
 

 

 

 

 

 

１はじめに 

 激動する社会において教育の世界でも様々な価値観

を持った保護者と円滑に連携していく必要に迫られて

いる。特別支援教育においてもインクルーシブシステ

ムの導入に向けて、徐々にではあるが実践研究の段階

に入りつつある。しかし、ここで立ち止まって考えた

いことの一つに『不易流行』がある。どんなに時代が

変わり、人々の価値観が変わろうとも変わらないもの

いや変えてはならないものが教育技術の中にもあると

考える。 

 本稿は、教育の先人が大切にしてきた、チーム体制

で一丸となって課題解決に取り組んだ一実践である。   

具体的には、小学校の情緒・自閉症学級に在籍する

4 年生たくちゃん（仮名）への管理職（臨床心理士）、

担任、音楽専科、6 年生の子どもたちによるチーム支

援の一端を紹介するものである。 

 

２＜本児、たくちゃんの紹介＞ 

本児は小学校 4 年生男子（仮名：たくちゃん）、乳

児健診時に自閉症と診断され、小学校入学から本学級

に在籍している。とてもひとなつっこい。発語はほと

んどない状態であるが、1、２年生の教科内容は理解

していた。教師の質問には指で答えを指していた。文

字はなぞり書き程度で、自分の思いを文章化すること

は難しい。 

 儀式行動として、始業のチャイムと同時に筆者（当

時は教頭）の腕時計のガラス部分を 2－3 回人差し指

でなでた後、職員室のたなを見て、移動していたテー

プカッターや物品をもと通りにしてから教室に戻る。 

筆者「たくちゃん、おはよう」たくちゃん「あーー」 

筆者「ありがとう」こんな毎日が続いていた。 

家族は、父、母、妹（3歳）、二か月後に誕生予定の

赤ちゃん。父は関東へ単身赴任中で一か月に 1－２回

程度家族と過ごす。子煩悩ではあるが、仕事が忙しく

家族とともに過ごす時間は現状で筒いっぱいとのこと。 

 母親は控えめではあるが、たくちゃんをいつもやさ

しい眼差しでみてくれ、学校にも協力的である。 

 

 

 

 

 

 

３ 支援の概要 

(1) 現 況 

 たくちゃんにとってこれから先、どんな力が生きる 

力となるのだろうか。今、学校教育で何ができるのだ

ろうか。学校で学んだ成果を目に見える形で残してあ

げたい。また、母親一人で孤軍奮闘している子育てで、

筒いっぱいがんばっている状況は、もうすぐ出産を控

え、限界が見えている。焦る気持ちと現実の狭間で悩

む日々が続いた。ちょうど、懇談会があったので、担

任から母親に、これから先の不安や支援が得られそう

な親族や友人の有無について聞いてもらった。母親の

実母は電車で 2 時間ほど離れたところに住んでいる。

仕事を持っていることもあり頻繁に来てもらうことは

難しいし、実母が長時間滞在すると、お互いに感情的

になってしまうことなどが話された。母親の実母も孫

たちがかわいい気持ちはあるが、母親と口論になって

しまうことが多いので、滅多に来ないとのことだった。 

 

(2) 支援の着地点とターゲットスキル 

 一般的に個別計画には対象となる子どもにのみ焦点

を当てた計画が多い。しかし、子どもに関わる時間が

一番多いのは家族である。本実践においてもたくちゃ

んのリソースとなる家族を、自然な形でどのように巻

き込んでいくか話し合いを持った。 

そこでまず、母親が心のエネルギーを充電しつつ本

児に関わる方策を着地点とした。 

 次に、遠方に住む祖母が本児を愛おしくてたまらな

い、会いたい感情を持ってもらえるような行動を本児

に獲得させることに設定した。具体的には、後述する

がなかよし学級のミニコンサートを参観に来ていただ

く際、母親が電話で祖母とアポをとる。その横で本児

は待つ。祖母が「うん、いくよ」と言った瞬間に本児

と電話を代わり、「あーとー」 と発語するのである。

祖母はまさか、自閉症の愛する孫からお礼の言葉が聞

けるなんて夢にも思わない。この孫のためなら何かし

てあげたい。そう思ってほしいというのが実践の願い

でもある。出産を控えた母親にとっても、息子の成長

「受けるより、与える方が幸い」を実践できる子どもの育成 
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は大きな励みとなるだろうし、単身赴任の父親も今よ

