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沖縄県立総合教育センター 後期長期研修員 第 63 集 研究集録 2018 年 3 月 

〈発達障害教育〉 

支援を要する児童の自己肯定感を育む共に学べる学級作り 

－ピア・サポート・プログラムを取り入れて－ 

 

那覇市立安謝小学校教諭 幸 地 倫 子    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 平成 29 年に公示された新小学校学習指導要領解説総則編の中に、「児童一人一人は興味や関心が異

なることを前提に，児童が自分の特徴に気付き，よいところを伸ばし，自己肯定感をもちながら，日々

の学校生活を送ることができるようにすることが重要である。」とある。また通常学級においても、

障害のある児童のみならず、教育上特別な支援を必要とする児童が在籍している可能性を前提として

「学級内において温かな人間関係づくりに努めながら，『特別な支援の必要性』の理解を進め，互い

の特徴を認め合い，支え合う関係を築いていくことが大切である。」と明記されている。 

 那覇教育事務所主催の発達障害研修会資料「特別支援教育に係る本地区の現状（H25～H29）」より、

特別支援学級数の推移をみると小学校においては平成 25年度の 113学級から今年度は 193学級に増加

している。特に自閉症・情緒障害学級の増加が著しく、義務教育段階の児童数が減少傾向にある一方

で支援学級は増加傾向にある。また、平成 24 年度に文部科学省が行った「通常学級に在籍する発達障

害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」（小学校版）によると通常

学級には、知的発達に遅れはないものの学習面、行動面で著しい困難を示すとされた児童の割合が

7.7％という結果がでている。 

 現任校である那覇市立安謝小学校は、24 学級の中規模校であるがそのうち５学級が特別支援学級で

ある。本学級は、協力学級として３名の児童と支援を要する児童が６名在籍し共に学んでいる。支援

学級の児童の協力学級に対する所属感が低く居場所がないと感じている様子から、今年度から給食当

番と清掃も一緒に活動するようにした。 

４月当初、学習面において指示が通りづらく周囲とペースが合わない児童や、自ら SOS を発信する

ことができずに授業をやり過ごす児童や、違うところに興味が注がれ学習に集中できない児童が見ら

れた。また生活の場面においては、スムーズに教室に入れず保健室経由で登校してくる児童や、感情

のコントロールがうまくできないことから暴言を吐いたり教室から飛び出したりするなどの突発的な

行動をとるなど支援が必要な状況が多くあった。そこで、授業の中で積極的に声をかけるなど個別指

導や補習指導で遅れを取り戻し、学びに参加できるようにしてきた。また、役割を与えることで主体

的な参加や行動を促し、褒めることで肯定的な気持ちを引き出す取り組みも行ってきた。教師とのや

りとりを通して教室に入りやすい雰囲気を作ったことで、教室に入ることに抵抗を示すことが少なく

なってきた。しかし、クラス全体の雰囲気は、教師が指示をすると動いてくれる素直な児童たちだが、

他者を思いやる言葉や気にかける気持ちがまだ弱く、主体的に支え合い関わり合う関係を築けている

とは言えない。「みんながきれいな心をもてるクラス」という学級目標を意識する指導を繰り返して

きたが、学級全体が他者意識を持ち互いを理解し認め合う学級作りに課題が残る。支援を要する児童

も、教師の配慮や声かけによって学級で過ごすことはできているが、友達との関わりの中で学習に参

加しているとは言えない状況である。支援を要する児童にとって安心かつ安全な場所が学びやすさに

つながると考える。 

 そこで本研究では、ピア・サポート・プログラムの取り組みを通して相互理解を促し,支援を要する

児童も居心地よく過ごせるような支持的風土のもと、共に学べる学級を目指していきたいと考え本テ

ーマを設定した。 
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〈研究仮説〉 

日常生活の中で、ピア・サポート・プログラムを用いて、お互いの特徴を認め合う温かな人間関

係作りと支え合う関係を築くことで、支援を要する児童も含めた全員が同じ場で過ごし、共に学び

やすい学級につながり、児童の自己肯定感を育むことができるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

