Ⅲ
研究指定事業にかかわる取り組み
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言語能力向上推進事業
１

３年間計画の流れ

東京都言語能力推進事業を受け３年目となる。これまでの活動のまとめとして、研究の中身をより精錬させる
ことを目指した一年となった。
一昨年、
「知肢併置校における言語活動の充実を図る授業作り」を３年計画の研究主題としてこの事業にとりか
かった。 これまで一つ屋根の下で教育活動を展開する点で、他部門の授業の作り方や授業の観点を身近に感じ、
触れることができたり、双方の蓄積してきた教材や児童・生徒と関わる方法や手段といったスキルを、部門を超
えて個々の児童・生徒の実態に合わせて提供したりすることが可能であった。しかし、実施対象であった知的障
害教育部門（Ｂ部門）小学部・中学部が４月より仮設校舎へ移転し、肢体不自由教育部門（Ａ部門）とは別校舎
でそれぞれが教育活動を展開していくこととなり、知肢併置校のメリットを生かした研究活動が難しい状況とな
った。しかし、これまで取り組んできた各学部での研究内容を更に膨らませ、精錬させることによって言語活動
の充実を十分に図れると考えたため、研究テーマを継続させることとした。

２

今年度の研究概要

知的障害教育部門では、昨年度各学部で作成したシートの文言を更に精査し、実際に授業で活用しながら言語
能力の発達を促す授業づくり・授業改善を行った。また、
「読み書きスキル実態把握表」を引き続き、全児童・生
徒を対象に実施した。
肢体不自由教育部門に関しては、昨年度に引き続き「豊かなコミュニケーション手段の獲得」を中心課題とし、
児童・生徒が「伝える」
「伝わる」ことをどのように授業の中で獲得していくことが可能であるかについて検証し
た。研究の過程と今年度の評価については各学部の研究の項を参照。

３

３年計画の実績と課題

肢体不自由教育部門に関しては、学習習得状況把握表のコミュニケーションの項目等を活用して児童・生徒一
人一人の実態を把握し、根拠をもって単元の目標と評価規準、ねらい等を具体的に設定することで、評価と授業
改善を重ねてきた。
研究３年目のサブテーマ「共通理解のためのツールについて」に基づき、教員間で児童・生徒のコミュニケー
ションに関わる学習活動におけるねらいや支援の方法を共通理解しながら、一貫した指導を行うための手立てや、
評価に基づいた授業を展開するために、といった内容について研究を行った。その中で「活動分析表」
「活動評価
表」を作成・活用した学部もあり、単元における児童・生徒の変容をとらえ、また、教員が適切な配慮や支援を
行うことができているかということを評価し、授業改善を繰り返してきた。
今後も児童・生徒の活動分析を行いながら、主体的に様々な人とやりとりをする力を育むための方法を検討す
る必要があると考える。
知的障害教育部門に関しては、３年間の研究で、アセスメントとキャリア教育とを関連付けて国語の授業を行
うことで、児童・生徒の言語活動及びキャリア発達面での成長を見て取ることができた。
キャリア教育を行う上で、小学部から高等部まで一貫性・継続性を保つことが重要だと言える。この一貫性・
継続性を確実なものにするため、今後は各学部で今年度の研究内容を発達段階に合わせて系統性のあるものにし
ていくことが今後の課題と考える。
また、この研究成果を、他教科・領域にも反映させ、学校の教育活動全般においてキャリア発達を促す指導を
継続して進めていく。
今年度の言語能力向上拠点校による共通課題「豊かな読書生活をはぐくむ学校づくりの推進」に基づき、絵本
や紙芝居を用いた音読みという取組として、プロの方による読み聞かせ講演会を企画し、全６回実施した。
当日は学部や学習グループ、児童・生徒の興味・関心に合わせた内容や流れで授業が行われ、豊かな言葉の表
現や響きを体感し、感受性や想像力を高めることができた。
○各学部講演会実施日
公演者
朗読師 おつき ゆきえ
紙芝居師

さるびあ亭かーこ

公演日
平成２７年１２月 ７日（月）
平成２７年１０月１６日（金）、２３日（金）
平成２７年１２月１６日（水）
平成２７年１２月１８日（金）
平成２８年 ２月１２日（金）

- 120 -

対象学部
Ａ部門高等部、Ｂ部門高等部３年
Ｂ部門小学部１.２.４年
Ｂ部門中学部
Ａ中学部１.２年
Ａ部門小学部
＜吉田輝世＞

文部科学省委託 特別支援学校機能強化モデル事業
（特別支援学校のセンター的機能充実事業）
１ はじめに
一昨年度８月に文部科学省の採択を受け９月からスタートした本事業は、三ヵ年の計画で平成２５年度から２７年度
の実施となり、今年度まとめの年となった。
町田の丘学園は、町田市一市を通学区域とする特別支援学校である。本校が地域におけるセンター的機能を発揮する
ためには、町田市教育委員会をはじめとした地域の関係各機関との連携を欠かすことはできない。この事業を実施する
ことで、改めて地域とのつながりを見直し、連携の強化を図ることができた。ここでは、本事業の概要について説明す
るとともに、本事業の中で行ってきた取り組みについて報告する。

２ 事業の概要
（１）事業の趣旨
本事業、
「特別支援学校機能強化モデル事業」は、
① 特別支援学校のセンター的機能充実事業
② 特別支援学校ネットワーク構築事業
から構成されており、これらは平成２４年７月に、中央教育審議会初等中等教育分科会においてとりまとめられた「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）
」を出発点としている。
本校が委託を受けたのは、
「② 特別支援学校のセンター的機能充実事業」である。本事業は、外部人材の配置・活
用や専門性向上のための研修等を実施し、特別支援学校の専門性の向上を図るとともに、地域内の小・中学校等に対す
るセンター的機能を充実させることを目的としている。

（２）町田の丘学園としての事業の捉え ～共生地域の構築～
本校ではこれまでも、地域と連携しセンター的機能の充実を図ってきた。さらに本事業を通して、センター的機能の
発揮は「特別支援学校の支援力の向上」と「地域の受け皿の拡大」の両輪がそろってこそ充実していくことが分かった。
町田の丘学園の地域支援全体像では、小中学校への支援を充実させるためには町田市教育委員会との連携を強化する
こと、放課後等ディサービスへの支援を充実させるためには町田市障がい福祉課との連携を強化すること等、扇の要と
なる部分との連携の強化をしている。そうすることで支援の幅は広がり、個々への支援も安定し支援を積み重ねること
が可能となった。
関係各所との連携が密になると、本校のセンター的機能が発揮されやすくなり、同時に町田の丘学園の子ども達も地
域の子どもとして守られていることを実感する機会が増える。共生地域の実現に向けての前進である。
本事業では、特に町田市教育委員会との連携を強化することを中心に据え、以下のように事業の目的を焦点化した。
① 町田市教育委員会との連携を強化し、特別支援学級教員の専門性向上に寄与するとともに、特別支援教育の理解推
進を図る
② 高等学校への支援体制を構築し、支援の改善を目指す
③ 特別支援学校の専門性の強化を図り、地域のニーズに応えられる学校づくりを行う
町田の丘学園のセンター的機能の発揮としては、他にも様々な取り組みを行っている。併せて「地域支援部」の報告
をご覧いただきたい。
「特別支援学校のセンター的機能充実事業」町田の丘学園の取り組み

≪②高等学校

≪①町田市教育委員会との連携強化≫
○連絡会(定例会)の開催
○特別支援学級訪問

（月 1 回）

（年間２０回）

○小中学校校長連絡会への参加（２回）
○町田の丘教員によるワークショップ
○地域支援セミナーの共催（年間４回）

図－１

≪拠点校での実践≫

との連携≫

○特別支援学級への支援から 通常の学級への支援へ
アセスメントに基づく指導内容・方法の充実
○地区総合支援の展開

A 地区から B 地区へ

特別支援学級の指導力向上及びキャリア教育の充実

○町田の丘教員の 町田市研修会参加 他
センター的機能の発揮

≪③センター的機能を支える 本校の専門性の強化≫
○教員の指導力・実態把握力の向上

○特別支援教育コーディネーターの専門性向上
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○障害理解
出前授業
○進路指導相談

３ ３年間の取り組み
（１） 町田市教育委員会との連携の強化
① 相互協力し 連携を強化、地域の受け皿の拡大
町田市教育委員会と町田の丘学園では、月１回の定例会をもち協力関係の維持継続、発展を図っている。町田市の中
で町田の丘学園が役割をもつこと、市内の教員と町田の丘学園の教員の接点を多くすることを大切にして、前ページ「図
‐１の①」にあるように、協力関係を築くと共に広報活動を行ってきた。
また町田市では、他の市区町村より１年早く平成２６年度より、新しい副籍制度をスタートしている。町田の丘学園
小・中学部全児童・生徒は、
「基本的に全員が地域の学校に副次的な籍を置く」こととした。これにより町田の丘学園
と市内小・中学校の距離が急速に接近し、多くの学校でセンター的機能を発揮する機会を得ることとなった。

② 拠点校を中心とした 支援モデルの構築
○ 特別支援学級から通常の学級へ 学習支援を広げる
町田市立南大谷小学校では、３年間継続して特別支援学級の授業力
向上に取り組んできた。東京学芸大学 小池教授にご協力いただき、
「読み書きスキル実態把握表」で児童のアセスメントを実施した。
その上で、毎月授業研究を行っている。
同校では、通常の学級でも全児童のアセスメントを実施している。
巡回相談の際アセスメントに基づく助言を行った。校内研では特別支
援学級の授業研究を行い、特別支援教育に視点を置いた授業づくりに
ついて通常の学級の担任も共に学習する場をもつことができた。
○ 地区総合支援の展開
(Ａ地区からＢ地区へ)地域を広げる
１， ２年目はつくし野地区南つくし野小学校とつくし野中学校を中
心に、３年目は相原地区相原小学校と堺中学校を中心に、中学校区で
の支援の展開を図った。各校ニーズに応え、学習とキャリア教育を柱
に支援を行っている。地区総合支援として、キャリア教育を中心に中
学校区の全小学校に声を掛け、合同で研修会を行った。つくし野地区
での実践を、相原地区に広げる取り組みとなった。
また相原地区では、通常の学級でのアセスメントを実施し、学習支
援を通常の学級に広げる取り組みも始めている。

