されているか，教科，自立活動等の指導が
具体的にどのように実践されているかについても学習していきます。特に，病気の状態に応じた指導の工
夫等について詳しく学んでほしいと思っています。
近年，医療の進歩や，病気の子どもたちのＱＯＬの維持・向上が図られることにより，病弱を主とする
特別支援学校に在籍する児童生徒の病類が大きく変化しています。一例を挙げれば，気管支喘息の子ども
たちは，かつては特別支援学校で学ぶことが一般的でしたが，現在では，そのほとんどが家庭で通院治療
しながら地域の小・中学校で学べるようになっています。こうした状況の中，現在の特別支援学校や学級
では，これまでの病類に加えて心身症をはじめとする心の病気の子どもたちが大幅に増えてきています。
したがって，こうした子どもたちへの対応についてもしっかりと学習していきます。
また，前述したように，病気の子どもたちが地域の小・中学校に在籍するようになってきていることか
ら，地域でのセンター的役割を担う特別支援学校の存在がいよいよ重要になってきています。こうした状
況を踏まえ，病弱の子どもたちを抱える地域の教育機関との連携やネットワーク化の課題と絡めて，セン
ター的機能について，新たな視点から学習していくことにします。
■到達目標
1 ）病弱・身体虚弱教育の対象になる子どもの障害（病気）の種類や程度について説明できる。
2 ）病弱・身体虚弱教育の基本的内容を解説できる。
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3 ）病弱・身体虚弱児童生徒の教科指導を行うにあたっての配慮事項を説明できる。

論

■教科書（「病弱者の心理，生理・病理」の「生理・病理」の部分と共通）
全国特別支援学校病弱教育校長会編著，丹羽登監修『特別支援学校の学習指導要領を踏まえた

心理・生理・病理

子どものガイドブック

病気の

－病弱教育における指導の進め方－』ジアース教育新社，2012年

（最近の教科書変更時期）2014年 4 月
■履修登録条件

教育課程・指導法

この科目は「病弱者の心理，生理・病理」と同時に履修登録をしてください。
■在宅学習15のポイント
回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

6

指導に当たる際 適確な指導計画を立てたり，実際の指導を 病弱教育の対象になる子どもの場
の基本③組織的 適切に行うために必要な様々な関係機関， 合，特に重要になる医療と教育の
な対応
専門機関との連携・協力について，その実 連携について，具体的かつ効果的
際を理解する。
なあり方を考えてみましょう。
キーワード：医教連携，個別の教育支援計
画，リスク管理，医療的ケア など

51

福祉科・指導法

5

指導に当たる際 近年増加の一途をたどっている心身症や精 子どものストレスの表れ方，心の
の基本②心の病 神疾患の子どもたちへの対応の基本につい 読み解き方，特別扱いではない配
気への対応
て理解する。
慮等について考えてみましょう。
キーワード：行動に表れるストレス，身体
に表れるストレス など

二種免用

4

指導に当たる際 病気やそれに伴う入院等によって起きてく 病気のために入院・治療が必要に
の基本①子ども る，病気そのものに対する不安，学習を含 なった子どもの，心理的な状態に
の不安への対応 めた生活への不安を知り，その対応につい ついて考えてみましょう。
て理解する。
キーワード：前籍校，主治医 など

支 援 員

3

特別支援教育の 病弱を主とする特別支援学校，特別支援学 特別支援学校の在籍児童生徒数，
現状
級，通級による指導について理解する。
特別支援学級の学級数の増加がな
キーワード：学校基本調査，インクルーシ ぜ起きているのかを考えてみま
ブ教育システム など
しょう。

実習指導・実習

2

病気の子どもを 我が国の病気の子どもの現状と，小・中学 学齢期における病気の治療過程に
取り巻く現状
校および高等学校段階における対応の実際 ある子どもの数の推移，全国病類
キーワード：障害者白書，学校保健統計調 調査等から現状を把握し，そのよ
査，全国病類調査，小児慢性特定疾患治療 うな子どもたちの学校教育の仕組
研究事業 など
みや制度について調べてみましょ
う。

病弱・身体虚弱の子どもたちの状
態や生活環境などに応じた適切な
教育とはどのようなものか考えて
みましょう。

免許状以外の領域

1

病弱教育の意義 教育は，病気自体を直すものではないが，
病気の治療過程にある子どもの健康状態の
回復や情緒の安定に有効に働くものである
ことを理解する。
キーワード：学習の遅れ，学習空白 など

回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

手続きと関係法
令等①法令等か
らみた病気の子
どもの教育

学校教育法と障害者基本法における障害者
の位置づけと，病弱を主とする特別支援学
校や特別支援学級が対象とする障害（病
気）の程度について理解する。
キーワード：学校教育法第72条，同81条 2
項，学校教育法施行令第22条の 3 ， など

精神疾患や心身症なども含め，多
くの病気が対象になっており，ま
た，入院している児童生徒だけが
対象ではないことに注目してお
く。

手続きと関係法
令等②病弱教育
の制度と転出入
手続き

特別支援学校で教育を受けるための手続き
や，小・中学校から特別支援学校へ転校す
る場合の手続きおよび特別支援学校から
小・中学校への転校手続き等について，そ
の実際を理解する。
キーワード：学校教育法施行令，認定特別
支援学校就学者 など

平成25年 9 月 1 日から，学校教育
法施行令の一部が改正されている
ことについて調べておきましょ
う。

教育課程の編成

児童生徒一人一人の病気の状態，発達段階
等を的確に把握し，個に応じた指導を展開
するための指導計画のあり方と，その実際
について理解する。
キーワード：重複障害者等に関する教育課
程の取扱い，各教科等を合わせた指導   な
ど

病弱を主とする特別支援学校の教
育課程だけでなく，別の障害種の
特別支援学校の教育課程にも目を
通しておくといいでしょう。

10

病気の状態に応
じた指導の工夫
①指導計画の作
成と内容の取扱
い

授業時数の制約や身体活動の制限がある子
どもの，学習計画を立案する際の留意事項
について整理し理解する。
キーワード：指導内容の精選 など

授業時数の制約や病状の変動，学
習空白等に適確に対応するために
は，どのような教育計画が望まし
いか考えてみましょう。

11

病気の状態に応
じた指導の工夫
②自立活動の時
間における指導
との関連

各教科の内容に含まれる健康の保持増進に 理科，体育，家庭科の指導内容の
関することを，自立活動の「健康の保持」 中で，自立活動と関連するものが
に示されていることと関連させながら指導 あるかどうか考えてみましょう。
するときの実際について理解する。

12

病気の状態に応
じた指導の工夫
③各教科の指導
における配慮事
項

体験的な活動における工夫とか，ＩＣＴの
活用を含む教材教具の活用，および負担過
重にならない学習活動のあり方等について
理解する。

病気の状態に応
じた指導の工夫
④弾力的な教育
課程の取扱い

児童生徒の実態に即した指導のために，各 学習指導要領にある「特に示す場
教科の目標や内容の取扱いについて，どの 合」とはどのような場合なのか調
ような規定があるのか理解する。
べておきましょう。
キーワード：重複障害者等に関する教育課
程の取扱い，学校教育法施行規則 など

個別の指導計画
の作成と活用

作成の意義，様式等の実際について理解す 児童生徒の障害の重度化・重複化
る。
に対応するための指導計画とはど
うあるべきか考えてみましょう。

7

8

9

13

14
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理科の実験や社会科の見学，家庭
科での実習等，体験的な活動の必
要な学習場面を想定し，具体的な
支援の工夫について考えてみま
しょう。

総

回数

学習内容・キーワード

学びのポイント

■レポート課題

病気の子どもへの学校教育は，
「特別支援学校」「特別支援学級」での指導に加え，「通級による指導」
もあり，それぞれ対象になる子どもの病気の状態や程度に応じて適切な場が選べるようになっています。
病弱を主とする特別支援学校のほとんどは，病院に併設されているか隣接されており，したがって在籍児
童生徒はその病院に入院している患児でもありました。しかしながら，近年，医療の進歩と治療方法の転

実習指導・実習

■アドバイス

免許状以外の領域

2 単位め

特別支援学校（病弱）での各教科の指導における配慮事項について，以下の 3 つの設問
それぞれに解答しなさい。
1  指導内容の精選等，効果的な学習活動の展開とはどういうことか具体的に述べなさ
い。
2 体験的な活動における指導方法の工夫について述べなさい。
3  病気の状態を考慮し，負担過重にならない学習活動とはどういうことか具体的に述べ
なさい。

教育課程・指導法

1 単位め

病気の子どもの教育について，以下の 2 つの設問それぞれに解答しなさい。
1  特別支援学校が教育の対象とする障害（病気）の程度，種類について述べなさい。ま
た，対象となるには病院に入院していることが必要かどうかについても述べなさい。
2  特別支援学級（病弱・身体虚弱）が対象とする障害（病気）の種類と程度について述
べなさい。

心理・生理・病理

個別の教育支援 個別の教育支援計画とはどのような計画 病気の子どもの学校入学前の生
計画の作成と活 か，個別の指導計画とはどう違うのか，な 活，学校卒業後の生活がどうある
用
ぜ個別の教育支援計画が必要なのかについ べきか，そのための支援計画がど
て理解する。
うあるべきか考えてみましょう。

論

15

テーマ

換によりこうした形が変わりつつあります。 1 単位めの課題に取り組むにあたって，このことにも留意し
病弱を主とする特別支援学校においても，また，特別支援学級においても，各教科の指導に当たって
は，弾力的な取扱いができることになっており，子どもたちの病気の状態に即して適切な指導や支援が施

支 援 員

てください。

されています。この 2 単位めの課題にある「
（各教科の指導における）配慮事項」とはこのことを意味し
ています。ただ，ここで考えてほしいことは，教科指導の必要がある子どもとは治癒すれば元の学校（あ
らこの程度で…」という曖昧さは許されません（場合によってはそうせざるを得ないことがあるかも知れ
ませんが）。この子どもが，元の学校（あるいは生活）に戻ったとき，混乱したり遅れを感じたりするこ

二種免用

るいは生活）に戻る子どもだということです。だから，この弾力的取扱いとか配慮事項には，「病気だか

とができるだけ少なくなるよう，きわめて高度で綿密な配慮でなければなりません。 2 単位めについて
福祉科・指導法

は，このことを念頭に置いて取り組んでください。
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1単位め

アドバイス

まず，学校教育法第72条で特別支援学校の目的を確認してください。その上で，特別支援
学校の教育の対象になる障害者について確認してください。この確認から分かるとおり，特
別支援学校の教育の対象になる障害者は，視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自

由者又は病弱者（身体虚弱者を含む）の 5 つの障害者です。この課題の 1 が問題としているのはこの中の
病弱者についてです。これについては，学校教育法施行令第22条の 3 の病弱者について示されている部分
に目を通してください。課題の 1 の後段で問われていることと課題の 2 については，教科書第 3 章第 1 節
を読むことでよく理解できるものと思います。特に，課題の 2 については，教科書第 8 章第 1 節にも目を
通してください。ここには「就学指導資料（抄）」が載せられており，この中の「就学基準と教育的対応」
（281ページ）を読むとさらに理解が深まるものと思います。
なお，同章の 2 節～ 3 節にも目を通しておいてください。ここには特別支援学校への転入（特別支援学
校からの転出も）について説明されている部分ですが，障害の程度と教育的対応についてもわかりやすく
整理され説明されていますので， 1 単位めの課題を解く上でたいへん参考になります。

2単位め

アドバイス

病気の子どもたちには，学習に未学習部分があったり，授業時数に制約があったり，ある
いは身体活動の制限があったり，経験の不足や偏りがあったりすることが少なくありませ
ん。現在，特別支援教育では児童生徒一人一人に「個別の指導計画」が作成され，それに基

づいて指導・支援が展開されています。 2 単位めの課題は，この指導計画を立てる上で配慮すべきことに
ついて問われていると考えてください。この課題を大枠でとらえると，指導内容の精選等とは，指導時数
の制約にどのように対応するかということであり，体験的な活動における工夫とは，可能な限り直接経験
をどう提供できるかということであり，病気の状態の考慮とは，授業を中心とした学校生活を送る上での
保健・安全への配慮のこととしてとらえることができるでしょう。
これらのことについて詳しく知るためには，
「特別支援学校学習指導要領解説―総則編等―」の「第 2
部 小学部・中学部学習指導要領総則等の解説」の第 2 章の第 5 を熟読してください。また，教科書の第
4 章第 2 節もしっかり読んでください。実践する上で忘れてはならない「配慮事項」を的確に整理・説明
できるはずです。
なお，上記の「解説」や教科書には， 2 単位めの課題としたこと以外にも「配慮事項」として挙げられ
ているものがあります。解答スペースの関係で課題として取り上げられなかったのですが，これらも重要
なことなのでしっかり把握しておいてください。
■科目修了試験

評価基準

100点満点で採点します。教科書で述べられていることに基づいて出題しているので，その範囲で解答
されていれば，理解度（解答文章中の誤字・脱字，文章完成度を含む）に応じて60点～79点は獲得できま
す。参考図書や実践的な研修に基づいた知見が述べられている場合，内容に応じて加点します。
■参考図書
1 ）横田雅史監修，全国病弱養護学校長会編『病弱教育Ｑ＆Ａ ＰＡＲＴⅢ』ジアース教育新社，2004年
2 ）横田雅史，西間三馨監修，全国病弱養護学校長会編『病弱教育Ｑ＆Ａ
54

ＰＡＲＴ

Ⅴ』ジアース教

総

育新社，2003年

論

3 ）文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 ―総則等編―』教育出版，2009年
4 ）文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 ―自立活動編―』海文堂出版，2009年
5 ）横田雅史監修，全国病弱養護学校長会編『病弱教育Ｑ＆Ａ

ＰＡＲＴⅠ

病弱教育の道標』ジアー

6 ）全国特別支援学校病弱教育校長会発行『病気の子どもの理解のために』国立特別支援教育総合研究
所，2010年
7 ）http://www.nise.go.jp/portal/elearn/shiryou/byoujyaku/supportbooklet.html

心理・生理・病理

ス教育新社，2001年

教育課程・指導法
免許状以外の領域

実習指導・実習
支 援 員
二種免用
福祉科・指導法
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聴覚障害教育
科目コード

EF3730

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

4

R or SR

2年以上

大西

孝志

※2017年11月20日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2017年度以降スクーリングは開講いたしません。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容

聴覚障害者教育を学ぶには，聴覚障害に関する生物学的，音声音響学的条件と障害補償

についての知識，また幼児段階ではコミュニケーション・言語発達，保育・養育環境条件に関する知識を
学ぶ必要があります。さらに学校教育段階では教育内容と指導に関する知識・技術，そして学習指導要領
の学習が重要になります。
特別支援教育では，児童のニーズの把握の上で「個別の教育支援計画」を作成し指導を展開することに
なります。現実の教育実践の中では，ニーズ把握・計画・指導・評価が一連の過程として，瞬間瞬間，一
時限内，学期内，年間内で繰り返されます。その過程では，知識・指導技術等に関し，新しく工夫・開発
する必要もでてきます。この科目では， 1 単位めでは，児童のニーズや実態把握に必要な聴覚面の知識
を， 2 単位めは，教育課程と指導法を知り，個別教育指導計画に関連する条件と指導技術， 3 単位めで
は，聴覚障害児に特徴的な指導技術について学習します。
■到達目標
1 ）人間行動発達の系譜を踏まえ，聴覚障害教育がどのような条件の人を育てるのかを理解し，特別支
援教育の意味や意義を説明できる。
2 ）コミュニケーション成立の条件と言語発達の条件を説明できる。
3 ）聴覚障害の実態を音響学・聴覚生理学・言語学・聴覚補償機器・コミュニケーションの知識から説
明し，聴覚障害児に特に必要な指導技術を説明できる。
4 ）教育課程と指導法の特徴を整理・説明できる。
■教科書
1 ）篠田達明監修，今野正良ほか編『視覚・聴覚・言語障害児の医療・療育・教育（改訂 2 版）』金芳
堂，2011年
2 ） 菅井邦明著『早期教育における聴覚障害児・家族・専門家のコミュニケーションに関する省察』
『発達・療育研究（京都社会福祉センター紀要）』10，1994年（コピーで配付）
（最近の教科書変更時期）2011年 4 月より教科書 1 ）が改訂されました。
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総

■在宅学習15のポイント
テーマ

学習内容

学びのポイント

論

回数

2

聴覚障害の診断 耳鼻科的診断と聴力検査について知 聴力の程度と聞こえにくさを理解す
と診断システム る。
る。

3

聴覚障害の療育 聴覚障害の発見と，医療と子育てのシ 聴力の程度と会話の音域と育て方を知
的意義と療育シ ステムと方法について理解する。
る。
ステム

4

疾病別の分類・ 伝音性難聴と感音性難聴を理解する。
原 因・ 診 断・治
療・予後

5

難聴児の療育

補聴器と人工内耳について知る。

障害の理解と全人発達・コミュニケー 早期療育の内容を知る。
ション手段・療育方法を知る。

家族支援の実態を知る。

8

聴覚障害児教育 日本の聴覚障害の歴史を知る。
の歴史と定義

社会と教育の発展の関係に目を向け
る。

9

聴覚障害児の就 特別支援教育における就学の実態を知 学びの場と教育方法の関係を学ぶ。
学と教育的措置 る。

10

聴覚障害児の教 日本の聴覚障害教育の内容を知る。
育目標と教育課
程

子どものニーズに対応する教育の内容
と考える。

11

これからの障害 特別支援教育の考え方を理解する。
児教育：特別支
援教育

人権意識・科学の進歩・経済社会の発
展と障害児教育を考える。

12

聴覚障害児の教 幼児教育段階・義務教育段階の教育に 社会参加を目指す教育を考える。
育内容と教育支 ついて理解する。
援法①

13

聴覚障害児の教 高等教育段階の教育について理解す 社会参加を目指す教育を考える。
育内容と教育支 る。
援法②

14

聴覚障害児の就 聴覚障害者の多様な社会参加の実態を 社会参加の課題を知る。
労
知る。

15

聴覚障害児・保 児童・家族支援の実態を理解する。
護者への援助と
保健サポート

二種免用

聴覚障害児の看 医療的ケアと家族支援を理解する。
護と援助

支 援 員

7

実習指導・実習

重複障害児の療 聴覚障害と他の障害を有する子どもの 人間教育の基本（初期発達）を知る。
育
実態を知る。

免許状以外の領域

6

教育課程・指導法

聴覚障害の定義 ・音の性質と耳の仕組みと聞こえの関 聞こえにくさの背景を知る。
と分類
係を知る。
・聴覚障害の定義を理解する。

心理・生理・病理

1

家族支援の重要性を認識する。
福祉科・指導法
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■レポート課題

1

【説明型レポート】
下記の 1 ） 2 ）合計 7 つの項目についてそれぞれ約300字程度で説明しなさい。
1 ）①オージオグラムの目的・測定方法・表記の仕方
②人間の可聴範囲（周波数で）
③一般に普通の会話は何デシベル程度，不快な大声は？
単位め
④手話とは
⑤難聴とは
２ ）①外耳から聴覚中枢までの音の伝達経路を簡略に説明しなさい。
②難聴児療育・教育の目的を簡略に説明しなさい。

2 単位め

個別指導計画を立てる時に考慮されるべき条件を書きなさい。

3 単位め

聴覚障害教育の指導技術の特徴を説明しなさい。

4 単位め

平均聴力レベル（難聴の程度）とコミュニケーション手段の関係を説明しなさい。

■アドバイス
まず教科書 2 つを熟読してください。また実際に自分の指で耳を塞ぎ聞こえにくい状態を作ったり，理
解不可能な外国語を20分間聞いてみたりして，聴覚障害の聞こえにくい状況を少しでも体験してくださ
い。また可能な限り聴覚障害児・者や高齢者で耳が遠いといわれる方に接してみてください。実際に聴覚
障害児・者に接している受講者はその人を想定してレポートに取り組んでください。