１ 「共に学ぶ」ことについて 

   共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）

では、「障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべき

である。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・

達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これ

が最も本質的な視点」と示されている。共同学習の中で、達成感を得られるようにするには、人

的環境を整え学級の雰囲気を柔らかくし、子どもたちが学び合うための環境や関係作りをしてい

くことが先決であると考える。そしてクラスの子ども達が、コミュニケーションを苦手としてい

る友だちや、学習の理解がゆっくりな友だちのことを受け入れ、誰もが「わからない」ことに正

直になれる場を形成し、子ども同士で教え合い学び合っていける環境を整えることが重要になっ

てくる。また、「バランスの取れた自己理解、達成感の積み重ねから得られる自己肯定感、自己の

感情等の管理する方法を身に付けつつ、他者理解を深めていくことが適当であり、子どもの多様

性を踏まえた学級づくりや学校づくりが望まれる。」とも示されており、肯定的な自己理解、他者

理解を促すことで多様性を尊重する学級につながっていくと考える。 

 

２ 学校環境適応感尺度「アセス」(ASSESS) 

 これまで、児童の発言や行動の観察による実態把握と人権アンケートから困り感を捉え実態把

握を行ってきた。一方、アセスでは困り感の背景が数値化された客観的なデータで示され、見え

ないものを見える形で分析することができることから、実態把握に活用したいと考えた。アセス

の内容は以下の通りである。 

(1) 適応と適応感  

アセスで測定しているのは、「適応」ではなく「適応感」である。適応とは、「個人と環境の

調和」として定義づけられている。一方、適応感は「個人と環境の主体的な関係」のことで個

人の適応の一指標である。この意味では、個人の主観である適応感は、適応と一致しないこと

もあり得るため、子どもを支援する際には、教師の観察や客観的なデータから得られる指標に

加えて、「本人が感じている SOS の度合い」を十分に考慮する必要がある。アセスを用いて SOS

の度合いを測り、先生方の観察やその他のデータと照らし合わせることで、より的確な支援を

構築することができる。 

(2) アセスの構造・読み取り方   

アセスでは、「対人的適応」を「教師サポート」

「友人サポート」「非侵害的サポート」「向社会

的スキル」の４因子で捉えている。（図１） 

「生活満足感」とは、生活全体に対して満足

や楽しさを感じている程度で、総合的な適応感

を示している。「教師サポート」とは、担任の

支援がある、認められている等担任との関係が

良好であると感じている程度を示す。「友人サ

ポート」とは、友達からの支援がある、認めら

れている等、友達関係が良好だと感じている程 図１ 相関関係から見たアセスの構造 
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度を示している。「向社会的スキル」とは、友達への援助や友達との関係をつくるスキルを持

っていると感じている程度を示す。「非侵害的関係」とは、無視や意地悪など、拒否的・否定

的な友達関係がないと感じている程度を示す。「学習的適応」とは学習の方法がわかり、意欲

も高い等、学習が良好だと感じている程度を示す。 

因子間の相関関係を踏まえて「対人的適応」を考えることが大切である。「生活満足感」は、

他の５因子全てが影響している。 

 

