
  漢字を読むことはできても、書くことが難しい児童生徒も、パソコ  

ンを使うことにより、自分の目で見て、適切な漢字を選びながら文章を  

作ることができます。追加・訂正がしやすいことや、鉛筆で書くより  

早くできるなどのメリットがあります。機器を操作して活動すること  

で得られる達成感も大きくなります。  

 

 

５ 学習面について 
 

Ｑ：筆記ではどのようなことに配慮したらよいですか？  

Ａ：○穴埋めプリント形式にするなど板書を少なくしてみましょう。  

・筆記に時間を費やすことが多くなると、書き写すことで精一杯になりがちです。 

          マス目の大きいものや拡大コピーしたプリントも使いやすいことがあります。  

    ・枠の中にバランスよく文字を配置するのが難しい場合は、罫線を引いたり、   

 マーカーなどでおおよその位置を示したりするといいでしょう。   

  

○紙やノートが動かないように固定しましょう。  

・ペーパーウェイトで紙を押さえたり、市販の滑り止め  

マットをノートの下に敷いたりして、紙やノートが動  

かないように固定しましょう。そうすることで、児童  

生徒が紙やノートが動くことを気にせずに、書くこと  

に集中することができます。  

     

○鉛筆やペンを使いやすいものにしましょう。  

・細い鉛筆を握ることが難しい児童生徒には、鉛筆に補  

助具を付けることで握りやすくすることができます。  

鉛筆やペンにゴムのグリップを付けて太くしたり、目  

玉クリップを付けたりすることで、握りやすくするこ  

とができます。筆圧の弱い児童生徒にはサインペンを  

使ったり、４B 以上の芯の柔らかい鉛筆を使うとよいでしょう。  

 

○パソコンなどの情報機器を積極的に利用しましょう。  

・パソコンやタブレット、トーキングエイド、デジタルカメラ、携帯電話、電子  

     辞書などの機器を活用することで、コミュニケーションが広がり、本人の意欲       

     につながります。  

    ・パソコンのキーボードカバーや様々な工夫をしたマウスなどがあります。  

    ・辞書などの厚い本を開いて、多くの情報の中から文字を探すのが難しい場合は  

     電子辞書が便利です。  

    ・観察学習などで、車椅子のため近くに行けない場合は、デジタルカメラに撮っ  

     て見せることができます。手元に画像があると写生や観察がしやすくなります。 

 

 

 

 

 

 



Ｑ：文字を読みやすくするための配慮点はありますか？ 

Ａ：○字の大きさを拡大しましょう。  

              ・教科書や市販の絵本は、文字が小さくて読みにくいことがあります。必要に応  

じて、拡大コピーをとるなどして、読みやすくしましょう。  

 

            ○スリットの付いた紙を使いましょう。  

              ・行を飛ばして読んでしまったり、読んでいる所を見  

失ってしまったりする児童生徒には、スリットの付  

いた濃い色の紙を使用すると効果的です。今読んで  

いる行にスリットを当て、順次ずらしていくことで、 

行の読み飛ばしや場所の見失いがなくなります。  

 

            ○パソコンの画面上に文章を表示させる方法もあります。  

             ・児童生徒によっては、紙に印刷された文字を読むよりは、パソコンの画面上に  

文字を表示した方が読みやすい場合もあります。  

 

    ○プリントの情報量を工夫してみましょう。  

    ・伝えたい必要な情報をできるだけ絞り、文字も大きめにします。また、色のコ  

ントラストを高めるなど、反対色を使って見やすくする工夫もあります。  

  

Ｑ：教室の環境についての配慮点はありますか？  

Ａ：○机の中の仕切りを工夫しましょう。  

     ・トレイを２つ用意し、「学校に置いていくもの」「（自  

宅に）持ち帰るもの」として分け、整理します。  

 

   ○机の近くに、かごやカラーボックスを置くと便  

利です。  

   ・右の写真のようにかごやカラーボックスを机の近く  

に置くことで荷物を自分で取り出しやすくなります。  

 

○机の周りに枠をつけてみましょう。  

・プリントや鉛筆を落とすことが少なくなります。  

 