1単位め

アドバイス

2単位め

アドバイス

3単位め

アドバイス

4単位め

アドバイス

教科書 1 ）を熟読し，音声が脳へ伝わる経路・言語音認知過程とその障害を簡略に整理し
てください。

教科書 1 ）， 2 ）を熟読し，聴覚障害教育課程と指導法の特徴を記述し，個別教育指導計
画に関連する条件と指導技術を記述してください。

教科書 1 ）， 2 ）を熟読し，聴覚障害教育課程と指導法の特徴を記述し，個別教育指導計
画に関連する条件と指導技術を記述してください。

教科書 1 ）
， 2 ）を読んで，難聴の程度と学習可能性の高いコミュニケーション手段を整
理してください。

■科目修了試験

評価基準

テキスト，レポート課題で学習したことを中心にした試験問題を，問題の内容把握，専門用語等の正確
58

論

る。

総

な理解，解答内容の論旨の展開，現実の教育に関する実践的理解などを基準にして総合的に判断してい

■参考図書
2 ）米内山明宏監修『はじめての手話入門』ナツメ社，2005年（DVD付き）
3 ）原田恵子・広瀬千恵子著『二人の難聴児を育てて―わが子に学んだ日々』聴覚障害児と共に歩む
会・トライアングル，1996年
5 ）ドナルド・Ｆ・ムーアズ

デヴィッド・Ｓ・マーティン編

松藤みどり，長南浩人，中山哲志訳

『聴覚障害児の学力を伸ばす教育』明石書店，2010年

教育課程・指導法

4 ）岩立志津夫・小椋たみ子編著『よくわかる言語発達』ミネルヴァ書房，2005年

心理・生理・病理

1 ）原田泰・生田目美紀著『ゆびもじ練習あいうえお』小学館，2004年（CD-ROM教材）

免許状以外の領域

実習指導・実習
支 援 員
二種免用
福祉科・指導法
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視覚障害教育総論
科目コード

EG3737

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R or SR

2年以上

猪平

眞理

※2017年11月20日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2016年度以降スクーリングは開講いたしません。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
人間の最も効率のよい情報収集感覚である視覚に障害があると，人は行動の制限や視覚的情報および模
倣に不足を生じ，生活や学習に多くの支障を受けることになります。
ここではまず，視覚機能と眼疾患について学び，視覚障害教育の現状と明治期以降の制度的変遷を考え
ます。盲児には点字の使用を，弱視児には文字の拡大などの手段を講じる視覚障害児の学習には，各教科
の学習において触覚や聴覚を活用するさまざまな工夫と指導法や種々の教材教具があり，こうした具体的
な方法から視覚障害教育の理解を深めます。
また，視覚障害が発達に及ぼす特性と早期支援の方法や知的障害などとの重複障害児の教育法について
も学んでいきます。
■到達目標
1 ）視覚障害の概念，定義を把握し，視覚の仕組みや機能，検査法等を理解して解説できる。
2 ）視覚障害児の教育指導に必要とする方策や配慮事項を把握して具体的に説明できる。
3 ）視覚障害教育にある触覚や聴覚を活用する教材教具について必要とする観点を踏まえて説明でき
る。
4 ）視覚障害児の早期からの支援の重要性と配慮について解説できる。
5 ）視覚障害児の教育の現状や課題を考察し，生活を支える制度的仕組みや内容について説明できる。
■教科書
香川邦生編著

共同執筆

猪平眞理・大内進・牟田口辰巳『四訂版

に』慶應義塾大学出版会，2010年
（最近の教科書変更時期）2011年 4 月
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視覚障害教育に携わる方のため

総

■在宅学習15のポイント

3

視機能検査と主な眼
疾患
（第 1 章 眼の機能
と視覚障害）

視覚障害の教育的な観点から最も問
題になるのは視力であり，特に弱視
児に必要とする視機能検査の特性を
理解する。視覚障害児の主たる眼疾
患の把握も行う。

視機能検査の中でも特に弱視児のた
めの視力検査の方法を学ぶ中で見え
にくさや眼疾患について考えてみま
しょう。

視覚障害教育の歴史 盲学校の創設からの発展と，視覚特 視覚障害教育は明治初期から近代的
（第 2 章 視覚障害 別支援学校に至る経緯を学び，視覚 な学校教育として創設されていま
教育のあゆみ）
障害教育の歴史的特性を理解する。 す。第二次世界大戦後の学制改革に
よって義務制になるまでの経緯をた
どってください。
視覚特別支援教育の
現状
（第 3 章 特別支援
教育と視覚障害教
育）

特別支援教育は平成19（2007）年度
より大きな改革が行われている。視
覚障害教育の現状と今後のあり方を
考察し，その中で視覚特別支援学校
に求められるセンター的機能と具体
的な活動について学ぶ。

視覚障害児の教育の
場
（第 4 章 視覚障害
児童生徒の教育と就
学支援）

視覚障害のある児童生徒の教育の場 視覚障害児に関する教育的措置の基
について，法令での基準を把握する 準や就学先の実態から問題点も考え
とともに，視覚特別支援学校，弱視 てみましょう。
特別支援学級，通級による指導およ
び通常の学級に就学する場合の概要
を理解する。

特別支援教育への移行の目的と視覚
障害教育の今後のあり方を考えてく
ださい。特に視覚特別支援学校に求
められるセンター的機能とはどのよ
うな役割でしょうか。

実習指導・実習

5

視覚障害の定義と視 視覚障害の概念や定義について概観 視覚障害教育の基礎知識として，視
覚の仕組み
し，視覚のしくみやその働きなどを 覚障害の意味，視力や視野の障害，
（第 1 章 眼の機能 理解する。
盲児と弱視児の区分，弱視児の見え
と視覚障害）
方について十分理解してください。
そのためには見る仕組みを丁寧に学
んでいくことが必要でしょう。

免許状以外の領域

4

学びのポイント

教育課程・指導法

2

学習内容

心理・生理・病理

1

テーマ

論

回数

6

盲児に対する指導内 盲児の学習には点字を用いる。触覚 点字の有用性や触覚を用いる文字と
容・方法①
を活用する点字の特性を把握し，指 しての特性に興味を持って学んでく
（第 5 章 教育課程 導の方法について理解を深める。
ださい。
と指導法 盲児に対
する指導内容・方法
等）

支 援 員

7

盲児に対する指導内
容・方法②
（第 5 章 教育課程
と指導法 盲児に対
する指導内容・方法
等）

二種免用

盲児に対する指導や配慮について空 視覚による情報収集が困難な盲児に
間概念や運動・動作，言葉と事物・ 必要とする教育指導の配慮を深く考
事象の対応関係などの基本となる事 えてみましょう。
項を理解する。

福祉科・指導法
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回数

テーマ

8

弱視児に対する指導
の配慮
（第 5 章 教育課程
と指導法 弱視児に
対する指導内容・方
法等）

弱視児の見えにくさなどを把握し， 弱視児の見えにくさに対応する種々
弱視児指導の基本的配慮や指導の観 の指導の方策を具体的に理解してい
点と共に使用する文字についても深 きましょう。
く理解する。

視覚障害児の自立活
動
（第 6 章 自立活動
の基本と指導）

自立活動の位置づけや本質をとらえ 自立活動の本質を考え，視覚障害児
た上で，視覚障害が空間に関する情 の自立を目指す学習活動として内容
報障害であること，およびその改善 を理解してください。
となる手立てを理解し，視覚障害児
童生徒に対する具体的な自立活動の
指導方法を学ぶ。

9

学習内容

学びのポイント

視覚障害児と教科書
（第 7 章 視覚障害
10
児のための教材・教
具）

視覚障害児童生徒が使用する教科書
の現状を把握し，点字教科書の編集
方法や拡大教科書の活用への配慮な
どに理解を深める。

点字教科書の編集や拡大教科書の使
用への配慮には視覚障害教育の特性
を示す大切な観点があります。丁寧
に学んでください。

視覚障害児の補償機
器
11 （第 7 章 視覚障害
児のための教材・教
具）

視覚障害教育では多くの教材教具が
活用される。点字用器具，作図用
具，凸教材，視覚や歩行補助具，情
報機器など，多種にわたるそれぞれ
の使用目的や利点を理解する。

視覚の情報を他の感覚の活用で補う
ために使用する機器の数々について
考えることで視覚障害の理解を深め
ることができると思います。

視覚障害児の早期の
発達と育児への支援
（第 8 章 乳幼児期
12
における支援）

視覚障害のある乳幼児の支援には 0 視覚障害のある乳幼児の早期支援に
歳の早期からの支援が求められる。 は親支援が重要な柱になることを考
視覚障害児が人や周りの環境に関心 えながら理解をすすめてください。
を広げ，初期的な心身の発達の促進
を図る育児への配慮について理解す
る。

視覚障害幼児の発達
の支援と配慮点
（第 8 章 乳幼児期
13
における支援）

視覚の障害は幼児の発達に視覚情報
の不足や運動行動の制限，視覚的模
倣の困難として影響を及ぼしやす
い。その発達支援に必要とする，配
慮のある方策を身辺処理や人・物・
環境との対応等の項目の中で学ぶ。

視覚障害幼児の発達の支援や指導に
は生活や遊びにおける丁寧で細やか
な配慮が求められますが，その具体
的な方策を検討することによって理
解が深まると思います。

視覚障害者の職業教
育
（第 9 章 視覚障害
14 者の職業）

視覚障害者の代表的な職業には長い
歴史のある理療師があり，視覚特別
支援学校はその養成を担う機関の一
つでもある。一方，視覚障害者の職
種も拡大してきているが課題も多
い。ここでは職業教育を中心に理解
を進める。

理療師はどのような職業であるの
か，視覚障害者の仕事として有利な
特性は何かを考えながら学んでみま
しょう。

視覚障害と福祉制度 障害者福祉サービスのシステムから 視覚障害のある人が生活する上で受
（第10章 視覚障害 視覚障害児（者）の福祉に関わる支 けられる種々の支援の内容について
15
と福祉）
援機関や制度等について概観し，具 理解を深めてください。
体的な生活の支援内容を学ぶ。

62

総

■レポート課題

心理・生理・病理

2 単位め

下記について各300字以上500字以内で簡潔に解説してください。
①視覚障害児の乳幼児期における支援の配慮事項について
②点字の特質と学習上の配慮点について
③弱視児に対する学習指導の配慮について
④視覚障害のある児童生徒に対する自立活動の指導について

論

1 単位め

下記の用語について， 1 つ150字以上300字以内で簡潔に解説してください。
①視覚障害と盲児，弱視児の区分 ②弱視児のための視力検査
③京都盲唖院と楽善会訓盲院 ④盲学校及聾唖学校令と盲学校の義務制
⑤拡大教科書 ⑥視覚特別支援学校における職業教育
⑦視覚特別支援学校のセンター的機能

教科書『四訂版

視覚障害教育に携わる方のために』の第 1 章～第 9 章を熟読し，参考図書にもあたり

ながら課題に取り組んでください。
各教科の指導法や教材教具，乳幼児支援，職業教育などの各分野に明確な専門性が存在します。種別の異
なる障害教育とも比較してみると理解を深めることができます。また，視覚障害教育の視覚を補うさまざ
まな工夫や多様な手段は障害の有無にかかわらず教育指導を豊かにすることのできる手法ともなることに

免許状以外の領域

対象となる視覚障害者は他の障害種別に比べると少数ですが，視覚障害教育は130年を遡る歴史があり，

教育課程・指導法

■アドバイス

気づいて欲しいと思います。

アドバイス

アドバイス

視覚障害教育の変遷と制度，視覚障害者の職業を理解して参考図書や文部科学省の特別支援
教育に関する資料等も参照しながら用語の解説をしてください。
教科書の第 5 章「教育課程と指導法」，第 6 章「自立活動の基本と指導」，第 7 章「視覚障
害児のための教材・教具」，第 8 章「乳幼児期における支援」をよく読み，実際の視覚障害
教育における具体的な方法や配慮事項について理解を深めて欲しいと思います。その上で 4

支 援 員

2単位め

教科書の第 1 章～第 4 章，および第 7 章，第 9 章をよく読み，視覚障害の概要や視機能，

実習指導・実習

1単位め

つの課題について説明してください。
評価基準

課題に対する内容が理解されているかが最も重要である。解答が示された手順によって書かれているか
についても評価の対象となる。

1 ）香川邦生・千田耕基編著『小・中学校における視力の弱い子どもの学習支援』教育出版, 2009年
2 ）鳥山由子編著『視覚障害指導法の理論と実際』ジアース教育新社, 2007年
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福祉科・指導法

■参考図書

二種免用

■科目修了試験

重複障害教育総論
科目コード

EG4732

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R or SR

3年以上

鳴海

宏司

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2016年度以降スクーリングは開講いたしません。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
近年，特別支援学校の児童生徒の障害の実態は重度・重複化し多様化してきているといわれています。
文部科学省の調査によると，平成21（2009）年 5 月現在，特別支援学校に在籍する児童生徒の 4 割強は重
複障害を有しています。この場合の重複障害とは，学校教育法施行令第22条の 3 で規定されている 5 障害
（視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病弱）の中の 2 つ以上を併せ有していることを意味して
います。
※教育課程の編成に当たっての「重複障害」については，前述の 5 障害に加えて言語障害や情緒障害等
を含めて考えていいとされています。
ところで，平成21（2009）年 3 月に告示された特別支援学校小・中学部学習指導要領の中に「重複障害
者等に関する教育課程の取扱い」
（第 1 章第 2 節第 5 ）という項がありますが，これを読んで分かること
は，ここで述べられている「重複障害者」の障害をかなり重いと想定しているということです。たしか
に，近年の特別支援学校には，常時医療的ケアを必要としている児童生徒をはじめ，呼吸器系に障害を抱
えている児童生徒，摂食機能に障害を抱えている児童生徒等，障害がきわめて重い児童生徒が在籍するよ
うになってきています。
本科目では，こういった状況を受け，障害が重くかつ重複している児童生徒の教育，いわゆる重度・重
複障害教育について総合的に学んでいくこととします。主な内容としては，重度・重複障害の主な原因，
重度・重複障害児童生徒の臨床像，実態把握の在り方，教育の目的・内容・方法等になります。
■到達目標
1 ）重度・重複障害児について発達的側面と行動的側面から説明できる。
2 ）障害の重い子どもの実態把握をするときの基本姿勢を説明できる。
3 ）障害の重い子どもの教育の目的は何か説明できる。
4 ）障害の重い子どもの教育の内容，方法を説明できる。
■教科書
大沼直樹著『重度・重複障害のある子どもの理解と支援』明治図書，2009年
64

総

（最近の教科書変更時期）2012年 4 月

論

■在宅学習15のポイント

1

テーマ
重複障害教
育の始まり

学習内容・キーワード

学びのポイント

ヨーロッパと我が国での重複障害教育の 当時不可能とされていた盲聾教育にどの
黎明期を知り，その後，この教育がどの ように取り組まれ出したか調べてみてく
ような道をたどったか理解する。
ださい。
キーワード：イタール，梅津八三 など

原因からみた 3 つのタイプと，脳性ま 特別支援学校（肢体不自由）に在籍する
ひ，酸素欠乏症について，その状態を理 児童生徒のうち，脳性まひの占める割合
解する。
はどれくらいか調べておきましょう。

重度・重複
障害のある
子どもの教
育形態

特別支援学校の中でも様々な形態がとら 養護学校義務制実施（昭和54年）以降，
れていること，児童福祉施設や医療関係 なぜ全国的な取り組みがなされたのか考
施設等への訪問という形態もあること等 えてみましょう。
を理解する。
キーワード：訪問教育，重症心身障害児
など

重度・重複
障害のある
子どもの教
育の目的

学校教育の本来的な目的はどこにあるの なぜ学校があるのか，学校とはなにをす
か，障害があるなしで何が変わるのか， るところなのか，あらためてそのことを
あるいは変わらないのか等を理解する。 考えてみましょう。

重度・重複
障害のある
子どもの教
育の主な内
容

学習指導要領に挙げられている「重複障 自立活動の内容は，どのような要素から
害者のうち，学習が著しく困難な児童又 構成されているのか考えてみましょう。
は生徒の教育課程の取扱い」について，
その内容を理解する。
キーワード：重複障害者等に関する教育
課程の取扱い，自立活動 など

重度・重複
障害のある
子どもの教
育の意義

重度・重複障害のある子どもの教育の意
義について，いくつかの観点から整理し
理解する。
キーワード：過程像志向タイプ，結果像
志向タイプなど

5

6

7

8

かつては義務教育の対象外だった子ども
が，今しっかりと教育対象として受けと
められていることの意味を考えてみま
しょう。
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重度・重複
障害の主な
原因

二種免用

4

支 援 員

学校教育法施行令第22条の 3 で規定され
ている 5 障害の程度をしっかり押さえて
おいてください。

実習指導・実習

3

重複障害の 「重度・重複障害児に対する学校教育の
概念及び重 在り方について（報告）」で提言された
度・重複障 こと，およびそこで語られている「重
害児の概念 度・重複障害児」について理解する。
キーワード：発達的側面，行動的側面
など

免許状以外の領域

昭和40年代当時から，特殊教育諸学校で
は，児童生徒の障害の重度化，重複化の
傾向が見られ出していたことに注目して
ください。

教育課程・指導法

2

障 害 の 重 「特殊教育の基本的な施策のあり方につ
度・重複化 いて（報告）
」の内容とその後取り組ま
と重度・重 れた施策の概要を理解する。
複障害児教
育

心理・生理・病理

回数

回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

重度・重複
障害のある
子どもの臨
床像

かつて「重度・重複障害児に対する学校 発達的側面や行動的側面として述べられ
教育の在り方について（報告）」で挙げ ていることが具体的にどのような状態を
られていた発達的側面，行動的側面につ いうのか考えてみましょう。
いて，あらためて整理し理解する。
キーワード：発達的側面，行動的側面
など

10

重度・重複
障害のある
子どもの実
態把握①
実態把握の
基本姿勢

実態把握することの意味と，そのために
子どもと向き合うときのあるべき基本姿
勢について理解する。
キーワード：あるがままに見つめる，ピ
グマリオン精神 など

11

重度・重複
障害のある
子どもの実
態把握②
実態把握の
具体的方法

実態把握のための情報収集とその整理， 実態把握のための情報収集については，
生育歴等の整理の具体のあり方，及び秘 細かい配慮が必要です。どのような配慮
守義務の重要性について理解する。
が必要か考えてみましょう。
キーワード：インフォームドコンセン
ト，アカウンタビリティー など

12

重度・重複
障害のある
子どもの実
態把握③
実態把握の
基本的観点

実態把握をすすめるとき， 5 つの基本的 実態把握の 5 つの基本的観点と自立活動
観点が必要だといわれるが，その観点を の内容（ 6 つの区分）との共通性につい
整理し内容を理解する。
て考えてみましょう。
キーワード：健康，心理，感覚，運動，
コミュニケーション など