３ ピア・サポート・プログラムについて  

(1) ピア・サポートの理念 

ピア（Peer）とは、「仲間」の意味で、サポート（Support）とは「支援」の意味で使われて

いる。つまり、ピア・サポートとは、仲間や同輩が相互に支え合い課題解決できる活動である。

安心・つながり・絆を生み出し、思いやりのある学校風土を創造することを理念としている。

「誰もが成長する力を持っている」「誰もが、自分で解決していく力を持っている」「人は実際

に人を支援する中で成長する」という考え方に基づいている。したがって、サポートは優秀な

人材がするものではなく、また、いつも決まった者がサポートをされるものでもない。誰もが

他者をサポートできる存在であり、サポートを受ける存在であることを大切にしている。そこ

で本研究においては、支援する側とされる側が常に固定にならないような取り組みとして、ピ

ア・サポート・プログラムを通した学級作りは有効であると考える。サポートすることで自己

肯定感を育むことにつながり、サポートされることに対しても負い目を感じず困り感を発信す

ることができるようになるであろうと考える。更には、多様な特徴のある児童で構成されてい

る本学級の児童が、お互いを理解し認め合うきっかけとなり学級集団を高める支持的風土の構

築につながることを期待する。 

(2) ピア・サポート・プログラムの構造 

プログラムは、導入→トレーニング→プラン

ニング→活動・実践→振り返りで構成されてい

る。（図２） 

トレーニングの主な内容は、「耳を傾ける」「支

援すること」「友達として思いやりを示すこと」

ができるように実施する。そこで得られた技術、

姿勢、態度を、その子の将来の対人関係に生か

していけるようになることをねらいとしている。一つ一つのトレーニングの後で、どのような

感想をもったか、疑問な点がなかったかなど意見交換をする時間を十分にもつことが大切であ

る。 

プランニングの段階は、これまでに積んだトレーニングの成果をいかに仲間へのサポートに

生かせるか、サポーターそれぞれが考え計画を立てる段階である。個々人がそれまでの経験か

ら自分で考えてつくるものと、指導者があらかじめ方向を示し、その中で具体的なものを考え

させる場合とがある。友達の様子を見つめ、気持ちを読み取りながら、支援が必要な子に対し

て、自分にできる支援の内容や方法、時間などについて計画を立てる。 

活動では、トレーニングで身につけたことを使って活動に取り組み、プランニングに従って

実践を行っていく。 

最後に活動そのものに問題がないかを振り返り、指導者・教師などが指導・援助・助言を行

う段階である。うまくいった活動状況などを共有し、課題になったことを解決し、さらなるス

キルの獲得やサポート活動を目指す。特に、振り返りの段階を大切にすることが、児童のさら

なる成長を促進する。 

本学級では児童の意欲の向上のために次の３点に留意する。①サポーターが活動のねらいや

図２ ピア・サポート・プログラムの構造 
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図５ 1 学期の学級の様子         

ゴールを意識できるようにする②定期的な振り返りから肯定的な評価を児童に伝えピア・サポ

ートの活動を掲示する③お互いの活動に対して感謝する気持ちを伝え合うような工夫をする。 

 

Ⅲ 研究の実際 

１ 児童の実態 

本学級４年３組の児童の実態を把握

するために、10 月 23 日に「アセス」

を用いて調査を行った。クラス全体の

適応の状態を示した横棒グラフ（図３）

を見るとクラス全体がおおむね適応し

ていると考えることができる。しかし、

６つの領域の中で「向社会的スキル」

と「学習的適応」において適応群の範

囲が 80％未満であり、本学級全体の課

題と捉える。学級内分布票（図４） を

見ると全体的にⅩ軸、Ｙ軸の境界線近

辺に分布していることが分かる。具体

的には、要対人支援領域に２名、要学

習支援領域に７名、生活満足感が低下

している児童（🔺・🔶）が７名いた。

その中に、個別ファイルで引き継がれている

気になる児童が２名含まれている。                        

以上のことから、本研究では、個々の児童

に対する支援を工夫すると同時に、「学習的適

応」の向上につなげるため「友人サポート」

と「向社会的スキル」の改善をねらい、ピア・

サポート・プログラムを取り入れ、支持的風

土の構築を図ることとした。更に、学級全て

の児童が授業に参加し理解できるようになる

ために、ユニバーサルデザインの視点も取り

入れた授業作りを考えていく。 

 

２ ピア・サポート・プログラムの実際 

(1) 導入 

１学期までの学級の様子「学習で

困っている友達」「学習以外で困っ

ている友達」（図５）等を振り返り、

ピア・サポート・プログラムの目的

「思いやりのある風土の醸成」と照

らし合わせて、学級のゴール（図６）

を設定した。 

(2) トレーニング 

意思の伝達をスムーズにするため

「傾聴トレーニング」を中心に行っ

た。真剣に聴く体験・話す体験でコミュニケーションの楽しさを体感し、安心感の構築が期待

要学習支援領域 

要
対

人
支

援
領

域
 

図４ 学級内分布票 
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図３ クラス全体の適応状態    要支援群 
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される「トーキングゲーム」（図７）を隙間の時間を利用し

