全国病弱虚弱教育学校

ＰＴＡ 連 合 会 会 報
第４3号発刊にあたり（令和３年度）

全病Ｐ連会長挨拶
全国病弱虚弱教育学校
平素より、本会に多くのご支援を賜り、誠にありが
とうございます。

今年度も年度当初から新型コロナウイルス感染対策
のため、都心の本会事務所での業務をテレワークで行
い、また関係機関、関係団体との連携、交流もネット
ワーク環境を駆使しながら、実施致しました。このよ
うに例年にない全病Ｐ連の動きを報告して、今後の全
病Ｐ連の新たな活動に繋げて行きたいと願っています。
そのいくつかをここに掲載いたします。
・全病Ｐ連は毎年、全病連の活動、研究に参加させて
頂き、子どもたちの学校生活、家庭生活、地域の生活
の支援に役立てています。今年度はコロナ禍の中、全
病連の主幹校を中心に病弱校の先生方の協力とご努力
でインターネット環境を利活用して新たな研究大会の
在り方の道を開いた年でした。オンデマンド方式によ
り、自宅、学校等で参加し、画期的でした。まさに研
究会のＩＴ化と言えるのではないでしょうか。事務局
全員で参加してその様子を今回の会報で報告いたしま

ＰＴＡ連合会

会長

羽

田

京

子

ラインを活用した理事会、研究会、大会に時間、空間
を越えて参加できることを確信しました。
最後になりましたが、全病Ｐ連は様々な困難に対し
て、安心できる活動を模索して前進してまいります。
今後とも温かいご支援をお願い申し上げます。

す。全国大会以外の各地区の病弱校の大会もネット環
境を利活用して、初めてオンラインによる大会を開催

して成果を上げて、今後の研究大会の在り方の展望に
寄与したと保護者として喜んでおります。さらに本会
としてこれまで、一同に開催することができなかった
「理事・監事の集まり」を１１月に「座談会」としてオ
ンライン・ミーティングという形で実施して、理事さ
んのお顔を拝見しながら、
「理事・監事座談会」を開
催できました。次年度からはコロナ禍でなくてもオン

競 輪 補 助 事 業
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令和 3 年度

理事会・大会

今年度も新型コロナウイルス感染の対策のため、昨
年と同じく、書面による理事会・大会といたしました。
その様子を報告いたします。

理事会の開催
書面で昨年と同じく、
「理事会資料」と「令和 ３ 年
度全病Ｐ連・理事会書面議決権行使書」作成して送付
し、意見を集約して理事会として決議することができ
ました。

令和３年度
（副会⻑

全病Ｐ連

理事

監査）

理事会 書⾯議決権⾏使書
⽒名

令和2年度全病Ｐ連理事会議案について，承認の可否を下記に従ってお⽰しくだ
さい。

（
（

）全議案を一括承認します
）個々の議案について議決権を行使します
各議案項目の承認の可否を○印でお示しください。

１

議 案
事業報告

２

決算報告・監査報告

３

令和３年度役員

４

事業計画案

５

予算案
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承認します

承認できません

大会の開催
書面開催として理事会で承認された資料を大会資料
として全国の会員校に ２ 部ずつ配布いたしました。大

会については規約にありますように、
「全病Ｐ連は理
事会が最高の議決機関」となっており、毎年、会員の
皆様には報告という形で行っています。

令和３年度 事業計画
１

２

理事会の開催
 型コロナウイルス感染の対策により、文書で資料
新
を各理事に送付して決議書を頂いて集約する。
大会の開催
今年度も新型コロナウイルス感染の対策のため、書

面大会として、資料を各会員校へ配布。
３ 機関誌の発行
「全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会会報

第４３号」
の発行、会員校に２０２２年 ２ 月下旬に送付。
４ 陳情・請願活動
特別支援教育に係る課題解決に対し、全国特別支援
教育推進連盟、全国特別支援学校校長会
全国特別支援学校病弱教育校長会、全国病弱虚弱教

育研究連盟等関係団体と連携して行う。
５  国（文部科学省、厚生労働省）に対する令和 ４ 年

度予算要望。（全国特別支援教育推進連盟を通じて
文書で要望する。）
６  補助・助成事業の配分と事業実施校・団体への助成

 国の会員校へ年度当初の文書で案内、募集を行い、
全
実施予定校の申請を受けて助成して行く。
新型コロナウイルス感染禍のため、実施は厳しい状

況である。
７  全国病弱虚弱教育研究連盟との連携、大会への参
加

 員として１０名登録している。令和 ３ 年度は全病連
会
奈良大会（WEBによる）でＰＴＡ分科会に参加する。
初めてのＷＥＢ大会となる。
８ 地区病連との連携、支援、大会への参加

９

 面大会、オンライン大会が予定されているので地
書
区の様子を文書やＷＥＢで掴む。

全国特別支援教育推進連盟理事会に出席
今年度も新型コロナウイルス感染の対策によりＷＥ
Ｂ会議に参加する。
10 全国特別支援教育振興協議会出席
新型コロナウイルス感染対策のためオンライン大会
に、ＷＥＢで参加。

