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宿泊防災訓練 

 

１ 概要 

（１）目的 

 ①生徒の防災意識の育成を図る。 

 ②生徒の安全確保に向けた教職員の危機管理体制を点検する。 

 ③生徒の安全確保に向けた家庭との連絡・連携体制を点検する。 

 ④長期避難所となることを想定し、安全で円滑な避難所運営ができるようにする。 

（２）日時 

平成２９年９月２９日（金）～３０日（土） 

（３）場所 

都立町田の丘学園 本校舎 

（４）対象 

Ａ部門高等部１年生 １２名、Ｂ部門高等部１年生 ５１名、教職員４２名 

 

２ 訓練内容 

（１）実践的な訓練体験 

①消火器訓練 

②心肺蘇生・AED訓練 

③負傷者の運搬・担架づくり訓練 

④防災学習 

（２）医療的ケアを要する生徒の避難生活体験 

（３）災害備蓄品利用訓練 

（４）停電訓練 

（５）引渡し訓練 

（６）地域の避難者へ向けての訓練 

①避難所開設・運営訓練 

②災害時帰宅支援ステーション設営訓練 

  

３ 成果 

・町田消防署鶴川出張所並びに地域消防団と連携し、本格的な訓練を実施することができた。 

・地域連携という視点から、隣接の都立野津田高等学校の生徒が夕飯準備（炊き出し）のボランティアとして参加し

て地域連携が図れた。 

・実際の災害を想定していく上で、貴重な経験を積むことができた。 

・避難所開設・運営訓練を行ったことで、在校生と避難者をどう支援していくかの動きを考える経験ができた。 

 

４ 課題 

 ・知肢併置・小・中・高の併設・二つの校舎という視点で、宿泊防災訓練を考えていく。 

・地域の自治会、野津田高校などとの連携を更に進める。 

 

５ 最後に 

 ・いつ来るか分からない災害に対し、より意味のあるものになるよう実践的な訓練を重ねていく必要がある。 

 ・避難訓練などでの日々の備え、災害時物品の把握、体制の確認を常日頃からしておくことが大切である。 

＜藤本 祐治＞ 



         H2９年度 肢体不自由教育部門 自立活動指導員 活用状況と成果・課題 

 

「自立活動指導員活用計画」における重点項目 

①  個別指導計画に、自立活動指導員の指導助言が生かせるようなシステムの改善を図る。⇒ 個別指導計画に自立活動指導員の助言日を挿入した。データ上の自立活動部児童生徒記録

のフォルダを整理し、児童・生徒ごとに全職種の自立活動指導員の指導内容が閲覧できるようにした。 

② 教員の指導力向上や医療機関との連携を深めるために、自立活動指導員のコーディネート方法の新たな工夫・改善を行う。⇒ PT による定期的な研修会の実施、ST や OT による授

業観察、STによる摂食診断の全児童・生徒実施（アセスメント表の作成）などの工夫を行った。 

 

 

【今年度の成果】●STやOTによる授業観察やアセスメント時間の設定の工夫によ

り、グループ授業の充実を図ることができた。●個別指導計画に自立活動指導員の指導助

言日を記入することで、過去に受けた指導助言を見返すことにより、自立活動指導員の指

導内容が児童・生徒の指導に生かされるようになった。●学期中の定期的な研修会では、

多数の教員・介護職員が出席し、肢体不自由教育部門の専門性の向上を図ることができた。

●訪問児童生徒に対しての自立活動指導員の活用も実現できた。 

【今後の課題】 

● 自立活動指導員（専門職）間の連携⇒現在は、自立活動指導員は個別に指導にあたっ

ているが、今後は一緒に授業観察を行うケース（例えば、摂食相談時に ST・OT・PT、

グループ授業では視能訓練士・OT）なども導入していく。 

グループ授業に対するアドバイスの充実⇒例えば、OT や視能訓練士による全学部グ

ループ授業観察や、PTによる体育授業観察など。      ＜芋川 恵美子＞ 

●  

 

 

