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研 究 報 告 書 

沖縄県立森川特別支援学校（本校中学部・高等部） 

Ⅰ 研究主題 

心の病気のある高等部生の自立と社会参加を目指して 

―特別支援教育部、進路指導部、ＨＲ担任との連携による教育実践―           

Ⅱ テーマ設定の理由 

 「心身症」は全国的に増加傾向にある。森川特別支援学校本校（以下「本校」）

では、平成２６年度から「心の病気」の生徒を受け入れ始めたが、全国の例にも

れず、生徒の在籍が増加している。このことから、県内の「心の病気」のある生

徒の、潜在的人数も増加していることが予想できる。さらに、文科省が平成 26

年度に出した「不登校に関する実態調査」における「不登校の理由」が、入学時

点から深刻な不登校の状態にある本校の生徒たちの姿と重なっている。このよう

な「心の病気」特有の実態をもつ生徒に対して、実態把握をどうすべきなのか、

また、教師間の連携をどのように図ればよいのかという、２つの課題が見えてき

た。 

 そこで、本研究では、生徒の病気や、障害の特性理解を基に、教師間の連携と、

実態把握を継続することで、自立と社会参加に必要な力が育つであろうという研

究仮説をたて、実践を重ねた。 

 

Ⅲ 研究内容 

 研究内容の１つ目は実態把握である。生徒からのアンケートによる実態把握が

１つ、そしてもう１つは、担任による「自立活動」の内容、６区分 26 項目に沿っ

たチェック表を使って行う。研究内容の２つ目は、教師間の連携である。本研究

では、特別支援教育部（以下「支援部」）、進路指導部（以下「進路部」）、Ｈ

Ｒ担任（以下「担任」）の連携を重視した取組を行った。 

 

Ⅳ 研究の実際 

 １ 実態把握 

  1 つ目は「生徒向けアンケート」である。年度当初に、生徒との会話の中か  

 ら、興味関心や苦手なこと、生活に関することなどを引き出し、生徒の言葉か 

 ら発せられるものから、生徒像をつかむことにした。また「自立活動の時間の 

 指導」における、取組内容の希望調査をした。以上、これら２つのアンケート 

 をもとに、１校時の「自立活動の時間の指導」のねらいをかためた。 

  ２つ目は、担任が行う実態把握である。 

 年度当初に「自立活動」の内容を表にしたチェック表を活用して、実態把握   

 の基準の統一を図った。「自立活動」は、特別支援教育においての根幹部分を 
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 成す大切な指導領域である。そのため、個別の移行支援計画や、自立活動の指  

 導計画とリンクしていくので、「自立活動」の内容に照らすことは大変重要だ 

 と再確認した。 

 