令和３年度全病Ｐ連理事・事務局一覧
役

職

会

氏
長 羽田

名

現在の所属学校または事務局

京子

事務局（元都立久留米特別支援学校ＰＴＡ会長）

副

会

長 千葉県立仁戸名特別支援学校ＰＴＡ会長

佐藤

幸枝 全病長会長の学校

副

会

長 栃木県立岡本特別支援学校ＰＴＡ会長

村上

直子 全病連理事長の学校

理

事 宮城県立西多賀支援学校ＰＴＡ会長

山田恵津子 全病連北海道・東北地区理事長の学校

理

事 群馬県立赤城特別支援学校ＰＴＡ会長

海野亜希子 全病連関東甲信越地区理事長の学校

理

事 奈良県立明日香養護学校ＰＴＡ副会長

藤原

佳代 全病連近畿東海北陸地区理事長の学校

理

事 徳島県立鴨島支援学校ＰＴＡ会長

笠井

訓子 全病連中国四国地区理事長の学校

理

事 佐賀県立中原特別支援学校ＰＴＡ副会長

長谷川綾子 全病連九州地区理事長の学校

監

事 横浜市立浦舟特別支援学校校長

長岡

監

事 東京都立光明学園ＰＴＡ会長

有吉万里矢 関東地区全病Ｐ連保護者

顧

問 越川

年

利保 関東地区全病長会校長
元全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会長

事 務 局 長 南風野

久子

事務局

元全国特別支援学校病弱教育校長会長

事務局次長 佐々木

啓治

事務局
元全国特別支援学校病弱教育校長会事務局次長

事務局専従 坂田

紀行

事務局

元全国特別支援学校病弱教育校長会長

事

務

局 清水

三枝

事務局

元都立久留米特別支援学校ＰＴＡ会長

事

務

局 平野

洋一

事務局
前全国特別支援学校病弱教育校長会事務局長

福祉相談員 檜垣

君子

事務局

社会福祉士・精神保健福祉士
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第６２回全病連全国大会奈良大会

オンライン参加の報告

昨年はコロナ禍で緊急事態宣言下で全病連愛知大会
ができなくて書面で全国の病弱校の活動を知ることが

での出会いや世界大会に参加した機会に他の研究者の
研究姿勢に影響を受け、「どうすれば孤独感を解消で

初めてのＷＥＢ開催でオンライン配信の素晴らしさ
を知りました。全病連大会の歴史に残る大会でした。
その奈良大会はオンデマンド配信という方法の形式で

◇分身ロボットカフェの紹介
『分身ロボットカフェ DAWN verβ』とは、株式
会社オリィ研究所が運営する、２０２１年 ６ 月に東京・日

できましたが、今年度は主幹校のご努力と全病連組織
の連携でＷＥＢ開催となり、保護者の団体である全病
Ｐ連は事務局として参加することができました。

全ての大会の分科会の様子が大会終了後、約１０日間、
ゆっくり視聴できてしかも全ての分科会を見ることが
できました。例年の大会では参加した分科会のみ、知
ることができましたが、研究会の視聴の方法としてオ
ンデマンド配信の良さを実感しました。その他、地区
病連の大会の様子をオンラインでウェビナー方式で北
海道東北地区大会、中国四国地区大会を視聴でき、全
病連大会のＩＴ化の年がスタートした年でした。事務
局として手分けして視聴しましたので、その概要を報
告します。会員の皆さんに病弱校の研究の様子を知っ
て頂けると有難いです。

記念講演
演題「分身ロボットOriHimeによる
新たな働き方 社会とのつながり方」
講師 株式会社オリィ研究所

代表取締役 ＣＥＯ 吉藤オリィ氏
◇講師の紹介 孤独解消を目的とした分身ロボットの
研究開発を独自のアプローチで取り組み、自身の研究
室を立ち上げて、２０１２年株式会社オリィ研究所を設立、
代表取締役所長。「ベッドの上にいながら、会いたい
人と会い、社会に参加できる未来の実現」を理念に開

発を進めています。
◇オリィ研究所とは「身体的問題や距離をコミュニケ
ーションテクノロジーの研究開発により克服し、会い
たい人に会えて、
社会に参加できる未来」を実現する為、
２０１２年 ９ 月に設立されました。ユーザの生の声を積極
的に反映し、人間同士の繋がりを促進する為、製品の
提供を行っています。
◇OriHimeとは
子育てや単身赴任、入院など距離や身体的問題によ
って行きたいところに行けない人のもう一つの身体、
それが「OriHime」です。距離も障害も昨日までの
常識も乗り越えるための分身ロボットです。

◇研究の概要
講師の小中の引きこもり体験を経て、進学した高校
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きるか」を生涯の研究テーマにされて、オリィ研究所
で賛同する様々な方とともに取り組んでいる様子を聞
くことができた。

本橋にオープンしたカフェで、外出困難者である従業
員が分身ロボット『OriHime』＆『OriHime-D』を
遠隔操作しサービスを提供している新しいカフェです。
私たちはテクノロジーによって、人々の新しい社会
参加の形の実現を目指しています。
２０２１年 ６ 月に東京・日本橋エリアにオープンしまし

た。体験できるそうです。
◇オリィ研究所 所長 吉藤オリィ氏の願い
私たちは新たな実験を行います。他者との距離を保
ったまま生活することが必要な今、寝たきりの先輩達
と共に作ってきたOriHimeなどこれまでの研究が、
現代の課題解決の一策となりえるか。このカフェはそ
んな挑戦でもあります。
障害者が、自分らしく社会参加し、仲間と出会い、
お給料をもらうこと。健常者が、自宅にいながら新し
いコミュニティを見つけ、参加すること。もはや障害
者と健常者の区別なく、出会い、語り合い、楽しむこと。
ソーシャルディスタンスが必要な時代に、外に行け
る人も移動制約を受ける人も、同じ瞬間を共に過ごし
思い出をつくることはできるか。新しい社会参加の形
をつくる実験です。私たちの挑戦にご期待ください。
＊講演された分身ロボットに関する活用実践が多くの
特別支援学校でなされています。ＨＰでも解りやす
く、掲載されています。