りさらに、電話をしてきたくなるかもしれない。この

家族の関係性の循環を円滑にするのも大きな目的なの

である。 

 

４ スモールステップ 

(1) スモールステップ概観 

めざすゴールは、はるかかなたに思えるだろうし、

支援者にとっても具体策がイメージしにくい。そこで、

遠い到達点ではなく、3 本先の電柱を小さなゴールと

してイメージし、スモールステップの考え方を生かす

ことにした。その都度リソースチーム（本児にとって、

より教育効果が高いメンバー）で作戦会議を行うこと

で、無理のない行動目標で、かつ支援者にとっては、

達成感を味わえるよう配慮した。つまり、大きな目標

ではなく、ちょっと努力すればできる行動目標を設定

し、うまくいかないときは、目標レベルを下げ、うま

く定着すれば次の小さなゴールを設定しようとした。 

(2) リソースチームを編成 

 昨今、特に小学校では、担任が課題を抱え込んでし

まい、有効な解決策を見いだせないまま、保護者や児

童との関係性が悪化していく傾向が多い。今回、管理

職（臨床心理士）、担任、介助員、音楽専科、さらに、

6 年生の音楽委員会の有志が、それぞれ役割分担しな

がら、情報交換してチームで課題解決する楽しさも味

わうことができるように編成した。その役割の主なも

のとして、 

担任：保護者との連絡、相談、全職員への啓発 

介助員：観察記録 

音楽専科：本児がリズム運動を好むタイプだったので、

ワークの前の体ほぐし、ワークの後の楽器演奏、選曲、

楽器指導 

6 年生の音楽委員会の有志：ピアサポートの手法を一

部取り入れることで、6 年生には自分も役に立ててい

る、活躍する場所があるという自己有用感を高めるこ

とでき、本児にとって同級生の交流学級児童だけでは

なく、広く他学年のお兄さん、お姉さんにやさしくし

てもらえることで、心地よい時間を過ごすことができ

るだろうと考えた。6年生児童9人の役割としては、

本児を含んで仲良し学級（特別支援学級）6 人が、ミ

ニコンサートをするお手伝いをしてもらった。 

管理職（臨床心理士）：着地点までのスモールステッ

プのデザインや作戦会議での各構成員へのコンプリメ

ント（賞賛）、保護者とのカウンセリング等 

(3) Small stepの実際 

 ロジャーズの来談者中心療法や、精神分析とはちが

い、行動療法の領域に入る心理療法の一つである。 

心に潜む課題を探し当て、どう対処していくかではな

く、クライエンントに定着している学習方法を小さな

ゴールを一つひとつ解決していくことで、最終の望ま

しいあるいは、クライエントにとって幸せへと結びつ

く行動を会得させようとするものである。 

 本児の場合、9歳ではあるが、発語に関しては3歳

から目に見えた成長はみられない。「あー」という一語

が精いっぱいで、周りの大人がノンバーバルを読み取

り、感情を理解しようとしてきた。これからの本児の

ためには、バーバルコミュニケーションスキルを身に

つける必要を感じていた。それは、特別支援学級に在

籍する児童の場合、低学年の時は、他の学級・学年の

仲間から「○○ちゃん」と愛称で呼ばれるが、高学年

になって体も大きくなるにも関わらず、行動面では幼

く見える。このギャップは低学年からみると、「こわい」

とか「変わった人」というまちがったレッテル貼りに

なってしまうこともある。 

 本児に二語を獲得させ、そこを手掛かりに三語、四

語と広げていこうとすることが本実践のねらいである。 

 さらに、周りの支援者にとってもしっかりとゴール

を共有して、小さなゴールをクリアしていく意識づけ

が必要だと考えた。そこで、ピアサポート活動の手法

を取り入れて、6 年生の音楽委員会有志が特別支援学

級児童 6 名に楽器の演奏を支援、指導することで、6

年生には、自己有用感を育み、特別支援学級児童には

頼りになるお兄ちゃん、お姉ちゃんが学校にいるとい

う安心感を持てるようになることを願った。 

 