定期的に取り入れていった。カードに書かれた質問に答える

だけの簡単な活動で、ルールは「人の話を黙って最後まで聞

くこと」「答えたくない質問には、パスカードを出してもよ

い」というシンプルなものである。活動の中で「一生懸命聴

いてくれる友達には話しやすい」という気づきがあった。 

学活の時間には「一方通行対相互通行」の演習を取り入れ

た。背中合わせで相手の表情が見えず一方的に話をする状況

と、顔を合わせお互いが言葉を交わしながら話をする状況での違いについて、意見を出し合っ

た。その中から「目を見て話してお互いに質問しながらすすめることが大切」ということに気

づくことができた。 

また、気持ちをリフレーミングする「かえるカード」

（図８）を一週間ごとに入れ替え、常時掲示し話題に

することで、仲間同士の相互理解と肯定的な自己理解

につながっていくことを期待した。その中で「そうな

んだね」「素敵だね」「○○らしくていいよね」という

言葉が出てくるようになった。 

トレーニングを通しての気づきをお互いにシェアし

活動に活かせるよう掲示物（図９）を作成し、意識化

を図った。 

(3) プランニング・実践 

1 学期の様子と学級のゴールを意識して、実行計画を立てた。

自分ができそうなことが思いつかない児童は、友達が出し合っ

てくれた「できそうなこと」をヒントにし、自分の目標を設定・

計画した。自分の計画したこと以外でも、自分ができそうな活

動があれば実践した。 

(4) ふり返り 

サポート活動の状況が目に見えるように、ポイント

シールをためていくサポート貯金箱と振り返りを掲示

し活動の様子を把握できるようにした。（図 10）また、

活動意欲の維持のために、教師からの振り返りへのコ

メントと、サポートをうけた本人から感謝の気持ちを

表す「ありがとうの花」（図 11）を贈る取り組みを要 

所に入れていった。 

３ 検証授業１ 道徳 

(1) 主題名「相手の立場になって（B-7 親切 思いやり）」 

(2) 授業仮説 

①  振り返りを書く場面では、ピア・サポートの実践と教材 

を関連させることやキーワードを示すことによって、支援

が必要な児童も自分のこととして考え振り返りを書くこ

とができるであろう。 

② 振り返りを共有化する場面において、友だちからの「励ましカード」（図 12）を活用する

ことで、意欲につながりピア・サポート・プログラムの実践に生きてくるであろう。 

(3) 授業仮説の検証 

①  振り返りの内容を、ピア・サポート・プログラムの実践と関連させたことで、自分のこと

図８ かえるカード 

図９ 聴き方１・２・３ 

図７ トーキングゲーム 

図 12 対象児 A の道徳ノート 

はげましカード 

図 11 ありがとうの花 図 10 振り返りシート 
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図 13 授業後に各々が思いついたこと 

図 14 初代 HELP カード  

として振り返ることができた。また、表現活動を苦手としている児童にとって、振り返りの

場面でキーワードを示す手立てが有効であったが、まだ書字に苦手意識を感じている児童も

いる。書くことだけにこだわらず、自分の考えを伝え合う指導の工夫を考えていきたい。 

② 励ましカードをもらったことで、サポート活動意欲の喚起につながっている様子がピア・

サポート・プログラムのワークシートとからうかがえた。誰もがサポートできるという意識

を持ち、誰もがサポートを受けてもいいと感じられるように日常生活の中で般化させていく

必要がある。 

(4) 授業後の変容 

  授業の終末で、学んだことをピア・サポートの

活動に生かしていくことを確認した。後日ピア・

サポート・プログラムを進める上で、心掛けたい

行動や言葉について自由に書かせた内容から、サ

ポーターとして大切な、相手の気持ちを気遣う言

葉が書かれており、他者意識が高まってきている

ことがうかがえる。（図 13) 