職種 氏名 所属 日数 

理学療法士 

（PT） 

入岡直美 横浜療育医療センター 45日 

花井丈夫 

杉沢英浩 島田療育センター 11日 

作業療法士 

（OT） 

金子啓子 個人 30日 

岩崎加代子 島田療育センター 11日 

言語聴覚士 

（ST） 

田中聖子 個人 54日 

池上陽子・圓山哲也 島田療育センター 11日 

心理 眞田 恵 島田療育センター 11日 

視能訓練士 大貫二三恵 個人 17日 

学習指導アドバイザー

ー 

宮城武久・宇川和子 つばき教育研究所 5日 

 

H2９ 自立活動指導員 活用状況 

【摂食相談】今年度は、歯科医師、自立

活動指導員 ST2名により全児童・生徒

の摂食アセスメント・ケース会を行っ

た。歯科医師の摂食相談に STが立ち会

うなど、医療連携が深まる工夫をした。 

 

「ST・OTによる授業観察」 

 STには、自立活動教育課程の全学

部全グループの授業観察、OTには、

通年において、高等部知的代替課程の

「作業学習」の授業観察を行ってもら

い、指導助言を受けた。 

 

「花井 PTによる研修会の実施」 

 花井PTにより「身体のついて」「呼

吸について」など定期的に計 4回の研

修会を実施した。（夏季研修会は、他自

立活動指導員を含めて 3回実施） 

「アセスメント時間の工夫」 

児童・生徒のアセスメントは、個別

指導の時間や特設自立活動の時間を使

うようにし、グループ授業からの抽出

を最小限にするようにした。 

 

 

今年度のコーディネートの工夫 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度外部専門員活用事業実施の課題と平成３０年度に向けた改善点（山崎校舎） 

（１）平成29年度外部専門員活用事業の２つの取組 

  ①個別指導に対する教員の指導力の向上 

  ②OJTを通した組織的な指導力の向上→New！ 

  

（２）具体的な取組み 

①では…児童・生徒に対する個々支援を中心に→個別指導の進め方、教材の作り方、 

    授業時の姿勢や歩行、行動上の問題の原因把握等 

②では…学年で取組む授業改善→定期的・継続的な授業観察と改善に向けた指導・助言 

 

 
（４）組織的な授業改善に対する指導・助言の実施方法 

 

PDCAサイクルに基づく授業改善の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PLAN】 

 グループ協議で授業案作成 

【DO】 

研究授業の実施 

【CHECK】 

研究授業の検証 

【ACTION】 

改善案のまとめ 

 

（５）次年度に向けて  課題点整理 

１ 継続的な個別指導の機会を確保⇒指導の回数は限られており、フォロー体制の構築

が必要。 

２ 研究業務との整合性⇒必要な研修・研究の機会を無駄にせず、かつ、効果のあるも

のとするための業務の精選が必要。            ＜湯川 英高＞ 

 

 

○小学部は2学年単位、中学部は各

学年単位の計6グループで実施 

○それぞれのグループに年間を通し

て同じ外部専門員が関わり、指

導・助言を行う。 

○授業者は主に、年次研修者で、同

じグループのメンバーと一緒に授

業作りを進める。いわゆる若手育

成の観点が大きい。 

【CHECK】の所に外部専門員が定期的に関わる。授業観察の後、カンファレン

スに参加し、グループメンバーがまとめた改善点等に対し、指導・助言を行う。 

（３）平成29年度の専門員 全133回 

  

①個別指導に対する指導・助言 

【個別学習指導】 

宮城 武久氏 宇川 和子氏（つばき教育研究所）20回 

【教材アドバイザー】 

吉瀬 正則氏（明治学院大学特命教授）13回  

【アセスメント・行動観察】 

浮穴 寿香氏（臨床心理士・臨床発達心理士）14回 

【言語指導アドバイザー】 

佐藤 泰子氏（さとうこどもクリニック・言語聴覚士）5回  

【身体・感覚面アドバイザー】 

金子 啓子氏（元本校自立活動指導員・作業療法士）5回 

【音楽指導アドバイザー】 

  青木 久美氏（音楽療法士）5回 

【児童・生徒支援アドバイザー】 

  檜森 美弥子氏（本校元教職員）44回 

 