○学習がしやすい状況や用具を工夫してみましょう。  

    ・大きな画板にプリントを固定することで紙がずれずに                

     書きやすいこともあります。  

        ・両手を使っての作業（定規で線を引く、はさみで切る  

          など）が難しい場合は片方の手の作業内容を固定する  

     と、やりやすくなることがあります。  

    ・机の上に斜めの台（書見台）を置くと、読み書きしや     

     すくなることもあります。  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：テストやプリント学習での配慮点はありますか？ 

Ａ：○テストを拡大する等、解答欄を大きくして書きやすいようにしましょう。  

   ・解答欄が小さい場合、枠内に記入しようと努力し、解答にさらに時間がかかるこ    

    とが予想されます。  

  

○問題を分けてみましょう。  

・１枚の問題用紙に４問ある場合、１枚に１～２問にするなどの  

 配慮が考えられます。  

 

○算数・数学では、計算用紙を別に渡しましょう。  

・テスト用紙の余白に計算を記入してしまい、子どもや採点者が  

 正答の式や解答が分からなくなることがあります。  

 

     ○書字が苦手な児童生徒には、テストの時間延長も考えてみましょう。  

   ・書字が苦手な児童生徒は、テストの解答を考える時間よりも、考えた答えを解答  

    欄に書くことに大部分の時間を費やしてしまいがちです。  

 

 

 

 

 

鉛筆などが転がっ

ても落ちないよう

に枠を付けました。 

身体に合わせてく

り抜いてあります。 

 本校では、通常の机

よりも幅が大きく、机

の外周に机上物落下防

止のための枠が付けら

れているものを使用し

ています。高さも様々

用意し、形態も車椅子

の形状に合わせて市販

品を加工するなどの工

夫をしています。  

理学療法士（PT）と連

携し、個々の身体に合

わせて作製。  



Ｑ：姿勢についてどんなことを配慮すればよいですか？  

Ａ：○椅子に座ったとき、姿勢が不安定になっていないか、確認しましょう。 

・場合によっては、写真のような両脇を支える椅子も有効です。特別な椅子がな  

くても、座面に滑り止めマットを敷いたり、足底がしっかり付くような足台を  

置いたりすることで、安定性を高めることができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：図工や美術では、どんなことに配慮したらよいですか？  

Ａ：○物を立体的にとらえることが難しい場合は、写真に  

  撮って見せましょう。  

     ・写生や模写をするときに、立体物を平面的にとらえて、 

紙の上に表現することが難しい児童生徒がいます。その  

場合には、対象物を写真に撮ってプリントアウトし、そ  

れを手本にすることで、平面的にとらえやすくなります。 

○筆だけでなくタンポやローラーなどを活用しましょう。  

       ・筆を使って描くことが難しい場合は、タンポやローラーなどを使うことで、表  

現が広がります。平面だけではなく、立体作品の色付けにも使えます。  

  ○はさみを使う時は、使いやすいはさみを選んだり作成したりしましょう。 

           ・いろいろな形の特殊ばさみが市販されています。店頭に並んでいなくても、カ  

タログ注文で購入することができる商品もあります。また、一般的なはさみに

少し手を加えることで、一段と使いやすくなる場合もあります。  

 

 

力の弱い児童生徒や開閉が困難な児童生徒には、このよう 

なはさみもあります（右図）。自分でできたという達成感を味   

わうことができる特殊ばさみです。カタログ注文になります。 

このほかに、粘土と市販のはさみで

作る教具もあります。作り方は簡単！

刃の片側を粘土で固定するだけです。

柄をつかみ、上下することで、自分で切ることができます。自

分の力で取り組もうとする意欲を喚起するのに効果的です。  

 

滑り止め、
背もたれ、
肘掛け付き
のいす  

 本校では、児童

一人一人の座位

のレベルに合わ

せて、椅子を選択

しています。ま

た、座位保持具

「らくちゃん」の

活用も効果的で

す。  

座位保持具  

「らくちゃん」  

（パシフィック  

サプライ製）  



Ｑ：リコーダーを演奏するときにできる工夫はありますか？ 

Ａ：○魚の目パッドを利用することで、抑えにくい音孔を、軽い力で押さえる

ことができ、演奏できる音をふやせます。  

   ・児童生徒がリコーダーを演奏する様子を観察し、  

        自分でしっかり押さえられている音孔はそのまま  

         にし、押さえにくい音孔に市販の魚の目パッドを  

         貼ることで、押さえやすくすることができます。  

 

