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特別支援学校における芸術教育の推進事業 

１ 概要  

 都立特別支援学校における芸術教育の充実を図るため、東京都教育委員会が芸術教育推進校を指定し、芸術系大学と

の連携により、芸術系教科の指導内容・方法の研究や授業改善などを行う。本事業は３か年計画で行われ、本年は３年

目となる。 

 

２ 目的 

東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画に基づき、芸術系大学の協力を得て、都立特別支援学校に

在籍する児童・生徒の芸術に関わる諸能力の開発・向上を図る。更に、都立特別支援学校に在籍する、美術分野を中心

とした芸術に優れた才能を有する児童・生徒を発掘するとともに、都民に対して障害者や障害者アートに関する理解推

進に資する。この目的の下に本校では、伸び伸びと表現活動ができる授業と発表の場を検討し、芸術教育の充実のため

の環境をハード、ソフトの両面から整える。 

 

３ 具体的な取組と実施方法 

（１）芸術教育環境の充実のための、学習の系統性と教材・教具の研究 
① 小～高までの段階別技術習得、学習の系統性 

② 本校の特性を生かした授業、教材、教具の研究と改善 

③ 外部専門家の協力 

 

（２）アートプロジェクト展など芸術文化活動への参画 

① アートプロジェクト展、東京都公立学校美術展を始めとする展示イベントやコンテストへの参加 

② まちだ祭等発表機会の活用 

 

（３）大学や地域との連携 

① 東京藝術大学との連携 

② 地域施設や地域資源、町田市との協力事業 

 

（４）町田の丘校舎へのアートスペース提案 

① 展示レイアウト、方法の提案 

② 特色ある芸術活動 

 

（５）部活動や生涯学習の場としての活用の検討 

 

３ 教育効果 

（１）児童・生徒 

 ①東京藝術大学との連携による授業改善、環境整備により表現活動の幅が広がる。 

 ②作品展への出展により、制作意欲の向上が期待できる。 

 

（２）保護者・地域 

 ①アールブリュットの表現活動理解、障害理解と共に、共生社会への意識が地域社会に広がる。 

 ②地域の人材活用、資源活用を通して、地域文化への貢献ができる。 

 

（３）教職員 

 ①藝大等の専門機関と専門家の研修により、新技術の習得や技術向上が期待できる。 

 



４ 今年度の具体的な授業実践 

テーマ：「この木、丸ごと一本！ ～素材を命として考える芸術教育～」 

実践①：「学校の木を切る」Ｂ部門高等部１年生（ＢＣグループ） 美術  

実践②：「学校の木で作るカトラリー」Ｂ部門高等部１年生（ＢＣグループ） 美術  

実践③：「レリーフ」Ｂ部門高等部１年生（Ａグループ） 美術  

実践④：「桑和紙の灯篭」Ｂ部門高等部１年生全員 日本の伝統と文化 

 

（１）目指す児童・生徒像 

・身近な自然素材を使うことにより、自然がもたらす驚きや感動が、生徒の想像力、直観力、制作意欲を高め、自ら選

んで取り組む学習姿勢を育てる。 

・学校内の樹木を伐採し、命ある物から得る素材として丁寧に扱おうという、物を大切にする気持ちを育てる。 

・樹木を切る作業工程としての日本古来の祈りの儀式を経験することにより、命に対する敬虔な姿勢を体感する。 

・地域文化、伝統、歴史の継承を実感し、地域を支える役割の一端を担っているという社会貢献意識をもつ。 

 

（２）期待される授業力の向上 

・身近な自然素材から教材を作成し制作に活かすというすべての行程を本校内で行えることにより、生徒の実態に応じ

た作業工程を選択し、支援教材と制作工程への配慮事項の研究ができ、指導力の向上が期待できる。 

・木工技術の向上にとって必須となる刃物の研ぎを研修することにより、授業への最良の使用状態での道具の提供を常

に行える技術力を身に付ける。 

・美術だけではなく、作業学習、国語などの他教科との連携をすることにより、桑和紙漉きのノウハウと桑和紙の活用

を多くの教員間で共有できるシステム作りができる。 

 

（３）今後に向けて 

学校を取り巻く地域の自然環境と芸術教育推進事業での制作活動の課題として、地域との連携による素材提供や技

術協力の確立を視野に入れ３年間の研究を進めてきた。そのための具体案として、桑和紙漉きのノウハウと桑和紙の

活用を教員間で共有できるシステム作りを取り上げていたが、３年目でようやく地域とのパイプがつながる活動がで

きた。桑農家の紹介、すでに農家との連携ができている作家とのコミュニケーション、里山交流館での展示による地

域への啓もう活動、今後協力していただける内容の確認など、今後の第一歩と考える。 

さらに、学校内の樹木を素材として活かす活動の中で、これから新しく作る学習環境への提案も見通しがもてた。

一つの素材も、命を育て、頂き、生かすという過程があることを伝える教育がこの町田の丘でできるということは、

携わる教員にとっても、受ける児童・生徒にとっても大きな価値があると感じる。 

身近な自然素材や地域の力、自分たちで作り出す素材を使う町田の丘の芸術教育の特色や、目玉製品が他にはない

学校の特色となるということを期待するとともに、素材からも作品からも生み出された物の命を感じ、大切にする感

性をもつ生徒が育つことを期待したい。                         ＜冨士榮真紀＞      

 