（２）高等学校との連携
発達障害がある生徒の入学に伴う研修会の実施、障害者雇用を考え
る生徒への具体的な就労支援等、ニーズに応じた支援を中心に行って
きている。今後は発達障害がある生徒への合理的配慮について、理解
啓発を行うことを計画している。

（３）本校の専門性の強化 支援力を高める

＜ご指導いただいた外部専門家＞
氏名

所属等

朝妻 榮子

元石神井養護校長

阿部 利彦

星槎大学准教授

飯野 順子

元筑波大学教授

石川 政孝

帝京大学教授

市川 宏伸

都立小児医療センター

岩井 勝也

メトロポリタンフーズ株式会社

岩井 雄一

十文字学園女子大学教授

梅永 雄二

早稲田大学教授

小笠原 恵

東京学芸大学教授

温泉 美雪

神奈川 LD 協会 臨床心理士

河村 智子

臨床発達心理士

北沢 健

リゾートトラスト株式会社

小池 敏英

東京学芸大学教授

小貫 悟

明星大学教授

島田 博祐

明星大学教授

関戸 英紀

横浜国立大学教授

高木 順子

島田療育センター 作業療法士

半澤 嘉博

東京家政大学教授

星井 純子

都立中野特別支援学校 主幹教諭

本田 恵子

早稲田大学教授

松矢 勝宏

東京学芸大学名誉教授

宮崎 英憲

東洋大学教授

特別支援学校の教員の専門性の強化（地域のニーズに応える学校
森下由規子 明星大学准教授
づくり）として、各学部・学年を単位として、一日を通して外部専
森田 浩美 作業療法士
門家（大学教授・臨床発達心理士等）に参観していただき指導・助
山本 良典 東京都心身障害者福祉センター
言を受けた。３年間で指導・助言を受けたのべ日数は、平成２５年度
渡邉 健治 畿央大学教授
３４日、２６年度５２日、２７年度５４日、計１４０日である。
渡辺 匤隆 横浜国立大学教授
各学部のテーマに沿った授業研究を実施してきた。
（敬称略、五十音順 所属等は指導時現在）
Ａ部門:学部研に合わせた指導・助言、知的発達に応じた学習指導
Ｂ部門：学部研に合わせた指導・助言、各領域・教科の学習指導、作業学習・
「職業」の指導 等

４ 成果と課題
本事業を通して、町田市教育委員会をはじめとして地域の関係機関との協力関係を強固なものにできたことは、社会
の変化にも対応するものであり大きな成果であった。
「特別支援教育の視点で行う支援」の大きな柱に「学習支援」が
あることも、各校のニーズから分かった成果である。今後、
「読み書きのつまずき」などへの具体的な支援を充実させ
るため、さらに本校教員の専門性の向上を図る必要がある。今後の支援の形として既存の「地区」を活用して組織的な
支援を展開していくことも重視していきたい。
＜前田真澄＞
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Ⅳ
分掌・委員会の取り組み
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キャリア教育推進委員会
１

はじめに

この委員会は、校長、副校長、教務主幹、進路指導主幹、教務部教育課程主任、進路指導主任・専任、研修・
研究部主任で構成され、本校キャリア教育についての理解啓発及び１２年間を見通した計画の見直しについての
研究活動を行っている。本校の学校経営計画では、中期目標と方策の【方策３】において、
「児童・生徒への小学
部からのキャリア教育の充実を図る」と示されている。本校の教職員が児童・生徒に対する個別指導計画を作成
する際、その中でキャリア教育に関する指導内容を明記し指導の充実を図ると同時に、保護者への説明責任を果
たすこととなっている。つまり、教職員一人一人が学校の示すキャリア教育の目的を理解し、それぞれが担当す
る児童・生徒の生活年齢や発達年齢を考慮した上で「将来に向けて今、何が必要か」を文章化及び説明すること、
そして実践をすることが求められている。

２

今年度の取り組み

（１）本校におけるキャリア教育について
本校におけるキャリア教育は、子どもたちが「生きる力」を身に付け、社会の激しい変化に流されることなく、
それぞれが直面するであろう様々な課題に柔軟にかつたくましく対応し、社会人、職業人として自立していくこ
とができるように、小学校段階から児童・生徒の発達段階に応じて、心身の育成を促すことを目的とし、「児童・
生徒個々の願い・ニーズに応じた多様な社会への参加と自律的な生活を目指し、全教育活動の中で社会へ出る心
身の準備を行う」ことを目標にしている。また、本校の進路指導は単なる職業教育・進学指導とは捉えず、児童・
生徒の障害に応じて、全ての教育活動の中で卒業後の地域社会での生活を見通した包括的な指導を行い、「生きる
力」の育成を大切にしている。キャリア教育、進路指導それぞれの考え方から、学齢期のキャリア教育と広い意
味での進路指導を同義と捉え、１２年間の継続性を大切にしている。
以上の点から本校におけるキャリア教育は「ライフキャリア」の概念、
「生き方指導」を大切にし、働くことを
含め多様な社会参加のあり方を考えるとともに、個々の障がいの状況に応じた心身の自律を目指している。
主体的に社会と関わり、自己実現をするための教育実践を行うため、キャリア教育の１２年間を見通した年間
計画を作成し、学校全体で共有できるようにしている。

（２）研修会
・４月 キャリア教育研修会
講師 本校進路指導主幹 大沼 健司
キャリア教育の基本的な考え方についての理解を深め、ライフキャリア充実の大切さを学ぶとともに、キャ
リア発達から教育活動全体を見直し、それぞれのライフステージで必要なことについて学ぶ機会となった。
・８月

～ライフキャリアについて学ぶ～
講師 ＮＰＯ法人みらい・クローバー事務局長
藤井 亘 氏
ライフキャリアに視点を当て、今注目されているサービス等利用計画、個別支援計画を軸に地域で自分が希
望する生活を実現するために必要なことについて理解を深めた。また、地域におけるネットワークの大切さ、
連携の在り方について学ぶ機会となった。

３

教育と福祉の連携

次年度に向けて

本校舎と山崎校舎に分かれたこともあり、キャリア教育の１２年間を見通した年間計画については会議の中
で深めることが難しかった。改めて会議のもち方を考え、双方の校舎で連携をして進めていきたい。児童・生
徒のライフキャリアの充実のためにも各担任が様々な制度、地域の社会資源についての理解を深めるとともに、
キャリア発達の視点から教育活動全体を見直すことができるようにしていきたい。
＜森山知也＞
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進路指導部
１

進路指導の基本方針

本校における進路指導（キャリア教育）は、進路学習や現場実習だけでなく、教科・領域や日常生活の指導、
特別活動など、全ての教育活動において実践されるものである。生徒達が卒業後、社会人として意欲をもって働
いたり、地域で豊かに生活したりできるよう、生徒個々の進路・生活ニーズに合わせて「生きる力」を育成する。
また、卒業後の進路は、本人・保護者が主体的に選択・決定するものである。進路指導においては、本人・保護
者が卒業時により良い進路選択・決定ができるように支援を行うこと、そして、卒業後の生活については、本人・
保護者が、就労・進学・福祉施設利用といった日中活動という観点のみならず、住まいや生活の支援を含めた形
でイメージし、選択・決定できるよう進路相談を行っていくことを大切にしている。

２

今年度の取り組み

（１）生徒対象
①進路学習会や作業学習における外部機関の活用
現場実習やインターンシップに向けて、また、卒業後の社会生活に向けて必要な力について学ぶ場とし
てマナー教室や身だしなみ講座、作業学習を実施している。外部講師を活用し、より実践的に学ぶ場とし
ている。
※マナー教室
株式会社パソナハートフル・M's ライフデザイン
身だしなみ講座
株式会社ファンケル
作業学習
リゾートトラスト株式会社、メトロポリタンフーズ株式会社
ビルメンテナンス協会

②卒業生の話を聞く会
本校の卒業生を招き、卒業後の生活や仕事での様子、学校時代に頑張っておいたほうが良いことなどの
お話をうかがっている。身近な卒業生の話を聞くことによって、卒業後の生活についてより具体的なイメ
ージをもつこと、自分の将来について考える機会としている。

③社会体験学習
肢体不自由教育部門では、各グループの課題に合わせて場所や内容を選定し、グループ別に社会体験学
習を実施している。生活の幅を広げるため、公共交通機関の活用を大切にし、卒業後の生活について必要
な力を身に付けることをねらいにしている。

④職場見学
知的障害教育部門の１年生では、課題別に３つのコースを設定して職場見学を実施している。見学先や
公共交通機関の利用を通して、社会生活のマナーやルールについて学ぶこと、そして、
「はたらく」ことに
ついて考えることをねらいにしている。

（２）教員対象
①施設見学会
夏季休業中に生徒のライフキャリアを意識した教育活動、進路指導、生活支援相談ができるよう専門性
の向上を目指すため、企業を含めた本校児童、生徒の進路先や就学前施設、生活の場、放課後施設等の見
学会を２５コース設定している。