 ②組織的な授業改善に対する指導・助言 全9回ずつ 

河村 智子氏（元都立特別支援学校教員・臨床発達心理士）               

  朝妻 榮子氏（元特別支援学校校長） 

  宇川 和子氏（多摩つばき教育研究所所長） 
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センター的機能の報告（相談支援部） 

１ はじめに   

 ここ数年、障害のある人々を取り巻く状況は大きく変化してきている。それに伴い特別支援教育の位置付けも大きく

変わり、地域の小学校・中学校の通常の学級でも、「ユニバーサルデザイン」「合理的配慮」などについての取組が、当

たり前のこととして語られることが増えてきた。 

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。これまでも、町田市・町田市教育委員会と共に、共生地域の担い手となる町田市の子

供たち（町田市小・中・高等学校の子供たち、町田の丘学園の子供たち）の育成に取り組んできている。この連携は、

社会の変化に合わせ、着実に一歩一歩前進しているものと思う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター的機能の発揮は、様々な形で進行していくため、報告の中に全てをまとめることには難しさがある。本報告

では、本校特別支援教育コーディネーターが中心となり町田市と連携し、重点的に行ってきたことを柱に報告する。 

第 1の柱は、「教育機関・地域関係機関への支援」である。町田の丘学園のセンター的機能として、長く、大切にし

てきた事業である。活動の内容は、社会の動きや地域の求めに応じて毎年変化している。今年度は特に、地域の子供た

ちの長期的・継続的な支援の中で「難しい」と言われてきた中学校と高等学校の連携、移行支援に着手することができ

た。また、町田市が 3か年計画で進めている小学校の特別支援教室への支援も大切にしてきた。 

第 2の柱は、「地域への理解啓発」。長年続けてきた町田の丘学園の「地域支援セミナー」は、現在年 4回の実施のす

べてを町田市教育委員会との共催で行っている。その成果と課題を明確にして、今後のよりよい事業へとつなげていき

たいと考えている。 

第 3の柱は、「障害理解教育の推進～交流及び共同学習～」である。町田市では平成 26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。そのため、市内の小中学校では、副籍交流があ

ることが当然のこととして受け止められるようになりつつある。この環境を生かした障害理解教育の推進に取り組んで

きている。 

 

 他に学校として取り組む理解推進事業としては学校公開があり、また公開研究協議会も地域の特別支援教育推進に寄

与している。本校の学校公開・公開研究協議会には、地域関係機関の方々が多く参加し、本校の教育活動を知っていた

だく機会となっている。また、公開研究協議会は、市内小中学校特別支援学級担任の研修会にも位置付けられている。

本校には 3名の指導教諭がおり、模範授業・公開授業は地域の先生方の研修の場となっている。夏季休業中に本校教員

が講師となって行うワークショップには、市内小中学校の先生方が多数参加している、等々。 

 これらは、本校全教員の専門性を向上させることにより学校全体として発揮しているセンター的機能である。「本校

の専門性の強化がセンター的機能を支える」ということの、具体的な例となっている。 

<前田 真澄> 

 「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪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 

センター的機能の発揮 

    ≪高等学校との 

           連携≫ 

○障害理解 

          出前授業 

○進路指導 

      相談 

≪町田市教育委員会との連携≫ 

○連絡会(定例会)の開催 （月 1回） 

○小中学校校長連絡会への参加 

○特別支援学級・支援教室への支援 

○交流及び共同学習（障害理解教育） 

○地域支援セミナーの共催（年間４回） 

○町田の丘教員によるワークショップ 

○町田の丘教員の 町田市研修会参加 他 

地域の児童・生徒への 

  途切れのない支援のために 

○中高連携の場の設定 

○中高移行支援のシステム作り 

≪関係機関 

との連携≫ 

○幼稚園・保育

園への支援 

○放課後等デイ

サービスへの支

援     他 
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２  教育機関・地域関係機関への支援 

今年度の教育機関・地域関係機関への支援は、町田市の機関と連携し、システムとして組織的・継続的に実施するよ

うに計画した。今年度重点的に行ってきた支援について報告する。 

（１）小学校特別支援教室への支援（整備２年目までに拠点校になっている４校への支援） 

①「特別支援教室設置部会」「特別支援教室運営マニュアル作成プロジェクト」の委員として、町田市の特別支援教

室の整備計を作成し、入退級システムの作成などを行った。(年間８回) 

