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島根県立盲学校研究発表

研究主題

『互いに認め合い、他者とよりよく関わり合うことのできる児童生徒の育成』
各研究グループサブテーマ

【小学部】

「よりよい仲間づくりをめざした、子ども相互の関わりの拡がる学習の工夫」

【中学部・高等部普通科】

「自己や他者への理解を深め、進んで社会参加をしていく意欲と能力を高める」

【理療科】

「よりよい患者対応をめざしたコミュニケーション力を高める学習」

【寄宿舎】

「生きる力をはぐくみ、豊かな生活をめざして」

１ 本校の特色や学校をとりまく地域の教育的環境
県内唯一の視覚障がい教育の特別支援学校である。小学部、中学部、高等部本科普通科、高等部本

科保健理療科、高等部専攻科保健理療科、高等部専攻科理療科を設置している。児童生徒数は、ここ

数年間、２０名から２８名の範囲で推移している。平成２５年度は、２４名であり、小学部３年生か

ら高等部専攻科の６０歳代まで、幅広い年齢層の児童生徒が在籍している。

児童生徒の視覚障がいの状態は様々であり、他の障がいを併せ有する者もおり、障がいの多様化、

重複化が進む傾向にある。また、出身地は県内全域及び隣県にまたがって広範囲であり、児童生徒の

半数は寄宿舎生である。

校舎は、宍道湖北側を走る国道４３１号線を少し入った所にあり、宍道湖が一望できる自然豊かな

環境の中に位置する。近隣には、小学部や中学部の児童生徒が交流する小・中学校がある。

２ 研究の概要
（１） 研究主題のとらえ

“互いに認め合い”とは？

互いの違いを知り、互いの思いや願いを受け止めながら、互いの良さを認め合うこと。

“他者”とは？

児童生徒、教職員、保護者、外来患者等。

“よりよく関わり合う”とは？

自己の個性と能力を十分発揮し、一人一人の思いや願いを大切にし合い、他者と力を合わせ、

共に高め合い、共に生きていくこと。

（２） 研究主題を設定した理由

障がいの状態や生活経験の違いなどから、児童生徒の相互理解が難しい面がある。また、少人

数のため人間関係が固定化する傾向が見られる。そのため、うまく人間関係を築くことができな

い生徒もいる。学部・学科が異なる児童生徒についても、全教員が情報を共有し、共通理解をは

かりながら、組織的・継続的な支援を推し進めていく必要がある。児童生徒のみならず視覚障が

いを有する教職員がいる学校として、人権尊重の理念は常に持ち続けなければならない。

このような本校の実態と課題から、次のことが重要であると考えた。

① 児童生徒が互いに、また周囲の人たちとの関わり合いを密にし、その関わり合いの中で互い

の違いを知り、認め、互いを理解すること。そして、自分の大切さと共に他の人の大切さを認

め、共に生き、共に高め合いながら、伸びて行くこと。

② 児童生徒が人権について学び、理解し、それらが日々の生活の中で態度や行動に現れるよう

指導・支援の改善を図ること。

③ 学校の教育活動全体の中で、各教科等の特性に応じ、実態に即した教育活動の充実を図りな

がら、人権を尊び、支え合い、助け合う、人権尊重の精神の基盤を培うこと。
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以上の３点を踏まえ、本研究主題を設定した。