  ○指の状態に合わせて、音孔を押さえやすい位  

置に移動できるリコーダーもあります。    

 ・このリコーダーは、使う人の指の状態に合わせて  

音孔を押さえやすい位置に移動し固定すること  

ができます。トヤマ楽器より発売されています。 

         http://www.aulos.jp/ 

 

Ｑ：体育では、どんな指導内容がありますか？ 

Ａ：○本人にとっての「体育」のねらいを考えましょう。  

    ・題材に応じて、交流学級と一緒に行うものと、学級単独で行うものを計画して  

     みましょう。  

    ・交流学級の授業の中で、本人が参加できるようにルールを変えたり、役割を工     

     夫したりしましょう。  

 

○このような種目もあります。  

例）車椅子でもできる種目   

         ・フライングディスク  

            ・ピン倒しボウリング  

            ・スポーツ吹き矢  

         ・車椅子ダンス  

            ・ボッチャ   

 

 

 

体育での工夫＜ボウリング編＞  

工夫その①  

 ピンの後方にセラピーマットを置くことで、ボールの勢い  

を吸収するとともに、跳ね返ったボールでもピンを倒すこと  

ができます。  

工夫その②  

  ボールを転がす力の弱い人は、補助板のスロープを使って  

ボールを転がすことで、ボールに勢いがつきます。また、使  

用するボールも、ボウリング用のボールにこだわらず、児童  

生徒の実態に合ったものを選びましょう。  

 

例）ルールの工夫で対応できる種目  

  ・ドッジボール  

   ・バスケットボール  

     ・卓球  

  ・野球  

  ・バドミントン  

     ・バレーボール  

 

 

 

 

http://www.aulos.jp/


体育での工夫〈野球編〉  

 

工夫その①・守備  

一般の野球のように攻撃と守備に分かれず、守備側はヒット、アウト、ホームラン

等と掲示したボードを設置し、その場所にボールを当てることで、攻撃とします。お

もちゃの野球盤のようなイメージです。  

 

 

 

 

 

 

工夫その②・攻撃  

攻撃ではカウントをとらず児童がバットにボールを当てるまで続ける、バットの太

さや重さを児童の実態に合わせて変える、試合の進行具合によって１アウトで交代す

る等、一般のルールを児童の取組の様子に合わせて変えることもできます。  

 

 

 

 

体育での工夫〈サッカー編〉  

 

 

 

 

体育での工夫＜玉入れ編＞  

握力が弱く、ボールをつかんだり、握って投げた  

りすることが困難な児童生徒もボールが投げられ  

るように補助具を使用します。腕に引っかけてひも  

を引っぱると、止め金が外れ、ゴムパチンコの原理  

でボールを飛ばすことができます。受け皿には、即  

席カップ麺の空容器を使用しています。ゴムの強弱  

でボールの飛ぶ距離を調節できます。引っぱるひも  

の先に輪投げなどを用いると、児童生徒は意欲的に  

引っぱります。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

工夫その①・ルール  

３人１組でチームを編成。ゲームに出られるチームの人数は  

   ２人まで。選手交代は自由。ゴール前では、人が集まりすぎる  

   のを防ぐため、赤線の内側にシュートする人や守る人も進入禁  

   止のエリアを設定します。  

 

工夫その②・ボール  

車椅子からも見えやすいように、通常のサッカーボール  

よりも大きいボールを使用します。  

 

工夫③・足カバー  

足を保護するために、生徒一人一人に専用の足カバー  

を段ボールで製作します。  



体育での工夫〈シッティングバレー編〉  
 

 

工夫その①・用具  

 ボールが通るくらいの高さにネットを張る。  

 コートを板で囲う。  

  