②法制度研修会
福祉サービスについての理解を深め、児童・生徒の生活支援や進路先について具体的にイメージできる
ようになること、高等部の進路指導や卒業後の支援について知ることで、将来を見据え、今取り組むべき
ことについて考えることができるようになるため、夏季休業中の全校研修会として本校進路指導部専任が
講師となり、本校舎、山崎校舎でそれぞれ実施している。

（３）保護者対象
①施設見学会
７月の学期内に療育を中心とする進路先７ヶ所、夏季休業中に企業を含めた進路先２６ヶ所の見学を実
施。また、２月にはＰＴＡ進路部と協力して企業４ヶ所、福祉４ヶ所の進路先見学会を実施している。見
学を通して将来の生活の生活について考える機会とし、よりよい進路選択のための一助となるようにして
いる。
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②進路研修会
ＰＴＡ進路部と協力し、本校保護者や地域の特別支援学級の保護者を対象に進路研修会を年間２回実施
している。毎年６月の研修会は「企業」を、１２月の研修会は「福祉」をテーマにしている。
※６月『企業就労の現状と企業就労に求められる力』
～障がいが重くても働ける、中・重度の方が働く姿～
リゾートトラスト株式会社 東京事務支援センター センター長
北沢 健 氏
１２月『将来の生活に向けて』

～親亡き後を考える～
社会福祉法人

正夢の会

事業統括

山本

あおひ

氏

③進路学習会
本校及び地域の特別支援学級の小学部、中学部保護者を対象として本校進路指導部専任及びコーディ
ネーターが講師となり、部門別に進路学習会を実施している。地域の進路先状況や福祉行政等に関する
情報を提供するとともに、保護者が進路選択までの流れや特別支援学校卒業後の生活についての理解を
深めることをねらいにしている。

３

地域との連携

（１）情報交換会
町田市内の生活介護事業所について定員が超過している現状を踏まえ、町田市障がい福祉課と協力し、年間４
回生活介護事業所等情報交換会をもち、本校児童生徒のニーズを伝えるとともに、生活介護事業所の状況や課題
について情報交換を行っている。また、今年度は８月に町田市内のすべの福祉事業所に声をかけて町田市通所施
設等連絡会を開催し、本校の現状と課題、進路指導の進め方について情報交換を行った。情報交換を行うことに
より、更なる連携を深めること、進路先決定について相談しやすい体制を整えることを目的としている。
（２）町田市との懇談会
ＰＴＡ役員が中心となり、全校保護者に声をかけ、町田市との懇談会を１１月に実施している。町田市からは
障がい福祉課をはじめ、質問内容に沿った部署からも多数出席をいただき、本校保護者から挙げられたニーズに
ついて話をしてもらう第１部とテーマについて懇談をする第２部の設定をしている。今年度は障害理解をテーマ
に実施。

４

インターンシップ、現場実習

高等部では、卒業後の生活を見据え、右図のよう
に計画的に体験的な学習を積み重ねている。本校で
は長期のインターンシップを現場実習と呼んでいる。
生徒数の増加に伴い、インターンシップ先の確保が
必要となり、開拓を進めている。
また、新たな取り組みとして、昨年度より今まで
インターンシップでお世話になった企業に声をかけ
て「協力企業連絡会」を開催して連携を深めている。

５

次年度に向けて

本校舎と山崎校舎に分かれたことによる課題についての整理、業務の効率化による質の向上を目指して取り組
んでいく必要がある。また、よりよい地域との連携を目指し、町田市障がい福祉課とも協力をして取り組みを進
めていきたい。
＜森山知也＞
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研究研修部
１

教材

研究業務

（１）教材展
７月２７日(月)～８月３日(月)に、本校と山崎校舎教員の自作教材をそれぞれの校舎の目に触れやすい場所
に展示した。展示の際には、「使用目的」「留意点」を記載したタグをつけることで教材を製作した意図がわか
るようにした。また、実際に触れて使用できるようにすることで、様々な実態の児童・生徒に対応する教員が
今後の教材製作の参考にできるようにした。

（２）教材集
上記教材展で展示された教材を写真に撮り、説明文を付け今年度の教材集を作成した。まちだ祭では拡大し
たものを展示し、外部の見学者や保護者にも公開した。

（３）教材講演会
本校全教員を対象に７月２９日(水)１０：００～１２：００第２プレイルームにおいて、障害児基礎研究会、
ふかしぎ倶楽部代表の吉瀬正則氏を講師に迎えて教材講演会を実施した。前半は児童、生徒の発達段階に基づ
いた教材の紹介、その指導法や制作上の材料や加工の仕方についてご講演いただいた。後半は指先でタイルを
動かしながら１～１０の計数を学習する教材のキットをお持ちいただき、参加教員全員で教材製作を行った。
本講演会に際し「数」、「ことば」を学習するための教材を多数お持ちいただき、手に取って使い方や作り方を
直接うかがうこともでき、大変好評であった。

（４）ホームページでの教材紹介
今年度より、本校教員が制作した教材を町田の丘学園ホームページ上で公開している。教材写真と共に「教
材名」「ねらい」「使い方」
「配慮事項」を記載した。随時新しい教材を追加していく予定である。
＜渡邉奈美＞
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研究研修部
１

夏のワークショップ

夏のワークショップとは

夏のワークショップとは、本校に在籍する専門性や得意分野をもった教員を講師として講座を開き、児童生徒
の教育に生かせる知識やスキルを他の教員と共有し合うことを目的とした研修である。今年度は、本校舎と山崎
校舎に分かれ、講座を実施した。前年度に引き続き、校内の教員以外に町田市の小・中学校の特別支援学級の教
員の方等、外部からの参加者も多かった。

２

今年度設定された講座の日程及び内容

【本校舎】
日

７
月
２
８
日

７
月
２
９
日

７
月
３
０
日

内容
主に障害の重い児童・生徒の視線入力装置の活用に
ついて、導入の考え方と具体的方法を資料とデモで
解説するとともに、実践事例を映像で紹介した。

特別支援教育における iPad の活用について

特別支援教育において iPad を活用する際のポイン
トを具体例と資料で解説した。また、スイッチや周
辺機器を用いて活用する方法についても紹介した。

星空鑑賞・気象予報講座

前半は資料映像や身近な例を交え気象や天体に関す
る講義。後半は MITAKA というソフトを用いて臨場感
のある星空の解説が講師よりあり好評であった。

S－S 法について（ケース事例をあげながら）

国立リハビリセンターによる言語検査である S-S 法
について具体的事例に触れながら検査方法について
学んだ。検査キットを用いた模擬検査も行った。

電子黒板の使い方・活用法
（DVD を見るだけでなく）

前半は電子黒板の基礎から活用方法についてや、付
属の機器（AppleTV やタブレット等）の使用方法を
解説。後半は機器を用いた実践的な活動を行った。

卒業後の社会参加と自立に向けた作業学習
～ビルクリーニングでの実践

環境整備班の取り組みや指導に当たって大切にして
いる点について、映像等を交えながらの講義を行っ
た。実際に清掃道具に触れる機会も好評であった。

ダブルダッチ基礎

部員生徒も参加し、顧問が具体的な指導方法や基礎
知識についての講義を行った。縄回しや飛び方など
体験する時間を多くもち、活動的な研修となった。

心理検査の結果を学校現場で生かす
～検査結果の解釈と支援～

WISK-Ⅳ検査に関する概要や検査方法に関する説明、
実際のケース事例などを交えた検査結果の活用方法
についての講義を行い、意見交換も活発であった。

国語・算数グループ指導の授業づくり

教材を用いての指導のポイントについて講義の後、
実際に用いている教材に直に触れながら指導法活用
法の説明や製作を行った。
（詳細は山崎校舎参照）

1

2

3

4

5

6

７
月
３
１
日

ワークショップ名
肢体不自由児への視線入力装置の活用について

7

8

9

- 128 -

【山崎校舎】
日

1

７
月
２
８
日

国語・算数グループ指導の授業づくり
（重中度を対象とした）

3

図工の授業ネタ、
図工の題材アイデア（体験）

4

内容
前半は、講師自作教材の紹介とその仕組みの解説。
後半は、パソコン、スキャナーなどを使って「動く絵
本」作り。各自アニメーションの作り方など、パソコ
ンを実際に操作して学ぶことができた。

特別支援教育における
ICT 教材の活用について

2

７
月
２
９
日

３

ワークショップ名

講義前半は、学習レディネスを育てるという視点か
ら、模擬授業を展開しながら、指導のポイントについ
ての講義を行った。後半は、講師の教員が実際に授業
で使用した教材を紹介しながら、参加者が自由に教材
を作る体験をし、個別に助言をもらったりした。作成
した教材は各自持ち帰ることができた。
「あるものを利用する」
「時間をかけて作りこむ」
「色
の組み合わせ」という視点から、授業で使える４つの
作品作りを体験した。参加者同士で意見を出し合いな
がら制作活動をし、考えを広げることができた。
発声と文字の読み書きについて、軽度の障害を対象と
した講座であった。「音の聞き分け」や「呼吸動作」
など、段階に分けた指導内容と教材が紹介され、映像
資料等を使用して、実践されている現場を見ること
で、具体的な指導ポイントを確認することができた。

国語の個別指導の学習方法について
（発声、文字の読み書き等）

反省と評価

（１）講座内容について
講師の教員が実際に授業で使用した教材や授業づくりのポイントが紹介され、具体的ですぐに現場に活かせる
内容であった。模擬授業や体験などを取り入れた講座内容により、分かりやすく、楽しみながら学ぶことができ
たという評価が多く挙げられた。もう少し時間が長い方が良かったという意見もあった。

（２）外部からの参加者について
今年度は７月３１日の本校舎での４講座を外部向けのみで開催し、町田市の特別支援学級を担当する教員約７
０名が参加した。アンケート結果からどの講座においても参加者の満足度が高かったことがうかがえる。１講座
につき約２時間程度あったが、もっと長めに時間を設定して欲しいという声が多かった。また、本年度の講座は
内容が多岐にわたっており参加者の様々なニーズに広く応えることができた。次年度も開催講座希望アンケート
等を基に、広く参加者の要望に応える講座としていきたい。