２ 教師間の連携による指導・支援 

   (1) 支援部と担任の連携による「自立活動の時間の指導」 

   教師間の連携では、支援部、進路部、担任の３者の連携を深められるよう、  

   研究した。支援部が中心となって取組んだ研究内容は、朝の１校時に帯状で   

    設定した「自立活動の時間の指導」だった。過去の集団不適応を乗り越え、  

    社会参加の素地を固めるための活動として、３つのテーマを掲げて取り組ん  

    だ。 

     具体的内容の１つめは「チャレンジ」である。これは「生徒がやりたいこ   

  とを活動に取り入れて、登校につなげることを目的にしている。  

   ２つめは「ヘルスアップ」である。軽運動を通して健康の促進を図る、リフ      

    レッシュする、生活リズムを整える、といったことをねらいとした。 

   ３つ目のクリーンアップは、主に清掃活動である。掃除をすることが、働く     

    意欲の根っこを育てることにつながると考えている。 

    しかし、心身の状態が変化しやすいという特性のため、毎日、集団参加が  

  できる生徒ばかりではない。そこで、支援部と担任との連携により、その時々 

  の生徒の状態に、素早く対応できるよう、２段構えの指導体制を組んだ。授 

  業の全体指揮は支援部が担当する。担任は、必要に応じて、集団での活動が 

  難しい生徒の個別対応をする。 

    「自立活動の３つの取組」を通して、生徒に変容が見られたのか、その成      

    果と課題を整理する。もともと、不登校の状態で入学してきた生徒だったた  

    め、１校時の出席率を目安に評価した。しかしその結果は、残念ながら、期  

    待通りの結果を得ることができなかった。それでも、不登校を乗り越え、毎  

    日登校できるようになった生徒たちがいた。昨年 10 月に沖縄市民会館で行わ 

    れた、音楽発表会でバンド演奏を行った。この音楽発表会の練習も、１校時 

  の時間を活用した。取組みの中で、集団における自分の役割を意識できるよ 

  うになった生徒が多くいた。この点が、舞台に立てた大きな要因の１つでは 

  ないかと思う。しかし、その一方で、朝の出席や登校自体が不安定な生徒が 

  依然として多くいる。その背景には「生活リズムの乱れ」が影響しているよ 

  うだった。自立活動の取組指針に掲げていた、「好きなことができる」とい 

  う場の設定だけでは、不登校の状態を大きく改善することができなかった、 

  という結論である。教師間の連携における成果と課題については、成果とし 

  ては、情報交換・共通確認の場が安定し、連携がとれやすくなったことで、 

  生徒の情報を日常的に伝え合う意識が定着した。 

(2) 進路部と担任との連携による就業体験 

      平成 26 年度から心の病気のある生徒が入学して３年目を迎える今年度は、 

    その第１期生を卒業させる年に当たる。出口指導としての進路指導には、就  

    労につなげる具体的な取り組みや関連する福祉サービスへの連携を深めるこ  

    とが求められている。今年度は以下の三つの取り組みを行っている。 

   「キャリア教育推進週間」では校内で販売学習をしている。３年ほど前から 

    高等部教室でカフェの企画運営を行っている。１・２学年生が中心である。 
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  「前期就業体験」として３年生は沖縄高等特別支援学校の南風原分教室にて  