  工夫その②・ルール  

   ネット下を通して相手チームへボールを転がす。  

   囲いの板に点数が付いていて、ボールが当たると  

  得点になる。味方とのパスミスで板にボールが当  

  たった場合も相手の得点となる。  

   チーム内で２回パスすること。※転がして  

   （レシーブ、トス、アタック）  

   寝た姿勢でもＯＫ！体のどこに触れてもよい。  

   ゲームに出られるチームの人数は３名。  

   １ゲーム１０分間。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※手術後など特別な配慮が必要な場合は、どの程度の動きなら可能か、医師の許可が       

      必要なこともあります。  

 



はありますか？  

Q： コンピュータやラジカセなどの操作が自分の力でできる方法  

 

A：アシスティブテクノロジー（AT）を活用して可能になることがあります。  

 

「やってみたい」思いを実現するためのアイデアが研究され、蓄積されつつあります。

それがアシスティブテクノロジーです。福祉機器の業者から発売されている製品もありま

すし、ちょっとの工夫や改造で使えるものもあります。手の動きだけでなく、まばたきや、

筋肉の動きを感知して入力できるスイッチもあります。ユニバーサルデザインの考え方か

ら多くのアイデアが生まれています。  

 

【特別支援教育で活用されている AT の分類（主に電子機器に関するもの）】  

機器、教材教具  用  途  

コンピュータを用いた AT 

（コンピュータにスイッチ入力

を行うものも含む）  

・コンピュータ等の機器を用いたコミュニケーション  

（代替手段、ビデオチャット機能による交流学習）  

・ソフトを用いた各教科、領域の学習  

・デジタル絵本の学習  

・原因 —結果の学習  

スイッチトイや、電子部品を用

いた教材教具  

・原因 —結果の学習  

・CD や TV のリモコン操作、デジカメ撮影、楽器演奏  

 電子玩具操作等  

 

〈パソコンの入力〉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウスのクリックがしづらい場合は、USB スイッチインターフェイスを使用することで、

様々なスイッチを使うことができるようになります。また、クリックだけでよい場合は、

マウスを改造して、普段使用しているスイッチでクリック動作ができるようにします。  

また、両手を使ったパソコンのキーボード入力よりも、親指での入力が得意な場合は、  

リモコン型の入力デバイスが有効な場合があります。  

 

 

 

USB スイッチインターフェイス  棒スイッチをつないだマウス  



ジェリービーンスイッチ 

上面を押すと ON 

その他、通常のキー入力が難しい児童生徒のために、次のような補助具や入力スイッチ

もあります。  

 

 

○入力を支援する補助具  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フイルムケーススイッチ  

タイピングエイド  

指での入力が困難な場合に  
ストリングスイッチ  

ひもを引くと ON 

リモコン型入力デバイス 
キーガード  

同時に他のキーを押すのを防ぐ  



 

〈実践例  スイッチオンで、朝の歌を流そう！〉  

CD プレーヤーのリモコンの再生信号を

学習リモコンに記憶させることによって、

係活動として、朝の歌の CD を再生するこ

とが可能になります。写真では、学習リモ

コンに棒スイッチをつないでいますが、児

童生徒の得意なスイッチに付け替えること

ができます。  

通常の学習リモコンを使う際には、スイ

ッチをつなぐための改造が必要となります。

スイッチ用の製品版も発売されてます。  

CD 再生の他に、遊具の操作、テレビの    

チャンネル切り替えや、扇風機、エアコンのスイッチまで、リモコンが学習できる信号

であれば、活用の幅はもっと広げられそうです。  

 

 

・最近ではタブレット型ＰＣも注目されています。キーボードで押した言葉を音声で再生

してくれるアプリケーションをインストールすることで、ＶＯＣＡのように使用でき、

コミュニケーションスキルとして活用できます。  

 

 

Q：スイッチ教材にはどんなものがありますか？  

Ａ：いろいろなものが開発されています。  

 