各研究グループサブテーマ設定の理由は、下記の通りである。

【小学部】

小学部は、２３年度は４名の児童が在籍していた。２４年度は３名の児童が在籍している。視

力は、全盲、光覚、弱視と様々な実態である。児童たちは発達の遅れをあわせ有しており、日常

生活において様々な場面で支援を必要とする。コミュニケーションに関しては、こちらの言葉が

けに対して、大人の会話を模倣したり、決まったパターンを用いたり、選択肢に発声で応えたり

するなど、相手の意図を受け止めたり、自分の考えを伝えたりすることが難しい傾向にある。

小学部では、児童一人一人の個性と能力を伸ばし、児童相互のかかわり合う場として、集団に

よる学習の場である「合同学習」を設定してきた。その中で、児童は、周囲の友だちを少しずつ

意識できるようになり、自分を主張したり関わろうとしたり、友だちと一緒に楽しく過ごしたり

する姿が見られるようになってきた。

そこで、２４年度は、これまでの取組をふまえ、対象とする学習の場を「わくわくタイム」（生

活単元学習）とし、児童の一人一人の実態をふまえて、学習内容や方法、教材の工夫を図り、さ

らに活動の共有化を図るために児童相互をつなぐ教員の働きかけなどの支援の充実を図ることと

した。

これらの取組により、児童一人一人のコミュニケーション力を育てると共に、友だちと一緒に

自己の個性や能力を発揮できる集団の中で、共に活動する楽しさを味わい、お互いの存在を認め

合うことができる「仲間づくり」をめざし、本サブテーマを設定した。

【中学部・高等部普通科】

中学部や高等部普通科は、これまでに培った力を基盤に、社会的・職業的自立に向け、さらに

必要な能力や態度を育成する時期にある。生徒はこれまでの学習を通して力を伸ばしてきている

が、個々の生徒の実態を振り返った時に、「自己理解が不十分な面がある」「他者に思いを巡らせ

にくい面がある」「人の話を聞いたり、自分の気持ちを伝えたりすることが苦手な面がある」「周

囲の状況や社会に対しての意識が乏しい面がある」などの共通する課題が浮かび上がった。

そこで、本校の研究主題にある「互いに認め合い、他者とよりよく関わり合うことのできる児

童生徒の育成」を受けて、中学部・高等部普通科においては、「自分の良さや課題に気づく」「他

者を意識したり良さを認めたりする」「自分の気持ち、思い、願い等をわかりやすく表現する」「他

者の話を聞いたり、他者の思いを受け止めたりする」「自分を取り巻く環境や社会に対して関心を

持ち、積極的に社会参加をしようとする」ことができるように指導していくことが必要であると

考えた。以上の視点から、本サブテーマを設定した。

【理療科】

理療科生徒の年齢は、１８歳から６０歳代と幅広く、学歴、職歴、生活経験、視覚の状況等、その実

態は様々である。あん摩マッサージ指圧師（以下、あマ指師と記す）や鍼師・灸師（以下、鍼灸師と記

す）の国家資格取得をめざし、卒業後は治療院や老人福祉施設で働く者が多い。

あマ指師や鍼灸師として働くためには、国家資格の取得が必須なため、授業では、膨大な知識の習得

と実技の実習に大半の時間を費やしている。そのため、生徒同士の関わりが少なく、互いに意見を言い

合ったり、助け合ったりという場面が持ちにくい状況にある。

また、理療科生徒は、視覚障がいゆえに、理療の道を選ばざるを得なかった者がほとんである。入学

後であっても自分の状況を受け入れ、あマ指師・鍼灸師として働いていこうと決意するには時間を要す

る。自分の状況を受け入れられていない生徒は自身のことで精一杯で、周囲へ配慮したり、関係を顧み

たりする余裕がない。

生徒の様子から、教員が考える課題として、次の２点が挙げられた。

・ 人権に対する知識に大きな個人差が有り、学習する機会も少ない。

・ 校内であってもうまくコミュニケーションがとれず、誤解やすれ違いが起こることがある。

生徒は２年生になると臨床実習が始まり、実際に外来の患者さんに施術を行う。患者さんの症状や要

望を聞き、施術内容を決め、患者さんに納得してもらったうえで施術を行わなければならない。しかし、

意思疎通がうまくいかないと患者さんは満足感が得られず、２度と来校してもらえなくなる。この患者

対応の部分は、今まで指導にあまり時間を裂くことができなかった部分でもある。

そこで今回の研究では、施術者となった時に必要となる内容を人権教育と結びつけていくことが有効
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であると考えた。アサーションの考え方やアサーティブなものの言い方を学習することにより、コミュ