13

重点目標と
指導内容①
心身の健康
の保持・増
進

子どもの発達を促すとき，最初に取り組
むべきこととして健康の保持・増進が挙
げられるが，そのための指導内容を整理
し理解する。
キーワード：生活リズム など

生活リズムを整えるためには何よりも保
護者（主たる養育者）との連携が必要で
すが，そのために留意すべきことについ
て考えてみましょう。

14

重点目標と
指導内容②
コミュニ
ケーション
の誘発と促
進

子どもとかかわるどんな場面でも，大人
が主導するコミュニケーション場面が必
要であり，そのための指導内容を整理し
理解する。
キーワード：自発行動の発現 など

コミュニケーション関係をしつらえるに
は，目の前の子どもに心を開くことが重
要です。心を開くとはどういうことか考
えてみましょう。

15

重点目標と
指導内容③
探索，構成
及び表現活
動と日常生
活の自立

外界とのかかわりが増えていくにした 見かけの障害の重さに惑わされないこ
がって現れてくる探索，表現活動，日常 と。子どもは何かを表現する主体である
生活の自立等への道のりについて概観し ことを忘れずに見つめてください。
理解する。
キーワード：属性の理解，身振りや発
声，身辺処理など

9
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あるがままに見つめ受けとめるというこ
とはそんなに簡単なことではありませ
ん。どうしたらできるようになるか考え
てみましょう。

総

■レポート課題

論

1 単位め

重度・重複障害児とはどういう子どもか，詳しく説明してください。

■アドバイス
重度・重複障害教育を担うためには，まず，いろいろな障害種に応じた教育についての専門的知識・技

心理・生理・病理

重度・重複障害児の教育の目的とは何か，教育内容・方法としてどのようなことが考え
られるか，詳しく論述してください。

2 単位め

術を必要としますが，それだけではなく，基礎的な医学的知識，心理学的知識，福祉・行政面に関する知
障害が重かろうと，可能性を秘めたかけがえのない主体であると受け止める心と目です。このことをしっ
かり踏まえて学習に取り組んでください。
なお，教科書はかなり分かりやすく書かれていますが，もし，分かりにくい語句があったなら後掲する

教育課程・指導法

識等も必要とします。ただし，この教育を担う者にとって本当に必要なのは，目の前の子どもがどんなに

参考書等にも十分に目を通し，しっかりと読み砕いた上でレポート作成に臨んでください。

アドバイス

ここでは，「重複障害」について障害種の数や組み合わせ等のような形式的な説明は必要
ありません。まず，「重度・重複障害児」がどのように概念化されてきているかまとめてみ
てください。教科書にも述べられているとおり，必ずしも統一された概念があるわけではあ

す。また，合わせて第 3 部第 1 章も丁寧に読んでください。ここでは「重度・重複障害児」の様子が 2 つ
の側面から整理されていますので，「重度・重複障害児」とはどういう子どもか，より具体的におさえら
れると思います。

アドバイス

ここでは，まず教科書の第 2 部第 4 章をしっかり読んでください。教育の目的について
は，障害の有無にかかわらず普遍的なものがあります。そこをしっかりと押さえた上で「重
度・重複障害児」の場合を考えてください。教育内容については，教科書でも学習指導要領

の「自立活動」の要点が紹介されていますが，後掲の参考図書 2 ）などを参考にしながら独自にまとめ

支 援 員

2単位め

実習指導・実習

りませんが，第 2 部第 3 章を読むと「重度・重複障害児」がこれまでどうとらえられてきたか分かりま

免許状以外の領域

1単位め

てくださっても結構です。なお，第 3 部第 2 章は，直接教育内容に触れている部分ではないのですが，こ
のことを考える上でたいへん参考になることが書かれています。ここにもしっかり目を通しておいてくだ
方法については，基本的には教科書第 3 部第 3 章をしっかり読むことでまとめられると思います。ま
た，ここについても参考図書 2 ）に基づいて独自にまとめることができると思いますし，もし，ご自身

二種免用

さい。

の実践等に基づいたまとめができるのであれば是非そうしていただきたいと思います。
福祉科・指導法
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■科目修了試験

評価基準

100点満点で採点します。教科書で述べられていることに基づいて出題しているので，その範囲で解答
されていれば，理解度（解答文章中の誤字・脱字，文章完成度を含む）に応じて60点～79点は獲得できま
す。参考図書や実践的な研修に基づいた知見が述べられている場合，内容に応じて加点します。
■参考図書
1 ）文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説―総則等編―』教育出版，2009年
2 ）文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説―自立活動編―』海文堂出版，2009年
3 ）筑波大学特別支援教育研究センター／前川久男編『特別支援教育における障害の理解』教育出版，
2006年
4 ）横田雅史・西間三馨監修

全国病弱養護学校長会編『病弱教育Ｑ＆Ａ（partⅤ）
』ジアース教育新

社，2003年
5 ） 飯野順子，授業づくり研究会Ｉ＆Ｍ編著『障害の重い子どもの授業づくり』ジアース教育新社，
2005年
6 ）世界保健機構編『ＩＣＦ国際生活機能分類―国際障害分類改訂版』中央法規出版，2002年
7 ）大沼直樹著『重度・重複障害児の興味の開発法―四つの感覚と四つの興味』明治図書，2002年
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担当教員

配当年次

2

R or SR

3年以上

淵煕

心理・生理・病理

黄

論

EG4733

科目コード

履修方法

総

発達障害者の心理

単位数

※2017年11月20日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2017年度以降スクーリングは開講いたしません。
者のみが履修登録可能です。
※2010年度より「軽度発達障害者の心理」の科目名が「発達障害者の心理」に変更されました。
■科目の内容
について学習します。 1 単位めの課題においては，発達障害の定義および学習障害（LD）
・注意欠陥／多
動性障害（ADHD）・自閉スペクトラム症（ASD）の特徴に関して理解します。 2 単位めの課題において
は，発達障害のある児童生徒が学校や社会で直面する心理上の問題に関して理解し，適切な対応法に関し
て学習していきます。

免許状以外の領域

この科目では，発達障害のある児童生徒の認知的特徴からくる心理的問題を理解し，それに対する対応

教育課程・指導法

※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学

実習指導・実習

■到達目標
1 ）発達障害の種類とその特徴について説明することができる。
2 ）発達障害の行動特性の根底にある認知特性について説明できる。
3 ）発達障害のある児童・生徒の心理的特徴について説明できる。
4 ）発達障害のある児童・生徒に起こりうる 2 次障害について説明し，それを防ぐための方法につい

支 援 員

て論じることができる。
■教科書
田中康雄監修『イラスト図解

発達障害の子どもの心と行動がわかる本』西東社，2014年
二種免用

（最近の教科書変更時期）2016年 4 月
■在宅学習15のポイント
回数

1章
とは

学習内容・キーワード

発達障害 発達障害の概念を理解し，その種類に
ついて学ぶ。
「発達障害スペクトラム」
という考え方を理解する。
キーワード：発達障害，個性，発達障
害スペクトラム

学びのポイント
特別支援教育に関しては年々新しい知
見が出て，それと関連する用語も変
わっております。新しい用語を整理し
てみてください。
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1

テーマ

回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

2

1 章 発達障害 発達障害の正確な原因は分かってない ｐ.114のワーキングメモリの機能に関
の脳を理解しよ ですが，脳の機能を制御するネット して脳機能と関連させて学習してくだ
う
ワークに何らかの機能障害があると考 さい。
えられている。発達障害と関連する脳
の部位などについて知る。
キーワード：発達障害，脳，前頭前野

3

2 章 子どもの 発達障害の特徴から起因する子どもの 子どもの気になるサインを発達障害の
気持ちと気にな 独特の言動を理解し，その対応につい 特性と関連付けて考えてみましょう。
るサイン
て考察する
キーワード：子どもの気持ち，気にな
るサイン

4

2 章 発達障害 発達障害の可能性の気付きから相談， 発達障害の可能性があると気づいた際
の診断
診断に至るまでの方法や家庭について に相談できる医療機関及び地域の相談
理解する。
機関などについて理解を深めましょ
キーワード：気づき，相談機関，診断 う。

5

3 章 自閉スペ 自閉スペクトラム症の児童・生徒の特 心の理論課題への困難が実際の対人場
クトラム症とは 性及びその背景にある心の理論や感覚 面でどのような問題として表れやすい
過敏などについて理解する
のか想像しながら学習してみましょ
キーワード：自閉スペクトラム症，対 う。
人関係，心の理論

6

3 章 自閉スペ
クトラム症のあ
る子どもへの対
応

自閉スペクトラム症の特徴を理解した 学校・家庭など場を想定し，自閉スペ
上に関わり方のポイントを理解する。 クトラム症のある児童・生徒の関わり
キーワード：自閉スペクトラム症，関 方について学習してみましょう。
わり方

4 章 ADHDと
は

ADHDの概念及び特徴，診断基準に ADHDと関連する脳機能としてワー
ついて学ぶ。
キングメモリについて正しく理解しま
キ ー ワ ー ド：ADHD， 不 注 意， 多 動 しょう。
性，衝動性

7

8

4 章 ADHDの ADHDの特徴を理解した上に関わり 実際の子どもの行動（例えば，席に
ある子どもへの 方のポイントを理解する。
座っていられないなど）を例として，
対応
キーワード：ADHD，かかわり方
対応について考えてみましょう。

9

5 章 LDの特徴 「読み・書き」の困難をもたらす要因 「聞く・話す」ことの困難の背景にあ
と関わり方
について理解したうえに，困難の原因 る問題を理解し，問題別に異なった配
と対応した指導方法及び内容について 慮が必要であることに気付くようにし
理解する。
ましょう。
キ ー ワ ー ド：LD， 読 み 書 き， 聞 く，
話す
6章
ア

10

70

療育とケ TEACCH，感覚統合療法，ABAなど 実際の子どもの行動を例として，各療
の基本を理解し，それをの療育方法を 育方法にもとづいた対応について考え
用いた子どもの行動の記述方法及び応 てみましょう。
用法について知る。
キーワード：TEACCH，感覚統合療
法，応用行動分析

総

回数

テーマ

発達障害のある児童・生徒を持つ家庭
での子育ての悪循環を理解し，ペアレ
ント・トレーニングプログラムの方法
及び意義を理解する。
キーワード：子育て，悪循環，ペアレ
ント・トレーニング

発達障害のある児童・生徒への支援の
一つであるペアレント・トレーニング
を理解し，褒めることを日常生活の中
で練習してみてください。

15

8 章 保育所・ 教室の構造化，スケジュールの構造化 日ごろ発達障害のある児童が学校場面
幼稚園，小学校 など通常学級でできる工夫について理 で遭遇する困難について考えてみて，
での支援
解する。
具体的な支援の工夫について考察して
キーワード：小学校，構造化
みましょう。

発達障害児の特徴を障害種別（LD・ADHD・自閉スペクトラム症）に要約し，その特
性上起こりうる心理的問題について述べなさい。

2 単位め

「Ａ君は小学校 3 年生で，読み書きがとても苦手です。特に，漢字が苦手でどうしても
覚えられなく，国語の時間にみんなの前で本を読むと笑われたりしないかすごく気になり
ます。また，不注意なところがあって，テストではケアレスミスが多く，プリントやノー
トなどをなくすこともしばしばあります。家でもよく叱られているし，先生からは「でき
るはずなのにしない」と思われています」。
この事例に対して，心理的なサポートを含め，学校や家庭でどのような対応が必要であ
るのかを述べなさい。

二種免用

1 単位め

支 援 員

■レポート課題

実習指導・実習

14

8 章 保育所・ 幼稚園・保育所において子どもの特性 指示の仕方及びほめ方などを具体的に
幼稚園，小学校 を理解し，特性にあった支援の仕方に 考えてみましょう。
での支援
ついて理解する。
キーワード：幼稚園，保育所，特性理
解，成功体験

免許状以外の領域

13

参考図書 2 ） 2
2 次障害の発生メカニズムを理解し， 事例を読んで自分であればどう対応し
章 1 学校がで 学校における 2 次障害への悪循環への たかについて考えてみましょう。
きる二次障害へ 対応策について学ぶ。
の支援
キーワード： 2 次障害，発達障害，学
校生活

教育課程・指導法

12

参考図書 2 ） 2
章 2 家庭でで
きる二次障害へ
の支援

発達障害のある子どもが不安を和ら
げ，穏やかに過ごせるように家庭での
かかわり方について具体的場面ごとに
考えてみましょう。

心理・生理・病理

11

家庭での 発達障害のある児童・生徒を持つ家庭
での子どもとのかかわり方について具
体的に知る。また，地域の人々との付
き合い方，進学・就労に関して理解す
る。
キーワード：家庭での支援，子育て，
進学，就労

学びのポイント
論

7章
支援

学習内容・キーワード

（注） 2 単位めレポート用紙の課題記載欄は，下線部のみでよい。

各課題について，テキストおよび参考文献などをよく読み，自分の言葉でまとめるようにしてくださ
い。参考図書 3 ）の『軽度発達障害児を育てる―ママと心理臨床家の4000日』には発達障害児の事例が
71

福祉科・指導法

■アドバイス

多数掲載されているので，それらを読んで発達障害児の特徴を具体的に描いてください。

1単位め

アドバイス

2単位め

アドバイス

教科書の 3 ， 4 ， 5 章及び参考図書 2 ）『発達障害が引き起こす二次障害のケアとサポー
ト』の 1 章を熟読し，発達障害の概念や発達障害のある児童生徒のある児童生徒が抱える困
難についてよく理解したうえでレポートを作成してください。
事例の心理的困難について自分の考えを述べ，教科書の 7 章， 8 章を参考にして適切な対
応について考察してください。

■科目修了試験

評価基準

内容の理解が一番のポイントであるが，疑似体験や事例，実際の体験などに基づいて具体的に記述され
ているのかも評価対象となる。
■参考図書
1 ）主婦の友編 『発達障害の子どもの心がわかる本』主婦の友社，2010年
2 ）齋藤万比古著 『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』学習研究社，2009年
3 ）五十嵐一枝著 『軽度発達障害児を育てる―ママと心理臨床家の4000日』北大路書房，2010年
（注）
発達障害の定義・診断基準などはさまざまなものがありますが，「DSM」（ディーエスエム）と呼ばれるアメリ
カ精神医学会の「精神障害の診断と統計の手引き」が2013年 5 月に改訂され，DSM- 5 （ディーエスエム

ファイ

ヴ）として発表されました。
DSM- 5 の定義では，例えば「広汎性発達障害」が「自閉症スペクトラム（障害）」に呼び換えられるなどの変
更がなされています。
現在では，「自閉スペクトラム症」または「自閉症スペクトラム障害」が一般的な用語となっています。
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担当教員

2

R or SR

3年以上

氏家

享子

心理・生理・病理

EG4734

配当年次

論

科目コード

履修方法

総

発達障害教育総論

単位数

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2016年度以降スクーリングは開講いたしません。
者のみが履修登録可能です。
※2014・2015年度の募集要項でこの科目の「主たる領域」に誤植がありました。
（誤）重複・ＬＤ等（重複・言語・情緒・ＬＤ・ＡＤＨＤ）
↓

本学で，「重複障害教育総論」または「言語障害教育」（「コミュニケーション障害教育」）の単位を修得
する方はとくに問題はありません。しかし，特別支援学校教諭免許状取得にあたって，教育職員免許法 6
条別表 7 などの方法，他大学との単位合算，その他教育委員会からの指導で取得予定の方は，どのような

実習指導・実習

指導を受けて履修しているのか，通信教育部へご相談ください。

免許状以外の領域

（正）重複・ＬＤ等（言語・情緒・ＬＤ・ＡＤＨＤ）

教育課程・指導法

※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学

※2010年度より「軽度発達障害教育総論」の科目名が「発達障害教育総論」に変更されました。
■科目の内容
発達障害の定義について学び，その特性から生じる問題を理解します。また，その問題に対応するため
欠陥多動性障害（ADHD）・自閉症スペクトラム障害の特徴と問題点を理解してください。 2 単位めで
は，発達障害児に対してどのような教育的支援・配慮が考えられるのかを学習してください。

二種免用

■到達目標

支 援 員

の教育的支援を学習してください。 1 単位めの課題では，発達障害の定義，および学習障害（LD）
・注意

1 ）発達障害の種類とその特性を説明できる。
2 ）発達障害のある児童・生徒へのアセスメントについて説明できる。
3 ）発達障害のある児童・生徒への支援を総括的に説明できる。

福祉科・指導法

4 ）発達障害のある児童・生徒への具体的な学習支援を説明できる。
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■教科書
上野一彦・花熊暁編『軽度発達障害の教育―LD・ADHD・高機能PDD等への特別支援』日本文化科
学社，2006年
■在宅学習15のポイント
回数

テーマ

学習内容

学びのポイント

特別支援教育と 特別支援教育の教育内容や，その対 特別支援教育が始まってから，対象とさ
は
象とする子どもについて理解する。 れる子ども，教育の内容が変化していま
（Part 1 の 1 ） あわせて，特別支援教育へ転換した す。特別支援教育の教育内容や対象を正
教育の歴史を理解する。
しく理解して，発達障害の子どもへの教
育を考えましょう。

1

発達障害とは
（Part 1 の 2 ）

2

発達障害の定義を理解する。他の障 発達障害は，目に見えづらい障害である
害とどのように異なるのか，どのよ ため，理解をすることが難しい障害で
うな特性をもっているのか学ぶ。
す。他の障害とどのように違うのか，ど
のようにわけて考えられているか，正し
く理解するようにしましょう。

3

LD（学習障害） LD（学習障害）という障害につい LD（学習障害）は，発達の偏りのため
とは
て，定義と特性を正しく理解する。 に部分的に苦手な能力があり，発達障害
（Part 1 の 2 ）
の中でも特に理解が難しい障害です。正
しく特性を理解しましょう。

4

ADHD（ 注 意
欠陥多動性障
害）とは
（Part 1 の 2 ）

ADHD（注意欠陥多動性障害）と ADHD（注意欠陥多動性障害）は，行
いう障害について，定義と特性を正 動上の問題が大きいので，学校など集団
しく理解する。
場面で影響のでやすい障害です。定義と
特性を正しく理解しましょう。

自閉症とは
（Part 1 の 2 ）

自閉症（知的に遅れのない自閉症） 自閉症で知的に遅れのないタイプは，人
という障害について，定義と特性を との関わりなど社会的な問題を抱える場
正しく理解する。
合が多く，社会生活で困難を抱えがちで
す。特性など理解しづらいので，正しく
理解できるようにしましょう。

5

学校での支援の 特別支援教育が始まってから，小・ 発達障害の子どもの教育や支援を行う際
仕組みについて 中学校での教育や支援の取り組みが に，学校での支援の仕組みを把握し，学
（Part 1 の 3 ） 大きく変わってきている。具体的に 校内での子どものための支援を考えるこ
どのような支援の仕組みになってい とが重要です。
るのか理解する。

6

発達障害児のア
セスメントにつ
いて
（Part 1 の 4 ）

7

アセスメントとはどういうものか，
何のために必要であるのか理解す
る。具体的には，どういう心理検査
などを用いるのか，またその結果を
指導に生かすための指導計画も考え
る。

子どもの能力を判断するために，アセス
メントはどの子どもに重要なものだが，
特に発達障害児に対しては，指導計画を
作成するために欠かせないものです。正
しく検査結果を読み取り，アセスメント
ができるようにしましょう。

学習に困難のあ 教科学習に困難の子どもをどのよう 教科学習に困難がある，という状態に
る子どもの指導 に見つけ出すか，また具体的な指導 は，様々な原因が考えられます。その原
について
や配慮の内容を理解する。
因に合わせ，またその子どもの特性や環
（Part 2 の 5 ・
境に合わせて，現実に即した指導や配慮
6）
の内容を考えましょう。

8

74

総

回数

ひらがなや漢字の読みや書きに特に
困難のある場合に，その困難さを正
しく理解し，適切な指導方法を考え
る。

ひらがなや漢字の読み書きに困難のある
子どもは，LD，知的障害，極端に学習
環境が悪いなど様々な理由が考えられま
す。まずは正しくアセスメントをし，そ
の子どもに適切な指導を行うことが重要
です。