４

次年度に向けて

次年度も、本校舎と山崎校舎で実施場所が分かれるが、どちらの講座にも参加できるように調整していく必要
性がある。また、特別支援教育のセンター的機能を果たす上で、両校舎で外部からの参加者を受け入れ、より充
実したワークショップの実施が求められる。
＜岩撫光夫、泉嘉一＞
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保健・給食部（給食担当）
１

はじめに

今年度から新たに「山崎校舎」が設立され、これまでの本校舎と合わせて２つの校舎で学習を進めることとな
った。本校舎は肢体不自由教育部門と知的障害教育部門の高等部、山崎校舎は知的障害教育部門の小学部及び中
学部を設置している。昨年度までの研修実績を踏まえ、今年度は一部に新しい研修を取り入れた。
各校舎で今年度も年間を通して、歯科医師による「摂食診断」を実施した。加えて、校舎の実情に応じて歯科
医師や言語聴覚士、本校自立活動部教諭が講師を務める校内研修会を開き、教職員の摂食技術や知識の向上、児
童・生徒が安全で楽しく給食を食べられることに努めた。校内研修会は、児童・生徒の実態や課題に応じて部門
別（肢体不自由教育部門と知的障害教育部門）の摂食診断ケース研修会や、発達段階に応じた適切な形態食を作
るための再調理の実技研修会、家庭と連携や協力を進めるための給食試食会と、幅広い観点から研修を進めた。
以下に、研修内容、及び成果と今後の課題について報告する。

２

年間計画

（１）研修会
日にち

時間

研修内容等

４月 ６日

15:30～17:00

新転任者摂食指導研修会（実技中
心）
【本校舎】

教員新規採用者
肢体不自由教育部門未経験者
その他希望者

４月 ７日

13:30～15:00

全校摂食指導研修会【山崎校舎】

山崎校舎教員

４月 ８日

13:30～15:00

全校摂食指導研修会【本校舎】

本校舎教員

６月２６日

10:45～13:00

給食試食会【本校舎】

保護者（本校舎

及び

山崎校舎）

７月２３日

13:30～17:00

希望者（本校舎

及び

山崎校舎）

７月２４日

10:00～11:00

１月 ７日

11:15～12:15

再調理実技研修会（講義と実習）
【本校舎】
部門別摂食診断ケース研修会
（肢体不自由教育部門）
【本校舎】
部門別摂食診断ケース研修会
（知的障害教育部門）
【山崎校舎】

対象

全校教員（主として肢体不自由教育部
門に勤める者）
山崎校舎教員（主として知的障害教育
部門に勤める者）

（２）摂食診断
対象
小学部

Ａ
部
門

中学部
高等部

１年生
４年生
２年生
３年生
１年生
１年生
２年生
１年生

小学部

Ｂ
部
門

３年生
６年生

中学部
高等部

１年生
２年生

実施内容、月日
摂食診断（２名）５月２５日
口腔ケア（１名）１０月２２日
摂食診断（１名）１０月２２日
摂食診断（１名）１０月２２日
摂食診断（２名）６月１５日
摂食診断（４名）６月１８日、７月 １日
口腔ケア（１名）７月 １日
口腔ケア（１名）７月 １日
摂食診断（１２名）６月２２日、９月１４日、１０月５日・１５日
摂食診断（３名）６月２２日・２５日
摂食診断（１名）６月２５日
摂食診断（０名）
摂食診断（３名）９月２４日

＜大越恵仁＞
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３

新転任者摂食指導研修会

校内の新任者、転任者（主に肢体不自由校の経験がない教員）を対象に摂食の基礎についての研修会を４月に
実施した。摂食指導に必要な基礎知識や基本技術を身につけることをねらいとした。講義では口腔機能や構造、
摂食の発達過程等の基礎について学び、それを踏まえて実技では食材（ヨーグルト、プリン、バナナ等）を使っ
て実際の介助の仕方を体験した。食物の捕り込み・咀嚼・嚥下といった一連の行為は、普段私たちが無意識のう
ちに行っていることが多い。そのため、一つ一つの動きに意識を向け見直していくことは、受講者に新たな発見
と驚きをもたらしたと思われる。摂食指導の経験が少ない教員にとって、４月の給食開始前にこのような研修は
欠かせない。しかし、実際に児童・生徒を前にして行う摂食指導は、理論通りに進まないことが多い。また１日
の研修で身に付けられる内容には限りがあるので、理論と実践の両面からの研鑽が今後一層求められる。
＜藤本 彰子＞

４

全校摂食指導研修会【本校舎】

４月の給食開始前に、
「全校教職員の摂食指導に関する知識技術を高め、給食指導に活かしていく」ことを研修
目標として実施した。本校の自立活動指導員を務める、講師である田中聖子言語聴覚士から「摂食・嚥下機能評
価のための基礎知識」との主題で講演をいただいた。
「１ 食べる機能のしくみ（解剖・生理）」
「２ 食べる機能
の発達」
「３ 支援の概要と嚥下評価について」
「４ 摂食評価表をつけてみよう！」の４つのポイントに分けて
スライドを使用して説明があり、摂食指導を行う上で基礎となる知識に関して学んだ。途中、「かっぱえびせん」
を実際に食する内容もあり、理解しやすい研修であった。まとめとして学んだ「生涯にわたっての『おいしく・
たのしく・安全な食事』の基礎をつくろう」
「食事に関する問題は多岐に渡るため多職種によるチームアプローチ
が必要」という説明を改めて学習できたことからも、新年度の給食開始前に研修の機会を設けられたことは意義
な時間であったといえる。今後も、定期的に研修を実施していき、教職員全体で摂食指導に関する知識や技量の
向上を適切に図ることが課題である。
＜大越恵仁＞

４

全校摂食指導研修会【山崎校舎】

４月の給食開始前に、
「全校教職員の摂食指導に関する知識技術を高め、給食指導に活かしていく」ことを研修
目標として実施した。講師である松田恵理子歯科医師から「障害種別の摂食の特徴 ―脳性麻痺児とダウン症児
について―」との主題で講演をいただいた。
「食べる機能は学習して得るもの」
「摂食機能の発達の流れ」
「乳児嚥
下と成熟嚥下」
「脳性麻痺児及びダウン症児の摂食によくみられる特徴」
「スプーン食べの発達の見方」
「間接訓練
（口唇訓練と舌訓練）
」「自食に向けて」などのポイントに分けてスライドを使用して説明があり、摂食指導を行
う上で基礎となる知識に関して学んだ。
実施後のアンケートには「知的障害の子どもたちの摂食について給食が始まる前に知ることができてよかった。」
という意見があったことからも、新年度の給食開始前に研修の機会を設けられたことで教員として給食指導に臨
む姿勢を再確認することができ、有意義な時間であったといえる。アンケートに「実技の研修もしてほしい」と
いう意見もあり、今後は実践的な研修も実施する必要があると考える。
＜大和田章＞

５

給食試食会

保護者対象の給食試食会を６月に実施した。今年度は２１名の参加があった。例年と同様に「町田の丘学園の
給食を知ろう」をテーマに行った。給食の試食の前に、自立活動指導員（言語聴覚士）の田中聖子氏より摂食指
導の基礎について講義や実技の指導を受け、摂食指導のポイントや摂食機能の発達などについて学んだ。学校給
食がバランスのとれた食事であるとともに、摂食指導の大切さを保護者に理解してもらい、家庭での協力を得な
がら児童・生徒の食生活の形成を図ることは非常に重要である。その後、研修での内容を踏まえながら給食（初
期食、中期食、後期食、普通食、
）の試食を行った。献立は牛乳、ごはん、魚の香味焼き、ねり胡麻和え、じゃが
いものすまし汁であった。参加した保護者からは、
「わが子が食べているものがどんなものかを体験できるのが
よかった」「食べる機能について学ぶことができた」など、田中氏による研修が保護者の摂食指導に関する知識
や意欲を向上させる機会になった。また、試食した形態食についても、家庭で形態食を調理している保護者から
は「ムース状にする粉のことなどを聞くことができたので、今後役立てたい」などの意見感想があり、形態
食の作り方についても知る良い機会になったと思われる。今回は本校の形態食（初期食、中期食、後期食）の

他に山崎校舎で提供している形態食（中期食）の試食も行った。試食した保護者からは「見た目よりも味が
しっかりしていた、寒天という感じがしなかった」などの感想があり、本校舎だけでなく山崎校舎の形態食
についても知る良い機会になったと思われる。今後も給食試食会を通じて、家庭の協力を得ながら児童・生徒
の豊かな食生活の形成を図ることを課題として取り組んでいきたい。
＜伊藤はるか＞
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６

再調理実技研修会

本校元栄養士の小暮美代子氏を講師に迎え、
「食べる機能の程度に応じた形態別再調理について学ぶ」というテ
ーマで講義と実習を行った。今回は参加者の希望を取った段階で、初級者が多いこともあり、講義内容は初級者
対象の事柄を追加していただいた。パワーポイントを使っての講義は資料が盛りだくさんで内容が濃いものであ
った。
実技では、昨年度まで３年続けて行った、
「ご飯」
「筑前煮」
「ほうれん草のおひたし」を、校外学習などで食べ
ることの多い「スパゲティミートソース」と「マカロニグラタン」の再調理に変更した。参加者には事前のアン
ケートにて初級・中級・上級の希望を取ったが、今年度は初級がほとんどを占めていた。グループはそれぞれの
班に中・上級者が入るように編成したが、直前のキャンセルもあり初級者だけのグループもあった。
「米粉のおか
ゆ」の実習も行ったので、二つを行うには時間が足りない感じだった。最後にそれぞれのグループの再調理食の
試食も行った。グループ独自の工夫をしたところもあり、他グループの再調理をみんなで見合うことはよかった
と思う。
反省アンケートでは、時間が短かったことや初級者のグループでは大変だったことなどがあった。講師からは
来年度も同じようなメニューで行うことがいいのではとアドバイスもあった。反省を活かし、再調理研修会をさ
らに有意義な研修の場にしていきたい。
＜市田洋子＞