     枝打ちをする 丸太を切り出す 

桑和紙による灯篭 

町田市里山交流館での展示は地域

の方が「竿灯」に仕立ててください

ました。 叩いて凹んだ所が浮き上が

る？？ 

不思議な木のレリーフ 

 

木を切り、頂いた命に感謝し、祈る 

切る、くり抜く、削る、磨く 

世界に一つのカトラリーを作る 



都立特別支援学校における社会貢献活動 

 

１ はじめに 

  平成２９年度に都立特別支援学校における社会貢献活動モデル事業として、都立特別支援学校に在籍する児童・生

徒が、学校卒業後も含め、生涯にわたり地域の一員として自己有用感を得て、生き生きと生活していくことを目指し、

地域の人々に貢献することによる喜びを実感できる活動として実施し、それ以降各学部において充実を図りながら近

隣の事業所等と連携をして進めている。 

 

２ 今年度の取り組み 

（１）肢体不自由教育部門小学部・中学部（小学部高学年と中学部Ａ２グループ） 

   社会福祉法人 東京援護協会 サルビア荘のデイサービスと交流 

   小学部 ７月４日（木）（荒天のため中止）、９月１０日（火）午前 

   中学部 ７月１８日（木）、９月１９日（木）午前     

歌やレクリエーションを中心とした交流を各学部実施。（昨年度より２回）     

 

（２）肢体不自由教育部門高等部 

社会福祉法人 悠々会、野津田高校福祉科とボッチャを通しての交流を実施。 

１０月１２日（土）午前 本校体育館 

本校生徒、悠々会利用者、野津田高校生徒が混合チームによるゲームを予定していたが、当日台風のため中止 

となる。 

 

（３）知的障害教育部門小学部（高学年） 

一般社団法人 グランハートと定期的な交流 

学校から徒歩１０分程度の所にあるグランハートという医療モールにある医療・看護・介護・福祉・薬・食

などのサービス提供をする１５店舗に児童が描いた作品（Ａ３パネル）を展示。 

月に１回程度、児童が各店舗を回ってあいさつをしてパネルを手渡しする。 

 

（４）知的障害教育部門中学部 

   ・社会福祉法人悠々会の高齢者施設「グランハート悠々園」と交流及び外構清掃 

一緒に絵を描くことによる交流や歌及び生徒が描いた作品（Ａ３パネル）を各ユニットに展示。 

・グランハート共用部清掃（近隣にある福祉事業所の富士清掃サービスの協力のもとに実施） 

７月９日（火）午前 

 

（５）知的障害教育部門高等部 

社会福祉法人 東京援護協会 町田荘・サルビア荘と定期的な交流 

・サービス班 → 飲物の提供による交流  ７月１１日（木）午前 

・環境整備班 → 清掃を通した交流  ５月３０日（木）、６月２７日（木）、９月１０日（火） 

１０月２４日（木）、１１月２８日（火） 午前 

・事務班 → 事務の請負  ６月下旬から７月上旬  納涼祭のチラシの折り込み、封入、納品・投函。 

 

 ３ 次年度に向けて 

  各学部における取組、キャリア教育に位置づけて実施ができているため、今年度並に継続して実施していくことと

する。また、その中でさらに改善点が出てきた場合に検討をして実施していく。知的障害教育部門中学部は今年度か

ら実施のため、実施時期を含め次年度に向けて実施内容について検討をしていく。連携する事業所等と継続した協議

が大切となる。 

＜森山知也＞ 



 

 

宿泊防災訓練 

 

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 想 定 

首都直下型地震が発生し、災害発生から２週間から１か月が経過してもなお、電気・ガス・水道等のライフ

ラインが全面的又は部分的に停止し、食糧や必要物資の確保に困窮した状態の下、生徒及び保護者をはじめ地

域の障がい者等が避難生活を送っていることを想定した一泊二日の宿泊防災訓練を実施する。 

 

３ 実施日時 場所 

令和元年 6月 28日（金）～6月 29日（土） 本校校舎、体育館 

【第一部】6月 28日（金）16:00～20:00  【第二部】6月 28日（金）20:30～6月 29日（土）8:30 

 

４ 防災訓練内容 

（１）防災に関する学習（野津田高校生徒の手伝い） 

（２）地震に伴う電気・ガス・水道等の全面停止を想定した訓練 

ア 停電訓練   イ 災害備蓄品利用訓練（鶴川民生委員の手伝い） 

（３）就寝時の安全を確保するための訓練 

（４）保護者への引渡訓練 

（５）災害時帰宅支援ステーション設置訓練（野津田高校生徒の手伝い） 

（６）児童・生徒と保護者の避難所生活体験及び教職員による支援 

（７）その他（マチコミメール等を活用した家庭への通信訓練など） 

 

５ 対象 

高等部第１学年生徒 39名、教員 36名（以上宿泊対象者） 東京都立野津田高等学校、町田消防署鶴川出張

所、町田市三分団消防団、並木自主防災隊、鶴川民生委員、町田市役所等（以上関係機関）76名。 

 

６ 成果と課題 

（１）体験型の学習、訓練を地域関係者と協働で実施できたことはよかった。人数も多く、次年度も引き継ぐ。 

（２）夜間の消灯訓練、パーソナルスペースの確保や設置、食事の準備等生徒自身が積極的に行えた。 

（３）各自が自分のできることを「自助」「共助」を心掛けながら訓練に臨むことができた。 

（４）支援者の人数が生徒数を大きく上回る結果となった。 

（５）地域の消防署や消防団、自主防災隊、保護者、近隣関係者と日頃から関わりを深めていく。 

（６）発電機などの機器の操作方法の研修を通して、どの教員も熟知することで災害時に備える。 

（７）改築工事の進行に応じて備蓄品は、校舎内の各フロアに分散し、災害時、個々の児童・生徒に確実に配給

できるようにする。 

 