ニケーション能力が向上し、それを臨床実習に応用することで、よりよい患者対応ができるようになる

のではないかと考え、本サブテーマを設定した。

【寄宿舎】

寄宿舎生（以下、舎生と記す）同士は、それぞれの生活の中で緩やかに関わりを持っている。

しかし、自己中心的な言動をとってしまったり、不適切とみられる言動をとってしまったりした

ために、トラブルを起こしてしまう舎生もいる。また、他者の言動に影響されてしまう舎生もい

る。これは、自己理解や自分の行動を振り返る姿勢、ソーシャルスキル等の乏しさから、本来持

っている良さが充分に発揮されにくく、また、他者にも理解されていないためと思われる。

今後、社会参加をしていく舎生にとって、よりよいコミュニケーション能力を身につけていく

ことが必要である。また、安定した人とのつながりを実感し、自己理解や自己肯定感につなげて

いく必要がある。

寄宿舎という集団生活の中で自分の居場所をみつけ、自己肯定感をはぐくみ、現在の寄宿舎生

活や将来の生活をより豊かにしてほしい。そのための支援を行いたいと考え、本サブテーマを設

定した。

（３） 研究の重点・特色

ア 校内一体となった取組（教職員全員の共通理解及び保護者との連携のもと取り組んだ。）

イ 児童生徒一人一人の実態や課題に応じた指導・支援（「個別の指導計画」（学校）、「個別の生

活支援計画」（寄宿舎）に基づいた、個に応じた指導・支援を基盤にしながら、できる限り集団

活動を通した指導・支援を実施した。）

ウ 体験活動の充実（現場実習、臨床実習等を、人権・同和教育の視点から捉え直した。）

エ 保護者との連携、保護者への情報発信（保護者主体による「平成２４・２５年度人権・同和

教育『ＰＴＡ活動』育成事業」と連携を図りながら、研究・研修を推進した。また、保護者へ

の情報発信（広報誌の発行等）や啓発（ＰＴＡ研修会の実施など）に努めた。）

（４） 組織及び推進体制

ア 推進体制（小学部、中学部・高等部普通科、理療科、寄宿舎を基本グループとした。）

イ その他関係機関の概要（医療機関、福祉関係機関との連携、地域への啓発に努めた。）

ウ 組織及び推進体制構築に当たって特に留意した点等（「人権・同和教育推進委員会」の構成メ

ンバーや体制を改変し、人権・同和教育にかかわる研究や研修の企画等の流れを明確化した。）

３ 研究の経過及び内容
（１） 小学部グループの実践

ア はじめに

合同学習の中の「わくわくタイム」（生活単元学習）に焦点を当て、「仲間づくり」の理念に基

づき、一人一人の「めざす姿」を設定し、共通理解しながら取り組んできた。

イ 実践の方針

（ア） 評価項目の設定

「めざす姿」を実現するための具体的な目標である評価項目を設定し、事前の指導案審議

において、教員間で共通理解を図った。また、授業後に評価項目に沿った評価を行った。児

童の変容等によっては年度途中でも見直していった。

（イ） 授業分析

授業のビデオを見ながらグループ全員の教員で授業分析を行っていった。

ウ 学習の工夫

よりよい仲間づくりをめざし、関わりの拡がる学習の工夫について、以下のように考えた。

（ア） 学習の内容

ａ 児童の興味関心が高く発達課題に応じた題材

ｂ 児童がイメージしやすい日常生活と関連させた内容

ｃ 一定した学習展開により、見通しがもちやすく主体的に関わりやすい内容

ｄ 一人一人が注目を浴びる場面や友だちとふれあう場面を設け、活動での児童の役割や順

番を明確化し、意識づけを図る内容
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（イ） 学習の方法

ａ 教員や友だちの存在を確認し、共同で取り組んでいることが意識しやすい場の設定

ｂ 学習への集中や友だちの言動を意識しやすい児童の座席配置や順番、教材提示位置やＭ

Ｔの位置への配慮

ｃ 様々な感覚を活用して確認するための時間の保障

（ウ） 教員の働きかけ

ａ 周囲の状況がわかりやすい伝え方（内容、スピード、量、声の大きさなど）

ｂ 児童自らの言葉や動きを引き出したり待ったりする姿勢

ｃ 児童の意図や気持ちをくみとった言葉がけや言葉を補う働きかけ

エ 一年次（２４年度）の実践

（ア） 年間の主な活動

「わくわくタイム」では、季節や行事を中心とした単元を行い、他学部との合同学習も行

った。誕生会をしよう、お楽しみパーティをしよう等を実施した。

（イ） 成果

周りの友だちへの意識や集団への所属欲求が高まり、活動への期待が増し、友だちへの働

きかけが増えていった。 そして、自分を主張したり、自分から関わろうとしたりする姿が見

られるなど、コミュニケーションの力が少しずつ伸びていった。

（ウ） 課題

ａ コミュニケーションの力の向上

児童の音声言語を中心としたコミュニケーションでは、教員の促しによる決まったパター

ンでの相互のやりとりは身につけてきた。しかし、双方向的なやりとりには至らず、会話が

成立しにくい傾向が依然見られた。これまでのやりとりパターンを拡げていく教員の働きか

け、言葉の概念形成や他者を意識した話し方や聞き方等のスキル等を身につけることが課題

となった。

ｂ 長期的な見通しをもった、集団学習の推進

小学部の児童数は減少傾向にある。集団学習を保障するためには、他学部との合同学習を

年間を通して計画し、取り組むことが必要になってきた。

オ 二年次（２５年度）の実践

（ア） 年間の主な活動

親子遠足に行こう、ごっこ遊び（One day）、ひまわり発表会等を実施した。

（イ） 成果

行動や言葉による表現力が増した。集団でのルールを意識して友だちとペースをあわせて

移動したり活動したりするなど所属意識が高まった。自分の役割や順番への意識が高まり、

発言や行動が積極的になった。他学部との合同学習においては、進んで発言するなど、積極

的に活動できた。活動の中での児童の役割や順番を明確にすることで、学習活動に見通しを

もつことができ、意欲的に参加することができた。

（ウ） 課題

自分から相手に伝えようとする意欲が増し、言葉や動作で働きかけることが増えた。そし

て、相手を意識した話し方や聞き方などのスキルも徐々に身についてきた。２４年度に比べ

コミュニケーションの力が向上したことを共通理解することができた。しかし、理解言語や

語彙の少なさから、場に適した言葉でやりとりすることはまだ難しい面も見られた。

学習の工夫については、学習の内容を理解するための学習内容の精選、周囲の状況の把握

をするための時間の保障が不十分であった。そして、児童からの発信を待つ姿勢、意図をく

みとり、感情を共有することにより時間をかけていく必要があった。さらに、コミュニケー

ションの力の土台になる、個々の認知力の向上を図っていく必要があった。

カ 今後にむけて

２４年度からの２年間、コミュニケーションの力の育ちがよりよい仲間づくりにつながってい

くという思いで、授業実践をしてきた。その中で、児童は着実にコミュニケーションの力を身に

つけ、少し大きな集団でもその力が発揮されつつある。コミュニケーションの力の育ちが仲間づ

くりに反映する一方で、仲間への意識の高まりがコミュニケーションの力を高めることにもつな
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がっていると感じている。