特別講演
新しい時代の特別支援教育
～今後の病弱教育に求められるもの～
文部科学省

初等中等教育局

特別支援教育課

特

別支援教育調査官 深草 瑞世氏による文部科学省の
動向をＰＷで講話して頂き、視聴した中から、いくつ
か選んでオンライン大会の内容として保護者の役立つ
ものに絞りました。
○新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者
会議の報告から
・障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に

受けられる条件整備
・障害のある子供の自立と社会参加を見据えて、一人
一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供
できるよう、通常の学級、通級における指導、特別
支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様

な場の一層の充実・整備
・障害のある子供と障害のない子供が年間を通して、
計画的、継続的に学ぶ活動の更なる拡充
・障害のある子供の教育的ニーズの変化に応じ、学び
の場を変えられるよう多様な場で教育課程が円滑に
接続することによる学びの連続性の実現
・就学前における早期からの相談・支援の充実
・特別支援学校における教育環境の整備
・特別支援教育を担う教師の専門性の向上
・ＩＣＴ利用・活用による特別支援教育の質の向上

・関係機関の連携強化による切れ目のない支援の充実
○特別支援教育におけるＩＣＴ利活用の推進

・ＩＣＴ活用による指導の充実と教師の情報活用の能力
○特別支援学校学習指導要領の改訂ポイント
・学びの連続性を重視した対応・一人一人に応じた指
導の充実
・自立と社会参加に向けた教育の充実
○ＧＩＧＡスクール構想
ＧＩＧＡスクール構想とは、 １ 人 １ 台の端末と高速
通信環境の整備をベースとして、Society 5 . 0 の時
代を生きる子供たちのために「個別最適化され、創造
性を育む教育」を実現させる施策。
Ｇ Ｉ Ｇ Ａ は「Global and Innovation Gateway
for All」の略で、「全ての人にグローバルで革新的な
入口を」という意味が込められている。
○障害のある児童生徒のための入出力装置の整備
障害のある児童生徒においては、情報機器端末を活
用するために児童生徒の利便性向上の観点から、より
個別性の高い特別な入出力支援装置が必要な場合があ
る。障害のある児童生徒が １ 人 １ 台端末を効果的に活
用できるよう、一人一人に応じた入出力支援装置の整
備をあわせて支援する。
○高等学校・特別支援学校高等部における遠隔教育の
制度
・メディアを利用して行う授業（同時双方向型）の制
度化
・オンデマンド型教育の特例の創設
・訪問教育における遠隔教育の導入
○学校間、関係機関との連携
・最も重要な活動です。

教科・領域の指導１
○宮城県立西多賀支援学校における高等部体育の授業

改善に関する取組
～生徒が主体的に活動する授業を目指して～
１  これまで、体育の授業で取り組んできた主な種目

はスポーツ吹き矢、ボッチャ、車椅子サッカー、ロ
ーリング卓球、パークゴルフ、野球などです。生徒
たちの身体状況の個人差に応じた活動ができるよう、

ルールと用具、対戦形態に工夫を加えながら実施し
ている。
２  体育の授業における課題は
 徒たちが体育の授業に期待することは運動をとお
生
して得られる気持ちの高揚感と他者との一体感、あ
るいは競い合う楽しさであり、ほとんどが精神面の

充足であるが、十分ではない。
３ 具体的な取り組み
〈先生方が研修会を持つ〉

・活動内容に応じて補助具、
支援内容を検討する。・生徒同士の関わり方の検討、
生徒たちの活動の当たって感じる困難、楽しさを探
る。
〈新しい種目を導入〉・ドローンサッカー→取り組


んだ結果、生徒の主体制という点で生徒たちが期待
する体育の授業イメージに近づけることできた。
４ 終わりに
 病弱教育における体育は、生徒たちの興味と活動
意欲を引き出しながら、自立活動の目標にも迫るこ
とのできる教科である。各競技の特性を生かしなが

ら、生徒たちが道具を上手に、そして安全に扱う力、
他者を理解し関わり合う力、そして、それらを主体
的に進めていく力を高めていきたい。そのために、
今後も生徒たちにとって魅力ある授業を、生徒たち
の目線に立って作っていきたい。

教科、領域の指導２
東京都立光明学園の読書活動の実践を聞くことがで

きました。光明学園は身体の不自由な子供たちのため
に開校した国内初の公立学校「東京市立光明学校」と

病気や虚弱から健康回復を図るために国内第一号の
「東京府立久留米学園」をルーツとする歴史ある特別
支援学校であることを知りました。
１  読書活動の推進を学校経営の重点の一つに位置付
け、読書活動を定着するために独自の全校プログラ
ムを展開、コロナ禍においても図書を家庭に持ち帰

ったり、公立図書館の団体貸出を利用したり、いろ
いろな本に触れる機会を作った。
２ そよかぜ分教室の読書環境
国立成育医療研究センターの中に設置されていて、
通常は病棟から、分教室に登校して学習している。
分教室には「図書ラウンジ」があり、読書活動や調
べ学習に活用している。現在は感染予防のため、病
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棟への本の持ち込み制限やオンライン授業が中心で
図書環境は配慮している。

３ 読書活動の実践例
・読書リレー→「おすすめの本」をリレーのバトンの
ように複数の病院の生徒に渡して活用。
・分教室拠点で本を媒介として仲間と交流する活動を
実施している。
・病弱教育支援員によるおすすめ本の紹介コーナーを
分教室の廊下に設置。
４ 今後の課題
・仲間づくりを本校拠点に広げていくことが課題であ
る。本校、分教室、在宅訪問学級、病院訪問学級を
読書でつなげて、子ども達が交流することで病弱児
の日々の生活の充実につながる。
＊保護者として子どもには本を読む習慣を学校でもっ
と推進することを願っています。