＜生活指導主幹  齋藤 秀樹＞ 



         
令和元年度 肢体不自由教育部門 外部専門員 活用状況と成果・課題 

 
「外部専門員活用計画」における今年度の重点項目 

① ICTアドバイザーの導入を図り、肢体不自由部門における ICT機器の活用を充実させる。 

② 視線入力装置における ICTアドバイザーや視能訓練士、言語療法士との連携など、各専門職の連携を図っていく。 

③ 音楽療法士により、音楽の授業の充実を図る。 

 

●今年度は、音楽療法士の導入を図った。音楽の授業に、音楽療

法士という専門家が関わったことで、小学部など音楽専科ではない教員が、音楽の授業を

受け持った時の学びになる部分が多かった。●ICT活用アドバイザーでは、スイッチ作成

の充実や ICT機器の最新機器の活用について学べることができた。●夏季研修会やミニ研

修会を計８回実施。今年度は知的障害教育部門の重重学級の教員の参加も多く、「自立活

動」に関する医療や専門分野の知識を、学校全体で共有することができた。●職務間の連

携が取れていくことで、それぞれの外部専門員の児童・生徒に対する理解が深まり、教員

への指導も一貫性がもちやすくなっている。 

 

 

●今年度導入した音楽療法士と ICT活用アドバイザーに関しては、

コーディネート部分において、改善すべき点がある。音楽療法が一人一人の教員の更なる学び

になるように、来年度は研修会も併せて企画する。ICTについては教員のニーズを吸いあげ、

より活用が図れるようコーディネートをしていきたい。●学部により、予定の周知方法が十分

でない学部などがあった。学部での連絡係がその役割を明確化できるよう、年度当初に打ち合

わせ会を持つなど工夫する。●今年度は、自立活動部が知的障害部門高等部（B高）に授業支

援を行った。来年度も B高での自立活動分野における支援をする中で、PT・OTなど医療職

の外部専門員のコーディネートも担っていく。＜芋川恵美子＞ 

 

 

職種 氏名 所属 日数 

理学療法士 

（PT） 

花井丈夫 個人 24日 

要 武志 すりーぴーす 9日 

坂本瑞穂  

   杉沢英治 

島田療育センター 11日 

作業療法士 

（OT） 

金子啓子 個人 2０日 

岩崎加代子・福島良太 島田療育センター 11日 

言語聴覚士 

（ST） 

田中聖子 個人 5２日 

池上陽子 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（ORT） 大貫二三恵 個人 1９日 

学習指導アドバイザー 宮城武久・宇川和子 つばき教育研究所 ４日 

音楽療法士 伊藤啓子・大山祥子 昭和音楽大学 ４日 

ICT活用アドバイザー 小松敬典 個人 12日 

   蛭田顕隆 個人 ２５日 

 

令和元年度外部専門員（肢体不自由教育部門） 活用状況 

「研修会の実施」 

・夏季休業中に「ICTに関する研修」

（小松先生）、「アニマルセラピーとす

りーぴーすの活動」（要 PT）をテーマ

にし、研修会を行った。また、学期１

回ずつ（年３回）花井 PTと田中 STに

よるミニ研修会も実施した。 

「ICTアドバイザーの活用」 

・今年度より 2 名の ICT アドバイ

ザーを導入した。1名はスイッチ作

成、もう１名は児童・生徒における

ICT 機器の活用をケースごとに教

員に指導していただいた。スイッチ

作成の外部専門員は、短時間の分、

回数を多く設定、教員のスイッチ教

材の作成ニーズに応えることがで

きた。  

 

今年度のコーディネートの工夫 

「音楽療法士の活用」 

・今年度より、音楽療法士を導入し、小

学部と高等部は 2回、中学部は 1回の

音楽授業を行った。授業前後の時間に、

音楽科教員とのケース会をもつことで、

音楽の授業における具体的なアドバイス

を行うようにした。 

「職務間の連携」 

・視能訓練士のアセスメント時に言

語聴覚士が立ち会いなどをし、一人

のケースに対し、視機能面と認知面

との関係などの情報交換を外部専門

員同士で行える機会を増やした。 

 

今年度の成果 今後の課題 



 

【今後の課題】                     【今年度の成果】                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            １ PTCAサイクルに基づく授業改善（若手教員の指導力向上）及び作業学習での専門的な視点からの指導・助言を受け授業改善を図る。 

            ２ アセスメントやカウンセリング、行動観察に基づく、特に発達障害の生徒や軽度な障害のある生徒指導への専門的な指導・助言を受け、生徒の障害特性に応じた対応を行う。 

            ３ 作業療法士等による、機能訓練や身体に関する取り組みにおける専門的な指導・助言を受け、生徒の身体機能面の知識・理解を深める。 

令和元年度 知的障害教育部門 高等部 外部専門員 活用状況と成果・課題 

★授業観察からの指導・助言 

若手教員は指導教員とともに指導案を作 

成し、研究授業を実施。研究授業後にア 

ドバイザーから直接、指導・助言を受け 

たり学年単位で授業改善に向けた協議会 

を実施したりして研究授業の検証をする。 

 