７

まちだ祭

本年度は、１１月２７～２８日に実施された。
「山﨑校舎の給食」をテーマに本校舎で調理した給食を山崎校舎
へ配送し、児童・生徒に届けるまでの様子を展示した。さらに、流れがわかりやすいように、時間を表示した。
本校舎用と山崎校舎用（山崎校舎は本校舎の縮小版で模造紙１枚にまとめた）を作成し、本校舎は給食室前、山
崎校舎は配膳室前に掲示した。多くの方に、山崎校舎へ給食を配送するための工夫などを理解していただくよい
機会となった。
＜花木恵＞

８

摂食診断

（１）Ａ部門小学部
１年生２名と４年生１名を対象とした。当初の実施予定日に、４年生が欠席したが、予備日にその児童と希望
の出た２年１名、３年生１名が診断を受けることができた。実際に摂食指導をしている児童の摂食を診断してい
ただき、指導助言をいただいた。
１年生１名は、担任に慣れて摂食できるようになったので、口を閉じて食べられるようにスプーンを抜くのを
少し待つようアドバイスを受けた。他１名は、松田医師が保護者から離乳食開始前までの様子を聴いたうえで、
現在の食形態から少し形態を上げても大丈夫という指導をいただいた。４年生は、注入をしている児童なので、
口腔ケアの指導を受けた。保護者から小臼歯が磨きづらいという相談があり、それについて適切なアドバイスを
してもらうことができた。２年生は、昨年度診断を受けていたが、教員の介助の仕方についてアドバイスを受け
ることができた。また、３年生は、保護者が困っていることについて、医師からアドバイスを受けることができ
た。
摂食指導・口腔ケアは継続して行うことが大切であり、今後も家庭と学校が連携しながら取り組んでいきたい。
＜市田洋子＞

（２）Ｂ部門小学部
山崎校舎移転に伴い、給食運搬の関係上、形態食を提供できなくなった。しかし、安全に配慮し普通食が
難しい児童においては、中期的食とした形態食を導入することになった。
摂食診断の日数的に昨年度のように、１、４年生全員を行うことはできなくなったため、今年度の摂食診
断の対象児童を次の通りにした。
・２年生以上：全量中期的食喫食かつ保護者が摂食診断を希望者する児童
・１年生：中期的食を喫食する児童 および 保護者が摂食診断を希望する普通食を喫食する児童
上記に該当する児童が２年生以上４名、１年生１２名（普通食４名含む）となった。
摂食診断は松田医師と担任、保護者、給食部大和田主任教諭が同席して行われた。摂食方法や問題点、家
庭からの質問等に松田医師が答え、助言等を行った。１人１５分ほどの時間であったが、有意義な時間とな
った。食形態の変更やかじりとり人参など学校では対応しきれない部分があり、家庭の協力が不可欠となる。
１年に１回の摂食診断では、食形態を変更したい場合機会を逸してしまうことが考えられる。より良い摂
食指導にするためにも、摂食診断のありかたを考えていく必要がある。
＜池谷千津子＞
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（３）Ａ部門中学部
１年生２名について、喫食している１名（初期食・中期食を半量ずつ）には摂食診断を実施した。松田医師に
は実際に給食を食べている様子を見ていただき、介助に対する工夫や助言をいただいた。摂食時に口唇閉鎖を促
すような介助の仕方や食具の変更、自食時の腕の位置などを助言していただいた。経管栄養の生徒１名には口腔
ケア指導をしていただいた。診断時には参加可能な保護者には参加していただき、家庭での歯磨きの様子などに
ついての情報交換しながら進めた。また、松田医師からは、口腔ケアの道具や歯ブラシの当て方等について具体
的にアドバイスをいただくことができた。担任からも日常の指導での不安や疑問を相談することができた。摂食
診断を通じてこれらのことを教員全員で共通理解を図り、摂食指導に対する意識を高めることができ、有意義で
あった。
＜伊藤はるか＞

（４）Ｂ部門中学部
今年度 B 中では医師の来校日数等の関係で摂食診断を実施できなかった。B 中にも形態食を喫食している生徒
がおり摂食診断は必要である。来年度はこの反省を踏まえ、摂食指導が実施できるように取り組んでいく。
＜大和田章＞

（５）Ａ部門高等部
１年生５名、２年生１名の６名を対象に実施した。診断時は保護者も同席し、家庭での様子や嚥下機能の発達
過程等を確認しながら、松田医師の診断が進められた。普通食を喫食している生徒には、食べる速さ、食べる順
序、噛む回数、姿勢等について助言をいただき、形態食を喫食している生徒には、主に介助を行う教諭に対して、
姿勢や顎の角度、水分の摂取方法等、適切な介助方法を教えていただいた。また口腔内ケアの指導方法について
は、歯ブラシの持ち方や磨き方、鏡の使い方について助言をいただいた。今回訪問の生徒は、iPad のフェイスタ
イムという機能を活用して自宅と学校を繋ぐことで、画面を通して診断を受けることができた。今後もこのよう
な機能を積極的に活用していきたい。この摂食診断を通して、摂食指導に対する保護者の不安や疑問に応えると
ともに、生徒の課題や改善策、指導方法について、教諭と保護者が情報を共有する良い機会となった。
＜小松崎洋介＞

（６）Ｂ部門高等部
Ｂ部門高等部では１年生から１名、２年生から２名の計３名の摂食診断を行った。内訳は、形態食１を喫食し
ている生徒１名、一部形態食を喫食している生徒２名であった。かじり取りにんじんや棒状のおにぎりの導入で
一口量の確保の練習をしたり、丸のみしてしまう生徒にはかじりとり人参を少しずつ奥歯で噛めるようにするこ
と、姿勢に配慮すること、一口量の確保ができている生徒には、小分けよりは自分でスプーンですくって好きな
ものを好きな量を食べるようにすることなど、生徒の実態に即したご指導やアドバイスをいただくことができた。
＜田中美晴＞

９ 部門別摂食診断ケース研修会
（１）Ａ部門
摂食診断を実施した児童・生徒の中から小学部１名、中学部１名、高等部１名の３名を抽出して、Ａ部門の教
諭を対象とした研修会を実施した。給食時に摂食の様子を撮影したビデオを観ながら、保護者に助言を行った内
容を中心に松田医師から説明を受けた。小学部の児童には、口唇訓練の大切さや水分を摂取するときの注意点に
ついて助言をいただいた。中学部の生徒には、形態食の段階を上げるときの注意点や自食時の支援方法について
助言をいただいた。高等部の生徒には、逆嚥下を防ぐための介助方法やとろみを緩くするときの姿勢の取り方に
ついて助言をいただいた。研修の後半は、口腔内ケアの正しいやり方について等、多くの意見や質問が教員から
上がり、松田医師に答えていただくことでその疑問を解消することができた。普段なかなか見ることができない
他学部の給食指導の様子や児童・生徒の実態について、Ａ部門全体で情報共有、意見交換をすることができ、非
常に有意義な研修会になった。
＜小松崎洋介＞

（２）Ｂ部門
摂食診断のケースから、小学部 1 年中期的食喫食者１名、普通食喫食者１名、３年生中期的食喫食者１名の３
名を抽出し、B 部門小中学部の教員を対象に実施した。摂食診断時の映像をもとに各担任から、日常の摂食の様
子や摂食診断を受けて改善した点や家庭で協力していただいていること、今後の進め方についての質疑等を受け、
松田医師から摂食の状況説明やアドバイスいただくことができた。
食具の正しい持ち方の指導については、上肢の関節の動きが大きく関わるため、日常生活でいかに上肢を使え
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るようになるかが大切であること、ペングリップがしっかりできてから箸へ移行するということを学んだ。舌が
出てしまう場合は、口唇閉鎖を日常的に指導することやトレーニング方法についても教わった。咀嚼練習には軟
らかく煮た野菜、バナナが適しているということであった。一口量の調整は学習能力と大きく関連しているので、
ことばかけで調整が難しい場合は、介助皿に取り分ける、スプーンに一口量をとって渡すという方法が有効であ
るということであった。ゆっくり食べるペースを介助者がつくり、児童・生徒に食べるペースを学習させたい。
今回の研修で、松田医師から具体的なアドバイスをいただき、日常生活が摂食指導に大きく関わることがわかっ
た。
＜池谷千津子＞

１０

来年度に向けて

今年度は知的障害教育部門の小学部・中学部が校舎を移転した関係で、本校舎での調理後の給食運搬や校内研
修会の運営などで新たな配慮が必要となった。運搬に際しては、牛乳をこれまでのビン製品から割れにくいパッ
ク製品へ変更したり、試走を実施して安全に時間内で運搬できたりするなど工夫点を検討してきた。幸い、今年
度は大きな支障は生じることなく給食を提供できている。今後も、給食調理業者や運搬業者と密な連携を図り、
滞りなく提供していきたい。
校内研修会に関しては、限られた予算の中で２校舎分の研修を実施していくため工夫が必要となる。各校舎の
給食主任が互いの校舎の実情を把握しながら、教員の要望に応じた研修内容の充実を図ることが求められる。必
要に応じて、もう一方の校舎への研修出張も柔軟に取り入れてもらえるよう管理職と相談を進めたい。また、歯
科医師による摂食診断は、保護者や担任からの実施希望に円滑に対応できるよう運営方法を引き続き改善してい
きたい。
口腔ケアに関しては、平成２４年度まで実施してきた「歯と口の健康推進事業」で学んだ内容や他校の実践成
果を生かして歯磨き教室をより充実することと、学校歯科医の協力を得ながら経管栄養注入を行っている児童・
生徒の指導を進めていきたい。
給食部が中心となり、全教員が摂食技術や知識の向上を身に付けられるように今後も努力する。
＜大越恵仁＞