４  検証授業２ 算数「14 分数」 

(1) 本時のねらい 本時の指導（７/９） 

帯分数の入った加法、減法の計算の仕方を考え、説明する。 

(2) 授業仮説 

  ① 活動をそろえる工夫をすることで、進度についていけない児童の活動のズレがなくなり、

時間内に学習を終えることで達成感を味わうことができるであろう。 

② HELP カードを活用し、児童同士が「教え合い、学び合う」ことで、支援が必要な児童も

主体的に学ぶことができるようになるであろう。 

(3) 授業仮説の検証 

  ① 特別支援の視点から（表１）、「１つかむ・見通す」の過程では、板書を写す量を調整し

「３広げる・深める」の過程では、共有化の場面を設定し考える手がかりとするなどの支

援をしたことで、進度についていけない児童が減り活動のズレがほとんどなくなった。ま

た「４ふり返る・つかむ」の過程の中においても、チャレンジ問題の数でコースを分け、

自分で選択する等のそろえる工夫を取り入れたことで、算数に苦手意識のある児童も友達

のサポートを受けながら時間内に学習を終えることができ、

児童の負担感が減り達成感を得ることができた。 

② ピア・サポートの一つとして学習面でのサポート活動も奨

励した。｢分からないから教えてほしい｣という気持ちを伝え

ることが苦手な児童のために HELP カードを用意し、

全員に配った。（図 14）困っていると感じている時

に、HELP カードを使用できる児童が一気に増えた。

SOS を発信し、SOS に気づいた児童からサポートを

もらうことで、主体的に学びに参加する力をつけて

いった。このような児童の行動が変容した要因とし

て、一つ目に、ピア・サポート・プログラムの取り

組みによって、サポートすることやされることに抵

抗がなくなったこと、２つ目に、トレーニングで取り入れてきたトーキングゲームで「パ

スカード」を出す体験を重ねたことにより、抵抗なく HELP カードを出せたことが考えら

れる。しかし、初代 HELP カードでは使えないでいる児童もいたことから、HELP カードに

心の声を挿入したパターン（図 15）も準備したところ喜んで使う児童がでてきた。 

 図 15 2代目コメント入り HELPカード 
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(4) 検証授業をうけての改善 