②拠点校４校（町田第四小学校・小山中央小学校・図師小学校・鶴川第三小学校）について、町田市教育委員会の依

頼のもと学期１回の巡回指導を行い、町田通級の指導とケースカンファレンス実習を行った（１６回）。センター

的機能による特別支援教室への巡回指導は、全都でもほとんど例のない取り組みである。 

③ 「情緒障がい等通級指導教員研修会」（全５回）を小学校と中学校に分け、町田市教育委員会と連携して小学校

の企画を行った。研修会で講師を務め(１回)、テーマに造詣の深い講師をセッティングした（１回）。 

（２）通常学級への支援（研修会講師・巡回相談１５回） 

   今後、重要になってくる「通常学級」と「特別支援教室」の連携を視野に校内委員会を効率的に行うための支援

シートを作成した。その支援シートを使って、つくし野小学校と町田第六小学校で支援の必要な児童のピックア

ップを行い、ピックアップされた児童の観察と支援方法の助言を行った。この支援シートは来年度、コーディネ

ーター研修会などを通して市全体へ広げていく予定である（７回）。 

（３）特別支援学級への支援 

① 町田市で行っている「町田市立小･中学校特別支援学級訪問」に参加し、授業観察と助言を行った。(年間 15回) 

② 年間支援の要請を受けて特別支援学級に年間１０回以上訪問。研修やカンファレンス、授業研究等を行った。 

 支援学級のアセスメント支援や事例相談も５回行った。 

（４）キャリア教育研修会（４回） 

 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」の継続で、中学校で保護者教員向けに行っているキャ

リア教育研修会を２回、小学校で保護者教員向けに行っているキャリア教育研修会を２回の計４回行った。 

（５）幼稚園・保育園への巡回相談、研修会 

 就学前施設のすみれ教室や就学相談室とも連携しながら継続して行っている。特別支援教室の設置に伴い、就学年

齢の子供の相談が増えてきている。今年度は３３回の巡回指導を行っている。 

（６）小学校・中学校への巡回相談、研修支援 

小学校２校をモデルケースにして、校内委員会で全校の支援の必要な児童をピックアップし、主訴ごとに分類して

支援の必要度をまとめるシートを試行した。そのフォーマットを町田市全体に広げるため、コーディネーター研修会

で取り上げた。その他要請に応じて巡回相談を１１回、研修会を７回、町田市教育委員会依頼の研修会を２回行った。 

（７）高校への巡回相談、研修支援 

合理的配慮に関する講演会(１回)を行った。町田市内の都立高等学校については６月・１０月・３月にセンター的

機能を活用して中学校と合同のコーディネーター連絡会・引継ぎ会を開催し、合理的配慮の必要な生徒の引継ぎを行

った。都でも初めての取り組みである。 

（８）地域相談 

町田市在住の方の発達障害に起因すると思われる問題について、

幅広く相談を受けている。電話相談や来室しての相談、所属学校

に出向いての相談を実施。特別支援学校のもつ幅広い情報とネッ

トワークを使って適切なアドバイスや役立つ機関の紹介ができる

よう心掛けている。今年度は中学校特別支援学級に在籍していて

愛の手帳が取れなかった生徒の進路相談が多かった。電話相談を

含め、１００件を超える相談があった。 

 

 

３  地域への理解啓発 ～地域支援セミナー～ 

 研修会講師 巡回相談 

保育園・幼稚園 ２ ３２ 

小学校 ７ １３ 

（特別支援教室） ２ １６ 

中学校 １ １ 

特別支援学級 １ ２４ 

教育委員会関係 ２ １ 

高等学校 １  

学童保育クラブ ２ ６ 

放課後ﾃﾞｨ   

合計 １８ ９３ 

研修会テーマ（抜粋） 

・エビデンスベースドアプローチに 基づく特別支援教室の指導 

・特別支援教育（LD等の疑似体験を通して） 

・通常級も含めて気になる子への支援（ワーク） 

・進路とこれからできることに関する内容 
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３  地域への理解啓発 ～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、地域の多くの人に特別支援の情報を提供するのと同時に、