★個に応じた指導・支援 

重・中度の生徒ケースを中心に、言葉や数の 

学習での教材や教具の使い方、提示の仕方、 

言葉掛けの仕方等を、個別指導の学習の中で 

生徒を介して直接学ぶ。 

個別指導の対象になった生徒の保護者には 

授業を公開し、適した学習教材や生徒の課題 

等を家庭と共有する。 

 氏名 所属等 来校数 

アセスメント 
近藤 健太 聖マリアンナ医科大学非常勤講師 

（臨床心理士・公認心理士） 

２０回 

カウンセラー 
池亀 厚子 町田まごころクリニック 

（臨床心理士・臨床発達心理士） 

２２回 

作業学習アドバイザー 

岩井 勝也 ホテルメトロポリタン総支配人室長  ７回 

平原 信幸 メトロポリタンフーズ株式会社  ８回 

福島 秀史 多摩八王子江戸東京野菜研究会代表 ２６回 

藤原 真寿美 栄養士 ２４回 

小嶋 明 公益社団法人東京ビルメンテナンス協会 ６回 

授業指導アドバイザー 

宇川 和子 多摩つばき教育研究所所長 ６回 

杉野 学 東京家政学院大学教授 ８回 

檜森 美弥子 前町田の丘学園主幹教諭 ９回 

刎田 文記 障がい者雇用研究室  ３回 

磯部 裕子 臨床心理士  ２回 

個別学習指導 

学習会講演 

宮城 武久 つばき教育研究所理事長 

７回 坪倉 孝 つばき教育研究所 

宇川 和子 多摩つばき教育研究所所長 

身体・感覚面アドバイザー 

言語指導アドバイザー 

伊地知 ゆめ 
作業療法士  ６回  

松尾 直樹 

田中 聖子 言語聴覚士 ６回 

 

★専門的な知識・技術 

作業学習の授業観察を通して、企業のサービス 

やマナーの視点から助言をいただく。 

菓子の作り方や野菜の育て方、ポリッシャーの 

かけ方など、専門的な知識や技術を習得し、教 

員間で共有する。 

 

★アセスメントの活用 

新高等部 1年生を中心にアセスメント 

をとり、その結果を生徒の実態把握、指 

導に活用している。また、2年生からの 

類型クラス判定の資料の１部としても 

活用する。 

★カウンセラーの支援 

心理・行動面に関する相談を中心に行い、 

当事者に対するカウンセリングや担任教 

員に対して、障害特性や、心理・行動面 

の特性に応じた支援の方法を模索する。 

 

★OT・PTの活用 

重々学級の言語指導や、からだや感覚に対する

支援の必要な生徒の指導計画や評価等に係る

助言をいただく。 

●農芸班では、昨年度から校舎の改築がスタートし、校外の農村伝道神学校の農場を利用し、広い面積の畑で江戸 

東京野菜の栽培方法や収穫した江戸東京野菜の商品・製品化を含め、調理や加工方法についても習得することがで 

きた。広い校外と校内両方での農作業においては、外部専門員の適切な助言と支援が必要となり、昨年度よりも来 

校時間を増やし有意義に活用している。●カウンセラーの活用は、教員に話せない内容をカウンセラーに生徒が話 

すことができるなど、生徒の心理面の安定を図るうえでも重要な役割になり、とても有効であった。●サービス班 

では、専門家の立場で生徒に直接指導してもらえる場面がとても有意義であり、生徒の技術向上に向けた意欲喚起 

につなげることができた。●授業改善では、若手教員から「外部専門員や学年の先生方から具体的な指導や助言を 

受けることにより、教材の提示方法や学習展開の仕方などについて考えたり、『なるほど』と気付かされたりするこ 

とが多いです。」という意見が聞かれた。 

 

●身体に関する取組に対する要望が高等部では少ないことから、次年 

度からは、相談窓口を自立活動部に移行し、必要に応じてОＴ・ＰＴ 

のコーディネートを依頼する。●授業力向上の取組では、今年度と同 

様に新学習指導要領に基づく教科学習の指導に重点を置き、外部専門 

員を各学年に配置して PDCAに基づく授業改善がより確実に実施でき 

るように、研究授業事後協議会の充実を図る。●新校舎の食品加工室 

に新しいオーブンが入ることもあり、流通サービス班に新たに１名外 

部専門員を委嘱し、オーブンの使い方などの指導助言を受けられるよ 

うにする。                 ＜吉田 輝世＞ 

R１ 外部専門員 活用状況  ＜全１６０回＞ 
外部専門員を活用した具体的な取組 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 知的障害教育部門小・中学部 外部専門員活用事業 活用状況と成果・課題 

（１）令和元年度外部専門員活用事業の２つの取組み 

  ①社会的自立に向けた指導の充実 

  ②教員の児童・生徒に対する指導力の向上（OJT

を含めて） 

 

（２）具体的な取組み 

①では…児童・生徒の実態把握と支援課題の把握→支援の内容や身体的側面、行動上の

特性等を含めた中・長期的視点に立った支援方法の共有 

②では…個別指導及び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 

 ア 主として個々の教師のニーズに対応した指導・助言 

 

 

 

 

 イ PDCAサイクルに基づくチームによる 

授業に対する指導・助言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PLAN】 

グループ協議で

授業案作成 

資料確認 

授業の実施等 

【CHECK】 

研究授業の検証 

「アプローチ会議」 

【ACTION】 

改善案のまとめ 

 