ＰＴＡ
１


コロナ禍におけるＰＴＡ活動
静岡県立天竜特別支援学校

袴田

哲靖

静岡県立天竜特別支援学校では、ＰＴＡ全役員共通
業務として、令和元年度は、役員会や学校行事への参
加をしてきました。
令和 ２ 年度は、役員会は実施されましたが、他の部
分では、中止や実施内容を変更しての取り組みになり
ました。
コロナウイルス蔓延のため、取り組み内容の変更が、
仲間意識を強く感じ取れる取り組みになったことは大
きな収穫でした。
進路・研修委員と文化環境委員の活動内容でも、内
容の変更を行い、進路・研修委員が令和元年度実施し
ていた座談会は中止になりましたが、進路等見学では、
時期をずらして行うことができました。
見学した株式会社コックスでは、卒業生や発達障害、
精神障害の方々が働いており、これまでの障害者雇用
の歩みや雇用形態の変化、現在の雇用状態の説明を聞
くことができました。職場で、継続的に働く心得とし

て、
「いなくては困る人になることを目指す」ことが
必要との言葉をいただき、有意義な時間を過ごすこと
ができました。
出前講座、高校生消費者教育では、静岡県西部県民
生活センターの方から、消費生活センターや商品購入
などの契約、消費者トラブルについて聞き、保護者に
とって有意義な時間を過ごすことができました。
文化祭では、保護者が講師となり、今の時代、必需品
になったエコバッグづくりを行いました。タイムリー
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な取り組みでした。
コロナ禍で常に工夫をしてきたことが明確にわかる
発表内容でした。

２ 「コロナを逆手に！全学園生が参加する光明

アートプロジェクト始動」～壁画共同制作＆
光明アートギャラリー展示～



東京都立光明学園

松島

葉子

都立光明学園の取り組みは、普段交流することが難

しい入院中の学園生や、本校へ通学する学園生、訪問
教育の学園生たちが、離れていても、アートの力でつ
ながることを目指した活動です。
分教室、病院訪問学級では、各病院に入院中の児童
生徒が在籍していて、新型コロナウイルスの流行に伴
い、それぞれの病院で、授業形態を変えて実践を行っ
てきました。
共同制作は、ＰＴＡ会長からの紹介で、総合プロデ
ューサーとして、イラストレーターの小池アミイゴ氏
を迎えて取り組みました。
アミイゴさんとのやりとりでは、児童生徒が自分の
好きなことを、アミイゴさんに送り、アミイゴさんか
らは、一人ひとりに、イラストレーションとメッセー
ジが届きました。アミイゴさんからの作品例には、思
わず何か書き込みたくなるような開かれた本が書かれ
ていました。児童生徒は、本の絵にそれぞれ色、形を
プラスして絵を描き上げていきました。
次に、児童生徒が、今の自分の気持ちを表す １ 本の
途切れない線を描きました。自分の思いと、 １ 本の線
の絵をアミイゴさんに送り、アミイゴさんが線や色を
描き足し、壁画パーツが完成しました。
光明アートギャラリーでは、それぞれの場所で取り
組んでいる児童生徒をつなげるために、五つの取り組
みを行いました。

一つ目は、アミイゴさんからのビデオメッセージ。
二つ目は、壁画の展示場所の映像。三つ目は、本校の
学園生が描いた作品をスライドショーにまとめました。
四つ目は、学園生と担任教員、図工美術科教員がオン
ライン授業を実施。これらは、映像やオンラインを活
用して児童生徒をつなぎました。五つ目は、感染防止
対策の徹底のため、制作教材の事前消毒です。
保護者との情報共有では、
１ ．本校まで来られない保護者のために、壁画制作の
プレゼンテーションを掲示。
２ ．学校通信では、そよ風分教室、病院訪問版のアー
トプロジェクト特集号の発行をしました。
３ ．ＰＴＡ広報誌ではでき上がった巨大壁面や壁画の
制作風景やアミイゴさんのロングインタビューを紹

介しました。
この取り組みの成果は、

この授業づくりは、
「授業のユニバーサルデザインの
７ 原則」
（長江・細渕 ２００５）を基に埼玉県総合教育セン

１ ．普段会えない入院中の児童生徒と本校の児童生徒
が巨大壁面を作り上げることで、達成感と一体感が
生まれました。

ターが、（調査研究２０１２）提示した「授業づくりの１２の
ポイント」を視点として、児童生徒にとって、
「わかる」
授業、「できる」授業に必要な具体的実践を整理した

３ ．制約の多い入院生活を送っている児童生徒にとっ
て、造形活動は気持ちの開放や自己有用感を高める
ことができました。

視点について整理して実践することができました。
○取り組みの成果と今後の課題
①「全員参加の授業」
・児童生徒の意欲を喚起でき、最後には達成感が味わ

２ ．アミイゴさんと作品作りを通してつながり、新し
い視点や社会とのつながりを感じ取ることができま
した。

４ ．作品の展示鑑賞を通して児童生徒や教職員、保護
者との交流が生まれました。
指導・助言 全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会


事務局長

南風野

久子

二つの学校に共通していることは、コロナ禍におけ
る学校生活、ＰＴＡ活動について情報共有を常に行い
ながら取り組んだことです。
今までと異なる生活環境の中で、どうしたらよいか
試行錯誤しながら情報共有していったことが、混乱を
引き起こさずに学校生活の充実につながりました。
天竜特別支援学校では、具体的に、前年度実施して
きたＰＴＡ活動の再考をして、精選につながることが
できました。それは新しいＰＴＡのあり方を考えるき
っかけにもなりました。
光明学園では、アートプロジェクトを通して、病気
で入院していても、みんなとつながり、全校が一体と
なる様子がよくわかりました。さらに、コロナウイル
ス蔓延の中、保護者の皆さんにとっても、つながりを
より実感できる取り組みになったと思います。
全国の特別支援学校でも同じように、地域や病院、
保護者と連携しながら、教育内容の充実をめざして努
力を重ねていることと思います。今後もＰＴＡの皆様
と支え合って、子どもたちの成長のため、情報を共有
していきたいと思います。