Small step 1 

本児の好きな飴（イチゴミルク）一つを両手のどち

らかの拳に入れて、「たくちゃん、どっち？」本児は指

さしながら、「あー」（こっち）と言う。⇒コンプリメ

ント（賞賛） 

これを 7－8 回繰り返し、ご褒美（トークンエコノ

ミー）として飴を一つあげる。そのとき、ありがとう

にかわる言葉と行動⇒「あー」といって頭をさげる練

習をする。このお礼の行動は家庭でも何度も学習して

いたようで、比較的短時間でできるようになった。 

 



Small step ２ 

10センチ四方の箱の中の一方に飴を入れる。入れる

数は、毎回変えるが片手で表現できる数に限定する。 

「たくちゃん、どっちの箱に入ってる？」「あー」（こ

っち）筆者「当たりました！ではいくつ入ってるか当

てましょう」と言って箱をふる。片手で２、３、と表

現させ、当たると拍手。７－８回のセッション後ご褒

美。 

 筆者との関係性でできるようになると、担任と代わ

り、担任ができるようになると介助員と代わる。この

ように指導者が代わってもできるように、何度も「で

きた⇒ほめられた」経験を積ませる。 

学習の後は、音楽専科の時間が空いているときに、

緊張ほぐしと楽器の練習をする。やがて、二時間目の

後の長い休み時間には、6 年生の音楽委員会の有志が

嬉々としてやってくる。ボンゴ、鍵盤ハーモニカ、か

小太鼓など特別支援学級6人が得意とする楽器を6年

生が支援する。何とも微笑ましい時間なのである。ど

ちらの子どもにとっても温かい心の交流のひとときと

なっている様子を見ることが、わたしたち教師にとっ

て最高の喜びの時間となった。 

Small step ３ 

さあ、いよいよ「あーとー」にチャレンジする日が

やってた。本児のメンタル、体調の良い日を選び、実

施。いつもの箱の片方に10個の飴を入れる。 

「たくちゃん、どっち」「あー」ここまではいつも通り。

「あたりーー！いくつ入っている？」いままでは片手

で表現することで可能だったが両手での表現は学習し

ていない。戸惑っている本児の目の前に飴を置き、筆

者が一つずつ声を出して数える。「ひとつ、ふたつ、み

っつ･････とー」最後の「とー」だけ一緒に声を出すト

レーニングに没頭した。口をとがらせた口形を獲得す

るのにはかなり時間を要した。しかし、やり遂げると

飴が待っていると思ったのか、モチベーションは比較

的高いように感じた。数週間後、「とー」をマスターし

た 

この発語に意味を持たせることができて初めて成功

と言えるので、大好きな飴をもらったあと、「あーとー」

逆に本児に教師が落とした文具などを拾ってもらった

ときには、教師が「あーとー」。6年生との音楽交流で、

6年生の指示が通れば6年生から「あーとー」うまく

いけば、本児から 6 年生に「あーとー」。笑顔の交流

の渦は瞬く間に広がっていった。 

Small step ４ 

 いよいよ電話トレーニング。おもちゃの電話で教師

の横にたくちゃんがすわり、教師と介助員が電話やり

とりをした。最後にたくちゃんが「あーとー」 

を入れる。もっと時間がかかると想像していたが、存

外、「あーとー」が心地よい言葉として認知されていた

ようで、スムーズに言うことができた。6 年生の優し

い言葉かけの影響は大きいと言える。 

Small step ５ 

 母親と担任がおもちゃの電話でやりとりし、本児が

最後に「あーとー」を入れる練習。母親にはミニコン

サートおさそいのシナリオを渡しておき、本児が同じ

場面で同じ言葉を言えるよう配慮した。 

Small step ６ 

 このトレーニングと並行してミニコンサートの練習

にも力を入れた。幸い6年生有志が毎日来室してくれ

たので、仲良し学級の子どもたちも大喜びだった。子

ども同士の結びつきって今更ながら大切だと実感させ

られた。6年生にとってなついてくれている下級生は、

とても大切な存在になっていたし、自分たちが役に立

っているという確かな実感が演奏という目に見える形

で味わえるのである。 