（５）次年度に向けて 

１ 継続的な指導・助言の機会を確保⇒新しい学習指導要領施行に合わせ、受けた指

導・助言を教科指導へ落とし込むことが必要。 

２ 研究内容との整合性⇒授業の根拠となる要素を多角的にとらえ、より明確な授業

作りを行う必要がある。                    ＜矢部 辰典＞ 

 

○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
ゆる若手教員育成の観
点も含んでいる。 

（３）令和元年度の専門員 全129回 

  

ア 個別・教科指導等に対する指導・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）21回 
【教材アドバイザー】 

吉瀬 正則氏（障害児基礎教育研究会代表）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）19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）7回  
【身体・感覚面アドバイザー】 

矢野 児子氏（作業療法士）7回 
【音楽指導アドバイザー】 
  青木 久美氏（音楽療法士）5回 
【視機能アドバイザー】 
  大貫 二三恵氏（視能訓練士）4回 
【心理・行動アドバイザー】 
  池亀 厚子氏（臨床心理士・臨床発達心理士）4回 
  
イ 組織的な授業改善に対する指導・助言 1～20回 
河村 智子氏（元都立特別支援学校教員・臨床発達心理士）               

  檜森 美弥子氏（学識経験者） 
加藤 慎吾氏（東京学芸大学） 

  原田 晋吾氏（東京家政学院大学） 
坪倉  孝氏（つばき教育研究所） 

  宇川 和子氏（多摩つばき教育研究所所長） 

インテーク

資料作成 

【DO】 

研究授業の実施 

アセスメント 

授業観察 

カンファレンス

の実施 

 

外部専門員による
指導・助言 



 

 

 

センター的機能の報告（相談支援部） 

１ はじめに   

 オリンピック・パラリンピックの開催が目前となり、教育の現場でもオリパラ事業が活発に行われている。小学校な

どでもボッチャを積極的に取り入れる学校が出てくるなど、共生社会の実現に向けた機運は高まってきている。まだ、

スローガンに留まっている部分も少なくないが、副籍交流や学校間交流を進めていく中で、こういった背景は交流を広

げていく中で追い風になっている。町田の丘学園では早くから一市一支援学校の強みを生かして、学校間交流や副籍交

流を積極的に進めてきた。これを機に、より交流を深めて行こうと思う。 

 また、特別支援教育の制度面では発達障害などで支援の必要な児童に対し、通常級に在籍しながら週に数時間（町田

市では原則 2時間）通級指導を受けられる特別支援教室（町田市ではサポートルームと呼ぶ）が全小学校に配置され、

支援の必要な児童が、今までよりも負担が少なく多くの人数が利用できるようになった（町田市では 2000人を超える）。

今年度から中学校にも段階的に設置を進めていて、令和３年度には全中学校に設置される予定である。 

 こうした時代背景を踏まえ、「町田の丘学園のセンター的機能」としてエリアとなる町田市に様々な支援を行ってき

た。センター的機能と一口で言ってもその支援内容は以下に示すように多岐にわたり、大きく解釈すると枠にとらわれ

ず様々な活動をすることができる。反面、拡大しすぎるときりがなくなり、無制限に支援依頼に応じているとあっとい

う間にキャパシティをオーバーしてしまう事になる。 

 

2 今年度のセンター的機能の柱  

市区町村及び小中学校への支援（具体例） 

① 市町村の特別支援教育体制の推進 

② 就学支援委員会、通級指導の開始・終了判定委員会への参加 

③ 幼稚園、保育所、小・中学校、高等学校等における支援が必要な幼児・児童・生徒の教育についての助言・援助 

④ 小・中学校の校内体制づくりや校内研修を支援 

⑤ 研修会講師、特別支援教育に関する情報提供 

⑥ 就学相談・転学相談、教育相談の支援 

⑦ 教育・福祉等の行政機関が実施する施策・行事等への協力 

⑧ 巡回相談・副籍等の交流及び共同学習実施、副籍の推進 

⑨ 学校公開、公開講座等により地域の理解啓発 

⑩ 後期中等教育（進路選択）に関する相談支援 

⑪ 乳幼児やその保護者を対象とした早期相談 

 

 昨年度の重点課題は「小学校特別支援教室（サポートルーム）の全校設置に向けた支援」であった。平成 19年度に

特別支援教育がスタートして以来、目指してきた支援システムが、予算措置を伴った継続的な制度として整ってきたの

は大きな成果である。しかしながら、新しく創設された特別支援教室の指導内容には「自立活動の指導内容」とあるの

みで具体的な指導内容は示されておらず、児童・生徒の実態に応じてそれぞれの担当教員が独自に工夫して行っている

のが現状である。モデルとなるような先行事例も乏しく、それぞれの地区で独自に試行錯誤しながら指導内容を作って

いる状態と言える。 

 町田の丘学園ではセンター的機能として特別支援教室導入準備の「特別支援教室設置部会」に当初から委員として参

加し、基本週 2時間の指導枠や 2年間での退級システム、入級時のアセスメントシートの作成などの制度設計に携わっ

てきた。指導の形態についても個別の指導形態 1時間と小集団の指導形態 1時間を基本とした構成を町田市の基準とし

て示すなど、先進の知見を基にした制度を整えることができたと考えている。 

 しかしながら、特別支援教室の急速な整備・拡大の影響で、半分近く特別支援教育の経験がほとんどない教員が、特

別支援教室を担当している実情がある。教員経験のない新規採用者がいきなり担当することもある。また、特別支援学

級の経験を有している教員もいるが、知的に遅れのない発達障害の児童・生徒の指導についてはまた違った専門性が必

要とされ戸惑うことも多い。教員養成を行っている大学でもまだ、専門のカリキュラムが整備されているとは言えず、 

体系的に学びにくい面もある。 

町田の丘学園のセンター的機能の方針として、市町村の特別支援教育体制を進めているが、昨年度の活動から変化も

あった。昨年度までは、小学校のサポートルーム（特別支援教室）の整備を順次進め、新しいサポートルームが次々解



 