心身症・精神疾患のある子どもの指導
１



 身症・精神疾患のある子どもの復学支援支
心
援に活かす取組～ユニバーサルデザインの視

点を活かし、「楽しく」「魅力ある」授業づく
りを目指して～
埼玉県立けやき特別支援学校
伊奈分校
石本 直己

○ユニバーサルデザインの視点を活かした授業づくり

ものです。それぞれの教員が、「授業で行っている工
夫や配慮」について、付箋紙に書き出し、ＫＪ法でカ
テゴリー分析を行いました。その結果、以下の ４ つの

えるものであることが大切です。
・授業を行いながら、児童生徒の実態や特性に合わせ
て教材を改善していくことも必要です。
②「学習情報の取り入れ」
・目的を明確化し、適切な機器を選択して、ＩＣＴ機
器を活用することが有効な活用です。

③「授業の構造化とルーティン化」
・「構造化」は授業への安心・安全の保障と、学習へ
の取り組みの自信につながると実感しました。
④「表出や表現がしやすい工夫」
・単なる「意見を言いやすい工夫」ではなく、「やっ
てみたい」「面白いな」という視点が大切です。
・どの授業でも「話しやすさ」を意識することで、どの
場面でも安心して表出や表現できることが重要です。
以上のことから、授業づくりに関する新たな ４ つの
視点は、伊奈分校に在籍する児童生徒の特性に応じ、
楽しく、魅力ある授業を実現するためには、欠かせな
いポイントであることが明らかになりました。
２


 居本養護学校の子どもたち
鳥
小学部の取り組みからの一考察
滋賀県立鳥居本養護学校

戸田

潔

鳥居本養護学校へ転入学してくる児童生徒の多くは、
発達障害の診断を受け、不安や抑うつなどの二次的な
情緒障害、あるいは、反応性愛着障害といった子どもた
ちです。特に小学部では、虐待を主訴とする子どもたち
が、子ども家庭相談センターによってさざなみ学園入
園の措置決定をされ転入学してきます。今回の発表は、
同時期に転入となった高学年児童 ４ 名の約 １ 年半の取
り組みを紹介します。４ 人は、頻回な養育者変更だけで

なく、ファミリーホームや里親での社会的養護の中で
虐待が再現し、施設入所、本校転校となった児童です。
子どもたちの願いは、「ふつうの○年生になりたい」
教員は、
「まあまあの １ 日にしよう」子どもたちには、
これ以上の心理的な負荷をかけないように努めました。
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とげとげしている日、落ち着かない日は体育館や図書
室、自転車で公園に行くなど気持ちが落ち着くことを
大切に考えました。また、楽しいと思える遊びに教師
と一緒に取り組むことを行い、やり取りの中でのトラ
ブルでは、反省や謝罪に時間を割くのではなく、約束
して遊ぶことに重点を置きました。学習では、複数対
応～ Team Teachingで体験的な学習、実験、鑑賞を
中心に取り組みました。

センター的役割
１ 「東京都の病弱教育の現状と課題」
～都訪病研の活動を通して～


東京都訪問教育・病弱研究会
山本 久美・上原

香苗

①調子の悪い時は、激しくあばれてしまうが、それ以
上大きくあれないように心を配りました。
②子どもたちは、授業の時に「僕はやらんで」とよく

〈都訪病研について〉当初、東京都の訪問教育と病弱
教育は別組織として研究・研修などの活動を行ってい
たが、連携しながら情報共有することが重要であるこ

決することは避けるようにしました。
④スーパーバイザーの医師から「いつも不安定な状況で

う都立校には病弱教育支援員が配置され、教員による
授業に併せて学習支援を行っている。

言葉にします。教師は、
「見るのも学習」として勝
手に部屋を出ていくことや回避行動だけはおこらな
いようにしました。
③トラブルがあっても不用意に「ごめんなさい」で解

育ってきた子どもたちなので、落ち着いた平穏は居
心地が悪いかもしれません。」と助言をもらいました。
⑤子どもたちに対して正しく対応して、職員と子ども
たちお互いが疲弊しないようにすることが大切です。
子どもたちは、訴えたいことを訴えても指導され、
反省を促されてきたので無力感と孤立感を繰り返し
てきたため、
「ここは訴えることができる場所なん
だよ」と受け止めることが必要です。
以上の ５ 項目は、子どもたちとの取り組みの日々、
過去に囚われることなく、子どもたち本来の良さを引
き出して不安定な彼らと向き合う大切な視点でした。
指導・助言
一般財団法人信貴山病院

ハートランドしぎさん 副院長

根來

秀樹

１  埼玉県立けやき特別支援学校伊奈分校の「授業の
構造化とルーティン化」は、特に注目しました。構
造化は、発達障害、二次障害のある子どもたちにと

とから、平成２６年に都訪病研として再編された。
〈東京都の病院内教育〉病院内に教室を設置している
分教室・院内学級と、病院に教員・病弱教育支援員が
訪問する病院内訪問の ２ 形態がある。病院内訪問を行