保健・給食部（保健担当）
今年度も例年と同様に、小学部１・４年生、中学部 1 年生、高等部 1 年生を対象に歯みがき教室を実施した。
講師に歯科衛生士の尾川氏、学校歯科医の久保医師をお招きし、むし歯や歯肉炎についての専門的なお話や、歯
みがきの仕方などを教わった。今年度は実施クラスの単位が小さく、少人数で行ったため、講師の目が行き届き
やすく、話に対する反応が良かったり、実技の際には歯ブラシの向きや角度、個別の汚れやすい部分などをきめ
細かく指導をしていただけたことが良いという意見があった。具体的には、「活動はとても一生懸命やっていま

した。
」
「色を付けて磨くのは、分かる生徒にはとても熱心に磨くことができた。」「保護者の方はどこが磨け
ていないかなど、とても参考になった。
」といったアンケート結果であった。反省点としては、導入の話の内
容が児童生徒の実態によっては難しかったこと、学年によって保護者の参加にばらつきがあることである。
来年度は、歯みがきについての模型や視覚的な教材を増やし、児童生徒の実態に応じてさらに段階的に指導
できるような準備を整えていきたい。
また、歯みがき教室の合間の時間帯には、校内の巡回指導を実施していただいた。障害特性や口腔内の発
達の関係で、歯みがきが困難な児童生徒に丁寧に観察、対応をご指導いただいたおかげで、給食後に歯みが
きを担当する教員の歯みがきの質の向上につながった。一般論では対応が困難な事例も、個別に相談ができ
る、貴重な機会となった。巡回指導は毎年できるとは限らないが、大変好評だったため、今後も可能な限り
継続していく。
＜木村純一＞
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校内医療的ケア委員会
１

本校の医療的ケアについて（以下、「医ケア」という）
常勤看護師１名

非常勤看護師９名

医ケア申請児童・生徒１０名
小学部
中学部
高等部

計

児童・生徒在籍者（通学生のみ）
１３
７
３０
５０名
医ケア申請児童・生徒
３
４
３
１０名
吸引（気管切開部、エアウエイ内含む）
３
３
２
８名
経管栄養（経鼻胃管）
１
０
０
１名
経管栄養（胃ろう）
２
３
３
８名
※胃ろう部の衛生管理含む
エアウエイの管理
０
０
１
１名
気管切開部の衛生管理
１
０
０
１名
＊上記の他、日常的に医ケアが必要だが学校に医ケア申請をしていない児童・生徒５名
（中心静脈栄養＋腸ろう注入１名、自己導尿２名、酸素管理及び呼吸補助装置の自己管理２名）
＊体調不良時等、家庭でのみ吸引や経管栄養（経鼻胃管）を実施している児童・生徒４名
＊訪問生のスクーリング時は、保護者が付添いのもと医ケアを実施している。

２

インシデント報告（２学期末現在）

同じ事故を繰り返さないよう、また大きな事故につながらないよう、些細なことでも報告し合って注意喚起を
行っている。以下、今年度に起こったインシデントをまとめたものである。いずれのインシデントも、児童・生
徒に体調変化はなかったものの、実施者によるチェック漏れや認識不足、勘違いなどのケアレスミスが原因とな
っている。
個別のマニュアルを確認しながら実施することや、ダブルチェックを徹底することなどで、再発防止に努める。
インシデント項目／発生月
４月
５月
６月
７月
９月
10 月
11 月
12 月
胃ろう接続チューブ側管からの漏れ
０
３
０
０
０
０
１
０
注入内容間違え
１
１
０
０
０
０
０
０
胃残確認忘れ、胃残こぼし
０
０
２
０
０
０
０
０
マーゲンチューブ固定のゆる
０
０
０
０
１
０
０
０
み

３

研修会の成果と課題

（１）A 部門研修会

４月３日
「本校医ケアの概要説明」
（医ケア委員会）
本校医ケアの概要説明に加え、健康観察（検温、心拍数、呼吸数、酸素飽和度など）のもつ意味と、そこから
わかる子どもの体調や健康管理について講義を行った。

（２－１）全校研修会 ８月２７日 「重症児の健康管理について」 講師：大瀧潮医師（島田療育センター）
重症児の健康観察の基本、てんかん発作の原因や対処法、痰のメカニズムなどについて事例を挙げながら講義
をいただいた。質疑応答時には、たくさんの質問があり充実した研修会を行うことができた。

（２－２）シュミレーター演習（三号研修受講対象者のみ）

講師：同上
講師や本校の常勤看護師、非常勤看護師の指導助言のもと、吸引と注入の実技演習を行った。人形を用い、実
際に起きた事故事例などを交えながら行うことで、より実際に即した演習を実施することができた。医ケア経験
者と未経験者が各班に分かれ、互いに手技を見合ったり質問し合ったりするなど、短時間ながらも有意義な演習
となった。

４

まとめと今後の課題

平成 28 年度より学校介護職員が導入されるにあたり、重症児の健康観察等及び基礎的な医ケアの研修が必要不
可欠と考える。学校介護職員対象の研修会等を開催し、広く深く知識や技術を得られるようにしていく。
＜色摩里津＞
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地域支援部
１

はじめに

～共生地域の実現に向けた、地域との連携～

今年度町田の丘学園では、
「本校の学区である町田市と連携し、地域の特別支援教育のセンター校として特別支
援教育を推進するために、文部科学省事業『特別支援学校のセンター的機能充実事業』を継続発展させ、保護者
や地域の声に耳を傾け、地域の子どもたちにとって特別支援教育の視点に立って様々な取り組みや支援ができる
学校を構築する。」ことを、学校経営計画「目指す学校像」の中で謳っている。そして、
「目標達成のための 10 の
方策」の中では、
「方策９：町田市教育委員会と連携し、交流及び共同学習の推進を図るとともに、地域の小・中・
高等学校への支援を充実させる。」ことを掲げた。
町田の丘学園が、
「共生地域の実現」に向けてセンター的機能を発揮するうえで、
「町田市と連携し」
「町田市教
育委員会と連携し」という言葉が重要なキーワードとなっている。
町田の丘学園は、町田市１市を通学区域とする特別支援学校である。そして町田の丘学園がセンター的機能を
発揮する舞台となるのは町田市である。町田市と、町田市教育委員会との連携を強化し、共生地域の担い手とな
る町田市の子ども達（町田市小・中・高等学校の子ども達、町田の丘学園の子ども達）を共に育てていきたいと
考えている。
また町田市の関係機関との連携を大切にすることは、児童・生徒の豊かな地域生活を支えるうえで欠かすこと
ができない。町田市に居住し生活している子ども達の、町田の丘学園に入学する以前の教育(療育)の場は町田市
にあり、町田の丘学園を卒業すると町田市で社会人となる。縦の連携・横の連携、共に大切である。
「学校経営計画 方策９」の具体的な内容としては、以下の５点が挙げられている。
公開研究協議会を開催し、地域の小・中学校及び全国の特別支援学校へ研究成果を報告して、特別支援教育
の推進を図る。
② 町田市教育委員会や地域指定校との連携を強化し、副籍制度の推進を図る。
③ 特別支援学校に在籍する児童・生徒についての理解推進を図るため、小・中学校、高等学校や地域住民との
多様な交流及び共同学習の計画的な実施を図る。
④ 町田市教育委員会と連携し、交流教育に関する連絡会の充実を図る。
⑤ 文部科学省事業「特別支援学校のセンター的機能充実事業」を活用し、町田市教育委員会と連携し拠点校を
通じた特別支援学級の支援体制を確立する。
①

これを受け地域支援部では、町田の丘学園が特別支援教育のセンター的機能を発揮すること、町田の丘学園の
児童・生徒の学校生活・地域生活を安心・安全で豊かなものにすることを目指して様々な取り組みを行ってきた。
①については、地域の小・中学校の特別支援学級担任の研修会として位置づけていただき、地域への発信の場
とすることができた。
②③④は交流及び共同学習に関わる取り組みである。地域の学校との交流が充実すると、各学校と町田の丘学
園の心理的距離が近づき、やりとりが豊かになってくる。それにより出前授業や研修会、巡回相談等が充実し、
障害理解が推進される。交流場面を拡大することは、町田の丘学園がセンター的機能を発揮するうえで、重要な
役割を果たしてきた。
⑤については、この地域支援部のまとめの中の「４ 教育機関への支援」の項と併せて、「Ⅲ 研究指定事業に
かかわる取り組み『文部科学省委託 特別支援学校機能強化モデル事業』」の項をご覧いただきたい。
その他の取り組みも含め、地域支援部の取り組みの詳細については、次の４項目を柱として整理し次ページよ
り報告を行う。
○ 交流教育
○ 教育機関への支援
○ 地域への理解啓発
○ 校内への支援
地域の関係機関との連携が充実し、各機関の内部支援力が高まることで連携の形も変化していく。また社会の変
化に応じて関係各者のニーズも変わってくる。「地域の求める支援」に応じながら、「地域に必要な支援」を見極
めていくことが、特別支援教育のセンター校として求められる力であると考え、実践を行ってきた。
＜前田真澄＞
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２