算数に困難のあ
る子どもの指導
10
について
（Part 2 の 8 ）

数概念の獲得から計算，文章問題ま
で算数には様々な理解の段階があ
る。どの段階でつまづいているかを
判断し，適切な指導方法を考える。

算数に困難のある子どもは，算数のどの
段階でつまづいているのかを見極めるこ
とが重要です。その上で適切な指導や配
慮の内容を考えましょう。

行動上に困難が
ある子どもの指
11 導について
（Part 2 の 9 ）

行動に困難のある子どもは，大抵集
団生活の中で問題が生じる。どのよ
うな時に困難が生じているのか，場
面を分析し，その問題の原因を考え
る。

行動に困難のある子どもには，様々な原
因が考えられます。またその場面によっ
ても，生じる問題が異なるでしょう。問
題の原因と，子どもの特性をあわせて考
えることが重要です。

社会性に困難が 社会性に困難がある子どもについ
ある子どもの指 て，その原因と理由を考える。
12 導について
（Part 2 の10）

社会性に困難がある子どもには，様々な
原因が考えられます。発達障害が原因で
あったとしても，その障害によって対応
の仕方が異なります。正しく原因を理解
し，支援を考えましょう。

9

14

教育と医療
（Part 2 の12）

発達障害について，医療的な理解や 発達障害の子どもを支援する際に，教育
評価，診断を学ぶ。あわせて，教育 と医療との連携は欠かせないものです。
と医療との連携の方法を理解する。 より良い支援を行うために医療的知識も
身につけましょう。

LD・ADHD・自閉症スペクトラム障害の定義をまとめなさい。また，早期発見につな
がるような，それぞれの障害における乳幼児期の発達の特徴を述べなさい。

2 単位め

LD・ADHD・自閉症スペクトラム障害のいずれかを選び，学校生活で生じると考えら
れる問題を述べなさい。また，その問題についての支援策や指導内容をまとめなさい。

■アドバイス
教科書や参考図書，関連すると思われる文献を探し，よく読んで理解したうえで書くようにしてくださ
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1 単位め

二種免用

■レポート課題

支 援 員

家庭・地域社会 発達障害児の家庭への支援，およ 発達障害の子どもを支援する際に，家庭
との連携
び，地域社会との支援の連携を学 と連携し，適切な支援を協力して行うこ
15 （Part 2 の13） ぶ。
とが重要です。また子どもの成長のため
に，地域社会との繋がりも欠かせないも
のです。

実習指導・実習

対人関係に困難 対人関係に困難がある子どもについ 対人関係に困難がある子どもは，自閉症
のある子どもの て，その原因と理由，適切な指導内 の子どもである場合が考えられます。自
13 指導について
容を学ぶ。
閉症は特有のものの見方や感じ方をする
（Part 2 の11）
ので，それに応じた支援や指導の内容を
考えましょう。

免許状以外の領域

読み・書きに困
難のある子ども
の指導について
（Part 2 の 7 ）

教育課程・指導法

学びのポイント

心理・生理・病理

学習内容

論

テーマ

い。本の丸写しにならないように，自分の中で消化してからまとめてください。
発達障害のお子さんや特別支援教育に関することは，新聞または例えばテレビのドキュメンタリー番組
でも度々取り上げられています。日頃から注意を向けて関心を深めていくと，レポートも書きやすいので
はないかと思います。

1単位め

アドバイス

教科書のPart 1 2.などを読んで，障害の定義をまとめてください。その内容を理解した
上で，参考図書をよく読んで，それぞれの乳幼児期の発達の特徴をまとめてください。発達
障害にはそれぞれ，乳幼児期に特徴的な発達の遅れがみられます。（例えば，自閉症の乳児

は親への後追いをしない，など）それを理解するには健常児の発達段階もふまえながら，比較して考えて
みると理解しやすいと思います。

2単位め

アドバイス

LD・ADHD・自閉症スペクトラム障害のいずれかを選び，子どもがその特性のために学
校生活で生じやすいであろう問題を具体的に考え，述べてください。（例えば，ADHDなの
で授業中に集中しづらく学習が遅れる，など）また，その特性の子どもがどうしたらその問

題を克服できるのか，支援者としてどのような指導や配慮が必要であるのかをまとめてください。
■科目修了試験

評価基準

1 ）試験問題で問われていることに，正しく解答すること。
2 ）内容を理解して解答し，自分の考えも入れること。
3 ）極端に短い記述の分量にならないようにすること。
■参考図書
上野一彦・海津亜希子・服部美佳子編『軽度発達障害の心理アセスメント―WISC-Ⅲの上手な利用
と事例』日本文化化学社，2005年
横山浩之著『AD/HD，LD，
高機能自閉症

軽度発達障害の臨床』診断と治療社，2005年

小枝達也編著『ADHD，LD，HFPDD，軽度MR児

保健指導マニュアル』診断と治療社，2002年

（注）
発達障害の定義・診断基準などはさまざまなものがありますが，「DSM」（ディーエスエム）と呼ばれるアメリ
カ精神医学会の「精神障害の診断と統計の手引き」が2013年 5 月に改訂され，DSM- 5 （ディーエスエム

ファイ

ヴ）として発表されました。
DSM- 5 の定義では，例えば「広汎性発達障害」が「自閉症スペクトラム（障害）」に呼び換えられるなどの変
更がなされています。
教科書では「広汎性発達障害」「高機能PDD」「高機能自閉症」などの用語が使用されていますが，それが「自
閉症スペクトラム」と分類される傾向にあります。そのような新しい傾向をふまえて，学習を進め，発達障害に
ついて理解を深めてください。
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担当教員

2

R or SR

3年以上

阿部

芳久

心理・生理・病理

EG4735

配当年次

論

科目コード

履修方法

総

自閉症教育総論

単位数

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※RorSR科目ですが，2016年度以降スクーリングは開講いたしません。
者のみが履修登録可能です。
■科目の内容
わが国で，自閉症スペクトラム障害のある児童生徒に学校教育が行われてから約30年の年月が経過して
多様な教育が行われてきた。しかし，未だなお，彼らに効果的であると実証された指導方法は確立されて
いない。そのことは自閉症スペクトラム障害のある児童生徒の教育がいかに困難であるかを物語ってい
る。
本科目では，自閉症スペクトラム障害のある児童生徒（以下，
「自閉症児」と記す）を対象とする，社

■到達目標
1 ）自閉症児の行動特徴を説明できる。

実習指導・実習

会的自立を目指し，発達をうながす指導内容として，どのような内容を設定したらよいかを考える。

免許状以外の領域

いる。彼らの障害の程度に応じて，通常の学級や通級指導教室，特別支援学級，あるいは特別支援学校で

教育課程・指導法

※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学

2 ）自閉症児を対象とする教育の基本的視点を説明できる。
3 ）自閉症児の社会的相互交渉の機能を高める指導について説明できる。
支 援 員

4 ）自閉症児のコミュニケーション機能を高める支援について説明できる。
5 ）自閉症児の認知行動を高める支援について説明できる。
6 ）自閉症児の不適切な行動への対応の基本的視点を説明できる。

二種免用

■教科書
阿部芳久著『知的障害を伴う自閉児の特別支援教育』日本文化科学社，2010年
（最近の教科書変更時期）2011年 4 月

福祉科・指導法
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■在宅学習15のポイント
回数

テーマ

学習内容

学びのポイント

1

過去に行われた自閉症児
の教育①
・遊 戯 療 法 に よ る ア プ
ローチ
・行 動 療 法 に よ る ア プ
ローチ

・自閉症児に対する遊戯療法の実
際について学ぶ。
・遊 戯療法の問題点について学
ぶ。
・受容的交流療法について学ぶ。
・行動療法の代表的技能について
学ぶ。
・自閉症児に対する行動療法の実
際について学ぶ。
・行 動療法の問題点について学
ぶ。

・自閉症児の原因論の変遷とは
・遊戯療法の効果と問題点とは
・行動療法における望ましい行動
を形成する技法と不適切な行動
を減少させる技法とは
・行動療法の効果と問題点とは

2

過去に行われた自閉症児 ・感覚統合法における指導段階に ・自閉症児の感覚刺激に対する特
の教育②
ついて学ぶ。
異な反応とは
・感覚統合法によるアプ ・自閉症児に対する感覚統合法の ・感覚統合法の効果と問題点とは
ローチ
実際を学ぶ。
・自閉症児の特異なパターンの認
・認知発達を重視したア ・感覚統合法の問題点について学
知障害とは
プローチ
ぶ。
・太田らの認知発達プログラムに
・言 語・認知障害説について学
おいて重視している発達理論と
ぶ。
は
・自閉症児における認知障害につ
いて学ぶ。
・認知発達を重視したプログラム
について学ぶ。

3

過去に行われた自閉症児 ・自閉症児の情報処理過程を理解 ・環境を調整することの効果とは
した対応について学ぶ。
・一貫性のある支援システムと支
の教育③
援方法を継続する理由とは
・TEACCHプログラムの ・構造化された環境での指導につ
中核的な視点
いて学ぶ。
・生涯を通しての支援について学
ぶ。
・個別化された教育プログラムに
ついて学ぶ。

4

過去に行われた自閉症児 ・前提となる適切な発達評価につ ・発達評価のための手続きとは
いて学ぶ。
・短期目標設定において「芽生え
の教育④
反応」に着目する理由とは
・TEACCHプログラムの ・個別の教育目標の設定について
教育プログラム
学ぶ。
・親を共同教育のパートナーに位
・発達評価と個別の教育目標設定
置づけることの意義とは
の事例 に ついて学ぶ。

5

知的障害を伴う自閉症児 ・自閉症児の諸機能の全般的な発 ・いわゆる「問題行動」発生の理
のこれからの特別支援教
達と「問題行動」の軽減につい
由と背景とは
育①
て学ぶ。
・変容をもたらす 3 つの機能とは
・知的障害を伴う自閉症 ・自閉症児の発達を促進する中核 ・全般的な発達促進と中核的な機
児の特別支援教育，そ
的な諸機能について学ぶ。
能の発達促進とは
の基本的視点
・理解を促し，学習を活発にする
指導方法の採用について学ぶ。
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回数

テーマ

学習内容

学びのポイント

福祉科・指導法
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二種免用

12

変容をもたらす中核的な ・認知機能を高める課題を教育課 ・自 立活動における「環境の把
機能の発達課題⑥
程にどのように位置づけるかに
握」の指導内容とは
・認知機能を高める課題
ついて理解する。
・教科，領域教科を併せた指導で
を教育課程にどのよう
の認知機能を高める指導内容と
に位置づけたらよいか
は

支 援 員

11

変容をもたらす中核的な ・認知機能を高める発達課題をど ・刺激への注意力を高める指導で
機能の発達課題⑤
のような視点で選択するかにつ
配慮することとは
・認知機能を高める発達
いて理解する。
・時間的順序づけの学習課題設定
課題
・認知機能を高める発達課題の実
の意義とは
践例について学ぶ。

実習指導・実習

10

変容をもたらす中核的な ・コミュニケーションの機能を高 ・国 語科，自立活動におけるコ
機能の発達課題④
める課題を教育課程にどのよう
ミュニケーションの指導内容と
・コミュニケーションの
に位置づけるかについて学ぶ。
は
機能を高める課題を教
・一日の学校生活の文脈の中でコ
育課程にどのように位
ミュニケーション指導を行う場
置づけたらよいか
合の留意点とは

免許状以外の領域

9

変容をもたらす中核的な ・コミュニケーションの機能を高 ・話し言葉の無い自閉症児に行う
機能の発達課題③
める発達課題の選択の視点につ
ＡＡＣ手段によるコミュニケー
・コミュニケーションの
いて理解する。
ション指導の有効性とは
機能を高める発達課題 ・コミュニケーションの機能を高 ・機会利用型の身ぶりサインの指
める発達課題
導の有効性とは
その実践例について学ぶ。
・自閉児に対するＶＯＣＡ活用の
効果とは

教育課程・指導法

8

変容をもたらす中核的な ・社会的スキルを形成する学習課 ・自立を見据えた社会的スキルと
機能の発達課題②
題の教育課程における位置づけ
は
・社会的スキルを形成す
について理解する。
・一日の生活の中にある社会的ス
る学習課題の教育課程
キル獲得の場面とは
における位置づけ
・社会的スキルの形成にねらいを
おいた一斉指導，個別指導場面
に対応する教育課程の編成に必
要な視点とは

心理・生理・病理

7

変容をもたらす中核的な ・対人的相互反応の機能の発達課 ・「心の理論」とは
機能の発達課題①
題を選択する，その視点につい ・情動の共有，感情の共有を成立
・対人的相互反応の機能
て理解する。
させるための工夫，働きかけに
の発達課題
・対人的相互反応の機能の発達課
必要な視点とは
題，その実践例について学ぶ。

論

6

知的障害を伴う自閉症児 ・自閉症児の特別支援教育の教育 ・学校教育が目標とする人間像と
のこれからの特別支援教
目標について理解する。
は
育②
・学習課題の設定について学ぶ。 ・知的障害を伴う自閉症児の学校
・知的障害を伴う自閉症 ・知的障害を伴う自閉症児を対象
教育の中心的課題とは
児の教育課程
とした教育課程について学ぶ。 ・自閉症児の障害特性に配慮した
学習活動とは

回数

テーマ

学習内容

学びのポイント

13

学習活動を効果的に進め ・効果的な指導方法の選択につい ・自閉症児の課題達成を目指した
るための方策①
て学ぶ。
有効なメソッドを選択する視点
・効果的な指導方法を選 ・生活の文脈を活かした指導につ
とは
択する，生活の文脈を
いて学ぶ。
・生活の文脈を活かす指導が効果
活かす
的な理由とは

14

学習活動を効果的に進め ・段階的な指導プログラムについ ・スモール・ステップ方式による
るための方策②
て学ぶ。
形成化とは
・段階的な指導プログラ ・認知特性を考慮した場の設定や ・指導者の支援，学習の手がかり
ムを用意する，自閉症
教材について学ぶ。
を減少させていくことのねらい
児の認知特性を考慮し
とは
た 場の設定や教材を
・自閉症児の認知特性に配慮した
用意する－構造化－
「わかる」「できる」「かわる」
授業づくりとは
不適切な行動への対応

15

・自閉症児における不適切な行動 ・認知機能の未分化さによる不適
の原因について理解する。
切な行動以外に考えられる不適
・不適切な行動への対応について
切な行動の原因とは
学ぶ。
・ソーシャルストーリーを活用し
て，社会的スキルを高めること
の効果とは

■レポート課題

1 単位め

テキストに掲載されている事例を参考にして，自閉症児に対して行われる，対人的相互
反応のさまざまな課題（例 「一緒にいて楽しいという情動共有の遊び・活動」，「やりと
りによる対人的相互反応を高める遊び・活動」等）の指導例を作成してみよう。①「遊
び・活動の指導例」，②「その遊び・活動によって学習される意欲・態度」の 2 つ項目を
立てて整理してください。作成する課題は一つだけでなく，レポート用紙の枚数制限内で
複数でも結構です。

2 単位め

学校生活や家庭生活の場面において，毎日繰り返される活動を利用して，自閉症児に対
してコミュニケーションの機能を高める指導の指導例を作成してください。①「指導例」，
②「その指導によって学習される意欲・態度」の 2 つ項目を立てて整理してください。作
成する課題は一つだけでなく，レポート用紙の枚数制限内で複数でも結構です。

（注）レポート用紙の課題記載欄は下線部のみでよい。
■アドバイス

1単位め

アドバイス

テキストの55ページから95ページを熟読してください。学校や家庭生活において，教師と
児童，および児童間の関わりのある活動から「対人的相互反応の機能を高める課題」に発展
する可能性のある遊びや活動がないか探ってみましょう。その遊びや活動をベースにして

「対人的相互反応の機能を高める課題」を作成してみましょう。
②「その遊び・活動によって学習される意欲・態度」についてはテキストに掲載されている「期待され
る指導効果」に示されている内容を参考にしてください。

80

考にしてください。まず，指導に利用できる，生活場面で繰り返して行われている活動を

論

アドバイス

テキストの96ページから159ページを熟読してください。そこに示されている指導例を参

総

2単位め

探ってみましょう。その後，その活動の流れにおいて，どのような言葉を習得させたいかを

考えてみます。「指導例」には指導場面，習得させたい言葉，働きかけを明示してください。
効果」に示されている内容を参考にしてください。
以上の 2 つの課題について，なかなか，指導場面が思いつかない方は，次ページの参考図書およびその
参考にしてそれを整理してレポートにしてもかまいません。
■科目修了試験

評価基準

・自閉症児を対象とする教育の意義と学習内容，方法等について説明できているか。

免許状以外の領域

・知的障害を伴う自閉症児の指導内容・方法について説明することができているか。

教育課程・指導法

他の著書に掲載されている「対人的相互反応の機能を高める事例」
「コミュニケーション指導の事例」を

心理・生理・病理

②「その指導によって学習される意欲・態度」についてはテキストに掲載されている「期待される指導

・自閉症児の不適切な行動の原因と，その行動への対応について説明できているか。
■参考図書
月刊雑誌『実践障害児教育』学習研究社

実習指導・実習

月刊雑誌『特別支援教育研究』東洋館出版社

支 援 員
二種免用
福祉科・指導法
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言語障害教育
科目コード

EG4736

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R

3年以上

大西

孝志

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
※この科目は単位修得年度によって，科目名が異なります。
2014年度までに単位修得した場合→「コミュニケーション障害教育」
2015年度以降に単位修得した場合→「言語障害教育」
※2014年版の『レポート課題集』や2014・2015年度の募集要項で，この科目の主たる領域が重複・ＬＤ等
（言語）になる案内をいたしましたが，主たる領域：重複・ＬＤ等（重複・言語・情緒・ＬＤ・ＡＤＨ
Ｄ）

含まれる領域：聴覚障害者

で変更はありません。

■科目の内容
言語障害をともなう障害は多岐にわたります。その中で，当科目においては自閉症，知的障害，特異的
言語発達障害，脳性まひ・重症心身障害，難聴，構音障害，学習障害，それぞれの障害の理解と適切な対
応の仕方，そして言語能力を促進する指導方法について学びます。また，聴覚障害について，心理，生
理・病理，指導法，教育課程について学びます。
特別支援教育において，言語障害を抱える障害児・者が，言語障害を克服あるいは改善して，生活の質
を高められるような支援を展開するにはどうしたらよいのか，自分で考えて実践する力を養ってほしいと
思います。
■到達目標
1 ）言語のメカニズムについて，解剖学的側面と心理的側面から説明できる。
2 ）様々な言語障害を説明できる。
3 ）各言語障害に対応した支援方法を説明できる。
■教科書
1 ）西村辨作編『ことばの障害入門』大修館書店，2001年
2 ）中野善達・根本匡文編著『聴覚障害教育の基本と実際（改訂版）』田研出版，2014年
（最近の教科書変更時期）2014年 4 月より教科書 2 ）が 4 刷に変わりました。
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■在宅学習15のポイント
テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

論

回数

2

自閉症と広汎性発達 自閉症と広汎性発達障害について知 共同注意や他者理解の発達との関
障害
る。
連について考えてみましょう。
（教科書 1 ）第 2 章） キーワード：自閉症，広汎性発達障害

3

高機能自閉症とアス 高機能自閉症とアスペルガー症候群に 語用論とはどういうものか，高機
ペルガー症候群
ついて知る。
能自閉症やアスペルガー症候群の
（教科書 1 ）第 3 章） キーワード：高機能自閉症，アスペル 子どもは語用論においてどのよう
ガー症候群
な困難さを示すのか，考えてみま
しょう。

4

知的障害
知的障害について知る。
（教科書 1 ）第 4 章） キーワード：知的障害

知的障害の言語発達の 5 つの側面
（教科書 1 ）ｐ.85）について整理
して考えてみましょう。

6

脳性まひ・重症心身 脳性まひ・重症心身障害について知 脳性まひや重症心身障害児の言語
障害
る。
発達の特徴について整理してみま
（教科書 1 ）第 6 章） キーワード：脳性まひ・重症心身障害 しょう。