〈病院内訪問教育の現状と課題〉今後の活動に活かす
ため、平成２９年度より新たな枠組みで始まった病院内
訪問教育の ３ 年間のアンケート調査を整理した。病院
内訪問経験年数、訪問実績について、病弱教育支援員
に関してという ３ 項目の基本調査に加え、病院内訪問
教育実施校アンケート調査、病弱教育支援員アンケー
ト調査から、現状を二点にまとめた。第一点は病院内
訪問教育の特徴である。小中学生が多い、準ずる教育
課程が多い、年間で転出入が多いなど分教室・院内学
級と共通する特徴と、教材を持っての移動、 １ 対 １ の
個別授業、学習時間が少ないなど在宅訪問と共通する
特徴がある。病弱教育拠点校化や病弱教育支援員導入
などの新たな取り組みは、担当校が限られるため、広
く情報共有しにくい現状がある。第二点は、①実践の
積み重ね②各校の実践の共有③入院中の教育機会の確
保という大切にしたい ３ つの視点である。特に③教育
機会の確保については、病院内訪問や遠隔授業の制度
について知られていない実態に直面した。
〈今後に向けて〉病院内訪問教育の担当となる教員は

って授業への安心、安全の保障と学習上取り組みの
自信に繋がりました。
２  滋賀県立鳥居本養護学校の先生方の対応の原則

病院や前籍校などの関係機関との連携、病弱教育支援
員との協働・的確な指示出しなどが求められるが、経
験年数が少ない教員の割合が高い。その様な状況下で、

どもたちの心の安定性に繋がりました。
２ 校の発表を通して、病弱特別支援学校の先生方の
工夫により、病気や障害のある児童生徒たちが、学校

能の発揮へと繋がっていくと考える。

「叱責しない、決してお互いが不毛にならない、さ
りげなく指摘し、先生の気持ちをコンパクトに言葉
で伝える。」この対応が被虐待体験、経験のある子

は楽しく安心できる場所であると感じ、成長していく
様子が手に取るように分かりました。今後も児童生徒
の自立を目指しての指導をよろしくお願いいたします。
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都訪病研は教員を支えるセンター的役割を担っている。
さらに病弱教育に関わる教員たちの学びあう場を提供
することが、個々の専門性の向上、各校のセンター的機

２



移転に関わる教育活動と環境の整備について
北海道手稲養護学校三角山分校

山田

郁恵

〈学校の紹介〉本分校は「独立行政法人国立病院機構

北海道医療センター」に入院する神経筋疾患や重症心
身障がいなどの児童生徒を対象とした学校であり、発

・札幌市内への移転を活用
２ 都訪病研のここがすごい！

その後令和 ２ 年 ８ 月、併設する八雲病院の札幌への機
能移転に伴い札幌西区に校舎を移転し、
「北海道手稲
養護学校三角山分校」として新たにスタートすること

３  活動のヒント 何よりも病弱教育・訪問教育を知
ってもらうこと
・市町村指導主事会（特別支援教育課・指導課…）

達や障がいの状況にきめ細かく対応した教育を行って
いる。昭和３２年八雲小・中学校「ひまわり学院」とし
て発足し、昭和４５年に八雲養護学校として開校した。

になった。
〈取り組みの内容〉校舎移転に向けた取り組み・環境
整備として、①新校舎設備と環境②校歌・校章の構想
③ ２ 校共存（ ２ つの別々の学校が同じ校舎で一緒に学
習活動をする）
の学校生活に向けて④新生活・新校舎へ
の期待の ４ 項目をあげたが、特に生徒たちの環境変化
に対する不安への取り組みとして、情報収集から生徒
の期待感が膨らむような学習を行った。移転後の取り
組みとしては、
①移転後の学習環境・支援として、隣接

病棟と連携を図りながら、一人一人の生徒の身体状況
に合わせて支援の方法、支援機器の製作を行う。②体
験的な学習として、ＶＲゴーグル導入や遠隔学習など
ＩＣＴの活用、校内での就労体験を行う。③交流学習
として、校舎を共有する市立山の手支援学校とのＺｏ
ｏｍによる交流の実施と近隣地域との交流体験の機会。
④学校行事として、Ｚｏｏｍによる授業参観、体育館
での全校行事等の実施。⑤病院・併設校との連携とし
て、主治医、看護師長、ＰＴ、ＯＴ、学校代表教員、
管理職との「医教情報交換会」や病院スタッフを講師
とした「病気理解研修」等の実施。山の手支援学校と
の「合同連絡会議」「児童生徒情報交換会」を実施。
〈成果と課題〉移転により、改めて生徒にとってのよ
り良い環境や指導・支援の方法について考え、確認する
機会を得た。また、コロナ渦中ということもあり、病
院や併設校との情報共有や連携の大切さについても実
感できた。環境の変化は移転に向けた取り組みや準備
を含め、生徒にとって経験と自信につながった。将来
の生活をより豊かなものとするために、地域とのつな
がりは必要不可欠であり、今後どのように社会とのつ
ながりを持つか考える必要がある。全ての児童生徒に
とって、より良い指導や環境が整備されるように、病
棟と連携を深めながら医療、教育の両方の視点から指
導支援の充実を図っていきたい。
指導・助言


大阪国際大学 基幹教育機構
教授 中村 昌子

１ 手稲養護学校三角山分校のここがすごい！
・八雲養護学校のノウハウを継承
・札幌市立山の手支援学校との交流

・病弱教育支援員との連携
・アンケート調査の実施
・コロナ渦のなか「教員も学びを止めてはいけない」

・小学校校長会・中学校校長会・高等学校校長会
・看護師会
４ 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して

 全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な
～
学びと、協働的な学びの実現～（答申）

（中教審第２２８号）令和 ３ 年 １ 月２６日
・特別支援学校のセンター的役割（他の学校への支援）
の強化として、設置者を超えた学校間の連携を促進
するための体制の在り方についても検討する必要が