 BD アダプターを既製のおもちゃや電子機器の電池ボッ

クスにつなぐことで、自分の得意なスイッチで動かすこと

が可能となります。  

 また、マイクロスイッチと既製のキットを組み合わせて

簡単な VOCA を製作することもできます。スイッチには

面が大きいものや、棒状のもの、握るタイプのもの、振動

を感知するタイプのものなど、たくさんのものがあります。 

 自分の力で、遊具や電子機器が思い通りに動いたり、友達や大人との関わりが生まれた  

りするのは嬉しいことです。   



  VOCA とは、Voice Output Communication Aids の略で、音声出力型のコミュニケ

ーション装置のことをいいます。ビッグマックやメッセージメイトなど、児童生徒のコミュ

ニケーションの目標に応じた様々な機器がメーカーから発売されています。ただし、その価

格が１万円台から数十万円までと、気軽に試せないために導入に踏み切るのには大きな壁が

あります。ところが、機能が限定されたものなら、千円未満で部品を購入して作ることがで

きます。ここでは、ＣＤケースを使って製作できる CDVOCA（シーディーヴォカ）の作り

方を紹介します。 

 

●CDVOCA の作り方（材料費１０００円未満） 

（１）「１０秒ボイスレコーダーキット」再生用のス 

 イッチを、CD ケースを閉じる蓋を押すこと 

で入力できるように小型のスイッチ（タクト 

スイッチ）に取り換える（半田付け）。 

（２）CD ケースにボイスレコーダーを両面テープ 

で接着する。タクトスイッチは、CD ケース 

に触れた際に入力できるようにケースの厚み 

のある部分に接着する（グルーガンがおすす 

め）。 

（３）音声にあった写真や絵を CD ジャケットの様 

式で作成し、ケースに入れる。 

 

最近では、タブレット型ＰＣにインストールしてＶＯＣＡのように使えるアプリケーシ 

ョンソフトも開発されています。それらの中には、有料でダウンロードするものもありま 

すが、ＶＯＣＡを必要としている児童生徒の実態に合ったものを探して活用してみるのも  

良いかと思います。 

 

トーキングエイド型アプリの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   メッセージメイト型アプリの例 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q：離れた場所にいる友達と交流することはできますか？  

Ａ：ＩＣＴを活用する交流もあります。 

 

 ICT（Information and Communication Technology）を活用することで PC 画面を

通じた交流が全国で行われています。モバイルパソコン、タブレット型ＰＣおよびデータ

カード、モバイルルーター等を使うことで、通信圏内であればどこでもインターネットに

つながった PC を通して交流ができます。 

 

○ＩＣＴの実践活用  

「ハローネット通信」～タブレット型ＰＣを活用した交流～   

                                

訪問・院内学級に在籍する児童生徒は、各家庭や病院・療育施設の病室が学習の場とな

ります。課題としては、訪問・院内学級のどちらの児童生徒も、生活や活動範囲に制限が

あることや、教師とのマンツーマン指導が主となり、同学年や同世代の児童生徒と関わる

機会が少ないことがあげられます。 

タブレット型ＰＣ（２台）、モバイル Wi-Fi ルーター（２台）を準備し、インターネッ

トがどこでもつながる環境を整備しました。ネット回線とテレビ電話サービスアプリケー

ションを活用することで、家庭と学校、病室と学校、病室と病室をつなぎ、同じ授業に参

加したり、交流活動をしたりできます。この活動を通して、同年代や同世代との関わりが

更に広がることが期待されます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ハローネット通信・・・パソコンやタブレット端末の、インターネットテレビ電話サー 

ビスを利用した双方向の通信（本校独自の名称） 

 

 

○参考文献、参考サイト 

〈参考文献〉 

「肢体不自由のある子どもの教科指導Ｑ＆Ａ 

    ～「見えにくさ・とらえにくさ」をふまえた確かな実践～」  

              筑波大学附属桐が丘特別支援学校著 ジアース教育新社 

「特別支援教育における AT を活用したコミュニケーション支援」  

                        金森克浩編著 ジアース教育新社 

〈アシスティブテクノロジー関係〉 

マジカルトイボックス   http://www.magicaltoybox.org/ 

通信中 

 学校と訪問学級生徒の家庭と通信中。この日は、お互いに好きなものや、今よ

く見ているテレビ番組などを紹介し合いました。同じ時間に同じ活動をして過ご

すことができ、とても充実した学習になりました。 

http://www.magicaltoybox.org/