7

難聴
難聴について知る。
（教科書 1 ）第 7 章） キーワード：難聴

難聴幼児への支援において何が大
切か考えてみましょう。

8

構音障害
構音障害について知る。
（教科書 1 ）第 8 章） キーワード：構音障害

さまざまな構音障害の原因と特徴
について整理してみましょう。

学習障害
学習障害について知る。
（教科書 1 ）第 9 章） キーワード：学習障害

学習障害と特異的言語発達障害の
類似点と相違点について整理して
みましょう。

9

特異的言語発達障害の特徴につい
て整理してみましょう。

13

幼児教育
教科書 2 ）第 5 章

聴覚障害特別支援学校幼稚部の教育内 幼稚部段階では特に家庭の協力を
容・方法について知る。
得ながら教育を進めていくことを
キーワード：幼稚部
理解しましょう。
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早期発見と両親援助 聴覚障害の早期発見と早期支援につい 聴覚障害児への支援では早期発
（教科書 2 ）第 4 章） て知る。
見・早期支援が重要です。保護者
12
キーワード：新生児聴覚スクリーニン への支援も含めて考えてみましょ
グ検査，保護者の不安
う。

二種免用

コミュニケーション 聴覚障害児のコミュニケーション方法 聴覚障害児の教育においてどのよ
の方法
について知る。
うなコミュニケーション手段が用
11
（教科書 2 ）第 2 章） キーワード：言語指導，手話
いられているのか整理してみま
しょう。

支 援 員

聴覚障害教育の歴史 我が国の聴覚障害教育の歴史について 我が国では明治時代より聴覚障害
（教科書 2 ）第 1 章） 知る。
児教育が行われていました。教育
10
キーワード：盲唖学校，聾唖学校令， 方法の歴史的変遷について整理し
聴覚口話法
てみましょう。

実習指導・実習

特異的言語発達障害 特異的言語発達障害について知る。
（教科書 1 ）第 5 章） キーワード：特異的言語発達障害

免許状以外の領域

5

教育課程・指導法

言語発達障害総論
言語発達障害全般の概要を知る。
ことばの発達の 3 条件やさまざま
（教科書 1 ）第 1 章） キーワード：ことばの発達，ことばの な言語発達障害について整理して
遅れ，言語発達障害
考えてみましょう。

心理・生理・病理

1

回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

中等教育
聴覚障害特別支援学校小学部，中学 聴覚障害特別支援学校における総
（教科書 2 ）第 6 章） 部，高等部の教育内容・方法について 合的な学習の時間や自立活動の時
14
知る。
間の意義について考えましょう。
キーワード：小学部，中学部，高等部
高等教育
聴覚障害者の高等教育の現状について 聴覚障害者に対する高等教育では
15 （教科書 2 ）第 7 章） 知る。
どのような支援が求められるのか
キーワード：高等教育
考えましょう。

■レポート課題

1 単位め

教科書「ことばの障害入門」の全体を読んだ上で，次の課題 1 ・ 2 の両方について解答
してください。
課題 1  第 6 章を熟読して，
「脳性まひ・重症心身障害」における言語障害の特徴をまと
めてください。
課題 2  第 9 章を熟読して，
「学習障害」における言語の問題をまとめてください。

2 単位め

教科書「聴覚障害教育の基本と実際」の全体を読んだ上で，次の課題 1 ・ 2 の両方につ
いて解答してください。
課題 1  第 2 章を熟読して，「聴覚障害と言語コミュニケーション」
「言語指導の方法」
「手話と日本語」
「コミュニケーション手段」についてまとめてください。
課題 2  第 5 章を熟読して，聴覚障害特別支援学校の幼稚部，小学部，中学部，高等部・
専攻科それぞれにおける教育の内容と方法について，まとめてください。

■アドバイス
レポート課題の該当箇所だけではなく，必ず教科書全体を読んでください。各章は他の章と相互に関連
していますし，科目修了試験においては他の章も出題範囲となります。また，必要に応じて参考図書も読
むことをお勧めします。参考図書 1 ）は教科書 1 ）と類似した内容となっており，両方を併せて読むこと
により，より理解が深まることと思います。障害児へ言語の指導にあたる際には，まず，健常児の言語発
達についてよく理解しておく必要があります。そのためには，参考図書 2 ）が参考となります。具体的に
言語障害を評価したり，指導法を考えたりする際には参考図書 3 ）が参考となるでしょう。さらに，言語
発達や言語障害に関する他の文献を各自探して読んでみることを勧めます。脳科学や神経心理学・認知心
理学の視点から言語発達や障害について書かれてある文献も興味深いと思います。また，言語獲得段階に
ある乳幼児や，言語障害のある障害児・者と接する機会のある人は，ぜひ積極的にかかわってください。
きっと多くのことを学び，感じることでしょう。
なお，レポートを作成するにあたり，指定の教科書や参考図書以外にも参考にした文献がある場合は，
レポートの最後にその文献の書名，著者名，出版社，出版年を忘れずに書いてください（指定の教科書や
参考図書から引用・要約した場合はそちらも記載してください）
。教科書やその他の文献の文章をそのま
まレポートに転記することは避け，自分のことばを用い，自分なりの表現に直して書いてください。やむ
を得ず原文のまま引用する際には，引用箇所をかぎ括弧で括るとともに，その直後に括弧で著者名や引用
文献を明記して，必ずその箇所が引用文であることがわかるようにしてください。
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課題 1 「脳性まひ・重症心身障害」
脳性まひ児の言語発達阻害要因にはどのようなものがあるか，また，言語発達障害の諸症

論

アドバイス

総

1単位め

状にはどのようなものがあるかまとめてみましょう。また，摂食機能と口腔運動機能の関連

についても，まとめてください。
心理・生理・病理

課題 2 「学習障害」
学習障害の概念をまとめた上で，学習障害児の言語の問題を整理してみましょう。

しておいてください。
⑴

知的障害
 知的障害児は言語の発達が遅れる傾向にあります。知的障害により，言語発達の基盤となる認知発
達，特に象徴機能の発達が遅れるためと考えられます。また，言語発達の遅れは語彙の問題だけでは

⑵

自閉症
 自閉症は，ことばの発達に遅れがあるだけではなく，獲得した言語をコミュニケーション手段とし
て有効に活用できない，他者の心の理解が困難である，という質的な障害をもっています。また，言
語コミュニケーションだけではなく非言語コミュニケーションにおいても，表出が少ない，理解がで
問題だけではない点を理解してください。

⑶

難聴
 難聴児がことばを獲得する際，どのような問題が生じるのか，また，難聴児のことばの獲得を促進

実習指導・実習

きないなどの問題があります。ですから，自閉症のコミュニケーション障害は表出される音声言語の

免許状以外の領域

なく，構音や統語の問題としても現れます。

教育課程・指導法

また，課題には取り上げていませんが，次の各障害についても，以下のポイントを押さえて，よく理解

する際にはどのような点に気をつけたらよいのかを考えながらまとめておきましょう。言語の発達を
促す上で，乳幼児期に難聴を早期発見し，早期指導することは重要なことです。また，難聴の程度が
使用する必要があります。
⑷

構音障害

支 援 員

重度である場合には，聴覚活用と口話法だけではなく，手話も重要なコミュニケーション手段として

 構音障害には，機能性構音障害，器質性構音障害，運動性構音障害があります。それぞれの構音障

2単位め

アドバイス

課題 1

二種免用

害の特徴についてまとめておきましょう。
次のポイントをふまえてレポートをまとめましょう。

⑴ 「聴覚障害と言語コミュニケーション」

どのような特徴があるかまとめてください。
⑵ 「言語指導の方法」
構成法的アプローチと自然法的アプローチの違いと，それぞれの特徴についてまとめてください。
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まず，聴覚機構と障害について理解してください。そして，聴覚障害児の言葉の獲得には

⑶ 「手話と日本語」
手話には，日本語対応手話，日本手話，中間型手話の 3 種類があります。それぞれの特徴，および指文
字についてまとめてください。
⑷ 「コミュニケーション手段」
聴覚障害教育におけるコミュニケーション指導の方法として，聴覚口話法，トータルコミュニケーショ
ン，二言語二文化教育があります。それぞれの特徴についてまとめてください。また，自立活動や教科指
導における言語指導についてもまとめてください。
課題 2
特別支援学校（聴覚障害）の各学部における教育では，それぞれ発達段階や障害の特性に応じた工夫が
施されています。その特徴の要点を整理してまとめてください。
■科目修了試験

評価基準

内容理解・説明ができているかどうかが評価の前提となるが，いずれの問題も教科書を基に出題してい
るので，教科書全体の内容を理解しているかどうかが，評価のポイントとなる。十分に教科書を熟読した
上で試験に臨むこと。試験においては解答者自身の経験に基づく個人的な意見や感想を求めているのでは
ないので注意すること。
なお，成績評価においては，レポート25％，試験75％によって総合的に評価をする。
■参考図書
1 ）笹沼澄子監修『子どものコミュニケーション障害』大修館書店，1998年
2 ）秦野悦子編『ことばの発達入門』大修館書店，2001年
3 ）大石敬子編『ことばの障害の評価と指導』大修館書店，2001年
2009年 3 月告示の「特別支援学校

学習指導要領」「特別支援学校

ホームページなど）も参照してください。
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学習指導要領 解説」（文部科学省

担当教員

履修方法

配当年次

1

SR

3年以上

論

庭野賀津子（上）
辻
誠一（下）

心理・生理・病理

EH4740

科目コード

単位数

総

障害者教育実習の
事前・事後指導

※2017年 6 月22日までに履修登録してください。
※2017年 7 月までの障害者教育実習事前指導スクーリングを受講し，2018年 2 月までに

教育課程・指導法

「障害者教育実習」を終える必要があります。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4
月生 3 年次編入学者のみが履修登録可能です。
■科目の内容



の面からすれば，これまで大学において履修してきた障害者教育に関する理論や技術等を，実際の場で，
生かし，確かめ，深める機会です。
学生の身分としての実習ではありますが，現実には特別支援学校の一教員と同様の勤務を行うものであ
り，教育者としての責任ある言動をもって，実習に臨まなければなりません。
仕方等の最小限の必要事項を学び，確認しておく必要があります。また，終了後は，実習の成果を，“理
論と実践”の統合の視点からまとめる必要があります。

実習指導・実習

実習にあたっては，現場で戸惑うことのないように，事前に，障害者への接し方や学習指導案の作成の

免許状以外の領域

特別支援学校における教育実習は，特別支援学校教諭免許状取得のための学習の一部です。しかし，別

■到達目標
1 ）障害者教育実習の意義と概要を説明できる。
3 ）障害者の実態把握の内容と方法を説明できる。
4 ）特別支援学校の教育課程と指導計画を説明できる。

支 援 員

2 ）特別支援学校（知的障害，肢体不自由，病弱，聴覚障害）の実際を知り，配慮事項を説明できる。

5 ）学習指導案の作成方法を理解し，課題にそった指導案を作成できる。
二種免用

6 ）授業分析の観点を理解し，自分の考えを発表できる。
7 ）教育実習の諸注意を説明できる。
8 ）教育実習の報告書を作成することができる。

福祉科・指導法

■教科書
事前指導スクーリング受講確定者に配付の『障害者教育実習の手引き』（東北福祉大学）
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■在宅学習 9 のポイント
回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

1

障害者教育実習 障害者教育実習の意義について考える 実習でどのようなことを学べるのか考
の意義
キーワード：教育実習の意義
えてみましょう。
（第 1 部 1 章）

2

障害者教育実習 障害者教育実習の内容について理解す 実習の準備としてどのようなことが必
の実際①
る
要なのか考えてみましょう。
（第 1 部 2 章）
キーワード：教育実習の準備

3

障害者教育実習 特別支援学校の理解
の実際②
キーワード：特別支援学校
（第 1 部 3 章）

4

領域・教科を合 知的障害児の教育課程について知る
知的障害のある児童生徒への指導につ
わせた指導
キーワード：領域・教科を合わせた指 いて考えてみましょう。
（第 2 部 1 章）
導

5

教科別・領域別 教科別・領域別の指導について知る
の指導
キーワード：教科別・領域別の指導
（第 2 部 2 章）

教科別・領域別に障害特性に合わせた
教育を考えてみましょう。

6

重度・重複障害 重度・重複障害の指導について知る
の指導
キーワード：重度・重複障害
（第 2 部 3 章）

重度・重複障害の指導における留意点
について考えてみましょう。

7

聴覚障害の指導 聴覚障害の指導について知る
（第 2 部 4 章）
キーワード：聴覚障害

聴覚障害の指導における留意点につい
て考えてみましょう。

8

指導案作成問題 指導案を作成する
資料
キーワード：指導案
（付録）

課題をよく読んで指導案の作成に取り
組んでみましょう。

各特別支援学校の特性について考えて
みましょう。

実習報告レポー 実習内容について振り返り，今後の課 実習日誌や実習中に作成した学習指導
トの作成
題を確認する。
案を読み返し，学校の先生方からいた
キーワード：振り返り
だいた指導内容を再度確認しましょ
う。

9

■レポート課題
事前課題

事前指導スクーリング受講後の課題
『障害者教育実習の手引き・改訂第35版』ｐ.256～259の作成資料に基づき，指導案を作
成しなさい。

事後課題

事後指導の課題＝実習終了後 2 週間以内に提出
本冊子ｐ.89に従い，実習報告レポートをまとめなさい。

■アドバイス
事前課題

アドバイス

88

第35版ｐ.256～259（学習指導案作成問題資料 2 ・単元・七夕集会をしよう）について，
課題をよく読み，スクーリング時の講義と合わせて，自分なりの指導案を作成してくださ
い。

提出締切

論

業を行うつもりになって作成してください。
スクーリング終了約 2 週間後の指定された期日（詳しくはスクーリング時にご案内します。
）

・Ａ 4 判の用紙使用

横書き

パソコン印字での提出が原則。下部にページ数をつける。レポート用紙

・万一レポートが再提出になったら，評価指導票の裏面に，再提出になった評価指導票を貼付してくだ
さい。
・事前指導スクーリング受講者は，スクーリング受講時に話された注意点と「手引き」記載の注意点を

教育課程・指導法

ふまえて作成してください。
・事前指導スクーリング免除者は，
「手引き」記載の注意点をふまえて作成してください。

アドバイス

・下記の内容にそって，実習終了後に実習報告レポートを作成してください。

実習校名（障害種別）

2

実習校の概要

免許状以外の領域

1

・規模（小，中，高，訪問等）
・立地条件（田園地帯，住宅街，林の中等）

実習指導・実習

（交通の利便性，公共交通機関バス停から○分等）
（通学制，寄宿者制等）
3

心理・生理・病理

表紙に貼り付けて提出（貼り付け方は『レポート課題集2017Ａ（社福精保指定科目編）』ｐ.16参照）
。

事後課題

総

実習校で，「研究授業」実施にあたってはさらに指導案を作成することになると思いますが，実際に授

実習の概要
・担当学級（学年，人数，単一障害か重複障害か，障害の程度等）
・講義，参観授業の内容等
・主担当としての指導回数（指導形態，時数等）

支 援 員

4

研究授業
・指導形態
・題材，目標，内容，方法（工夫したこと，自作教材等）
・授業検討会で指導を受けたこと，褒められたこと等
感想

二種免用

5

・心に残ったこと
※研究授業の指導案（コピー）も合わせて提出してください。
※実習報告レポートは，実習終了後 2 週間以内に，大学へ郵送してください。
枚数自由）
。レポート用紙表

紙に貼り付けて提出してください。
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※レポートはＡ 4 判用紙にまとめてください（ワープロ・パソコン可

■事前指導スクーリング
「事前指導スクーリング」は，下記の日程で仙台で開講します。『With』巻末のハガキを使用して，お
申込みください。詳しくは『試験・スクーリング情報ブック』をご覧ください。

事前指導スクーリング
申込締切

事前指導スクーリング
開講日

6 ／22

開講時間
1 日め 10：50～18：20
2 日め 8 ：50～16：00

4 科目の試験受験・
スクーリング受講期限

実習開始時期

7 ／30

2017.10月以降

2017. 7 ／29・30

2017. 7 ／29・30の開講が最後です。それ以降は開講いたしません。
なお，事前指導スクーリングの申込みにあたっては，受講条件が課せられています。下記をご覧くださ
い。
■事前指導スクーリング・受講条件
「事前指導スクーリング」申込締切日までに，下記の条件を満たすことが必要です。
⑴ 本冊子ｐ.93～94「障害者教育実習内諾依頼状の発行条件」⑴～⑵の受講条件を満たしていること。
⑵ 基礎となる幼・小・中・高いずれかの教員免許状を所持しているか，教員免許状取得のための「教
育実習」を終了していること。
⑶ 特別支援学校教諭一種免許状の科目の中から，
「障害者教育総論」「知的障害教育」および実習に行
く特別支援学校が主たる対象とする領域の教育の科目（例えば，肢体不自由者を主たる対象とする特
別支援学校で実習を希望する場合は「肢体不自由教育」
）を含む 6 科目のレポートを提出しているこ
と。また，上記 6 科目中 4 科目は，単位修得済み，ないし単位修得が見込める状態であること。
※単位修得が見込める状態には，以下のものを含みます（上記表の「 4 科目の試験受験・スクーリング
受講期限」も参照してください）。
・ 7 ／29・30受講者： 7 月までの科目修了試験受験予定（ 7 月科目修了試験受験希望の場合は， 7 ／
12必着で試験申込ハガキの提出が必要）
なおｐ.94

⑸のとおり，実習内諾依頼状は，特別支援教育に関する科目のうち任意の 4 科目の単位修

得後でないと発行できませんので，早めに単位を修得するようにしてください。
■事前指導スクーリング免除について（新法履修者のみ対象）
特別支援学校の教員として 3 カ月以上良好な成績で勤務した方を対象に事前指導スクーリングの受講を
免除します。
※特別支援学校において，細案による指導案を作成した経験のない方は，事前指導スクーリングの免除
はできません。
※「視覚障害者に関する教育の領域」の課程認定を受けていないため，盲学校（視覚障害者を主たる対
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象とする特別支援学校）でのみの勤務は対象外です。
スクーリング受講免除希望の方は，本冊子巻末の「事前指導スクーリング受講免除

論

※「特別支援学級の教員」や「特別支援教育支援員」「寄宿舎指導員」などの方は対象外です。
希望届」を提出

し，実務に関する証明書（校長印必要）と別途課されるレポート（指導案含む）の提出により，大学が判

スクーリング免除
申請書類（証明
書・レポート）
提出期限

事前指導
スクーリング
受講申込締切

免除を希望する
事前指導
スクーリング

実習開始時期

5／25

未定

6／22

2017. 7 ／29・30

2017.10月以降

※事前指導スクーリングの受講が免除になるだけで，「障害者教育実習の事前・事後指導」の履修登録，
ｐ.88～89記載の事前・事後課題の提出，単位修得や「障害者教育実習」の履修登録・受講・単位修
得は必要です。

教育課程・指導法

事前指導
スクーリング
受講免除希望届
提出期限

心理・生理・病理

断します。

※事前指導スクーリングの受講が免除になっても，事前指導スクーリング申込締切日までに，事前指導

なお，教員との対面授業による最新の知識・技能の習得，さまざまな領域の特別支援学校における教育
方法や児童・生徒理解，教育実習に向けての意識高揚の観点からスクーリングの受講を推奨いたします。