町田市小中学校教員の研修会としての役割も兼ねている。現在、特別支援教育もセカンドステージに入ったといわれ、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行もあって、支援も学校の中だけでなく、あらゆる年代、

あらゆる場所で合理的配慮として求められるようになってきている。そこで本セミナーでは「地域で生きる」部分に着

目し、長いライフプランの中で支援を考える視点を提供した。参加者実数は第 1 回が 179 名、第 2 回が 207 名、第 3

回が 242名、第 4回が 120名と合計 748名であった。各講演内容、講師は以下のとおりである。 

 

<平成 2９年度地域支援セミナー> 

＜旭岡 善介＞ 

４ 障害理解教育の推進 ～交流及び共同学習～ 

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。今年度は、副籍交流を中心に実践をまとめる。 

（１） 副籍交流  

町田の丘学園の副籍数の割合は、都内でも高く（93％）、交流実施者数（89％）と合わせて評価を得ている。 

（表 1）（図１）。 

 平成 29年度 小学部 中学部 合計 割合（％） 

全体人数 117 71 188  

副籍数（名） 

（籍を置くのみの数） 

112 

(5) 

63 

(2) 

175 

(7) 

93 

175÷188 

副籍交流実施者数 

（直接交流+間接交流） 

107 59 168 89 

168÷188 

直接交流 52 14 66 35 

間接交流 55 47 102 54 

（表 1）   平成 29年 12月現在 

           

理解推進授業（ ）は昨年 

 

 

 

 

   （図 1）        （表２） 

回 日時･会場 内 容 ・ 講 師 

１ 

7 月 25 日（火） 

13:30~～16:00 

町田の丘学園本校舎 

講演「地域で自立していくためのネットワーク～卒業後の就労支援・生活支援～」 

講師 あきる野市障がい者就労・生活支援センターあすくセンター長 原 智彦 氏 

（町田市教育委員会共催） 

２ 

8 月 1 日（火） 

13:30～16:00 

町田の丘学園本校舎 

講演「児童生徒の行動問題の改善と社会生活の充実 

～応用行動分析と適応行動尺度を活用して～」 

講師 明星大学人文学部心理学科准教授 竹内 康二 氏  

     （町田市教育委員会共催） 

３ 

8 月 9 日（水） 

13:30～16:00 

玉川大学 

講演「発達障害・高次脳機能障害 どのように対応するか」 

講師 国立成育医療研究センター発達評価センター長・リハビリテーション科医長・ 

発達クリニック経堂院長  橋本 圭司 氏 （町田市教育委員会共催） 

４ 

 

12 月 26日（火） 

13:30～16:00 

町田の丘学園山崎校舎 

講演「輝く未来に向けた療育・教育と安全安心の支援」 

講師 たすく代表 斉藤 宇開 氏        

（町田市教育委員会共催） 

  

小学校 中学校 高等学校 

 17 

(15) 

 8 

(3) 

 1 

(1) 

中１年 総合的な学習の時間 

「理解推進授業」 
 

 副籍交流をきっかけに、町田の丘学園教

諭による障害理解推進授業が行われた。 

 内容は、「生徒の自己紹介」を含め、障

害者に関する理解を深めるための講義が

行われた。人はそれぞれ得意なものと不得

意なものがあることを確認した。また、「特

別支援学校（学級）に通う生徒は、不得意

なことの幅が大きいということ。」「周囲の

人たちが理解し、互いに協力することが大

切だということ。」などを学習した。 

参考１ 
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副籍制度の目指すものは「共生地域の実現」と「共生地域の担い手の育成」の 2点が挙げられ、さらに校長の示す「子