 仲良し学級の子どもたちにとっても、いつもそばに

いる教師や介助員よりも休み時間とともに、満面の笑

顔で来てくれる6年生のお兄ちゃん、お姉ちゃんは大

歓迎なのである。目には見えないけれど、だれもが確

かな絆を感じることができた。このやり取りの中で、

たくちゃんは、お気に入りのお兄ちゃんに「あーとー」

が言えるようになっていた。この言葉は、確かに意味

のある心から出たメッセージだということが何よりも

大切なことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6年生児童との作戦会議 



リハーサル 

6年生「そうそう！上手！その調子！」「トントン」

と肩に触れて合図すると、うまくいったよ。 

Small step ７ 

 ミニコンサートの日時も決まり、いよいよおばあち

ゃんに連絡する日が来た。ご自宅から祖母宅へ電話す

る方法もあったが、サプライズの成功率を上げる目的

で、慣れた教室から電話することにした。母親も緊張

していたが、シナリオを読み返しては、うなずきなが

ら本児をなでていた。 

 本番！母「お母さん、○月○日○時にたくちゃんが

ミニコンサートでボンゴをするんだけど、観に来れ

る？」祖母「へえーたくちゃん、がんばってるやん。

うん、いくよ。」ここからです！母親の手は震えていま

した。たくちゃんがあの言葉が言えるかどうか・・・ 

「あっ、おかあさん、ちょっと待ってね。たくちゃん

が電話代わりたいって・・・・」「・・・・あーとー・・・」 

何ともいえない心地よい沈黙の時間が教室中に充満

しました。電話の向こうでおばあちゃんのおどろき、

よろこび、胸が熱くなって涙がこぼれている様子をだ

れも疑う者などいません。」母親が「おかあさん、たく

がね。お話できるようになってきたのよ。」おばあちゃ

んは声が出ず、ただ泣いておられたようです。 

 

５ ピアサポート活動 

実践校には数年前から、高学年有志が特別支援学級

と器楽演奏を通して関わる素地ができていた。高学年

児童と特別支援学級児童の合同演奏会を年２回、七夕

コンサートとクリスマスコンサートと題して、業間の

休み時間を利用し、練習や発表の時間に当てていた。 

 異年齢集団活動とピアサポートの大きな違いは、ト

レーニングから個々人のプランニングつまり、自分が

ちょっと努力したら達成できることを大切にしながら

進める点です。トレーナーである筆者が特に配慮した

ことは、サポーターに直接関わる、音楽専科、特別支

援学級担任に、トレーニングで用いるエクササイズの

意味や個々人のプランニングへのほめ方等、心理教育

の支援をすることでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ミニコンサートでは、大好きなお兄ちゃんが、本児

の肩をかるくたたきながらリズムをとっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ おわりに 

おばあちゃんは、持ってきたカメラで撮影すること

も忘れ、たくちゃんをじっと見守っていました。 

 それからというもの、2 時間も電車に乗ってたくち

ゃん一家を支え続けてくれました。また、お父さんも

電話の回数が格段に増え、たくちゃん「あーとー」は

父親にとっても言葉に表せないご褒美となったのです。 

 何よりも、本児たくちゃんがこの二語の発語から、

他の二語を獲得して、5 年生に進級する頃には、単語

をはっきりとした口形で発語できるようになったこと

である。自閉症というハンディがあるから～できない

のではない。小さなゴールに向けて職員が良きチーム

となって取り組むことで、多方面の知恵、ネットワー

クを生かしながら子どもを支援することができるとい

う良い例を見ることができた。この喜びこそが教師に

とって最高の報酬といえるのではないだろうか。 

 

 

 

 

ピアサポートのトレーニング 新聞タワー 

【感想】笑顔って大事。ジェスチャーや表情でも気持

ちは伝わるんだね。 

 

 