実習指導・実習

■実習許可までの流れ
※事前指導スクーリング受講免除対象者

：1

2

3

6

7

8

の順

※事前指導スクーリング受講者

：3

4

5

6

7

8

の順

1

事前指導スクーリング受講免除希望届の提出
希望届」を提出。その後，必要書類

支 援 員

 実務に関する証明書とレポートを該当する期限（上表参照）までに提出。本学到着

二種免用

 本冊子巻末「事前指導スクーリング受講免除
が届きます。

2

スクーリング受講免除申請の書類を提出

後， 2 週間程度で免除の可否について結果送付します。

事前指導スクーリング受講条件の達成

 事前指導スクーリングの申込締切日までに事前指導スクーリングの受講条件（ｐ.90）を満たし，
かつ，「はしかの抗体を有する旨の医師の文言が入っている証明書」のコピー 1 部を本学に提出して
ください。
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3

免許状以外の領域

スクーリングの受講条件（ｐ.90参照）を達成する必要があります。

4

事前指導スクーリングの申込み

 『With』巻末のハガキで，締切までに必着で申込んでください。

5

事前指導スクーリングの受講

6

受講後のレポート提出・合格

 「障害者教育実習の事前・事後指導」事前課題を該当する期限までに提出。

7

実習のための必要書類の提出

 実習開始約 2 カ月前までに，
「個人調査票」のコピー，誓約書，健康診断書を本学に提出。

8

実習許可

 大学より学生に実習許可通知を発送します。同時に，実習校へは大学より正式依頼状を発送しま
す。
※正式依頼状は実習開始約 1 カ月前をめどにお送りする予定です。
なお，上記の流れとは別に実習校に受入れの内諾を得るための手続きが必要となります。詳しくは
ｐ.93～96をご覧ください。
■科目の評価基準
授業参加態度10％，事前レポート70％，事後レポート20％により総合的に評価する。
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担当教員

配当年次

実習科目 3年以上

論

庭野賀津子（上）
辻
誠一（下）

心理・生理・病理

EH4906

科目コード

2

履修方法

総

障害者教育実習

単位数

※2017年 7 月までの障害者教育実習事前指導スクーリングを受講し，2018年 2 月までに
「障害者教育実習」を終える必要があります。
月生 3 年次編入学者のみが履修登録可能です。
■科目の内容



障害者教育実習は，これまで学んできた理論や方法を，特別支援学校という実際の場で活用し，より理
特別支援学校での実習は，基本的には，中学校や高等学校での実習と変わりませんが，特別支援学校教
諭免許状取得の場合，さらに必修としているのは，それぞれの学校における教育対象や教育方法が，普通
教育と著しい差異を有するからです。
特別支援学校は，名称は一つですが，知的障害者，肢体不自由者，病弱者（身体虚弱者を含む）
，聴覚
したがって，障害者教育実習も，教育対象によって極めて複雑な色彩をおびます。
実習者は，こうした特別支援学校の複雑な性格をよくわきまえて，障害者教育実習という同一の呼び名
であっても，自分の行くべき学校の教育対象や実態と，対象児に関する一般的知識を学習した上で臨む必

実習指導・実習

障害者，視覚障害者を教育対象にしており，しかも，障害の程度は重く，病状はまことに多種多様です。

免許状以外の領域

解を深め，教師としての素地を養うものです。

教育課程・指導法

※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4

要があります。
特別支援学校の現場にとっては，単なる単位取得のための実習は迷惑であって，将来，特別支援学校教
も役立つことを念頭において臨むことが必要です。

支 援 員

員としてやる気十分な学生を歓迎しており，そのためにも，児童生徒，実習校に対し理解を深め，少しで

■到達目標
倫理，自己形成を培うこと等を自己認識しながら，教育実習を実践することができる。

二種免用

特別支援学校（聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病弱）において，教職の適性，実践的な力量，職業

■教科書

■障害者教育実習内諾依頼状の発行条件
下記の条件を満たした方は，本冊子巻末の「障害者教育実習

登録カード（新法）」（旧法履修者は学習

計画案を別紙で提出）に必要事項を記入して，通信教育部あてに送付してください。条件を満たしたこと
93

福祉科・指導法

事前指導スクーリング受講確定者に配付の『障害者教育実習の手引き・改訂第35版』（東北福祉大学）

を確認した後，「障害者教育実習内諾依頼状」（本学から実習校への依頼状）を学生あてにお送りいたしま
す。
⑴ 卒業後（将来），教員として就職する意思が明確な方
⑵ 健康で通常の業務に耐え，伝染性疾患のない方
※「 はしかの抗体を有する旨の医師の文言が入った証明書」のコピーを 1 部提出してください
（ｐ.98～99参照）。
⑶ 免許状の取得にあたって本学通信教育部を卒業する方は，受講する前年度末（ 3 月末または 9 月
末）または登録カード送付時の時点のいずれか遅い方で，卒業見込であること（ 1 年次入学者は90単
位， 2 年次編入学者は60単位， 3 年次編入学者は28単位修得済みであること）。
⑷ 依頼状発行時点で，幼・小・中・高いずれかの教員免許状を所持していること。ただし，本学で高
等学校教諭一種免許状（福祉）を取得する場合は，
「教育実習」を受講しているか，実習の日時が確
定していること。他大学で基礎となる免許状の実習を受講する場合は，
「教育実習」を受講済み（単
位修得済み）であること。なお，2007年 4 月以降の入学者より，ご入学時点で四年制大学を既卒の方
を除き，他大学在学中の実習受講はできません。
⑸ 本学通信教育部で特別支援教育に関する科目のうち任意の 4 科目の単位を修得していること。
⑹ 「障害者教育実習」の受講は入学時四年制大学既卒でない方は 4 年次となります。
⑺ 実習校の正常な教育活動を妨げるおそれのない方。
 実習前に「誓約書」を提出していただきます。
⑻ 育児休暇取得中ではない方。
 育児休暇制度の趣旨を鑑み，本学では育児休暇取得中の方の実習受講を許可いたしかねます。
⑼ 本学を卒業せず特別支援学校教諭二種免許状取得希望の方は，実習受講が不要の場合があるため，
教育委員会にて履修指導を受けてください。
 短期大学卒業の方の実習受講は 3 年次ではできず， 4 年次となります。
※3 年次の方で現時点で上記の条件を満たしていない場合は，できるだけ早く⑸に記載の科目の単位修
得，ならびに本学卒業が必要な方は卒業見込の条件を満たすように努力してください。早めに単位を修
得すれば，早めに実習校に依頼をすることができます。
※ご自身の責任において，大学からの依頼状入手前に実習を希望する特別支援学校への依頼や情報収集
を始めていただいても結構です。
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（成績や疾病・障がいの状況に記載された内容を含む）を実習校に開示することがあります。

総

※教育実習の適切な受け入れと円滑な実施を目的として，大学が必要と考える学生の方々の個人情報

■実習校への依頼方法
校に各自で依頼していただくことになります。実習を希望する特別支援学校の種別（知的障害・肢体不自
由・病弱・聴覚障害）や幼・小・中・高等部のいずれを有する学校かは確認したうえで依頼を行ってくだ
さい。
聴覚障害の領域の科目の学習を進めている学生のみが可能です。
※実習までに「聴覚障害教育」「聴覚障害者の心理」「聴覚障害者の生理・病理」の単位修得（少なくと
も 3 科目のすべてのレポート提出）をし，手話の学習を進めるなど実習に向けた学習を行ってくださ
い。
定を受けていないため，独自の受け入れ体制をとっている地域や事前（実習前年度まで）に教育委員会へ
の申請が必要な地域もありますので，実習希望校または各教育委員会へ早めに確認を行ってください。 3
年次編入学者や科目等履修生は，入学後すぐに確認を行い，前年度の実習受け入れ申請が必要な地域の方
は早急に申し出てください（各申請先への申請期間に間に合わない場合は，次年度の実習はできません）
。

仙台市近郊の 8 校（光明支援学校・利府支援学校・鶴谷特別支援学校・小松島支援学校・聴覚支援学
校・船岡支援学校・名取支援学校・いずみ高等支援学校）および，北海道・東京都・広島県など，前年度

実習指導・実習

■前年度に実習依頼が必要な地域について

免許状以外の領域

視覚障害の特別支援学校（盲学校）での実習は十分な指導ができませんので認めておりません。課程認

教育課程・指導法

聴覚障害を主たる対象にしている特別支援学校（ろう学校）での実習は，事前指導スクーリングまでに

心理・生理・病理

上記の「障害者教育実習内諾依頼状」を持って，お住まいの近くまたはその他ご都合のよい特別支援学

に実習依頼が必要な地域での2017年度の実習受入れは終了しておりますので，ご了承ください。
上記のほかにも，前年度に実習依頼が必要な地域がありますので，ご自身でご確認の上，実習依頼を
支 援 員

行ってください。
■実習校訪問の手順と諸注意
くわしくは実習登録者にお送りする「実習希望校への打診と訪問について」を参照してください（独自
1.

実習希望校に受入れについて問い合わせてください。

 最初は電話での問い合わせになるかと思いますが，言葉遣いに注意し，失礼のないようにしてくださ

二種免用

の受入れ体制の地域を除く）。

い。
受入れ可能なようであれば，訪問したい旨を伝え，学校の都合を伺います。

3.

学校から訪問してもよい日時が指定されたら必ず訪問してください。

4. 初めて希望校の先生方にお会いしますので，服装・態度・言葉遣いに注意し，明朗快活に応答してく
ださい。
5. 訪問の際，大学からの書類（実習依頼状・実習内諾書・実習生個人調査票・返信用封筒）を持参し，
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2.

希望校へ提出してください。
■障害者教育実習受講条件
障害者教育実習受講のためには，以下の条件を満たしていることが必要です。原則として，実習受講の
約 2 カ月前までに大学へ必要書類を提出してください。受講条件が整いましたら，実習校へ正式依頼状を
お送りいたします。
※実習校への正式依頼状は実習開始約 1 カ月前をめどにお送りする予定です。
⑴ 「障害者教育実習内諾依頼状」の発行条件⑴～⑸⑺⑻を満たしていること。
⑵ 「障害者教育実習の事前・事後指導」スクーリングを受講済みであり，スクーリング受講後 2 週間
以内に「指導案」を提出し合格していること。
⑶ 「実習生個人調査票」
（「障害者教育実習内諾依頼状」とともに配付）のコピー，ならびに「健康診
断書」「誓約書」（事前指導スクーリング受講者に配付）
「はしかの抗体を有する旨の医師の文言が
入った証明書」のコピーが大学あてに提出されていること。いずれの書類も必要事項を記入するこ
と。
※なお，本学で「障害者教育実習」を受講するためには，本学で実習前に実習科目の受講条件となる科目を
実習科目も含めて18単位以上の履修登録（事前指導受講条件のクリアも含む）を行う必要があります。認
定単位や受講不要な科目のある方は，ご注意ください。
■実習校・期間
特別支援学校で連続 2 週間（10日間）行います。祝日が入るなどの場合 9 日間までは可です。いかなる
理由があっても 8 日間以下は不可となります。実習校の指示により 3 週間の場合もありますが，実習校の
指示に従ってください。
実習校は「特別支援学校」に限ります。─特別支援学校以外の「特別支援学級」
「通級指導教室」での
実習は認められません。勤務校実習は認めておりません。
⑴知的障害，⑵肢体不自由，⑶病弱，⑷聴覚障害のいずれを主たる対象にしている特別支援学校なのか
によって，実習内容も変化してきますので，実習校選択の際にはご留意ください。
特別支援学校の幼・小・中・高等部のいずれに配属されるかはわからず，教科もすべての教育活動にわ
たって担当することが多くなることを十分承知しておいてください。
※本学で高等学校福祉科免許状と同時に特別支援学校免許状取得を希望する方の実習は「教育実習」後
となります。ある年度に「教育実習」を受講する方は，原則として次年度の「障害者教育実習」受講とな
ります。ただし，同一年度中に両免許状取得，および卒業のためのすべての学習を終えられる方は，特例
で同一年度（ 9 ～ 2 月）に「障害者教育実習」を受講することもできます。
■実習の内容
『障害者教育実習の手引き・改訂第35版』「第 2 章
習の実際⑵」を参照のこと
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障害者教育実習の実際⑴」
「第 3 章

障害者教育実

総

■実習費

論

「障害者教育実習の事前・事後指導」のスクーリング受講前後に納入していただきます。一旦納入した
実習費（30,000円）は2017年度に実習を終えるまで有効です。
実習費のなかには，実習校への委託費，実習保険加入費用が含まれています。実習先が委託費の受取を

■実習取消
実習登録後は取消をしないようにしてください。特に実習校より内諾をいただいた後に取消をします
万一，取消の事態に陥った時はすみやかに実習校および大学の通信教育部に届け出てください。この場
合，実習校に伺い直接おわびしていただきます。
■実習後
事後指導スクーリングはありません。
■科目の評価基準・単位認定通知
「障害者教育実習」は，実習校からの評価80％，実習日誌20％により総合的に評価します。単位認定通
す。実習校から実習日誌が返却されない場合は単位認定ができませんので，事後課題提出後， 2 カ月以上
経過しても結果が届かない場合は，通信教育部教職免許係までご連絡ください。

実習指導・実習

知は，事後課題提出，および実習校からの実習日誌返却両方そろってから 1 カ月程度で書面で通知しま

免許状以外の領域

実習後，実習校へ御礼状を送付するとともに事後課題を提出する必要があります。

教育課程・指導法

と，実習校に大変な迷惑をかけることになります。

心理・生理・病理

辞退した場合でも，その金額を実習生に返金することはできませんのでご了承ください。

■「特別支援学校教諭免許状」授与の申請
・免許状は，各自で都道府県教育委員会に申請していただきます。
引き』11章の案内にそって，巻末「様式 8 」を使用しお申込みください。［複数の学籍にまたがって
単位を修得した場合は，その学籍の数の証明書が必要となります。（例） 2 つの学籍→ 2 通の証明書］

支 援 員

・申請に必要な「学力に関する証明書」は，免許申請に必要な単位がすべて修得できたら，
『学習の手

※科目等履修生の方・本学通信教育部を卒業しない方
1 通600円

二種免用

→→学力に関する証明書（教員免許申請用）特別支援学校

基礎資格証明書は卒業した大学から取り寄せてください。
※本学通信教育部を卒業の方
→→学力に関する証明書（教員免許申請用）特別支援学校

１ 通600円（基礎資格証明

・その他の必要な書類や申請の方法について，各自で申請する都道府県にお問い合わせください（東京
都・京都府など規定の用紙に単位修得証明を行う都府県もありますので，ご注意ください）
。採用が
決まっている場合はその都道府県へ免許申請を行うほうが望ましいようです。
・4 月からの採用が決まっていないなど特別の理由がない場合は，12～ 3 月中は個人による免許申請を
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福祉科・指導法

書もこの中に含まれています）

受け付けない場合もありますが，各自で都道府県教育委員会に確認してください。
・別の大学を卒業している方（本学通信教育部を卒業していない方）は，
「基礎資格証明書」は本学で
は発行できませんので，卒業した大学へ申請してください。本学では教職免許申請用の「学力に関す
る証明書」のみ発行します。
■「麻疹（はしか）」の対策について
「麻疹（はしか）
」に罹患した状態で実習を行うと，実習先に多大なご迷惑をおかけすることになりま
す。
実習を行う方は全て，医療機関にて「抗体検査」を必ず受けてください。結果が出るまでに 4 ， 5 日か
かりますので，早めに受診してください。抗体を有していることを証明できるよう，
「はしかの抗体を有
する旨の医師の文言が入った証明書」を取得してください。そのコピー 1 部を実習事前指導スクーリング
申込み締切日までに，遅くともスクーリング初日までに本学に提出する必要があります。
「麻疹（はしか）」の抗体がないと判断された場合は，医療機関と相談の上，予防接種（ワクチン接種）
を受ける等の対策を行ってください。その後，再度抗体検査を受けてください。予防接種を受けたという
証明書ではなく，その結果，抗体を有しているという証明書が必要となります。ご留意ください。
「はしか」の抗体を有する旨の医師の文言が入った証明書のコピーの送付方法
1 ）事前指導スクーリング申込みハガキと同時に通信教育部に送付してください。
2 ）同時に送付できない場合は，病院に予約などをしたうえで，申込ハガキ・オモテ面に受診〔予定〕
日を記入し，証明書は事前指導スクーリング初日に持参してください。
3 ）数値のみではなく，「はしか」の抗体を有する旨の医師の文言が入った証明書を送付してください。
4 ）原紙は必ず各自で保管し，実習校から提出を求められたら，いつでも提出できるようにしておいて
ください。
また，実習中に感染が疑われる症状（38.0度前後の発熱・咳・鼻水・目やに・結膜充血などの初期症
状）が出た場合は，実習先および通信教育部教職免許係までご連絡のうえ，欠席をお願いします。医療機
関による診察の結果，自身が「麻疹（はしか）
」と判明した場合，至急，実習先および通信教育部までご
連絡ください（解熱後 3 日間外出禁止）。実習先に個人の罹患情報を提供する場合もありますので，ご了
承ください。万一，実習先が休校・立ち入り禁止になってしまった場合も，通信教育部までご連絡くださ
い。
■「インフルエンザ」の対策について
ｐ.124～125をお読みいただき，対策を行ってください。
■大地震時の対応について
万一，実習中に大きな地震に見舞われた際は下記の点にご留意ください。
1 ）実習校の校長先生や実習担当の先生の指示にしたがって行動してください。震災時の学校は通常の
教育活動以外の役割（避難所など）を担うことがありますので，可能な限り協力してください。
2 ）避難経路などは頭に入れておき，児童・生徒，ならびに自身の安全の確保を最優先に判断・行動し
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てください。出席簿は必ず持参して避難してください。

論

3 ）実習期間中の夜間などに大地震が起こり，翌朝，実習校へ出勤が難しい場合でも実習校へ何らかの
方法で連絡をとり状況を報告し指示を仰ぐようにご努力ください。なお，大地震が起こった際の対応
について，あらかじめ実習校の校長先生や実習担当の先生と相談しておいてください。
え，実習を継続または延期，中止などをおこなってください。連絡がとれるようになったら，大学に
状況をご報告・ご相談ください。

心理・生理・病理

4 ）万一，大学と連絡がとれなくなった場合，各自で，実習校の校長先生や実習担当の先生と相談のう

教育課程・指導法
免許状以外の領域

実習指導・実習
支 援 員
二種免用
福祉科・指導法
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特別支援教育支援員概論
ET3771

科目コード

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

SR

2年以上

庭野賀津子（上）
鳴海 宏司（下）

※2017年 5 月11日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※スクーリングは2017年度まで開講します。2018年度以降は開講いたしません。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4
月生 3 年次編入学者のみが履修登録可能です。
■科目の内容



特別支援教育支援員を目指している方，あるいはすでに現職にある方に，特別支援教育支援員の業務を
遂行する上で必要な基礎知識を学んでいただくための科目です。特別支援教育支援員の心構え，業務内
容，特別支援教育，学校現場，各障害の特性等の基礎的事項と支援技術を習得することをねらいとしてい
ます。特別支援教育支援員のみならず，教師，保育士，一般の方々にも役立つ内容となっています。
■到達目標
1 ）特別支援教育支援員の役割について説明できる。
2 ）脳性まひ児の視覚認知について説明できる。
3 ）脳性まひ児の行動特性について説明できる。
4 ）発達障害の理解と支援について説明できる。
■教科書
庭野賀津子編『特別支援教育支援員ハンドブック』日本文化科学社，2010年
■在宅学習 8 のポイント
回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

1

特別支援教育 特別支援教育支援員の役割や心構えにつ 特別支援教育支援員の役割や心構えに
支援員とは
いて知る
ついて理解しましょう。
（第 1 章）
キーワード：役割，心構え