小・中学校との交流

本校の交流活動は、副籍交流と学校間交流の２つに分けられる。

（１）副籍交流
副籍制度の目指すものは、次の 2 点があげられている。
① 共生地域の実現
共生地域とは、
「障害のある人と障害のない人が交流を通じて相互理解を図り、互いに支え合いながら共に暮ら
す地域社会」のことである。
② 共生地域の担い手の育成
将来の共生地域を担う人材は、地域の小学校や中学校、都立特別支援学校で学ぶ子どもたちである。副籍制度
に基づく交流活動は、子どもたち一人一人の「心」を育てる教育の場であり、
「社会には様々な立場や考えの違う
人がいて当たり前である」という人間同士の相互理解（人権教育）や、思いやりの気持ちを大切にする人格の形
成にもつながるものと考える。
町田の丘学園では昨年度より、
「基本的に全員が、学区に居住していることを地域の小・中学校に連絡する」と
している。今年度はさらに、その実施割合を伸ばすことができた。（表 1）それに伴い、障がい理解啓発出前授業
の依頼を受けることも多くなっている。
「新しく副籍交流を始めるので出前授業をお願いしたい」という小学校や
「この学校では、毎年１年生に対して、障がい理解啓発出前授業を実施することにした」という中学校がある。
同じ学校で、複数の学年から依頼を受けることもあった。これらの背景として、副籍交流の顔合わせの機会、地
域支援便り等で広く伝えてきたことが挙げられるが、町田市のコーディネーター研修会等での取り組みなど、町
田市教育委員会との連携の成果が大きい。今後も、出前授業等理解啓発の機会を活かしながら、共生地域の実現
を目指したい。コーディネーターによる障がい理解啓発出前授業の実施数を以下に記す（表 2）
。

副籍交流実施者数 (
実施者数
小学部
中学部
計

割

)内は昨年

出前授業実施数

合

87 人
(92)
58 人
(60)

88.7%
(83,6)
87,8%
(82,0)

145 人
(152)

88.3%
(82,8)

小学校
１９

（表１）

中学校
５

高等学校
１

（表２）

（２）学校間交流
今年度は、七国山小学校、南成瀬小学校、鶴川第二中学校、野津田高校、図師小学校との学校間交流を行った。
年に３回の交流教育連絡会、学園祭等での作品交流、児童への障がい理解啓発出前授業等、１回の交流だけに
終わらないよう工夫をしている。９月に行われた七国山小学校との交流会は、小グループに分かれての活動と全
体会で構成。全体会では、みんなでダンスをしたり歌を歌ったり、七国山小のダンスを披露してもらったりして
楽しい時間を過ごし、児童相互の理解が一層深まった。さらに、まちだ祭では各校の作品を展示し、広く理解啓
発を図ることができた。

９/１５（火）七国山小学校との交流会

１１/２８（土） まちだ祭

展示発表
＜川邊千春＞
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３

地域への理解啓発

（１）地域支援セミナー
地域支援セミナーは町田市教育委員会との共催で実施し、町田市小中学校教員の研修会として位置付けられて
いる。今年度も全４回の地域支援セミナーを開催したが、第１回が２００名、第２回が１６０名、第３回が３２
０名、第４回が１２０名強で、参加者はトータルで８００名にものぼった。地域支援セミナーが、地域の多くの
方々の学習の機会となっている。各講演内容、講師は以下のとおりである。
<平成 2７年度地域支援セミナー>

回

日

時

７月２４日（金）
１４：００～
１
１６：００
７月３１日（金）
１４：００～
２
１６：００
８月１７日（月）
１４：００～
３ １６：００

会

場

内

容

・

講

師

桜美林大学アカ 講演「特別支援教育のこれから」
デ ミ ー ヒ ル ズ 講師 東洋大学 教授
(多摩センター)
宮崎 英憲 氏
（町田市教育委員会共催、大学等連携）
本校
講演「発達障害のある児童・生徒の性教育」
体育館
講師 東京都心身障害者福祉センター
山本 良典 氏
（町田市教育委員会共催）
玉川大学
講演「発達障害のある児童・生徒の
感情のコントロール」
講師 早稲田大学 教授
本田 恵子 氏
（町田市教育委員会共催、大学等連携）

１２月２８日（月） 町田市教育セン 講演「発達障害のある児童・生徒の
１４：００～
ター ４階
キャリア教育」
４
１６：００
大会議室
講師 早稲田大学 教授
梅永 雄二 氏
（町田市教育委員会共催）
(２)学校開放
今年度の学校開放事業の活動としては、①社会教育プール②公開講座（ボランティア養成講座・障害者本人講
座）③施設開放事業を計画し、実施してきた。

①社会教育プール
８月に３回実施した。今年度より地域にのみ開放している。今年度は初めて作業所から申し込みがあった。各
回７名、計２１名の参加があった。今後も地域の方に開放を予定している（在校生は含めない）。利用所からは、
「余暇活動として利用ができるのが嬉しい」と意見があった。

②公開講座（ボランティア養成講座・障害者本人講座）
【活動内容】
○ボランティア養成講座（全５回）
１０月、１１月、１月、２月（２回）の計５回行い、講義では自立活動の専門家を講師に依頼した。進路の
講義では作業所の職員や卒業生に質疑応答する場を設けた。実践では、本校の卒業生と共に調理や買い物、和
太鼓演奏、創作活動などの余暇活動を行った。多くの日程を障害者本人講座と同日に開催しており、できるだ
け体験活動などを一緒に行えるようにしている。
○障害者本人講座（全５回）
今年度は２０人以上の応募があり抽選を行った。２０人の参加者で調理を行ったり（今年度は焼きそば・カ
レー・クッキー作り）
、１２月は町田駅周辺での買い物活動などを実施した。最終回はカード作りをし、参加者
同士で交換した。参加者の中には「もっとみんなと長時間の活動をしたい」という声もあり、有意義な時間を
もてていることを実感した。

③施設開放事業
【活動内容】
平成２７年度は土曜日に音楽室と第２プレイルームの施設開放を行った。
＜坂上幸代＞
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４

教育機関への支援

平成２７年度(４月～１月)に行った研修会講師、巡回相談について報告する。

（1）研修会講師
地域の教育機関からの依頼を受け、以下のようなテーマで研修会の講師を行った。派遣先は下表のとおりであ
る。

研修会講師
保育園・幼稚園

巡回相談

小学校

３
８

３８
１０

中学校

３

３

５

４５

１
３
１
２４

１０
１３
２
１２１

特別支援学級
(文科省事業含)
高等学校
学童保育クラブ
就学前施設
合計

・「発達に課題のある生徒への 指導と支援
～授業のユニバーサルデザインを通して～」
「心理検査の結果を学校現場で生かす
～なぜ、学校生活に困難を示すのか？～」
・「発達障害の基礎知識と対応」
・「発達に課題のある生徒への指導と支援」
・「子どもの体の特性・心理特性
～ビルクリーニング作業を通して～」
・「特別支援学校はどんなところ？障がいって何だろう」
・「苦手なことにはわけがある
～I am OK , You are OK～」
・「温かく豊かな人間関係をめざして
～自分の考えをもち、表現する力を育てる～」

(２)巡回相談
各教育機関において、以下の通り巡回相談を行った。町田市との連携の中で行ったもの、依頼を受けて行った
もの、学校の事業として本校から積極的に働きかけて行ったものと、実施の形態は様々である。
○幼稚園、保育園
前期・後期２回に分け、巡回相談を実施した。今年度は「すみれ教室」の巡回相談の立ち上げに協力し、本
校の巡回相談と連携しながら行えるシステムにした。そのため今年度の巡回件数は昨年度よりやや減少したが、
相談後のフォローアップなどの支援機能は高まった。また、定期的に巡回している園では、内部の支援力があ
がり相談園児数が絞られてくる傾向もみられた。
○小・中学校
通常学級でも支援学級の視点を取り入れた、授業のユニバーサルデザインの講演会や授業研究を依頼される
ことが多かった。障害者差別解消法の施行に向けて、
「通常の学級で行う合理的配慮」の視点での講演が増えた。
来年度からは一部小学校で特別支援教室の導入も始まり、支援対象児童のピックアップと学級担任との連携
が課題となってくる。児童個々への対応ではなく、校内委員会への支援をしていく形になっていくと考えられ
る。
○特別支援学級
今年度も町田市教育委員会と連携して、２０箇所の支援学級訪問に同行した。
文部科学省事業としては、南大谷小学校、相原小学校、堺中学校を拠点校として、特別支援学級との連携を
行ってきた。事業の最終年度ということで、公開研究協議会で実践報告を行った。
○学童保育クラブ
年間３回の研修会とあわせ、巡回相談も随時行ってきた。夏休みには、担任を派遣し、学校と学童の指導等
の共通理解を図った。
○高等学校
一般就労が難しく、愛の手帳を持ち障害者雇用を考えている生徒の相談ケースが３件あり、そのうち２件に
ついて具体的な就労支援を行った。また、保護者が入学時に子どもの発達障害を伝えてきた高校に対して、
「発
達障害の基礎知識と対応」についての講演を行った。
○放課後等ディサービス
現在、放課後等デｨサービスが急激に増加してきており、本校児童・生徒の利用も多い。そのため、依頼を受
けて巡回相談や研修会を実施し、子どもたちが充実した時間を過ごせるように支援している。
＜旭岡善介＞
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５