供がめざす将来像」の一つである「地域で活躍する人」の項目を関連付けて、本校では副籍交流を進めている。 

さらに、前述した副籍の高い実施率を維持しながら交流を充実するために、以下の①から⑩を取り組んできた。特に①

⑤⑥⑧⑩は、町田市教育委員会との連携を活かし、特別支援教育のセンター的機能充実事業（＊印）とも関連深い。 

① 町田市教育委員会との連携＊（月１回の定例会）＊ 

② 共通理解を図るため、希望者への保護者面談 

③ 教員向け副籍説明会の実施（4月） 

④ 副籍制度マニュアルを実態に合わせて改善し作成 

⑤ 町田市コーディネーターと担任との副籍交流情報交換会（町田市コーディネーター研修会に位置付け）＊ 

⑥ 理解推進授業の実施（希望校、希望保護者の要望をとらえる）＊ 

⑦ 副籍交流の困難なケースは、コーディネーターが訪問して支援 

⑧ 副籍報告会での情報交換（町田市と連携・PTAとの連携）＊ 

⑨ 副籍交流本人だよりの工夫・改善 

⑩ 副籍実践集について合理的配慮の欄を町田の丘学園教員が記入＊ 

＊印の町田市との連携の中でも注目点は、⑥理解推進授業と⑩副籍実践集 

である。 

まず⑥理解推進授業の数は、表２に示すように実施数が増えた。特に学年が 

上がると難しいとされている中学校の数や内容に今年度の特徴がある。小学校 

からの継続で直接交流を検討する保護者が増えているので、コーディネーター 

としては、折に触れ市内の学校に副籍の情報や説明をしてきた。徐々に中学校 

でも副籍交流が浸透してきたことから、市内の中学校側からの要望が強くなり 

学年全体で理解推進授業を求める等、人権教育の一環として重視している学校 

も複数出てきている。（参考１は、東京都の人権教育推進校のパンフレットに起用） 

次に、⑩副籍実践集も今年度は「合理的配慮」の項目を取り入れて本校の 

教員がその部分を記入し、副籍校の教員と連携して作成する形に工夫した。 

もともと、町田市教育員会が、直接交流の学校に原稿を依頼しているもので 

あるが、交流している児童・生徒の特性を含めた合理的配慮を記入することで 

交流の感想ではなく、障害特性と合わせた事前の環境整備や指導支援の工夫へと発展できると考えている。（参考２） 

＜まとめと今後の課題＞ 

副籍交流の目指すものが「共生地域の実現」であり「共生地域の担い手の育成」であるところから、町田の丘学園の

進めている副籍交流は、一人一人の担任の意識や副籍校の学校としての取組への力の入れ具合が大きく影響する。本校

の保護者支援や副籍交流引率、理解推進授業の実践はその土台として重要なことであるが、さらにこれからの時代では、

市内副籍校の関心度を上げていく努力も必要である。今年度、副籍報告会を町田市と協力のもと実施した結果、市内の

小中学校の管理職を含めた８名と教育委員会から３名の参加があった。昨年度は市内の学校からは２名であったので、

この結果は大きい。情報交換会は、異なる立場の方が含まれた貴重な機会の一つになった。反対に、保護者の参加は 

１５名であり、交流実施者数１６８名から考えると報告会に対する関心度の低さは、この会の設定を含めた検討課題で

ある。参加されない保護者の理由の中には、副籍交流が定着したことから、報告の時期には「分かっているから」とい

う保護者も多かった。「交流の発表と自分の交流内容が重ならないので、参考になりにくい」といった保護者の意見も

聞かれ、保護者にとって必要な副籍交流の情報や時期を見直す必要はある。また副籍が「共生地域の担い手の育成」を

目指すとすれば、副籍校の教員（担任）やコーディネーターと情報交換する場を積極的に模索しその実施を検討するこ

とが今後の課題と考える。 

 

（２）学校間交流 

今年度は、町田市指定の特別支援学級のない小中学校の入れ替えの年であり、学校間交流の交流校として、鶴川第一 

小学校と真光寺中学校が入った。近隣校交流として例年行っている七国山小学校、野津田高校と合わせての学校間交流

実施である。 

今回は小学校の交流と交流教育連絡会について、主に取り上げる。 

 

＜七国山小学校＞ 

3年目の交流となった七国山小学校は、徐々に交流のスタイルが小学校の子供たちに浸透してきた。それは、理解推

参考２ 
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進授業の際に、担任の関わり方やその後の連絡調整についても、スムーズになってきたこととも関連している。今年度