2

学校現場の理 学校現場の理解について知る
解
キーワード：学校現場
（第 2 章）

学校組織の体制について理解しましょ
う。

3

各障害の基礎 発達障害，知的障害について知る
知識
キーワード：発達障害，知的障害
（第 3 章）

各障害の特性や支援方法について学び
ましょう。

100

総

回数

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

5

各障害の基礎 視覚障害，聴覚障害について知る
知識
キーワード：視覚障害，聴覚障害
（第 3 章）

各障害の特性や支援方法について学び
ましょう。

6

各障害の基礎 言語障害，情緒障害について知る
知識
キーワード：言語障害，情緒障害
（第 3 章）

各障害の特性や支援方法について学び
ましょう。

心理・生理・病理

7

特別支援教育 特別支援教育支援員の実際について知る 実際の例をもとにしながら具体的な役
支援員の実際 キーワード：特別支援教育支援員の実際 割について考えてみましょう。
（第 4 章）

8

専門職・専門 特別支援教育にかかわる専門職・専門機 特別支援教育にかかわる専門職・専門
機関
関について知る
機関はどのようなところがあるのか学
（第 5 章）
キーワード：専門職，専門機関
びましょう。

教科書第 1 章をよく読み，特別支援教育支援員に求められる役割と心構えについて，あ
なたの考えも含めてまとめなさい。

2 単位め

教科書第 3 章で解説されている 8 つの障害の中から，特にあなたが興味を持っている障
害 2 つを取り上げ，参考文献も参考にしながら，①障害の特性，②支援をする上で配慮す
る事項について，まとめなさい。

■アドバイス

1単位め

特別支援教育支援員は教育現場である幼稚園や学校で直接幼児児童生徒の支援に当たる職で
すが，教員とは違う役割が求められます。教科書をよく読んで役割や心構えについて知るととも
に，自分が特別支援教育支援員になった場合，どのような点について気をつけていきたいかを考

えてレポートをまとめてください。すでに現職にある方は自身の経験もふまえながらまとめてみてください。

2単位め

教育現場で幼児児童生徒に対して適切な支援を展開していくためには，まずは対象児の障
害の特性を知り，支援ニーズに応じた的確な支援方法を考えなければなりません。そのために
も，教科書に記載されてあることをベースとして，さらに参考文献によってより障害について

の理解を深めておきましょう。参考文献については第 3 章の各項の末に挙げられていますが，それ以外の参
考図書を用いてもかまいません。なお，レポートの最後には，必ず，参考とした図書名をあげてください。

福祉科・指導法

■科目の評価基準

二種免用

アドバイス

支 援 員

アドバイス

実習指導・実習

1 単位め

免許状以外の領域

■レポート課題

教育課程・指導法

各障害の基礎 肢体不自由，病弱・身体虚弱について知 各障害の特性や支援方法について学び
知識
る
ましょう。
（第 3 章）
キーワード：肢体不自由，病虚弱

論

4

スクーリング評価100％で評価する。
■参考図書
教科書の各章，項の最後に参考図書があげられていますので，それらを参照してください。
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病弱教育総論
科目コード

FE4731

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

2

R

3年以上

鳴海

宏司

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※2014年度までの入学者と，2015年度 2 ・ 3 年次編入学者・科目等履修生，2016年度 4 月生 3 年次編入学
者のみが履修登録可能です。
※二種免許状など特別な履修をする方のみが受講する科目です。通常の方は，
「病弱者の心理，生理・病
理」
「病弱教育」の 2 科目を履修してください。
■科目の内容
学齢期にある子どもが病気になった場合，ごく普通に考えれば，まずは病気の治療が優先され，とりあ
えず学校を欠席して治療に専念し，回復・治癒したらまた登校するという形をとるでしょう。しかし，
罹った病気が特に急激・重篤ではないけれども，長期間の治療を要する疾患だったとしたら，この子ども
の学校生活はどうしたらいいでしょう。
たしかに，まずなによりも病気を治すことが大事です。でも，だからといって生活のすべてをそのこと
だけに費やし，学校を長期間欠席することになれば，学校生活で身につけるべき多くのことが滞ってしま
いますし，なによりも生活の質（ＱＯＬ）そのものが低下してしまい，この子どもの生涯を通してみると
取り返しのつかないマイナスになることでしょう。
こうした状況を解消し，病気であっても生活の質の維持・向上を図ることは，子どもとその家族にとっ
て共通した願いですし，そのためにこそ病弱教育があるのです。
ここでは，病弱教育の対象となる子どもとは具体的にはどのような子どもなのか，また，このような子
どもたちが学んでいる特別支援学校や特別支援学級では，どのような教育が行われているのか，さらに，
なによりも大事な医療と教育の連携はどのようになされているのか等について学習します。
■到達目標
1 ）病弱教育の意義について説明できる。
2 ）小児の慢性呼吸器疾患や慢性腎疾患等について，どのような病気であるか説明でき，学校生活で配
慮しなければならないことを解説できる。
3 ）小児の心の病気のいくつかについて，どのような病気であるか説明でき，学校生活で配慮しなけれ
ばならないことを解説できる。
■教科書
全国特別支援学校病弱教育校長会編著，丹羽登監修『特別支援学校の学習指導要領を踏まえた
子どものガイドブック
102

－病弱教育における指導の進め方－』ジアース教育新社，2012年

病気の

総

（最近の教科書変更時期）2014年 4 月

論

■在宅学習15のポイント
テーマ

病気等の状
態に応じた
配慮事項①
白血病等悪
性新生物

白血病や脳腫瘍がどのような病気でどの 治療に立ち向かう子どもの気持ちにより
ような治療が行われるのか概説し，治療 添うために必要なこととは何か，考えて
中の子どもを支えるための学校の役割を みましょう。
理解する。
キーワード：アイソレーター管理，心の
ケア など

病気等の状
態に応じた
配慮事項②
筋ジストロ
フィー

筋ジストロフィーとはどのような病気で
どのような治療が行われるのか概説し，
治療中の子どもを支えるための学校の役
割を理解する。
キーワード：デュシェンヌ型，機能障害
度 など

子ども一人一人に応じた適確な配慮のた
めには，その子の症状の変化や置かれて
いる状況をしっかり把握していることが
重要になります。

免許状以外の領域

病気等の状
態に応じた
配慮事項③
心身症

摂食障害や不登校が医療面からどのよう
に把握され，どのような治療が行われる
のか概説し，治療中の子どもを支えるた
めの学校の役割を理解する。
キーワード：心理療法，多軸評価 など

目に見える症状だけが問題なのではない
こと，それがわかり解きほぐせるように
なるには，時間をかけたかかわりが必要
だということを理解しておきましょう。

病気等の状
態に応じた
配慮事項④
気管支喘
息，アレル
ギー疾患

気管支喘息や食物アレルギーがどのよう
な病気なのか概説し，自己管理の要点
と，治療中の子どもを支えるための学校
の役割を理解する。
キ ー ワ ー ド： ア レ ル ゲ ン， Ｐ Ｆ メ ー
ター，ＥＩＡ，学校生活管理指導表（ア
レルギー疾患用），アナフィラキシー，
エピペン など

子ども自身と保護者が病気をどのように
理解しているか確認しておくことと，学
校としての組織的対応が必要なことを押
さえておきましょう。

実習指導・実習

4

5

健康障害が
知的発達に
及ぼす影響

健康障害児には，様々な未学習，学習内
容の未定着が起こりうることを理解し，
その発見と基本的な対応について理解す
る。
キーワード：広義の学習空白，狭義の学
習空白，晩期障害 など

病気のために，乳幼児期に獲得されるべ
き学習内容が獲得されないまま学齢期に
なった場合，どのような状態を示すか考
えてみましょう。

健康障害に
おける認知
スタイル①
自己効力感

自己効力感とは何か，このことが，病気 自己効力感を育てるための方法としてど
治療過程にある子どもにとってなぜ大事 のようなことがあるのか考えてみましょ
になるのか理解する。
う。
キーワード：効力予測，効果的な闘病生
活 など
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6

支 援 員

病弱の意味，身体虚弱の意味を概観し， 病弱教育対象児童生徒の病気の種類の推
近年，患者のＱＯＬを重視する医療の流 移を見ながら，近年の病弱教育の対象に
れに伴い，病気に対する理解が変わって なる病気について考えてみましょう。
きていることを理解する。
キーワード：生活規制，生活の自己管理
など

教育課程・指導法

3

学びのポイント

病弱・身体
虚弱の概念
1

2

学習内容・キーワード

心理・生理・病理

回数

回数

8

9

テーマ

学習内容・キーワード

学びのポイント

健康障害に
おける認知
スタイル②
コントロー
ル感

内的コントロール感，外的コントロール
感について理解し，病気の治療過程にあ
る子どもはどのようなコントロール下に
あるか理解する。
キーワード：ＨＬＯＣ，セルフケア な
ど

病状の改善が感じられないまま治療の期
間が長くなっていくとき，子どもの不安
がどうなっていくのか考えてみましょ
う。

健康障害に
おける認知
スタイル③
学習性無気
力

学習性無気力とは何か，病気の治療過程 Ｍ・セリグマンの学習性無気力に関する
にある子どもが陥りかねない学習性無気 研究について調べておきましょう。ま
力とはどのような状態なのか理解する。 た，学習性無気力，コントロール感，自
己効力感との関連性についても考えてみ
ましょう。

病弱教育の
意義

教育は，病気自体を直すものではない 病弱・身体虚弱の子どもたちの状態や生
が，病気の治療過程にある子どもの健康 活環境などに応じた適切な教育とはどの
状態の回復や情緒の安定に有効に働くも ようなものか考えてみましょう。
のであることを理解する。
キーワード：学習の遅れ，学習空白 な
ど

病気の子ど
もを取り巻
く現状

我が国の病気の子どもの現状と，小・中
学校及び高等学校段階における対応の実
際
キーワード：障害者白書，学校保健統計
調査，全国病類調査，小児慢性特定疾患
治療研究事業 など

学齢期における病気の治療過程にある子
どもの数の推移，全国病類調査等から現
状を把握し，そのような子どもたちの学
校教育の仕組みや制度について調べてみ
ましょう。

教育課程の
編成

児童生徒一人一人の病気の状態，発達段
階等を的確に把握し，個に応じた指導を
展開するための指導計画のあり方と，そ
の実際について理解する。
キーワード：重複障害者等に関する教育
課程の取扱い，各教科等を合わせた指導
など

病弱を主とする特別支援学校の教育課程
だけでなく，別の障害種の特別支援学校
の教育課程にも目を通しておくといいで
しょう。

指導に当た
る際の基本
①子どもの
不安への対
応

病気やそれに伴う入院等によって起きて 病気のために入院・治療が必要になった
くる，病気そのものに対する不安，学習 子どもの，心理的な状態について考えて
を含めた生活への不安を知り，その対応 みましょう。
について理解する。
キーワード：前籍校，主治医 など

指導に当た
る際の基本
②心の病気
への対応

近年増加の一途をたどっている心身症や 子どものストレスの表れ方，心の読み解
精神疾患の子どもたちへの対応の基本に き方，特別扱いではない配慮等について
ついて理解する。
考えてみましょう。
キーワード：行動に表れるストレス，身
体に表れるストレス など

指導に当た
る際の基本
③組織的な
対応

適確な指導計画を立てたり，実際の指導
を適切に行うために必要な様々な関係機
関，専門機関との連携・協力について，
その実際を理解する。
キーワード：医教連携，個別の教育支援
計画，リスク管理，医療的ケア など

10

11

12

13

14

15
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病弱教育の対象になる子どもの場合，特
に重要になる医療と教育の連携につい
て，具体的かつ効果的なあり方を考えて
みましょう。

総

■レポート課題

長期にわたる病気治療が必要な児童生徒にとって，病弱教育を主とする特別支援学校が
果たすべき役割とは何かについて，視点を 5 つ挙げ，それぞれについて具体的にのべなさ
い。

近年の病弱を主とする特別支援学校に学ぶ児童生徒の疾患は，多様化してきています。また，医学の進
歩とか社会のニーズの多様化に応じて，入院しながら治療をしなければならない期間が短くなってきてい

教育課程・指導法

■アドバイス

心理・生理・病理

2 単位め

論

1 単位め

下に掲げた病名は，主として病弱を対象とする特別支援学校の児童生徒にみられる病気
のいくつかで， 2 つの群に分けて掲げています。
この 2 つの群のそれぞれから 1 つずつ選び，その病気を治療中の子どもの，学校生活上
で配慮すべきことについてまとめなさい。
1 群 〔筋ジストロフィー，悪性新生物，腎臓病，気管支喘息，糖尿病〕
2 群 〔摂食障害，不登校，うつ病等の気分障害，緘黙〕

ます。
もの疾患が，この20年来，どのように変遷してきたか，また，それはどうしてなのかについても調べてみ
てください。このことから，病弱を主とする特別支援学校に求められる役割も少しずつ変遷してきたこと
がわかりますし，さらには，現在の果たすべき役割についてもよくわかります。

アドバイス

ここをまとめるためには，教科書の第 6 章をよく読んでください。また，参考書にも目を
通してください。病気を 2 つの群に分けて提示していますが， 1 群は，これまでの病弱を主
とする特別支援学校に在籍する子どもに見られた一般的な病気です。もちろん現在でもこれ

らの病気で特別支援学校に在籍している子どもはおりますが，病気によっては，家庭からの通院治療で治

実習指導・実習

1単位め

免許状以外の領域

1 単位めも 2 単位めも，それぞれの課題に取り組むにあたり，病弱を主とする特別支援学校で学ぶ子ど

癒が目指せるものもあり，特別支援学校には珍しくなった病気もあります。 2 群は，心の病気といわれる
ちの在籍率が高くなってきています。したがって，最近の病弱を主とする特別支援学校に求められるもの
の一つに，こうした子どもたちへの専門性の高い指導力があります。

支 援 員

もののいくつかですが，近年，病弱を主とする特別支援学校では，これら心のケアを必要とする子どもた

いずれにしても，ここで求めている答えは，その病気がどんな病気かということではなく，その病気の
子どもが学校生活を送るとすれば，そのために学校や教師はどんな配慮をしなければならないのかという
なのではなく，あくまでも病気の子どもが問題なのだということを忘れないでください。

アドバイス

まず，教科書全般によく目を通すことが大事です。そうすれば，病弱を主とする特別支援
学校が，病弱養護学校といわれていた時代を含め，この20年来，どのような変遷をたどった
か，よく理解できると思います。たしかに，対象とする子ども達の病類が変化してきたこと

は事実ですし，その中で，病気の子どもに何を伝え，何を身につけさせなければならないのか，というこ
とについても変わってきています。また，一方，この20年来どころか，もっと以前から，いささかもゆる
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2単位め

二種免用

ことです。もちろん，そのためには，病理についての基礎的な知識・理解は必要ですが，病気自体が問題

がずに果たしてきた役割もあります。
そういった役割を，大まかに 5 つにまとめてください。そうすることで，今，病弱を主とする特別支援
学校に求められていることが何なのか，自ずと理解できます。
特に，教科書第 8 章第 1 節にしっかり目を通してください。ここには「就学指導資料（抄）」として
「就学指導資料

第2章

障害の特性と就学指導」が載せられています。これを熟読すると，病弱教育が

対象としてきた「病気の子ども」のことと，その子どもたちの「学びの場」についてよく知ることができ
ますし，病弱教育が果たしてきた役割もよく見えてきます。
■科目修了試験

評価基準

100点満点で採点します。教科書で述べられていることに基づいて出題しているので，その範囲で解答
されていれば，理解度（解答文章中の誤字・脱字，文章完成度を含む）に応じて60点～79点は獲得できま
す。参考図書や実践的な研修に基づいた知見が述べられている場合，内容に応じて加点します。
■参考図書
1 ）横田雅史監修，全国病弱養護学校長会編『病弱教育Ｑ＆Ａ ＰＡＲＴⅢ』ジアース教育新社，2004年
2 ）横田雅史，西間三馨監修，全国病弱養護学校長会編『病弱教育Ｑ＆Ａ

ＰＡＲＴ

Ⅴ』ジアース教

育新社，2003年
3 ）筑波大学特別支援教育研究センター／前川久男

編『特別支援教育における障害の理解』教育出版

2006年
4 ）小野/西牧/榊原編著『特別支援教育に生かす病弱児の生理・病理・心理』ミネルヴァ書房
5 ）筑波大学特別支援教育研究センター／安藤隆男

編『特別支援教育の指導法』教育出版

6 ）文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説

―総則等編―』教育出版，2009年

7 ）文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説

―自立活動編―』海文堂出版，2009年

8 ）横田雅史監修，全国病弱養護学校長会編『病弱教育Q＆Ａ

ＰＡＲＴⅠ

2011年
2006年

病弱教育の道標』ジアー

ス教育新社，2001年
9 ）全国特別支援学校病弱教育校長会発行『病気の子どもの理解のために』国立特別支援教育総合研究
所，2010年
10）http://www.nise.go.jp/portal/elearn/shiryou/byoujyaku/supportbooklet.html
■履修登録上の注意
この科目を履修する方は，
「病弱者の心理，生理・病理」「病弱教育」の 2 科目を履修することはできま
せん。
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教諭免許状関連科目

●教職免許状希望者への重要なお知らせ
本学では，2015年度に学部改組がなされました。教職免
許状を出す課程は文部科学省からさまざまな制約を受けて
いるため，2017年度までに高等学校教諭一種免許状（福
祉）
・特別支援学校教諭一種免許状の教育実習を終えてい
ただき，2019年 3 月までに免許状関連科目のすべての単位
修得を終えていただくことをお願いいたします（ｐ. 6 参
照）
。
●高校福祉科免許状 教職に関する科目 掲載箇所
科目コード
EC3704
FE2513
EC2702
EC2301
EC3703
EC3705
EC3706
EC3707
EC3708
EC4710
EC4904
EC5913
EC4709

科
目
掲載箇所
福祉科の指導法
本冊子 ｐ.108
教育心理学
Ｃ 心理専門編
教職論
教育原理
高等学校教育課程の意義と編成
特別活動の指導法
『 レ ポ ー ト 課 題 集 2014
教育方法論（視聴覚教育等を含む）
（心理・教職編）』または
生徒指導論（進路指導を含む）
通信教育部ＨＰ
カウンセリング
教育実習の事前事後指導
教育実習
教職実践演習（高）
総合演習
今後の単位修得不可

●高校福祉科免許状

教科に関する科目

EB4741
2011～ 介護実習事前事後指導
EB4903
介護実習
FD2517
老年心理学
EA2195
障害の理解
EA3194
生活行動と人体
EA4193
介護技術
上記以外の2009年度以降入学者の「教科に関す
る科目」