また、児童一人一人の「めざす姿」の実現のために、これまで授業分析をしながら、個別の評

価項目の見直しを図ってきた。それにより、改めて個々の実態を捉え直し、発達の段階をふまえ

た評価項目や活動内容について教員間で共通理解を図り、実践に生かすことができた。

今後も集団での学習を大切にしながら、児童一人一人の発達課題への取り組みの充実を図って

いきたい。

（２） 中学部・高等部普通科グループの実践

ア 個別の指導計画の共通理解と授業実践

生徒の進路や卒後の暮らしを見据え、生徒の全体をとらえての指導が不可欠である

と考え、以下のことを実践することにした。

① 各生徒の重点目標を学部内で検討し、共通理解を図る。

② 重点目標を各教科等の指導に反映するため、各教科等の指導計画を整理し直し、

共通理解を図る。

③ 各教科等の授業を公開しあい、生徒理解を深め、支援の仕方などを検討する。

【実践例】 国語「わたしの歴史発表会」

普段は個別に学習しているが、単元により学習グループを工夫し、友だちの発表を聞き合

ったり、感想を言い合ったりして、お互いに学び合う学習を設定した。自己理解、他者理解

につながる学習となった。

イ 合同学習

中学部・高等部普通科の生徒全員が共にかかわり合い、高め合うことができる合同

学習を大切にして計画的に実施した。２４年度、２５年度はさらに小学部も加わり、

小学部・中学部・高等部の児童生徒が一緒に活動する機会も取り入れてきた。中高等

部歓迎会、学園祭ステージ発表、小・中・普新年会等を実施した。

【実践例】 「生徒たちが達成感を得ることができた学園祭ステージ発表」

がんばれば達成可能な発表内容を用意し、何度も練習することにより、よりよいものに

仕上がっていく過程を体験できた。一人一人が自分の役割を果たすことで、すばらしい発

表に仕上がることを体験できた。また、練習過程や本番終了後に振り返る時間を設定し、

友だちのがんばりや良さをお互いに知ったり、認め合うことができた。仲間とともに学習

することの楽しさが感じられる学習となり、学部の団結につながる取組となった。

ウ 校外での体験活動

２４年度の取組を終えたところで、生徒に対して、さらにどのような取組が必要かを検討し、

校外での体験活動の重要性を確認した。生徒にもっと社会のことを知ってほしい、社会の方々に

も盲学校や視覚障がいについて知ってほしいという願いによるものである。これまでも、必要に

応じて校外に出かけての学習を組んできてはいるが、２５年度は、より意識して取り入れるよう

にした。下見を実施し、生徒に何を学ばせるのかを検討したり、見学先に視覚障がいへの配慮事

項のお願い等も行った。そして、記録表を作成し、個々のねらいを記入して出かけるようにした。

実施後は、ねらいに対する達成状況や反省点を記入し、指導者間で振り返る時間を持つようにし

た。出雲大社へ行こう、小学校へ点字の説明に行こう等を実施した。

【実践例】 「小学校へ点字の説明に行こう」

数箇所の小学校からの依頼を受けて、毎年盲学校の教員が講師として出かけ、視覚障がい

や盲学校についての話をしている。２５年度依頼のあった島根小学校へは、教員の説明に加

え、高等部普通科の生徒も点字の説明に出かけた。始めは緊張していたが、次第に自信を持

って堂々と説明したり、実演をしたりすることができた。

エ 進路学習

高等部普通科では、進路週間を設けて、現場実習等を実施してきた。中学部については、これ

までは実施したりしなかったりという状況であった。やはり、早い時期から、いろいろな職業や

職場があることを知ったり、社会参加に向けて準備を進めたりすることが必要であることを確認

し、２学期に進路週間を設け、中学部・高等部普通科の生徒全員が、個々の実態に応じて職場や

作業所等での体験をすることにした。そして、実習後は、全員で報告会を実施し、自分の体験を

整理して発表したり、友だちの体験を聞いて学んだりする学習を組むようにした。
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オ 成果と今後の取り組み

中学部・高等部普通科グループは、２年間の研究の取組を通して、生徒のために今後も大切に