は、交流内容に 2つの新しい工夫を加えた。第 1に、A部門の児童も七国山小の１つのグループと交流する形を作った

ことであり、第２に、B部門の児童が学年別に発表場面を入れたことである。校舎が２つに分かれてから A部門の児童

にとって山崎校舎に出向くことは大きな行事であり、１回の交流をより充実させることに繋がった。B部門の児童にと

っては、練習した成果が発表でき、緊張した中にも高揚感や達成感の生まれた交流になった。七国山小の児童からは 

「町田の丘学園の 1年生の発表がとてもかわいかった。2年生も 3年生もとてもがんばっておどっていた。6，5，4年

生のおどりも良かった。4年生のリボンを使ったおどりがすごくきれいだった。」等の感想をいただいた。 

 

＜鶴川第一小学校＞ 

鶴川第一小学校とは、山崎校舎ができる前には近隣校交流として毎年交流を行っていた。3年ぶりの交流である。交

流校側の希望なども受けて、鶴川第一小学校 3年生と B部門小学部の交流となった。交流の意義を踏まえつつ、相手校

や地域の事情など様々な視点も検討しなければいけないと考える機会になった。まちだ祭での作品交流がきっかけで展

示されていることを担任から聞いた児童と保護者が、見学に来てくれたことは明るい話題であった。。 

   

七国山小学校との全体交流      学年発表（全体交流）     まちだ祭展示（鶴川第一小学校） 

 

＜交流教育連絡会＞ 

交流教育連絡会は、理解充実推進校と理解充実協力校の連携のもとに実施され、特別支援教育の理解啓発にとって重

要な位置を占めるものである。その参加者の中には各校の PTA役員の方が含まれている。保護者や家庭を取り巻く環境

は、この会が始まった頃と多少変わってきているようで、連絡会への参加が難しいといった参加者の事情が出てきてい

る。このような現状に、町田市教育委員会（教育センター）からの呼びかけも行われて、改めて町田市との連携が深い

ことは有難い。連絡会の中の保護者連携については、本校 PTA役員の方とも連絡や相談を重ねて進めている。今後、交

流の意味、子供たちの実際を伝えていく場を工夫しながら理解推進を広げていきたい。 

＜川邊 千春＞ 

５ 成果と今後の課題 

平成 28年 4月 1日から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（ いわゆる「障害者差別解

消法」）を受けて、行政機関では合理的配慮を「必ず行わなくてはならない」ようになった。こうした動きを受け、各

機関ではこれまで限定的にしか行っていなかった支援や対象外としていた障害種別への支援も、広げることが可能かど

うか検討を進めるようになった。そのため幼稚園・保育園の巡回相談や通常の子供たちと一緒に学んでいる肢体不自由

児の支援など、本校のセンター的機能で先進的に取り組んできた機能も、町田市の行政が行う支援として位置づけられ

るようになってきた。 

町田の丘学園のセンター的機能の一番の利点は、機動性があり小回りが利くことである。特別支援教育に関するニー

ズがあれば、いろいろな解決策を考えやってみることができる。欠点としては対応できる数に限界があり、現時点でう

まくいっている支援でも、それを長期間継続して行えるとは限らない点である。そのため、ニーズを把握したらまず取

り組んでみて、形が整った時点で市の機関と連携して市のシステムの中に組み込んでもらうようにしている。副籍交流

などもこの方法で全都でもトップクラスの実施率となっている。 

毎年、優先的に取り組む課題については校長と協議し、優先度の高いものから学校経営計画の中に盛り込むようにし

ている。今年度については、「小学校特別支援教室の整備と具体的な指導の支援」「中学校から高等学校に合理的配慮を

伝える連絡会の実施」を盛り込み、成果を上げることができた。 

来年度については、中学校の支援学級に在籍しているが愛の手帳が取れない生徒の進路相談が急増していることもあ

り、中学校の支援級に向けたキャリア教育の取り組みがあげられる。また、再来年度よりスタートする中学校の特別支

援教室の設置計画も喫緊の課題となる。今年度の優先課題だった小学校の特別支援教室についても、来年度は全校実施

となり、そちらの支援要請も急増するであろう。メリハリのある支援を心掛けたい。       ＜旭岡 善介＞ 