それでもまだ HELP カードを使えずにいる児

童が数名いた。その原因として「言葉がしっく

りこない」「どのタイミングで使ったらいいの

か分からない」「周りの目が気になり使えない」

などの理由が考えられた。 

分からないことへの不安や恥ずかしい気持

ちから、HELP カードを出せないでいることを考

慮し、イラストのみで気持ちを表現する HELP

カード（図 16）を作成した。声に出したくない言葉をイラストの表情で柔らかく伝える工夫

や、全員がおもての「分からない」からスタートし理解できたときに裏の「大丈夫」に裏返

す方法を取り入れた。結果として、全員が自分の使いやすい HELP カードを使用し自分の意

志で使えるようになった。その要因は、みんな同じである安心感と自分のタイミングでカー

ドをいつでも動かせることではないかと、考えられる。 

図 16 3 代目 HELP カード 

おもて(分からない) うら（大丈夫） 

過
程

特別支援の視点から

○全体への支援　●個別への支援

○学習の流れをつかむ。

●必要な児童に途中まで書いた数直線を配る。
●板書を写す量を調整してもよいことを確認する。

2
　
考
え
る

○前時までのかき方を参考にする（掲示物）
●Helpカードやハンドサインの活用を奨励する。

〇グループで考えを交流する。
●グループでの話し合いに
スムーズに参加できるよう
に声かけをする。
●HELPカードを活用を促す。

〇児童の興味・関心を引
き付ける。
〇ＩＣＴ機器を使い、線
分図と式・言葉をつなげ、
視覚化・共有化する。

●聴覚からの情報処理が優位な児童のために板書を
読み上げる。

●Helpカードやハンドサインの活用を奨励する。

〇振り返りの視点を持たせる。
●書くことが苦手な児童のための振り返りシートを
準備
する。

意義・意図

●チャレンジ問題を
ベーシックコースと
ぐんぐんコースに分
け本人に選択させる。
●黒板にネームカー
ドを貼り、学習の進
度を確認する。

・困ったときの対処方法を示し学習

に参加できるようにする。

・一人ひとりに合わせた練習問題を
自分で調整することで、達成感につ
なげる。

・学びのつながりを意識させる。
・HELPカードの効果を認識させ達成
感を得る。
・書くことが苦手な児童も振り返り
ができるようにする。

・活動の見通しをもたせる。
・活動をそろえる。
・活動の可視化

・視覚からの処理を苦手としている
児童には板書する量を選択させる。

4
　
ふ
り
返
る
・
つ
か
む

・視覚からの処理を苦手としている
児童の手助けとする。

1
　
つ
か
む
・
見
通
す

・かき方のヒントにする。
・困ったときの対処方法を示し学習
に参加できるようにする。

・多様な考え方を知る。
・考える手がかりをつかむ。

・言葉だけの
やり取りでは、
理解が難しい
児童の手助け
とする。

3
　
広
げ
る
・
深
め
る

HELPカード

HELPカードを見かけ

た児童がサポーター

活動へ動いた。

表 1 本単元での特別支援の視点からの支援 
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Ⅳ 研究仮説の検証 

研究仮説「日常生活の中で、ピア・サポート・プログラムを用いて、お互いの特徴を認め合う温か

な人間関係作りと支え合う関係を築くことで、支援を要する児童も含めた全員が同じ場で過ごし、共

に学びやすい学級につながり、児童の自己肯定感を育むことができるであろう」について検証してい

く。方法として、アセスの結果の比較や授業後の感想、テストの結果の分析を通して行う。 

 

１ 支持的風土の形成がで

きたか 

アセスの結果から、クラ

ス全体の適応状態（図 17）

の１回目（10 月）と２回目

（１月)を比較すると、対人

的適応に関する因子、友人

サポート、向社会的スキル、

非侵害的関係において伸び

が見られた。また、学級内

分布票（図 18）を見ると、

要学習支援領域にいた児童が７人から５人に減

り要対人支援領域にいた児童も２人から１人に

減少した。 

対人的適応感が高まった要因として、日常生

活的なピア・サポート・プログラムの実践によ

り、サポートする側とされる側が固定化されず

友達の見方が肯定的になったことで温かな人間

関係が形成されたことが考えられる。要学習支

援領域と要対人支援領域にいる児童に対しては、

今後も取り組みを継続していく。 

 

２ 共に学ぶことができたか 

（1）単元末テストの結果から 

単元末のテストの結果からも３つの観点と

その平均点の合計が９割を超えていた。（図 19）

児童のノートや考え方の過程を画面上に映し

出し児童の関心を「ひきつける」、黒板の図を

操作し説明と「つなげる」授業を意識して積み

上げていき、繰り返し考え方を共有していった。

その結果、分数の計算の形式的な技能面だけで

はなく知識・理解の項目でも力がついたと考え

ることができる。 

対象児童の８人の平均点は各項目において 50 点満点中、知識・理解が 41.4 点、技能が 47.8

点、考え方が 35.7 点だった。合計も 150 点満点で 125 点であった。基礎基本問題だけをみると

平均が 89.2 点であった。活用する問題でも満点であった児童もいたが、誤答無答であった児童

が３人いて、類似問題を取り入れる等の継続的な指導をしていく必要がある。テストの間違い直

しをさせると、自分で間違いに気づき訂正することができている様子からも、知識・理解の力が

ついていると考えることができる。 

図 18 学級内分布図 

Y 

X 

92% 94%
90% 92%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

知識・理解 技能 考え方 合計

図 19 「分数」単元末テストの結果 

0 20  40  60   80  100 0 20  40  60   80  100% 

図 17 クラス全体の適応状態 
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１回目（10 月） 
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(2) 学習後の感想 