して取り組むべきことをみんなで確認できたことが大きな成果であると考える。

「個別の指導計画の共通理解と授業実践」については、中高等部会や担当者会等により、生徒

の重点目標、各教科等のねらいや学習内容、生徒への支援などを教員間でしっかり共通理解を図

り、生徒の指導に当たることを今後も継続していかなければならないと考えている。高等部段階

では、卒業後の姿をイメージしながら、進路や卒後の暮らしを見据えて指導計画を検討しなけれ

ばならないと考えている。授業についても、教員間でオープンにしあい、生徒理解や生徒支援の

方法を学びあうようにしていきたい。

「合同学習」は、個別の学習では得られない力を育むことができる大切な学習であり、生徒た

ちも楽しみにしている学習である。他の学習との時間配分等に配慮しながら、今までに実施して

きた内容を毎年吟味し、生徒にとってより意味のある学習を組んでいきたい。

「校外での体験活動」については、今後も積極的に取り入れていきたい。実際に触ったり聞い

たりして学習したことの定着度は高いものであることを改めて感じることができた。今後も自分

を取り巻く事物、社会について、もっと知ってほしいと願っている。また、社会の方々に学習に

協力していただくことで、視覚障がい者への配慮等を知っていただく機会にもなった。挨拶やマ

ナーについてもその場をとらえて生徒たちが学ぶことができた。今後も、しっかりとしたねらい

を持って、校外体験活動を計画的に取り入れていきたい。

「進路学習」については、進路部との連携のもと、中学部・高等部の職場体験や現場実習の基

本方針を定め、毎年２学期には全員が体験を通して学習することとした。そして体験をして終わ

りではなく、全員参加の報告会を開き、自分の体験を報告したり、友だちの体験報告を聞いたり

するまでを、一連の進路学習とすることとした。自分の体験を振り返ったり、友だちの体験から

学ぶことができる大切な学習として位置づけ、今後もこの学習を継続していきたい。

中学部・高等部普通科グループでは、指定を受けた２年間だけの取り組みで終わりとせず、無

理なく今後も継続していかなければならならないことを全員で確認することができた。年度ごと

に改善点を検討し、その内容をよりよいものにしていきたいと考えている。生徒のためにという

視点を忘れずに、新たな取組の必要に気づけば、その都度検討して、取り入れていきたい。

（３） 理療科グループの実践

ア 実践

【平成２４年度】

（ア） 生徒実態把握のためのアンケート調査の実施

生徒の人権に関する意識調査を理療科生徒全員に実施した。その調査結果から以下のような傾向

がみられた。

・ 理療科の生徒は、自分の障がいについてある程度理解しており、自分にできることとできない

ことが分かっている。

・ 他者とうまくやっていきたいと考えているが、トラブルがおこった時にどのように対処すれば

いいかについては、あまり自信がない。

・ 人や社会の役に立ちたいという気持ちをもっているが、自分が人の役に立っているという実感

はあまりない。

（イ） アサーションに関する研修

理療科教員は、夏期休業中に島根教育センターの出前講座を受講し、アサーションに関する理解

を深めた。研修の内容を基に、生徒対象のアサーションの指導案を作成し授業を行った。生徒を学

年ごとに３グループに分け、共通の指導案を用いて各学年の担任団で指導した。指導内容は、アサ

ーションの考え方について、私メッセージ・ＤＥＳＣ法を用いた自己表現の演習である。

（ウ） 生徒への指導のための共通理解項目

以下の内容を教員の共通理解項目とし、理療科教員全員で指導にあたった。

・ 臨床実習で、生徒の対応についての患者アンケートを実施し、その結果を生徒と指導者でディ

スカッションする。

・ 基礎実技実習の時間に、校内模擬患者の教員に忌憚のない意見を言ってもらい、課題を見つけ

改善していく態度を養う。
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・ 基礎実技実習で、担当者でアサーションに関わる指導内容を確認し、共通理解の基で指導する。