 

 

特別支援教育教員研修会（町田市教育委員会連携） 

 

○特別支援学級における環境整備と学級経営 

○障害種別アセスメント、指導内容との関連 

○コーディネーターの取組における成果と課題 

（副籍交流についての理解） 

○発達検査の内容とプロフィールの読み取り方 

○関係機関との連携（特別支援教育コーディネーター） 

○事例研究（事例を通したアセスメントと見立ての共有） 

説されていたため、町田市教育委員会と連携して新たにスタートするサポートルームを年間 3回（学期 1回）巡回し、

指導と助言を行ってきた。設置が完了した今年度からは、町田市教育委員会と連携してサポートルームの担当教員の年

間を通した研修シラバスを作成し、その中の講座も担当するなどしてサポートルーム担当教員の専門性の向上と指導力

アップを進めることに力を注いでいる。また、サポートルーム担当教員の研修整備に合わせ、コーディネーター研修や

特別支援学級の担当教員研修の見直しを行った。特別支援学級担当教員の研修については、今までも町田の丘学園との

連携が強く、地域支援セミナーや夏のワークショップを組み込んできた経緯がある。しかし、特別支援教育の経験の浅

い若手教員が増えた中で、実態の幅が広い児童・生徒の指導を行っていくためには、より知的固定・肢体不自由・視覚

障害・聴覚障害・情緒固定などのそれぞれの種別にあった実践的な研修が必要と考え、地域支援セミナーなどの全体講

演形式の研修を減らし、実践的な研修に変えた。 

市町村の特別支援教育体制を進める全体的な研修改革に伴い、サポートルーム・特別支援学級・特別支援教育コーデ

ィネーターをテーマごとに共通するものは合同で開催することとし、グループを初級・中級・上級に分けることによっ

て、それぞれのレベルに応じた研修ができるようにした。例えば「心理検査の種類と内容の理解」の講座はサポートル

ーム全教員と特別支援学級代表者で組む、「関連機関との連携」の講座は特別支援教育コーディネーターとサポートル

ーム代表者で組むなど、特別支援教育を推進する教員の構成メンバーの工夫をした。こうした研修体制も町田市教育委

員会と共同で企画していけるところが本校のセンター的機能の強みである。 

また、各学校の専門性を効率的に向上させるため、町田市教育委員会から依頼されてリーダー育成事業の助言も行っ

た。力量のある教員の推薦を受け、周囲を指導できるリーダー教員を育成する取組である。このように、いかに効率的

に、短期間で全体の指導水準を上げるシステムを作るか、という取組と検証は今後しばらく重点課題となると考えてい

る。そうしたこともあり、種別ごと（サポートルーム、特別支援学級、特別支援教育コーディネーターなど）の全体研

修やリーダー研修などを多数行う反面、単発の巡回相談や講演会は減らしている。今年度の支援実績は以下のとおりで

ある。 

3 地域支援セミナーー 

地域支援セミナーは町田市教育委員会と共催で行っていたが、町田市の大学連携が終了したこと（玉川大学）、大き

いテーマの全体講演形式の研修から種別ごとの専門研修へと移行を進める観点で、回数を２回とした。保護者向けには

小規模だが実践的なワークショップを計画するようにした。地域の関係者向けには案内が間に合わなかったので来年度

は計画的に進めるようにする。 

<令和元年度地域支援セミナー> 

回 日時 会場 内容・講師 

１ 

7月 26日（金） 

 

9：30～ 

12：00 

 

町田の丘学園 

山崎校舎 

プレイルーム 

講演「感覚調整の困難さや姿勢・運動面の不器用さを持つ子供の理解と支

援：実践編」 

 

講師 たすく株式会社 作業療法士 増子 拓真 氏  

                 （町田市教育委員会共催） 

 研修会講師 巡回相談 

保育園・幼稚園 １ １０ 

小学校 ２ ４ 

（特別支援教室） ３ ６ 

中学校 ２ ０ 

小中特別支援学級 ０ ７ 

教育委員会関係 ６ ０ 

高等学校 １ ３ 

学童保育クラブ １ ０ 

関係機関計 ２ ３ 



 

 

 

２ 

8月 1日（木） 

 

9：30～ 

12：00 

 

町田の丘学園 

本校舎体育館 

講演「知的障害・発達障害の子供のメンタルヘルス 

～認知行動療法を活用して～」 

 

講師 桜美林大学心理・教育学系講師 臨床心理士・ 公認心理師 

小関 俊祐 氏           

（町田市教育委員会共催） 

 

<令和元年度 ワークショップ> 

回 日時 会場 内容・講師 

１ 

５月１４日（火） 

 

13:00～15:00 

 

 

 

町田の丘学園 

第三プレイル

ーム 

ワークショップ「心がふわっと軽くなる 

～いやな気持ちにサヨナラする方法～」 

認知行動療法ＡＣＴを用いた実践ワークショップ 

講師 外部専門員 刎田文記氏 

２ 

９月９日（月） 

 

13:00～15:00 

 

町田の丘学園 

第三プレイル

ーム 

ワークショップ「心がふわっと軽くなる２ 

～自分の心を描き出そう（アクトマトリックス）～」 

 