  パン製造販売の就業体験を行った。 

  「後期就業体験」は２・３年生がそれぞれ外部の事業所で体験を行った。 

  「キャリア教育推進週間」の期間中は以下の三つの項目を取り組み内容とし 

  て設定した。 

  「あいさつ」は教師・クラスメートへの挨拶だけではなく、客への積極的な   

  対応も含む。 

  「時間」は文字通り、登校時刻を守る、実習時間・休憩時間を意識し、メリ   

  ハリのある活動を意識することも含む。 

  「おもいやり」は客やクラスメートなど他人への思いやりだけではなく、自  

  分への思いやり、すなわち生活を整え、体調管理を意識づけるということも  

  含む。 

   そのほか、生徒の実態に配慮し、進路指導の効果を上げるためにいくつか  

  のキーワードがある。 

  まずは「明確化（見える化）」である。例えば、生徒それぞれのネームプレ  

  ートの中に、生徒が前もって設定した個人目標を書き入れることで、客や教 

  師が確認できるようにした。また、生徒の個人目標を一覧にして見えるとこ 

  ろに掲示することによって、各個人の取り組み目標を知ることができるよう 

  にした。同じようにカフェの会場にも掲示した。 

  次に「評価し、評価される体験」である。例えば、キャリア教育推進週間の 

  取り組みとして、中学部の生徒には高等部の取り組みを見学させることにし 

  た。インタビューなどを行い、先輩方の働きをメモする課題を与えた。また、 

  ３年生には後輩の働きぶりをチェックするという体験をさせた。これらによ 

  り、今後予定されている校外での就業体験で各々が事業者側に評価される、 

  ということへの意識を高める取り組みとなった。 

   次に「キャリア教育推進週間」に関連して実施した３年生の就業体験につ  

  いてである。 

  沖縄高等特別支援学校の南風原分教室には実習棟があり本格的な食品加工の  

  設備が整っている。今回３年生はその施設で取り組まれているパン製造と販  

  売の実習に一緒に参加させてもらうよう設定した。カフェの校内実習と同じ 

  ように南風原分教室でも「あいさつ・時間・思いやり」を心がけて実習を行 

  ったが、さらに次のようなことを目標に設定した。 

  「他校の生徒との交流」。本校の３年生は現在３人在籍している。３人は社  

  会集団としては少なく、進路に関しては、刺激が乏しい状況にある。それに 

  比べ南風原分教室の生徒は全学年で 30 人も在籍しており、その全員が毎日の 

  ように就労や進路の取り組みを行っている。そこで本校の生徒に「同年齢の 

  生徒の進路に対する取り組みを知ってもらう必要がある」と考えた。実際、 

  終わった後の感想から「刺激を受けた」という言葉が見られ、進路に関する 

  姿勢に変化が見られた。 

  「外部評価を受ける経験」。実際に社会で働くためには周りからの評価を受 

  け、自分を見つめなおす体験を多く持つことが重要だと考えられる。南風原  

  分教室の職業実習を指導する教師からアドバイスを受け、生徒自身が自分の 

  課題に気づく場面があった。 

 



4 
 

   さらに今年度特に力を入れて行ったのが、継続的な進路面談である。 

  見える化・明確化を意識して面談内容の確認がスムーズに行えるようなチャ  

  ート式のツール（図１）を考えた。それにより、これまでの面談で得た方向  

  性や、生徒自身の「今、現在の考えや課題」を明確化することができた。 

   今年度の進路指導の取り組み（カフェや前期・後期就業体験）における成  

  果と課題である。成果として挙げられるのが、進路面談を多く設定できたこ 

  とと、その際に作成したチャート式の面談記録用紙が教師間の連携を図るた 

  めに有効であった。 

  生徒の変容として成果に挙げられるのが、評価し、評価される経験をもつこ  

  とによる、自己認識の改善だった。「頭では理解しているけど、実行できな 

  い」という特性があらわになってきた。本校のような心の病気を持つ生徒へ 

  の進路指導においてやはり「家庭の支援・障害特性の理解」が必要不可欠だ 

  ということが再確認できる結果であった。 

 

 

 
 

 

 

 

 

図１ 進路面談記録用チャート図の例 

 

   (3) 担任と支援部、担任と進路部との連携による個別の移行支援計画（個人

の短期・長期目標）を意識した学校行事等の指導・支援 

   担任が主体となり、支援部・進路部との連携を基に校外学習を行った。実 

  施日は、7 月 1 日、場所は、那覇市国際通りだった。 

  ねらいは、「支援部、進路部との連携を基に、自立活動の時間の指導やキャリ 

  ア教育推進週間で学び、体験したことを実社会で活かす」「卒業後の余暇の過 

  ごし方を考える」だった。 

  「自立活動の時間における指導」と「キャリア教育推進週間等」のチャレン  

  ジ、ヘルスアップ、クリーンアップ、あいさつ、じかん、おもいやり、に関 

  する指導・支援で学んだことを、今度は校外学習の目標と活動、として融合  

  し、校外学習セブンミッションズと、銘打つことで、楽しみながら取り組め  

  るように工夫した。 

  セブンミッションズの、主な目標と活動内容は、「皆で決めたバス停から往復  

  路線バスを利用する。」「皆で決めた国際通りのショップやレストランへ行  

  く。」「学校を 9:30 頃出発し、学校に 14:30 頃までに戻る。」「周りの人た  

  ちに思いやりのある声掛けをする。店員に丁寧な言葉で話す。」「相談すべ  

  きことを皆で仲良く話し合う。」などであった。 

  このような取り組みの中で、生徒たちは、教師の助けをできるだけ受けず、  

  主体的かつ意欲的に話合いをしたり、ショップやレストランに関する事前調 

  査を行った。当日、帰校後の事後学習において、自己評価を行い、卒業後の 

  余暇の過ごし方について考えた。 
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   校外学習、セブンミッションズにおける、教師間の連携や生徒の実態の変 