・ 他教科でも、アサーションを取り入れ、指導する。

・ 理療科教員は、常日頃より、生徒にアサーティブに接することを心がける。

（エ） 臨床実習での患者アンケートの結果について

臨床実習で、外来患者・校内模擬患者を対象に、生徒の患者対応についてアンケートを実施した

（Ｈ２４．１０／１～１２／２１）。１０月の結果を見ると、「どのような施術を行うか、十分な説

明がありましたか」と「説明に納得されたうえでの施術でしたか」が比較的点数が低かった。そこ

で、担当教員が施術説明にＤＥＳＣ法を取り入れるよう指導し、実習後にアンケートの結果を生徒

に返し、教員と共に振り返りを行うことを再度確認して改善を図った。アンケートの回答結果の平

均値を月ごとに分けて比較すると、質問４・５の数値が上昇した。

（オ） 生徒の意識調査

平成２４年度の研究のまとめとして、今回のアサーション学習の効果をどのように感じているか

意識調査を行った。「アサーション学習が臨床実習の患者対応に役立ったか」という質問には、ほと

んどすべての生徒が役に立ったと回答した。「アサーション学習が日常生活で役に立ったか」という

質問には、役に立ったという生徒は約半数であった。役に立たなかったと答えた生徒は、臨床実習

の時は意識するが、普段の生活ではあまり意識しなかったという答えが多かった。また、年度当初

に生徒の実態把握のために行った「人権に関する意識調査」を１月に再度行った。回答に大きな変

化は見られなかった。

【平成２５年度】

（ア） 患者対応のためのアサーション学習

６月、臨床実習を行っている２・３年生を対象にアサーション学習を行った。臨床実習における

患者対応の場面に限定した。内容は、患者に納得してもらえるためのＤＥＳＣ法を取り入れた施術

説明についてである。共通の指導案で一斉に実施した。

（イ） 患者アンケートの実施

生徒のアサーション学習後、内容をしぼって、６月～７月に限定的に実施した。前回同様の「ど

のような施術を行うか、十分な説明がありましたか」「説明に納得されたうえでの施術でしたか」と

いう項目が、他の項目より低いという傾向は見られなかった。生徒は、担当した患者さんがどの様

に感じていたかを知ることができ、教員と一緒に改善策を考えるヒントとして有用だった。

イ 成果

（ア） 生徒の変容

臨床実習にアサーションを取り入れ、患者アンケートの結果についてディスカッションすること

で、患者さんとのコミュニケーションのあり方を考えることができるようになってきた。臨床実習

で患者さんと接する前に、どの様に説明するかを考える生徒の姿や、実習後にアンケート結果をも

とに教員と改善策を練る姿が日常的に見られるようになった。

（イ） 患者アンケート

継続して実施するうちに患者さんの方から「もっとこうしてほしい」などの意見が聞かれること

が増えるようになった。

（ウ） 指導者の考え方

患者対応については、「医療面接」や「インフォームドコンセント」などを専門科目の授業の中で

取り扱っている。しかし、「実際どのように説明するか、どう対応するかは、仕事に就いてから職場

で経験しながら学んでいくもの」というのが従来の考え方であった。

今回の研究でアサーションを取り入れることが決まった時、アサーションについて知っている教

員はほとんどいなかった。まず教員がアサーションについて研修するところからはじまり、最初は

戸惑いの声も聞かれた。しかし、実践を重ねるうちに協力体制ができ、２回実施したアサーション

学習の前には、担任団で入念な打ち合わせを重ね、職員室でデモンストレーションの練習をするな

ど、一致団結して取り組むことができた。教員もアサーティブな考え方を知ることで、生徒への接

し方について自らを省みる機会となった。

ウ 成果を踏まえての課題

アサーション学習は、生徒の患者対応に一定の成果を上げることができた。理療科では今回の研究を

終了後も継続して指導に取り入れていきたいと考えている。ただし、多様な生徒が今後理解を深めてい
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くためには、指導方法、取り上げる題材等について検討が必要である。