認知行動療法アクトマトリックスを用いた実践ワークショップ 

講師 外部専門員 刎田文記氏 

 

 

4 交流及び共同学習 ～学校間交流と副籍交流～  

（1）学校間交流  ～実際の様子と理解推進授業の取組～ 

町田市教育委員会との連携を軸に、学校間交流校の選択（特別支援学級のない学校に関して、2年ごとの輪番制をと

る。次頁図 1）により、交流校は一部変わった。小学校では鶴川第三小学校、中学校では金井中学校との交流が始まっ

た。毎年、学校間交流を行う前には相手校の該当学年に向けて理解推進授業を実施している。今年度は、七国山小学校

の授業の際、肢体不自由教育部門と知的障害教育部門の教員による体験コーナーを設けた。具体的には、七国山小学校

4年生の児童が、車椅子に乗ったり車椅子を押したりする体験を実施した。さらに、コミュニケーションの伝わりづら

さから来る心理的辛さや伝えたい方法（手話、ジェスチャー、絵カードや実物等の視覚支援）を考えたり、手話で表現

したりする体験も実施した。こういった内容は、今年度の理解推進授業の特徴として挙げられる。 

 また今年度より交流校となった鶴川第三小学校との交流を終えて、改めて 5年間続いている七国山小学校と鶴川第三

小学校との交流の様子の違いも確認された。理解推進授業のイメージだけでは分からない実際の交流での体験や感想は、

お互いの児童の心に深く残ることと思われる。同時に、それを支える教員や保護者との共通理解や学校間での連携の内

容を再検討する必要も出てきた。 

中学校との交流は、相手校の該当学年全体の理解推進授業の後に、具体的に中学校側で交流する生徒が選抜され、そ

の生徒に向けた事前授業も行うという 2段形式をここ数年取っている。今年度もそれに習って、新しい学校との交流の

場面を期待している。学校間交流として、七国山小学校との交流とその後の本校教員の感想を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・視覚的に分かりやすいクイズをしてくれたところが良かった。 
・児童が応えやすい工夫がうれしく、一緒に楽しめるような活動を準備

してきてくれたことがありがたかった。 
・七国山小の児童が主体的に会を進めてくれ、「町田の丘ファースト」
の様子に感心した。 

・理解推進授業で伝えた「配慮や工夫」特に「ルールの説明や視覚支援」
を、子供たちなりに考えてくれたことがよく分かった。七国山小学校
の児童が時間配分を考えてくれたり、活動の中で、どのように支援し
たらいいか考えてきてくれたりしたことに感動した。 全体交流でソーラン節を発表する 

七国山小学校 4年生 



 

 

 

（2）副籍交流  ～今年度の特徴と「交流及び共同学習実践報告会」での発表から～ 

 副籍交流の中で今年度の新しい取組は、副籍校の担任へ向けた学校公開の参観の呼びかけである。町田市の小中学校

の教員が本校の児童・生徒の授業場面を参観することで、特別支援教育の合理的配慮や児童生徒のコミュニケーション

の方法等を知ることは意義深い。さらに、その教員が、本校の児童・生徒の副籍校の担任であれば、実際の直接交流の

場面に、共通理解の部分を増やして交流を進めていきやすいとも考えられる。これは町田市教育委員会との連携により

生まれた今年度の特徴の一つでもあり、今年は数名の担任の参加ではあったが、小中学校の担任が積極的に参観したこ

とと、その体制を市教委と学校で組まれたことは大きいことと考える。 

この取組は、東京都の示す共生地域の実現に向けて大きな一歩になると考える。ある中学校の担任から、この取組で

本校の学校公開に来られた際の感想を伺うことができた。「私の中学校でまだ直接交流していない生徒だけれど、自分

が担任なので、一目見たくて参観に来た」と話された。さらに「私の学級は日頃から誰でも受け入れる温かい雰囲気が

あり、いつでも生徒に来てもらいたいから、この機会（学校公開）を活用した」とも話された。実際に交流が難しいと

されている中学校の現場で、このような言葉を聞いて、本校の教員として驚きと嬉しさが心に広がった。 

他の学校でも、副籍の事前顔合わせ（本人・保護者・両校担任・特別支援教育コーディネーター等）の中で、同様の

場面に出会った。それは、本校の担任が本人と話している何気ない様子や本人のちょっとしたこだわりの部分を、副籍

校の担任がすかさず見取って、「自分の学級ならどんな交流ができそうか」などをイメージし、具体案をその場で副籍

校の方から出しているという担任たちであった。 

副籍校の担任が「さて、どんな交流ができるでしょうか？」の問いかけを発して顔合わせの話を進めるのと「学校の

この活動なら、○○さんの好きなこと（得意なこと）が少しできるのでは？」という問いかけでは、後者の方が保護者

には交流を前向きに捉えている担任として安心感が生まれてくる。このように副籍の事前顔合わせの雰囲気は、特に保

護者にとってその後の交流の安心と期待にかなり影響を与える。今年度は中学校の顔合わせでも、後者の例が見られ、

コーディネーターとして嬉しい発見をした。ただ、まだそういった事例ばかりではないことも事実であり、このような

先駆的な事例を町田市に広げ深めていくことの必要性から、12 月に「交流及び共同学習実践報告会」を町田市教育セ

ンターで、町田市教育委員会との共催で実施した。参加者は、町田市の教員（小中学校特別支援教育コーディネーター）

と本校教員（相談支援部）、交流校の管理職、参加希望の本校の保護者、総勢 100名近くで構成された。内容として、

前半では学校間交流と副籍交流の今年度の概要や代表者による実践報告を発表し、後半では参加者と関係する学校でグ

ループ分け（9グループ）をしてグループ協議を行った。（図 1、図 2、図 3、図 4は報告会の参考資料として発表） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副籍交流に関しては、本校は（図 2）のような実施状況である。副籍交流の実施者は、本校の場合、籍を置くのみの