  容についての成果と課題を以下に示す。 

  「教師間の連携の成果」では、「事前学習等への、出席率の向上を図る必要 

  があったため、生徒たちの心身の状態の把握や共通理解、連携の機運がさら 

  に高まった。」であった。 

  「教師間の連携の課題」では、「出席率の向上を図ることが困難だった生徒 

  は、教師間の連携強化だけでは、その改善を図ることが困難だった。」であ 

  った。 

  「生徒の実態の変容の成果」では、「出席率が向上し、人間関係の形成等の 

  課題改善に向かう機会を得た生徒がいた。」であった。 

  「生徒の実態の変容の課題」では、「生活リズムや習慣、時間の感覚、社会 

  性、生活経験、段取りを見通す力等に関して、課題を抱える生徒像が再確認 

  された。出席率の向上が困難だった生徒は、上記に列挙した課題に向き合う 

  ことができなかった。」であった。 

３ 仮説の検証 

  支援部、進路部、担任の取組が、仮説の通りの結果を生み出せたのかを検証    

 する。教師間の連携により、特性理解を含めた実態把握を継続することで、自  

 立と社会参加の力が育つだろうという仮説に対し、自立活動、就業体験、校外 

 学習を行った。しかし、自立と社会参加の力をつけた生徒よりも、変容の見ら 

 れなかった生徒が多くいるという結果が、３者の取組から出された現実であっ  

 た。朝の出席率のみならず、毎日少しでも登校する生徒の割合自体が、年度当 

 初から依然として低いままだった。登校が安定している生徒は、過去の不登校 

 を克服し、目標をもって毎日を過ごせるまでに成長した。しかし、登校が安定 

 しない生徒は、過去の課題をそのままひきずり、多くの困りを訴えてくる現状 

 にある。その根本の課題に「生活リズムの乱れ」があることが明かになった。 

 欠席の理由には、病状だけでなく、本人の意識や意欲が大きく影響していると 

 いうことも推察できた。 

   このような結果を受け、生徒の生活リズムを知るべく、高等部の生徒全員に  

「生活記録」をつけてもらうことにした。これを約１ヶ月にわたって継続した

ことにより、教師が想像していた以上に、インターネットや通信機器を使った

ゲームを、生徒たちが、毎日、長時間利用しているという実態が明らかになっ

た。この集計結果から、高等部生の登校時刻の平均が、すでに遅刻の時間帯で

あること自体衝撃の数字であった。登校の不安定な生徒は、就寝時刻、起床時

刻の平均は、ほとんど昼夜逆転の数字であった。その背景には、１日平均 10

時間程度利用するインターネットやゲームが影響している。最長１６時間とい

う日もあった。また、もう一つ、生活リズムを乱す要因として挙げられるのが、

LINE 等の利用である。これは、生活リズムの安定している生徒も含め、生徒全

員に関わる課題である。もともと、人との関係作りが得意ではない生徒たちが、

グループ LINE をくむことで、現在、様々な対人トラブルが発生している。こ

のように、生活リズムの乱れは、ゲーム等の利用と、LINE 上の対人トラブルに

より引き起こされているということが分かった。 

  上記のような実態に危機感をおぼえたため、特別支援教育コーディネーター 

 を中心に、緊急の「生活リズムに関するアンケート」をとり、全校児童生徒、 

 保護者の実態をつかむことにした。そのアンケートから、いくつかの結果を 
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紹介する。まず、起床時刻について、平日、決まった時刻に起床できていない