ある。
・特別支援学校の有する自立活動の指導のノウハウや、
障害のある生徒の就職等に関する知見が活用され、
それぞれの児童生徒に応じた適切な指導及び必要な
支援が行われるよう、高等学校が特別支援学校との
連携を強化することが必要である。
・特別支援学校に在籍する児童生徒が居住する地域の
学校に副次的な籍を置く取組については、居住する
地域との結び付きを強めたり、居住する地域の学校
との交流及び共同学習を継続的に推進したりする上
でも有意義であり、その一層の普及を推進すること
が重要である。

ＩＣＴ
１



慢性疾患のある児童生徒へのＩＣＴ機器及び

ＩＴ技術を用いた教育実践
埼玉県立けやき特別支援学校
金井

寿明・橋本

幹征

研究テーマを「病弱教育における主体的・対話的で
深い学びの視点からの授業づくり」と掲げて研究を進
めた。今回の発表ではその研究成果を中心に、ＩＣＴ
に関する機器や技術を活用した具体的な取組の事例に

ついて発表した。使用した機器の紹介・３６０度カメラ、
ＶＲゴーグル、インタラクティブホワイトボード（以
下、ＩＷＢ））分身ロボットOriHime、テレプレゼン
スロボットkubi
〈今後に向けて〉本研究は平成３０年度に ３ 年計画で開
始したが、令和元年度の終わりから新型コロナウイル
スの感染拡大の影響を大きく受けることになった。し
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かし、そのことによりＩＣＴ機器を活用する取組が加
速し、また全国的にも取組が進んだことで、特に対外

的にオンラインによる取組が進むという結果になった。
本研究の終了後も、本校では引き続き前籍校の卒業式
や入学式に参加したり、オンラインによる修学旅行を
実施したりするなどの新たな取組を進めている。今後
も課題を改善しながら引き続きＩＣＴ機器を活用した
取組を進め、子どもたちが抱えている病気による困難
の改善、克服につながる実践を行っていきたい。
２



ＩＣＴ機器を活用した生徒の主体的な取り組
み・ロボットプログラミング選手権２０２０九州
場所から
佐賀県立中原特別支援学校
土井 志穂・松永 泰臣

〈学校の紹介〉本校は現在、独立行政法人国立病院機
構肥前精神医療センターや鳥栖市の若楠療育園に入院

入所している児童生徒の訪問教育も行っており、佐賀
県東部地区の特別支援教育の拠点校として日々の教育
に取り組んでいる。
〈実践の紹介〉本校舎中学部病弱通常の学級の生徒で、
小学校時代はなかなか学校やクラスに馴染めず不登校
の経験があり、集団での活動が苦手、受動的で自ら進
んで意見や考えを発することが少ないなど、生徒の実
態は様々である。取組の実際（ １ ）九州場所に向けて
「ロボットプログラミング選手権という内容であった。
〈まとめ〉学習計画を立て、総合的な学習の時間、参
加者としてのロボットのプログラミングを技術の時間
と分けたことで、生徒達は見通しをもってそれぞれの
活動に取り組めた。○生徒の強みに沿った役割を分担
することで、それぞれに責任をもって主体的に取り組
むことができただけでなくお互いにアドバイスをする
姿も見られ、みんなで一つのことに向かって進んでい
ることを実感できた。大会への参加をきっかけに、ロ
ボットのプログラム作成を初めて経験した。ロボット
を動かしながら何度も試行錯誤し、プログラムを作り

上げる過程が限りなく大相撲に近付けることで児童生
徒達の興味・関心、意欲が高まり、「楽しい」、「また
参加したい」などの思いをもつことができた。今後、

今回の大会を契機として他校との交流の機会を広げ、
関わりを深めていきたい。自らするべきことを決定し、
計画、実行できるように活動を仕組み、効果的にＩＣ
Ｔを活用することで主体的な姿を引き出していきたい。
ＩＣＴを用いた実践は従来授業への参加が困難であっ
た人や場所の障害を除くことができると期待している。

＊Ｉ Ｃ Ｔ と は「Information and Communication
Technology」＝「情報通信技術」
＊ＩＴとは情報技術そのものを指すが、ＩＣＴは真ん
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中に「Communication（通信、伝達）」という言
葉が入っており、ＩＴよりもコミュニケーションの
重要性が強調されている。

自立活動の指導
１



ひだまり学級における自立活動の
指導の充実に向けて
東京都立武蔵台学園 府中分教室
ひだまり学級

布川

有希恵・佐久間

建

〈学校紹介〉本校は知的障害教育部門と病弱教育部門
を併置し、病弱教育部門の府中分教室は、東京都立小児
総合医療センターに入院した児童・生徒が学習する病
院内にある分教室です。こころ病棟（児童・思春期精神

科）とからだ病棟（内科系・外科系）があり、こころ病棟
のひだまり学級は、性別、年齢別、症状別に ７ つの病
棟があり主に自閉症スペクトラム障害（ＡＳＤ）や注
意欠如多動性障害（ＡＤＨＤ）などの発達障害、強迫
性障害や不登校・ひきこもりを伴う心因性精神障害、
統合失調症やうつ病などの精神疾患をもつ児童・生徒
です。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（特
総研）の「精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育
支援・配慮に関する研究」の調査研究協力校（Ｈ２９～
３１）東京都の「病院内教育における自立活動の在り方
研究事業」の調査協力校（Ｈ３０～Ｒ ２ ）として外部と
の連携をしながら、自立活動の指導実践を行っている。
〈実践事例を通した取り組みの内容〉小学部高学年の
児童で、ＡＤＨＤ、ＬＤと診断されている。低学年時
から問題行動が多く、学校へは ４ 年時から不登校とな
った。家庭でも感情コントロールできず、警察介入と
なったこともある。病棟でも、特に同世代に対し暴言
暴力が出やすいため、人間関係が築けない状態だった。
学習空白が長いためか、学習への意欲、集中は続かな
かった。プライドの高い児童は、勉強ができないとい
うことをみとめたくないことが、学習への不安、劣等