掲載箇所

学習期間終了
学習期間終了
Ｃ 心理専門編

Ｂ共通基礎・福祉専門編
Ａ社福・精保指定科目編

福祉科の指導法
EC3704

科目コード

担当教員

単位数

履修方法

配当年次

4

R

2年以上

佐藤
赤塚

暢芳（上）
俊治（下）

※2017年11月２０日までに履修登録し，2019年 3 月までに単位修得してください。
※2014年度までの入学者が履修登録可能です。
■科目の内容



「福祉科の指導法」は，高校福祉科の社会福祉に関する専門教科の科目ではなく，教科教育法に関する
科目である以上，社会福祉の制度や歴史そのものを理解するというより，その理解のさせ方に関する教育
実践上の視点，留意点，その教育方法と教材の仕方に関して学ぶ科目です。しかしながら，その内容と展
開過程は当然のことながら，社会福祉の基礎知識を体系的に理解するのと同じような考え方が根底になけ
ればなりません。
本科目では，「福祉科」を学ぶことの意義，また，福祉のもつ社会的な役割について学ぶことを目的と
しています。しかも専門教科「福祉」の科目の構成は，教科の目標を達成するとともに，職業資格取得と
の関連，とりわけ介護福祉士国家試験受験資格取得との関連を考慮し， 9 科目（社会福祉基礎・介護福祉
基礎・コミュニケーション技術・生活支援技術・介護過程・介護総合演習・介護実習・こころとからだの
理解・福祉情報活用）で構成されているだけに，それぞれの科目に共通した指導法をどのように展開する
かが大きな課題となっています。そこで本科目では，今日の社会福祉の動向を的確に把握するとともに，
いかにして学ぶ側の生徒の視点に立ちながらわかりやすい授業を展開するための教授の方法と技術，教材
教具研究の方法および授業計画の作成方法，具体的な指導計画案などについての可能性を探り，将来の福
祉科教員としての資質を高める内容にしたいと考えています。
また，平成12（2000）年に初めて告示された学習指導要領における教科「福祉」の科目は， 7 科目（社
会福祉基礎・社会福祉制度・社会福祉援助技術・基礎介護・社会福祉実習・社会福祉演習・福祉情報処
理）でしたが，平成21（2009）年に告示された学習指導要領において，上記の 9 科目に改訂になりまし
た。なお，平成21（2009）年告示の 9 科目と従前の 7 科目との関連としては，従来の 7 科目を整理統合し
た科目（ 1 科目）や名称変更した科目（ 5 科目），と新設された科目（ 3 科目）に改訂されています。
なお，新学習指導要領は，平成21（2009）年より一部前倒しで実施されてきましたが，平成23（2011）
年度に完成年度を迎えました。よって，平成23（2011）年度以降は全学年が新学習指導要領に沿って教科
「福祉」を学ぶことになります。
■到達目標
1 ）教科「福祉」の教育評価について述べることができる。
2 ）教科「福祉」の各科目における，教育上配慮すべき点を説明できる。
3 ）学校外における社会資源の活用法および連携法について述べることができる。
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4）
「介護実習」の指導上の留意点を，教科「福祉」の各科目と関連させ，説明できる。

論

5 ）授業等をとおして生徒の対人関係能力を高めるために，教科「福祉」の各科目において，教員はど
のような指導や工夫が必要であるか解説できる。
6）
「社会福祉基礎」の指導上の留意点を，教材・教具の活用と関連させ説明できる。

心理・生理・病理

■教科書
1 ）大橋謙策編著『福祉科指導法入門』中央法規出版，2002年
2 ）文部科学省『高等学校学習指導要領解説

福祉編』海文堂出版，2010年

れています。
■在宅学習15のポイント
（ ）内は教科書 1 ）の関連章ですが，教科書 2 ）も参照しながら学習を進めてください。
テーマ

学習内容

学びのポイント

社会福祉の学びと指導法に 社会福祉の学問的特徴を学 社会福祉の考え方と学び方を理解
ついて
び，指導法を理解する。
し，特色を説明できるようにしま
（序章）
しょう。

2

高校における福祉教育の位 高校福祉科の設置経緯とねら 福祉教育の必要性と考え方，職業教
置と高校福祉科
い，高校福祉科の位置づけに 育の位置づけの見直しと高校福祉科
（第 1 部）
ついて学ぶ。
の関係を考えてみましょう。

3

学ぶ高校生への理解
（第 1 部）

現代の高校生の特徴につい 携帯電話等によるコミュニケーショ
て，多角的に学ぶ。
ン環境の変化について考えてみま
しょう。

6

社会福祉基礎の考え方，内 社会福祉基礎の科目の内容と 社会福祉基礎の科目の特徴と関連し
容および具体的展開方法
授業の具体的な展開方法につ て，効果的な授業の展開方法につい
（第 2 部）
いて学ぶ。
て具体的に考えてみましょう。

7

介護福祉基礎の考え方，内 介護福祉基礎の科目の内容と 介護福祉基礎の科目の特徴と関連し
容および具体的展開方法
授業の具体的な展開方法につ て，効果的な授業の展開方法につい
（第 2 部）
いて学ぶ。
て具体的に考えてみましょう。

8

コミュニケーション技術の コミュニケーション技術の科 コミュニケーション技術の科目の特
考え方，内容および具体的 目の内容と授業の具体的な展 徴と関連して，効果的な授業の展開
展開方法
開方法について学ぶ。
方法について具体的に考えてみま
（第 2 部）
しょう。
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福祉科・指導法

高校福祉科の教育目標と教 高校福祉科の教育目標と教育 学習指導要領を理解し，各科目の指
育内容の考え方
内容の考え方について学ぶ。 導計画の作成について考えてみま
（第 2 部）
しょう。

二種免用

5

支 援 員

4

福祉科生徒のキャリア展望 実践家としての自己研鑽と研 社会福祉従事者としての生涯にわた
と生涯学習
修について学び，生涯学習体 る職業能力の開発や教養の蓄積，実
（第 1 部）
系を理解する。
践力の喚起と職場等の学習課題の関
わりを考えてみましょう。

実習指導・実習

1

免許状以外の領域

回数

教育課程・指導法

（2008年度以前履修登録者）2009年 4 月より学習指導要領の改正にともない， 2 ）が上記教科書に変更さ

回数

テーマ

学習内容

学びのポイント

9

生活支援技術の考え方，内 生活支援技術の科目の内容と 生活支援技術の科目の特徴と関連し
容および具体的展開方法
授業の具体的な展開方法につ て，効果的な授業の展開方法につい
（第 2 部）
いて学ぶ。
て具体的に考えてみましょう。

10

介護過程の考え方，内容お 介護過程の科目の内容と授業 介護過程の科目の特徴と関連して，
よび具体的展開方法
の具体的な展開方法について 効果的な授業の展開方法について具
（第 2 部）
学ぶ。
体的に考えてみましょう。

11

介護総合演習の考え方，内 介護総合演習の科目の内容と 介護総合演習の科目の特徴と関連し
容および具体的展開方法
授業の具体的な展開方法につ て，効果的な授業の展開方法につい
（第 2 部）
いて学ぶ。
て具体的に考えてみましょう。

12

介護実習の考え方，内容お 介護実習の科目の内容と授業 介護実習の科目の特徴と関連して，
よび具体的展開方法
の具体的な展開方法について 効果的な授業の展開方法について具
（第 2 部）
学ぶ。
体的に考えてみましょう。

こころとからだの理解の考 こころとからだの理解の科目 こころとからだの理解の科目の特徴
え方，内容および具体的展 の内容と授業の具体的な展開 と関連して，効果的な授業の展開方
13
開方法
方法について学ぶ。
法について具体的に考えてみましょ
（第 2 部）
う。
14

福祉情報活用の考え方，内 福祉情報活用の科目の内容と 福祉情報活用の科目の特徴と関連し
容および具体的展開方法
授業の具体的な展開方法につ て，効果的な授業の展開方法につい
（第 2 部）
いて学ぶ。
て具体的に考えてみましょう。

福祉教育の実践課題
15 （第 3 部）

時代の変化に対応した，実践 教育環境・労働環境・福祉制度等の
課題について学ぶ。
変化に伴う実践課題について具体的
に考えてみましょう。

■レポート課題

1 単位め

教科「福祉」の科目を具体的に教える際の教育目標を設定し，その考え方を決定する場
合，何を教育上留意すべきかを論述しなさい。

2 単位め

教科「福祉」の科目における教材教具決定の技術について論述しなさい。

3 単位め

福祉科教諭の資質について論述しなさい。

4 単位め

社会福祉基礎の中から一つの「単元」を取り上げ，その授業の具体的な授業展開につい
て，簡潔に論述しなさい。

■アドバイス
「福祉科の指導法」を学習する前に教科「福祉」の創設の理由を知ることが重要です。そのためには，
「高等学校学習指導要領」の改訂の背景について考察することが大切です。改訂の背景には，科学技術の
発展，社会経済の国際化・情報化，人口の少子高齢化，環境問題の深刻化などの社会状況にあります。こ
うした社会状況から生み落とされるさまざまな生活問題に対応する人材とその育成が必要となりました。
そこで新たに加えられた教科「福祉」の目標については，
「社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技
術を総合的・体験的に習得させ，社会福祉の理念と意義を理解させるとともに，社会福祉に関する諸課題
を主体的に解決し，社会福祉の増進に寄与する創造的な能力と実践的な態度を育てることを重視した」と
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論

応するために専門的知識と技術を取得した人材需要の増大を見込んだ改訂とも思われます。

総

掲げています。このことは福祉サービスに従事する人材の確保と資質の向上や福祉サービスの多様化に対
こうした教科「福祉」の目標に沿って，どのような指導法が適切なのかは現在のところ模索の域を越え
ていないのが現状と思われます。いずれにしても教科「福祉」を学んだ生徒が社会福祉関連の職業に従事
者が『現場』で実践的に行うことが何よりも重要なことです。そのためには「福祉科の指導法」では教育
目標と教育内容の考え方を明確にし，より具体的な授業の展開方法を学ぶことが大切です。とくに，生徒
の社会的経験，体験が教える側である教員からすると希薄であり，たとえ同じ生活問題を捉えるにしても
や教材の工夫によっては大きく変わってくる場合があります。そうした点を十分に留意しながら授業を展
開することが大切になります。
なお，レポート作成を行う際は，常に学ぶ側の視点にたった指導法を考慮しながら仕上げてください。

アドバイス

です。その際，生徒の「福祉」意識・理解の醸成・培養をも視野に入れながら考察すること

が大切です。その学習が終了した上で，テキストの第 1 章から第11章までをよく読み，「福祉科の指導法」
の基本的な理解に努めてください。教科書「福祉科指導法入門」は，従前の 7 科目に関してまとめられて
てください。とにかく，冒頭にも記述したようにこの科目は社会福祉に関する専門科目ではなく，教科教
育法に関する科目であることを忘れないでください。こうした科目の特徴を踏まえながら「教育者として
何を生徒たちに教え，また，教えたいのか」，「福祉科の教員として，何を具体的に教え，そしてどのよう

実習指導・実習

いますが，内容としては，新たな 9 科目とも関連が深いので，新旧の科目の整理を行いながら理解を深め

免許状以外の領域

レポート作成に取り掛かる前に『高等学校学習指導要領福祉編』を熟読してから，教科

1単位め 「福祉」の 9 科目（従前は 7 科目）の教科内容や位置づけについて理解を深めることが重要

教育課程・指導法

意味内容においてもズレが生じる場合があります。したがって一つの生活問題を取り上げるにしても発問

心理・生理・病理

するにしても，基本的人権やプライバシーの尊重など自立生活を支援するための態度の必要性を習得した

な福祉の内容を生徒たちに教えたいのか」，また，生徒に「福祉とは何か」を具体的に理解させる前に，
教える側の教員にとって「福祉とは何か」をきちんと理解しておく必要があります。このような教科「福
かを考察して，簡潔に述べてください。

2単位め

授業を開始する以前にあらかじめ，どのような授業をするかについて考えておく必要があ
ります。そのために必要なことは，授業の「計画」であり，授業の「案を練ること」です。
一般にこのことは「教材研究」とよんでいます。今回の課題は教材教具決定の技術について

論述しなければなりませんが，教材教具決定の技術とは，「何のために」「何を」教えるかを決める技術の

二種免用

アドバイス

支 援 員

祉」の特徴を踏まえながら，福祉科教員として生徒たちに現代の社会福祉をどのような方法で教えるべき

ことです。「何のために」は，教育目標であり，「何を」は教材教具にあたります。教材教具決定の技術を
ます。この課題に関する内容については，テキストの第 2 部を参考にしながら，可能な限り具体的な例を
取り上げて書いてください。
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福祉科・指導法

明らかにするためには，教育目標と教材教具ということばおよび両者の関係を明確にしておく必要があり

3単位め

アドバイス

福祉科教諭の資質を検討する前に，教科「福祉」の創設の理由を知ることが重要です。そ
のためには，「高等学校学習指導要領」の改訂の背景について考察することが大切です。と
くに教科「福祉」の目標を十分に理解するとともに，福祉科教諭を目指す学生は，教育目標

と教育内容の考え方を明確にし，より具体的な授業の展開方法を学ぶことが大切です。前述したように，
生徒の社会的経験・体験と教える側である教諭（実習生）とではズレが生じる場合があります。その際，
生徒の「福祉」意識・理解の醸成・培養をも視野に入れながら考察することが大切です。そして何よりも
「教育者として何を生徒たちに教え，また，教えたいのか」
，「福祉科の教員として，何を具体的に教え，
そしてどのような福祉の内容を生徒たちに教えたいのか」
，また，生徒に「福祉とは何か」を具体的に理
解させるためには，教える側である教員にとって「福祉とは何か」を理解しておく必要があります。こう
した点を考察しながら福祉科教諭としての資質について論述してください。

4単位め

アドバイス

テキスト第 2 部第 5 章（社会福祉基礎）および第 6 章（社会福祉制度）のそれぞれの科目
の考え方，内容および具体的展開方法を熟読し，その中で最も関心のある部分を「単元」と
して取り上げ，具体的な授業の展開を論述してください。平成21（2009）年に告示された学

習指導要領の科目「社会福祉基礎」は，従来の「社会福祉基礎」と「社会福祉制度」が整理統合された内
容となっています。レポートの提出科目は，
「社会福祉基礎」ですが，内容としては，従来の「社会福祉
基礎」と「社会福祉制度」双方が該当します。この際，科目の位置づけおよび教育上留意すべきポイント
と教材例を考えながら，生徒に教えるつもりで論述してください。なお，授業時間は， １ 単位時間（50
分）を想定し，書き方は第 5 章および第 6 章の「具体的な授業展開例」を参考にしながら作成してくださ
い。表にして書く必要はありません。
■科目修了試験

評価基準

内容理解が一番のポイントであるが，多角的な考察がなされているか，記述の分量（ 1 問あたり400～
800字程度）も評価の対象となる。
■参考図書
硯川眞旬・佐藤豊道・柿本誠編著『福祉教科教育法』ミネルヴァ書房，2002年
保住芳美編著『高等学校新学習指導要領の展開
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福祉科編』明治図書，2010年

通信教育で学ぶことを決意されたみなさまは，多くの本を読み，知識として得たこ
と，自ら考えたことを「レポート」という形にまとめていくことが，これからの学習
活動の中心になります。
この『レポート課題集』は，一般の大学の授業と同じ働きをするものです。その科
目で何を学んでほしいかの「科目の内容」
，レポート課題に取り組むにあたっての
「アドバイス」などには，担当の先生方からみなさまへのメッセージが込められてい
ます。
今後学習を進めていくなかで，時には本の内容がまったく頭に入らなかったり，レ
ポート用紙を前に何を書けばよいかととまどったりすることがあるかもしれません。
そんなときは，ちょっと一休みしたあと，この『レポート課題集』のなかにある担当
の先生方からのアドバイスをもう一度読んで，取り組みやすそうな課題から再び学習
を始めてください。
学問とは難しそうに感じることもありますが，人間が考えたことです。必ず理解で
きるはずです。どうしてもわからないときは，「質問票」を使って担当の先生に質問
をすることもできます。
みなさまがこの『レポート課題集』を存分に活用し，学習を順調に進めていかれる
ことを願っています。

レポート課題集 2017
2017年 3 月25日
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障害者教育実習の事前指導スクーリング受講免除 希望届
私は，将来教職につくことを強く希望しており，現在，または以前に特別支援学校の教員として 3
カ月以上良好な成績で勤務し，教員としての素質・熱意を有しているので，障害者教育実習受講まで
に必要な「障害者教育実習の事前・事後指導」スクーリングの受講免除を希望します。
つきましては，事前指導スクーリング受講免除申請のための書類等の発送をお願いいたします。
フリガナ

氏

学籍
番号

名
〒

生年 昭和
月日 平成

T

－

年

月

日

男
女

電話
FAX

現住所

携帯
Eメール

B5 版（または A4 版）用紙にコピーして使用してください

名称
勤務先

〒

－
電話

年

勤務時期

月

～

年

月（

年

ヶ月）

勤務先の主たる領域（複数可）に○をしてください。
知的障害

・

肢体不自由

・

病弱

・

聴覚障害

免除を希望する事前指導スクーリング（受講条件達成は別途必要です）
2017. 7 ／29・30
希望実習時期（予定）
2017年10月～2018年 2 月実習受講希望
障害者教育実習受講までに必要な科目の学習計画

単位修得済の科目は「単位修得済」欄に○を，単位未修得の科目はレポート・科目修了試験・スクーリングの欄に合格している箇
所には○を，提出して結果待ちの箇所には△を，これからのものは何月に提出・受験・受講予定かを記入してください。履修不要
な科目には「単位修得済」欄に×を記入してください。
科

目

目 スクー
単 位 レポート レポート レポート レポート 科
修了
修得済 1
2
3
4 試 験 リング

名

科

目

障害者教育総論

重複障害教育総論

知的障害者の心理

発達障害教育総論

知的障害者の生理・病理

視覚障害教育総論

肢体不自由者の心理，生理・病理

目 スクー
単 位 レポート レポート レポート レポート 科
修了
修得済 1
2
3
4 試 験 リング

名

言語障害教育
（コミュニケーション障害教育）

病弱者の心理，生理・病理
知的障害教育

聴覚障害者の心理

肢体不自由教育

聴覚障害者の生理・病理

病弱教育

聴覚障害教育

（記入しないでください）

履修条件
教免有 無

可 保 不

学年

履修登録

課題

／

合格

備

考

障害者教育実習

登録カード（新法）

郵送（FAX不可）
・三ツ折可

私は，将来教職につくことを強く希望しており，現時点で障害者教育実習先に内諾を得るための依
頼状発行のための単位修得を終え，障害者教育実習受講までに必要な科目の単位修得が見込めるため，
特別支援学校教諭一種免許状の授与に必要な「教育実習」の受講を下記の期間中に希望しています。

フリガナ

氏

学籍
番号

名
〒

生年 昭和
月日 平成

T

－

年

月

日

男
女

電話

現住所

FAX
携帯
名称
〒

－
電話

障害者教育実習の事前指導スクーリング受講予定（スクーリングの申込みは別途必要です）
2017. 7 ／29・30
希望学習時期（予定）
2017年10月～2018年 2 月実習受講希望
障害者教育実習受講までに必要な科目の学習計画

単位修得済の科目は「単位修得済」欄に○を，単位未修得の科目はレポート・科目修了試験・スクーリングの欄に合格している箇
所には○を，提出して結果待ちの箇所には△を，これからのものは何月に提出・受験・受講予定かを記入してください。履修不要
な科目には「単位修得済」欄に×を記入してください。指定 4 科目の単位修得済を確認後，内諾を得るための依頼状を発行します。
科

目

目 スクー
単 位 レポート レポート レポート レポート 科
修了
2
3
4 試 験 リング
修得済 1

名

科

目

障害者教育総論

重複障害教育総論

知的障害者の心理

発達障害教育総論

知的障害者の生理・病理

視覚障害教育総論

肢体不自由者の心理，生理・病理

目 スクー
単 位 レポート レポート レポート レポート 科
修了
2
3
4 試 験 リング
修得済 1

名

言語障害教育
（コミュニケーション障害教育）

病弱者の心理，生理・病理
知的障害教育

聴覚障害者の心理

肢体不自由教育

聴覚障害者の生理・病理

病弱教育

聴覚障害教育

所持している教職免許状
幼 ・ 小 ・ 中（

教科名

実習希望校との関係

）・ 高（

現時点であてはない

教科名

上司・同僚の紹介予定

）一種 ・ 二種 ・ 専修
希望校の教職員を知っている

その他

（記入しないでください）

履修条件
教免有

無

可 保 不

学年

履修登録

事前課題

／

合格

出席

評価

備考

B5 版（または A4 版）用紙にコピーして使用してください

勤務先

Eメール

D