対象児のＢ児は「ヘルプカードがやくにたったし、おしえてくれる人もいたからあってよか

ったと思う。」と述べていた。また対象児Ｃ児は分数の学習は楽しかったかの問いに対して「ち

ょっとむずかしかったから×」と評価しているが分数の授業は分かりやすかったかの問いには

「サポーターといっしょにやったから◎」と答えている。また、対象児ではないがアセスの結

果で要学習支援領域にいた児童Ｄの感想には、「サポートをしてわかってくれたらすっきりす

るし、サポートされてわかったらすっきりする」「言葉で言うのがはずかしいけどヘルプカー

ドのおかげでサポーターがくるようになった」とし、温かな人間関係の中で誰もが「わからな

い」を素直に発信できる場が形成されている様子が読み取れた。（図 20）このことから、HELP

カードの活用と、それを活用しやすい雰囲気により教師の個別の支援や児童同士の教え合いを

取り入れやすくなり共に学ぶことができたと考える。

 
３ 支援を要する児童の自己肯定感が高まったか 

これまで特定の授業のみの参加だったＥ児とＦ児だったが、朝の活動の時間や休み時間、給

食、清掃時間も一緒に活動し日常的に教室で過ごせるようになってきた。 

アセスの個人特性票（図 22）の結果からも、二人とも大きく変容していることが分かる。特

に対人的適応の中の向社会的スキルと友人サポートの伸びが著しい。Ｅ児は向社会的スキルが

21 ポイント、友人サポートが 15 ポイント伸びている。学習的適応が、７ポイント上昇してい

る要因となっていると考えられる。一方Ｆ児も向社会的スキルが 22 ポイント、友人サポート

が 11 ポイント伸びており生活満足感の上昇に影響したことがうかがえる。また、本研究の対

象児である支援を要する児童も、ほとんどの因子で適応感が高まり少しずつ改善が見られてい

ると捉えることができる。 

これまでサポートされる存在だった児童が、自分にできることで誰かをサポートし助け合っ

ていく活動を通して、学級の一員としての所属感の強化と自信につながり自己肯定感が高まっ

たと考えられる。 

     

図 20 学習の感想 

B 児 C 児 

 

D 児 

図 21 個人特性票 
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Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 

(1) ピア・サポート・プログラムをベースにした学級の土台作りをしたことで、支援を要する児

童も安心して学級で過ごし学びに参加できるようになった。 

(2) 支持的風土が高まってきたことで、HELP カードを使って「わからない」ことを素直に発信で

きるようになり、支援を要する児童も含めみんなで教え合い学び合えるようになった。 

(3) 学級の中で教え合い学び合う場面や本人自身が活動を選択できる配慮を設定したことで、最

後まで学習に取り組むことができ、支援を要する児童も含めた全員が達成感を得ることができ、

自己肯定感を高めることにつながった。 

２ 課題 

(1) 要学習支援領域、要対人支援領域にいる児童への段階的・継続的な働きかけの必要がある。 

(2) 今後は、困っていると感じている気持ちを言葉で発信できるような関係性に発展させていく。 

(3) 児童の高まった意欲や自信を次年度も持続させていくために、次の担任への引継ぎを丁寧に

行い継続した指導が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考文献〉 

沖縄県教育庁那覇教育事務所 2017 『第１回発達障害研修会』資料 

文部科学省 2017 『小学校学習指導要領解説 総則編』 

阿部利彦 2016 『通常学級のユニバーサルデザインと合理的配慮』 金子書房 

栗原慎二・井上弥 2016 『アセスの使い方・活かし方』 ほんの森出版 

木村泰子 2016 『21 世紀を生きる力』 水王舎 

柘植雅義 2016 『ユニバーサルデザインの視点を活かした指導と学級づくり』 金子書房 

阿部利彦 2014 『通常学級のユニバーサルデザイン zero』 東洋出版社 

坂本哲彦 2014 『道徳授業のユニバーサルデザイン』 東洋出版社 

小貫悟・桂聖 2014 『授業のユニバーサルデザイン入門』東洋館出版社 

日本ピア・サポート学会 2011 『ピア・サポート実践ガイドブック』 ほんの森出版 

東京都日野市 公立小中学校全教師・教育委員会 2010 『通常学級での特別支援教育のスタンダード』 東京書籍 

阿部利彦 2009 『発達障がいを持つ子の「いいところ」応援計画』 ぶどう社 

 

〈参考ＵＲＬ〉 

文部科学省 『発達障害教育をめぐる諸課題』 

http://www.zentoku.jp/dantai/titeki/150624_tanaka.pdf 

日本ピア・サポート学会 

http://www.peer-s.jp/idea_pro.html 

山形県教育センター 

yamagata-c.ed.jp/ 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm 

http://www.zentoku.jp/dantai/titeki/150624_tanaka.pdf
http://www.peer-s.jp/idea_pro.html