また、日常のコミュニケーションについては、以前に比べると相手の事を考えようという意識が生ま

れているように思われるが、十分とは言いがたい。この学習が日常生活にまで汎化され、生徒同士がお

互いを率直に評価でき、気楽にまじめな話ができるような雰囲気づくりができるよう、今後も取り組ん

でいきたい。

（４） 寄宿舎グループの実践

ア 目的

自分を知り、他者を認めることで人とのつながりを意識し、より良いコミュニケーションを築

くことができるようになる。

イ 仮説

① 自分を振り返ることは、自己理解への手がかりとなり、他者理解につながるのではないか。

② 集団の一人として係の仕事に責任をもち最後まで取り組むことは、自分は必要とされてい

るという実感がもて、自分を肯定することにつながるのではないか。

③ ①と②を経験することは、お互いを認め合うことにつながるのではないか。

ウ 実践

【平成２４年度】

（ア） 取組の内容

ａ “自分の良いところ”というテーマで、自分を振り返る取組を行った。そして、他の人

は、どう自分自身のこと捉えているかを知る機会を設け、感想を聞き取った。

ｂ 行事活動（クリスマス会、送別会等）では、一人ひとりの取組の様子を把握し、やる気

が出るような声がけや認める声がけをした。特に、「小高生の話し合い」は、時間をかけ

て行い、丁寧な声がけをした。

（イ） 児童生徒の様子

ａ “自分の良いところ”については、舎生の感想から、「色々な見方があることや、みん

なの個性に気づき､知ることが出来た」「自信が芽生えてきた」などの感想が出ていた。

ｂ 行事活動では、舎生の感想には、「一番おもしろかった。良い思い出になった。終わっ

てしまうのは、名残惜しかった」などがあった。

（ウ） 成果

ａ “自分の良いところ”については、真剣に考えて自分と向き合う時間や、他者を知る機

会をもつことができ、自己や他者理解、自己肯定感につながる取組となった。指導員は、

舎生と向き合ったことで新たな気付きがあり、そのことによって指導員が本人の思いを知

り、認識を変えることで舎生の思いに寄り添った支援をすることができた。

ｂ 行事活動では、中高生の舎生それぞれが達成感を得られる行事となった。普段の生活で

は見られない様子が、話し合いの場面では見ることができた。お互いの思いに気づく良い

機会となり、舎生の思いがけない成長や意外な一面を知ることができた。指導員が、自由

な雰囲気の中で話し合いが進むように心がけたことで､それぞれが意見を出し合い、その

意見を大切にしながらみんなで考えていくことができた。また、あきらめていた思いも意

見として出すことによって可能になるという体験をし、自信をつけることができた。係の

仕事を譲り合うことができ、会を重ねるごとに、思いやりや気配りの言動、お互いを認め

合う姿など、全舎生に成長を見ることができた。

（エ） 課題

① 今後、日々のかかわりを通して“認められる経験・認め合う経験”の機会を多く設定し、

自己・他者理解につなげていく必要がある。

② 言葉理解にむけて、指導員は、舎生の実態を的確に把握し、理解しやすい言葉を使用し

たり、意味を丁寧に教えたりすることも必要である。

③ 今後、行事活動に成人舎生の参加を取り入れ、成人舎生の関係づくりや、自己・他

者理解につなげていくのかが課題である。

【平成２５年度】

（ア） 取組の内容

ａ “寄宿舎の良いところ”について考える機会を設け、人とつながって生活していること
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や必要とされている存在であることが意識できるようにした。そして、他の人は、どう寄