校内への支援

(1)定例支援会議
今年度の定例支援会議は、以下のねらいに対して（１）校内会場型と（２）地域会場型という２つの方法で実
施した。
（１） 障がい福祉課のケースワーカーや地域関係機関の担当者、保護者、担任等本人を支援する関係者が集
まり、児童・生徒について共通理解を図り、望んでいること、悩んでいること等を共有する。また、本人の
ニーズに応じて、障がい福祉課及び地域関係機関が提供するサービス・地域資源の概要を紹介する。
（２） 地域で生活する児童・生徒を支援するために、支援機関での実際の活動を知り、本人及び保護者のニ
ーズに応じて、具体的に共通理解を図り連携する。
実施日時と対象
（１）平成２７年７月２８日（火）
、２９日（水）、３０日（木） 午前９時～午後１２時３０分まで
（２）平成２７年７月２８日（火）～８月２８日（金）
午前９時～午後１７時００分まで
小学部４年生、中学部１年生は、上記の（１）または（２）の中で、全員を対象とする。
＊小学部１年生に関しては、「支援に関する学習会」を４月に実施。支援会議は、希望者を対象とした。
＜実施者＞
学部
人数（校内＋地域）
実施率
学部
人数（校内のみ）
実施率
B 小１年
＊３＋０（２６）
１１％
A 小１年
２（３）
６７％
B 小４年
６＋１１（１８）
９４％
A 小４年
１（１）
１００％
B 中１年
１１＋１０（２３）
９１％
A 中１年
２（２）
１００％
今年度の成果と課題
① ２つの会場型を設定したことで、該当学年の９
２％が設定でき、設定に対しては１００％の参
加率であった。
② 地域会場型では、支援機関からの「このような
機会が貴重で良かった」という意見が多かっ
た。

① ２つの会場型を設定する上での、日程や時間調
整の複雑さと難しさが多々あった。
② 校内会場型は「必要な支援方法を検討するに
は、十分な時間ではなかった」とする意見が、
複数名あった。この点は、重く受け止め、次年
度に向けて、検討事項とする。

(2)支援会議
定例支援会議とは別に、必要に応じて支援会議を行っている。保護者･担任、生徒からの相談等により実施して
いる。必要に応じて、様々な機関と連携して行う。小中学部では、児童・生徒の現在の課題を共通理解すると共
に、将来を見通して、より良い地域生活を考える内容で行っている。また、今年度もＢ部門高等部への支援ニー
ズは多く挙げられた。その支援ニーズも登校渋り、家庭環境、ソーシャルスキル等に課題など多様化し、支援の
必要性も強くなっている。支援会議の必要な児童・生徒へ、実際に支援の手が行き届いているかの検証は、今後
の課題となる。
＜川邊千春＞

６ 成果と今後の課題
今年度のセンター的機能の取り組みを、①交流教育②地域への理解啓発③教育機関・地域関係機関等への支援
④校内への支援という 4 つの項立てで総括した。
①交流については、副籍交流は昨年度より基本的に全員参加となり、実施率がさらに上がった。それに伴い理
解啓発 出前授業実施の実績は伸びたが、今後はさらに地域指定校が発信する交流を目指していく必要がある。町
田市教育委員会との連携をさらに強化し、よりよい交流を目指す。②地域支援セミナーは、町田市教育委員会と
の連携により地域の特別支援教育に関する学習の場として重要な位置を得ている。さらに内容を充実させニーズ
に応じていきたい。③研修会の講師等については、
「放課後等ディサービスの連絡会」や「町田市障がい児スポー
ツ教室」
、「放課後等ディサービスでの指導員研修会」等、教育機関以外の依頼が増えてきている。町田市教育委
員会と同様に、町田市障がい福祉課との連携も、さらに強化していきたい。高等学校への支援は、個人のニーズ
に応じた支援を具体的に行ってきた。今後は、発達障害のある生徒に対する合理的配慮について理解啓発を進め
たい。④校内支援については、地域の関係機関を会場にした定例支援会議を増やしたり、気になるケースのピッ
クアップをして支援会議を設定したりする形で取り組んだ。保護者のニーズに合わせて、フットワーク軽く支援
策を検討した。今後も校内支援の充実を１つの柱にしていく。
＜川邊千春、前田真澄＞
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おわりに
副校長 鷹野泰男
このまちだの実践は、昭和４８年度から本校肢体不自由教育部門（Ａ部門）
、知的障害教育部門（Ｂ部門）及び分掌・
委員会等における研究にかかわる取り組みをまとめた研究紀要として作成され、今回で４３号となります。本校は、複
数の障害教育部門を併置する特別支援学校として長い歴史を歩んできたこともあり、早くから独自性の高い研究を進め
てきました。今年度の公開研究協議会（平成２８年２月９日、２月１０日実施）についても、北は北海道、南は鹿児島
まで、１９４名の全国の特別支援学校や関係施設等の方々の参加をいただき、活発に授業実践の発表や研究報告・討議
を行うことができました。
全校の研究テーマ「豊かなキャリア発達を目指す授業作り」は今年度で３回目、まとめの年度として設定しています。
それを受け、Ａ部門は、
「重い障害のある児童・生徒の発達課題と生活年齢に配慮した授業作り～共通理解のためのツ
ールについて～」というテーマで研究を進めました。また、Ｂ部門小・中学部は「キャリア発達を促す国語の授業作り
～アセスメントの活用～」
、B 部門高等部は「キャリア発達を促す作業学習の授業作り」をテーマとして研究を進めて
きました。
Ａ部門は、学習習得状況把握表（東京都教育委員会で開発した肢体不自由特別支援学校向けのアセスメント）及びチ
ェックシート（本校研究部で開発した授業者の授業改善のためのチェックポイントを１枚にまとめたシート）を昨年度
に引き続き今年度も使用し、コミュニケーションを高める授業作りに取り組みました。本研究協議会は、東京都指定事
業の言語能力向上拠点校（平成２５年度より３か年計画）３年目の実践の成果報告の場でもあり、
「言語活動＝伝え合
う力＝コミュニケーション」ととらえ研究テーマを焦点化し、新たな指導の手立てを考えることができ、授業改善につ
ながりました。Ｂ部門小・中学部ではアセスメントシートを用いて読み書き等の言語能力の向上とキャリア発達の視点
から授業を検証したり、B 部門高等部では作業学習を中心に、職業教育の視点で新しい授業形態における具体的な教材
（作業改善シート）の工夫や工程分析、指示の方法等の改善を図ったり、生徒の変容の過程を観察することができまし
た。さらに、Ｂ部門では、人間関係形成能力、情報活用能力、将来設計能力、意思決定能力の４能力領域で指導内容を
整理し、キャリア発達の視点から授業改善を行い、日々の授業からキャリア教育を進める工夫を示しました。両部門と
も、各学部でまとめた授業改善の視点を今後の授業の中でさらに活かし、分かる授業ができる専門性を深めていく必要
性を強く感じさせられた協議会でした。小学部の研究のまとめでは、きめ細かな目標や手立てを設定することで、
「小
さな感動を共有し、大きく褒めることができる」と結ばれていました。今後も授業改善に向けて研究と研鑽を重ねてい
き、子供の可能性を最大限に伸ばし、
「生きる力を育てるために」という学校の教育目標を達成できるよう、一回一回
の授業を大切にし、小中高の教育の系統性や連続性、発展性を大切にする教育活動を進めていきたいと考えています。
また、平成２５年度から３年間の計画で、文部科学省委託特別支援学校機能強化モデル事業を実施し、３年目を迎え
た町田市の小中学校支援の取り組みも報告しました。地域の特別支援教育推進のため、特別支援学級への支援の拠点作
りモデルケースとして、町田市教育委員会より昨年度とは異なる他の地域の小学校及び中学校に推進校を指定していた
だき、町田市のセンター的機能を発揮するための土台作りの構築と、本校の全教員の専門性を高める取り組みができま
した。
今回、講演をお願いした先生方には、本校Ａ・Ｂ両部門の授業を直接見ていただき、様々な観点での指導・助言をい
ただき、貴重な助言をいただくなど実に様々な形で本校の研究についてご指導をいただきました。Ａ・Ｂ両教育部門と
もに、いただいた助言を今後の課題として受け止めながら、次年度以降の新たな研究活動につなげ、さらなる授業の充
実を図りたいと思います。併置大規模校である本校の実態を踏まえた訪問教育と自立活動の状況を知っていただければ
幸いです。今年度の研究を振り返り、他にも様々な反省点があるかと思いますが、是非、この「まちだの実践」をご覧
いただいた皆様からも、忌憚のないご意見やご質問、ご指導・ご助言を、お寄せいただければと思います。
最後になりましたが、東京都教育委員会ならびに町田市教育委員会、そして本校の研究協議会にご参会くださった
方々など、多くの町田の丘学園支援者の皆様に、心よりの感謝を申し上げます。
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編集後記
本年度も「まちだの実践」第４３号を発行することができました。ご高覧いただき、是非ご意見、ご感想を
お寄せいただければ幸いに存じます。
２月に開催した「公開研究協議会」には、今年度も全国よりたくさんの方々にご参加いただきました。そこで本
校の教育実践や研究活動を報告することができ、各分科会で貴重なご意見・ご指導を賜りました。本校の教職員に
とっても、日々の実践を振り返り、課題が明らかになったことで、今後の授業作りや授業改善につなげることがで
きる有意義な機会となりました。この成果を日々の指導に活かし、来年度の研究にも活かしてまいりたいと思いま
す。
各部門・学部での研究・授業改善に関しては講師の先生方に年間を通してご指導・ご助言を頂き、一年間の研究
活動を支えて頂きました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。また、公開研究協議会当日にも、講師の先生方
に本校の研究テーマや特別支援教育の動向、新たな教育課題などについてご講演いただきました。本校の研究活動
を踏まえ、より実践的で貴重な内容であり大変勉強になりました。この場を借りてお礼申し上げます。
来年度は、新たなテーマを設け研究活動に取り組んでいくこととなります。教職員一同、気持ちを新たにさら
なる発展に努める所存ですので、今後も厳しくも暖かいご指導・ご助言のほどを賜りたく、よろしくお願い申
し上げます。
平成２８年３月
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