生徒の実態と、生徒の自己管理の弱さがみてとれる。家庭において、保護者の

介入なしでは、定時登校が難しいという現状がある。次に、下校後、家で何を

しているかという質問に、ゲームの利用をあげる生徒が多くいた。保護者の回

答と比較した場合、児童生徒の実態と、保護者の認識に、ズレのあることが分

かった。これは、余暇の過ごし方の実態でもあり、卒業後の生活の質をイメー

ジさせる結果でもある。一日に利用する、通信機器の時間については、高等部

生の、半数近い生徒が、７時間以上という、長時間利用している実態が明らか

になった。この点も、保護者と認識が違う。また、生徒の生活リズムを乱す要

因となる、ゲームや、LINE を使い終わる時刻の結果については、夜の 12 時を

回っても、友だちとやりとりしている生徒の実態が分かる。このあたりも、保

護者は把握できていないようである。ある精神科医は、ゲームで得られる快感

と、麻薬で得られるものとが同じだと、警鐘を鳴らしている。いったんゲーム

依存の状態になると、その回復は非常に難しく、また、専門の医療機関も、全

国に、ごく限られている。発達障害にみられる「集中しすぎる傾向」「気持ち

の切り替えが難しい傾向」「感情のコントロールが苦手」という特性をもった

生徒たちには、ゲーム等の利用について、校内においても、家庭内においても、

適切な支援の手を入れていかなければならない。人との関係作りが未熟な生徒

たちにとって、ソーシャルスキルやアサーションの知識が必要であることも、

児童生徒の回答から分かる。ゲーム依存の実態や、LINE 上から始まる対人トラ

ブルを抑制していくためには、いくつかの対人スキルの定着を図ることや、ル

ール作り、ルールの周知についても、指導・支援が必要である。 

Ⅴ 成果と課題  

 本研究の成果については、教師間の連携体制ができたことや、生徒の課題の見

極めができたことが成果として挙げられる。  

課題については、  
１つめに、一人ひとりに必要な支援内容を見きわめること、  
２つめに、保護者支援、保護者との連携を、早急に進めること、  
３つめに、本校は病弱の特別支援学校であることから、医療機関や支援機関との

連携を、一層密にしていかなければならないこと、  
４つめは、生徒の課題を各教科の授業に落とし込み、教育活動全体を通して支援

を行うこと、であった。  
最後に、今後重視していかなければならないことは、個別の移行支援計画で立て

た目標を、普段の指導・支援で強く意識することである。その実現のために、個

別の移行支援計画に新様式「図２」を加えて、３年間を通して一貫性のある見通

しをもった指導・支援の実現を目指す。「図２」を活用し、日々の自立活動での

取組は、進路学習や社会参加と直結しているということを、定期的に行う面談を

通して、視覚的に生徒や保護者に伝えていく予定である。  
 以上のように、課題が多く残る研究となったが、今後も、病弱特別支援学校と

して、心の病気のある生徒の、自立と社会参加にむけた、一層の指導・支援に努

める。  
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図２ 個別の移行支援計画様式③「進路面談＜自己理解＞シート」 

 

 

表１ 個別の移行支援計画様式③「進路面談＜自己理解＞シート」の説明 

    主な項目               目的 

３年間の長期目標 

１年間の短期目標 

・年度当初の目標を確認しながら指導・支援を進める。 

・目標の変更があれば随時書きかえる。 

長所・強み・得意なこ

と 

・生徒の得意なことを確認し、その伸長を意識する。 

課題①・② ・現時点での課題を整理し、すべきことを確認する。 

「自立活動」と「進路

指導」の関連と３年間

の見通し図 

・自立活動（日常）と進路指導（将来）が関連しているこ

とを視覚 

 的に示す。 

・自立活動の課題と進路の選択肢との割合のイメージを提

示する。 

・進路面談の時期を示す。 

 ※面談は年度当初と就業体験の前期後期に実施 

保護者確認 ・保護者と共通確認したことを示す。 

 

 