児童生徒を含めると、全体の９５％で、年々実施率も増えてきている。一方で、副籍交流実施者の中で、直接交流をし

ている児童・生徒は、小学部で３９％（昨年５０％）、中学部で３３％（昨年２４％）であり、昨年の傾向と比較する

と小学部は減少し、中学部は増加している。考察すると、小学部の場合、直接交流の実施者が減少するのが高学年にな

るにつれてであった。実際、副籍校の学級の様子により、かなり交流内容には差が出やすい学年になってくるので、交

流形態や連携方法には工夫が必要である。また中学部で増加した理由は、大きく 2 つある。一つは昨年の本校の小 6

は、直接交流の事例が多く地域との繋がりを持続したいという希望が多かった。二つ目は小学校の特別支援学級からの

入学生の事例の中に「地域の中学校での直接交流を当然持続したい」という希望が目立っていた。直接交流を希望する

事例にはこのような保護者の意識の違いが挙げられる。いずれにしても「本人、保護者、両校にとって、無理なく続け

られて安心できる地域での交流」を念頭に置き、現在の学校現場の様子や現状を踏まえながら、一方で「共生社会の実

図 1  学校間交流のねらいと交流校 図 2  副籍交流の人数と直接交流の割合等 



 

 

 

現・共生地域の実現」の理想に向けて後方支援を続けたい。 

具体的な方策として、「交流及び共同学習実践報告会」で報告した副籍交流カード（図 3，図 4）を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校間交流のように、本校の児童・生徒の学びの場（ホーム）での交流と違い、副籍交流は、普段と違う（アウェイ）

環境で活動する。そのため児童・生徒が少しでも見通しをもって活動が進むように、副籍交流カード（図 3）を作成し

た。 

これは（図 3）、副籍校担任と電話や FAX で連絡を取り合うときに、本校担任が内容を確認しながら作成した。交流前

に副籍校担任にカードを提示し（FAX等）、担任間のイメージを共有した。児童生徒本人に事前にカードを数回見せて、

副籍当日のスケジュールを確認した。また赤シールや花丸を「ふりかえり」の部分に副籍校の担任につけてもらう約束

をした。これらのことから本人のモチベーションも維持され、本人が副籍校で見通しをもって活動に参加し、その後の

行動の切り替えもできるようになった。このカードを保護者にも事前に確認してもらい、当日やりとりする中で、保護

者と副籍校担任との共通理解も可視化でき、保護者にとっても交流の達成感が確認された。その点で保護者の安心にも

つながり効果的であった。本校の担任が発信した形（図 3）が、実践報告会では、副籍校の担任目線で作成した場合は

どういう形になるかという案（図 4）も発表された。内容をコンパクトにしていけば、今後、直接交流の場面では重宝

されるツールの一つになり得ると考える。 

 

５ 成果と今後の課題 ～行ってきた取組を、持続可能なシステムに落とし込む～ 

センター的機能の内容は多岐にわたるため、これまでもその時々で最も大切と思われる領域を重点課題として様々な

アプローチで行ってきた。「最大で年間８０件以上行っていた幼稚園・保育園の巡回相談」「年間２回の中学校と高等学

校の連絡会の立ち上げ」「特別支援教室の制度設計とサポートルームへの年間２０回以上の巡回指導」など、他には例

のない先進的な取組を行い、成果を上げることができた。 

しかし、「特別支援教育コーディネーターが行うセンター的機能」は自由度が高く、様々な機関と連携して課題にあ

った新しい取組を立ち上げるのには適している反面、機能し始めた取組を継続させていくには不向きである。それは時

間的な加配はあるものの定数内配置のため校内体制に左右される現状があり、重点的に取り組んだ支援レベルを次年度

以降も継続できる保証が無いからである。そのため、有効な支援システムが確立されたら、早期にその業務を既存の組

織の中に移管させていく必要がある。「幼稚園・保育園の巡回相談」は平成 28年４月から施行された法律「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」の流れの中で発達支援センターへと移行した「町田市子

ども発達センター（すみれ教室）」に移管していった。「中学校と高等学校の連絡会」も学校生活支援シートの学習指導

要領への位置づけの明確化とともに教育委員会に主軸を移した。長くセンター的機能の中心であった小中学校への巡回

相談も、今後は各学校の相談機能を各校に設置されたサポートルームの担当教員が担えるように、専門性の向上などの

支援を進めていく必要がある。今まで高い評価をもらっていた活動を縮小していくのは寂しい面もあるが、当初は、自

分たちがやっていたものよりもうまくいかない面を感じたとしても、継続可能な部署を探してそちらに移していくこと

が長期的には有効である。 

特別支援学校のセンター的機能として、今の制度の中でうまく機能せずこぼれている部分に目を止め、様々な関係機

関と連携してその資源を探りながら解決策を模索していく取組を続けていければと思う。     ＜旭岡 善介＞ 

図 3 副籍交流カード（本校担任の作成・実際版） 図 4 副籍交流カード（副籍校担任の作成案） 



 