宿舎のことを捉えているかということを知る機会を設け、感想を聞き取った。

ｂ 言葉理解や情報発信については、中高生の舎生が言葉の意味を知らずに不用意に使った

時やその場に合わない話をしだした時には、言葉の意味を説明したり、話題を軌道修正し

たりするようにした。そして、意味がわからない時には、自分から聞くようにも話した。

また、日常会話を通して、ニュースや生活情報を伝えていった。そして、将来施術者とし

て患者とよりよいコミュニケーションがとれるように、人と話すことが楽しいと実感で

きる機会を設けていった。

ｃ 係活動、行事活動では、成人舎生にも係活動に参加してもらい、舎生全員で取り組むこ

ととした。月当番は、中高生と成人舎生がコンビを組むように設定した。また、“認めら

れる経験”“認め合う経験”が出来るように、話し合いの場を数回設け、一人一人の前向

きな取り組みの様子を全員で共感しあった。

（イ） 児童生徒の様子

ａ “寄宿舎の良いところ”については、舎生から、「雰囲気が、アットホーム。みんなが、

優しい。いろんな学部の人と生活できて、仲良くしている。学校よりも深く交流できる」

等の話を聞くことができた。

ｂ 言葉理解や情報発信については、中高生の舎生は、職員からの質問や声がけに対しては、

バツの悪そうな表情をしたり、すぐに話題を変えようとしたりする傾向が強かった。成人

舎生に対しては、「へぇ､そうなんだ」と素直に聞くことが多く、ニュースを話題にした時

には、そこから話が広がっていき、会話を楽しむ様子が見られた。

ｃ 係活動、行事活動では、舎生から、「新入舎生の方に喜んでもらえた。係活動は、満足

しました。話し合いの時に譲ることができて良かった。全員が平等に役割があった。それ

ぞれが言うことが出来たし、中高生さんがすごく成長したと思う。みんなに助けられた」

などの感想が出ていた。

（ウ） 成果

ａ “寄宿舎の良いところ”について、舎生は、人と一緒にいるから楽しいことや自分と他

者との考え方、捉え方の違いを知ることができた。そして、「生活する上で自分が他の人

にどんな影響を与えているか分かった。自分も周りの人に合わせて行動する必要があるこ

とが分かった」等の意見があったことから、集団の中の１人としての意識につなげるこ

とができたと考える。

ｂ 言葉の意味や様々な情報発信、よりよいコミュニケーション力の習得については、指導

員に対してもリラックスして話す場面が多くなり、会話を楽しむ姿が見られるようになっ

た。また、冗談を言い合う楽しさや、辛い時には人に話すことで気持ちが楽になるという

経験ができた。中高生の舎生からは、「意味がわからないので教えてください」という言

葉が出たりするようになった。

ｃ 係活動、行事活動では、話し合いや当日の本番で、普段の生活では見られない姿と関わ

り合いを見ることができた。舎生からは、「全員の役割があって、みんなが準備から盛り

上げようと相談しており、みんなの思いが伝わってくる良い会だった。次の行事もぜひみ

んなでしたい」という達成感や、認め合う事ができた感想を聞くことができた。

（エ） 課題

舎の良いところや係活動においては、当分は気持ちが続き、積極的に人と関わろうとする

場面が見られたが、時間が経つと薄れてしまい、個人の生活にこもってしまう舎生がいた。

また、言葉理解においては、中高生の舎生は、言葉と言葉がつながっていることがイメー

ジしにくく、本当に理解できたとは言い切れない。そのために指導員は、わかりやすく伝

えることができる力をつける必要がある。そして、舎生は、自ら情報を取り入れようとす

る積極性が乏しく、受け身で待っている状態が多いので、指導員は情報を取り入れること

の必要性やメリットを理解できるように話していくことも必要である。その上、数多くの

情報発信をすれば良いというものではなく、一人一人の舎生に合った内容と情報の精選も

求められるであろう。

・ 自己・他者理解、自己肯定感につなげるために、長期的な展望をもちながら、日々の関
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わりを大切にして積み重ねていくこと

・ よりよい人間関係づくりとコミュニケーション力の習得にむけて支援方法をより一層模

索していくこと

が、今後の指導員の支援として求められると考える。

４ 保護者と連携した取組等
理療科生徒を対象にした理療科人権学習や教職員を対象にした人権・同和教育校内研修会、保護者

と共催の人権・同和教育ＰＴＡ研修会等を実施した。

平成２４年度は、「視覚障がい者の人権問題、進路保障」を中心に、平成２５年度は、「様々な人権

課題」について研修した。講演会を中心に、「全国人権・同和教育研究大会」への参加、「大阪人権博

物館（リバティおおさか）」見学等を実施した。

５ 研究全体の成果と課題
【成果】

○ 「個別の指導計画」（学校）や「個別の生活支援計画」（寄宿舎）に基づいた、個に応じた指導

・支援を基盤にしながら、児童生徒の実態や課題に応じた人権・同和教育を実践することができ

た。本校の実態に応じた人権・同和教育推進の基盤ができつつある。

○ 「人権・同和教育推進委員会」構成メンバーや体制の改変、企画・提案等の流れの明確化など、

人権・同和教育推進にかかわる既存のシステムを見直すことができた。教職員一人一人が、主体

的に人権・同和教育に取り組むことができるようになった。

○ 教職員一人一人の人権・同和教育に対する意識が少しずつ変化し、教職員の連携が強まってい

った。

○ 教職員一人一人の人権感覚が徐々に磨かれ、児童生徒への関わり方がきめ細かくなっていった。

○ 保護者と連携した事業を実施することができた。視覚障がい者の人権や進路保障、自立支援等

について考えるきっかけを作ることができた。

【課題】

○ 本校の実態に応じた人権・同和教育推進の基盤を、日々の学校生活全体の中で発展させていく。

研究指定期間の実践にとどまることなく、継続可能な取組にしていく。

○ 人権・同和教育推進の中心的な役割を担うことになる「人権・同和教育推進委員会」のあり方

を検討し、組織的な対応をしていく。

○ 研修を充実させ、教職員の人権感覚を磨き、人権意識を高めていく。

○ 保護者との連携、保護者・地域への情報発信を意図的・計画的に行っていく。