感が、生活の中の問題行動として現れていると考えら
れた。そこで、児童の課題と目標を、 ３ つに整理した。
１ ．不安で気持ちのコントロールができず、対処方法
がわからない。（伝えることのスキル）
２ ．相手の気持ちを考えない言動から、トラブルが多
発している。（コミュニケーションスキル）
３ ．学習経験と学力の不足によって自己肯定が低下し

ている。（学習への達成経験による自信）
その中で、自立活動だけでなく、国語・学級活動も
活用して連続的に学習できる計画として、単元名「歴

史学習プロジェクト−歴史アンケートを発表しよう
−」というスキルの定着による児童の成長を目指した。

単元開始頃は児童 ２ 名で、途中一人の児童が退院した
が、児童は意欲を失わず小学部の教員一人一人にアン

児童生徒の暴言や暴力、いじめの事案が増えた。教員
の心身の疲弊も常態化してしまい、外部機関の心理士

くなった。
〈成果と課題〉課題分析、振り返りについては、埼玉
県立けやき特別支援学校伊奈分校が開発した「自分メ

参加を機に、「Co-MaMe」を通して埼玉県立けやき
特別支援学校伊奈分校開発「自分メーター」を参考に
平成３０年より大阪府立羽曳野支援学校阪南病院分教室

ケート取材、終了後のお礼や予行演習では中学部の教
員に見てもらい、たくさんの先生に自分の頑張りを認
められたことで、その後の生活面でもトラブルが少な

ーター」を「ひだまり版」として作成し活用した。転
入時には、アセスメントとして自分を知る目的で、ま
た指導後に再度活用することで、指導変化を本人と教
員が共有できると考えた。授業や行事などの成功体験
から大きく成長し自信を高めていったことが自分メー
ターによる自己評価（ ７ 月・１０月）でも確かめることが
できた。退院後、全籍校には通えないが、適応指導教

室での個別学習に週 ２ 回ほど通うことになった。また、
特総研の研究のまとめ「Co-MaMe」を参照に『受容
期』入院の理由や学級に対する苦手意識で不安定であ
る。
「心理的安定」を中心に取り組む。『試行期』人間
関係の形成やコミュニケーションに取り組むことで集
団での関わりを築くことで退院後を考える。『向上期』
地域に戻った時の不安が出るが、ひだまり学級での経
験を励みにして一歩踏み出せるように支援を行う。少
しでも自己肯定感を高め、自信をつけて退院後の生活
に送り出せるよう日々、取り組んでいる。
２



Co-MaMeを活用した「わになるプラン」
～『精神イズム』を合言葉に～
大阪府立刀根山支援学校
大阪精神医療センター分教室 船山 雄太郎

〈「笑顔を取り戻す」ための分教室〉大阪府の精神医
療を支える基幹病院「大阪精神医療センター」に併設
された分教室には、入院している児童・生徒は、発達

障害・適応障害・不安障害等の精神病圏の病気に加え、
不登校経験者も多い。また、小学生の半数は子ども家
庭センターの判断による措置入院で、これまでの養育
の問題による愛着の課題も根深い。そのため、医師や
看護師をはじめとした医療福祉の多職種によるチーム
医療と協力して教育実践が求められる。退院後を見据

えて、地域校や福祉機関とも連携し、児童・生徒が地
域で学び、生活できるように指導・支援を行っている。
〈取り組み〉①平成３０年度在籍していた児童・生徒を
対象に、令和元年１０～１１月時点で登校できているか主
治医から外来通院状況の聞き取りを行った結果、地域
校に通学できている児童・生徒は半数を超えている一
方で、再入院や不登校状態の児童・生徒もいる実態も
わかった。②在籍する児童生徒が増え、それに伴って

を交えて教員が感じる分教室の良いところや困りごと、
悩みを『精神イズム』として共有していくことにした。
③平成２９～３０年度にかけて特総研の研究協力校として

と共同研究して『わになるシート』（大阪府版尺度表）
を作成、 ６ つの項目と３７の質問、 ５ 段階の尺度で得ら
れた情報はチームで指導支援をするために会議等で他
の教員と共有した。これからも、たくさんのネットワ
ーク（わにネット）を通して相互に協力・支援・研究
する体制づくりをめざしていきたい。
指導・助言

関西国際大学

中尾

繁樹

東京都立武蔵台学園 府中分教室 ひだまり学級
児童の実態と目標から
・なぜ学力が低いのか検証⇒なんとなくでなく科学的
根拠を検証すると具体的手立てが出ている。
・学習への達成経験による自信⇒認知的な背景の検証
と意欲の向上
・意欲とは「進んで何かをしようと思うこと。また、
その心の動き」
その条件とは⑴「やりたい」と思える⑵「できそう」と
思える⑶「失敗したくない」と思う⑷達成感を感じる
大阪府立刀根山支援学校 大阪精神医療センター分教
室 発表から
・問題行動が減っていることの事実と検証⇒先生も子
どもも自信につながる
・子どもの実態把握は⇒目に見えない部分を客観的に

把握する
なぜ必要なのか 子どもを見る大切さ一つのきっか
け や 手 段 と し て 既 存 の も の を 使 う の は 大 切 ⇒CoMaMe、Cog-Tr他
子供の困っているところ、親の困っているところ、
先生の困っているところを早く見つけないと一人ひと
り違うのだから→合理的配慮そのもの。
皆さんでつながって、子供たちの将来を守っていき
ましょう。

ベッドサイド教育・病院との連携
１


子どもたちの実態把握と指導で大切に
していること～医療との連携を通じて～
滋賀県立守山養護学校

内村

麻海
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〈本校の概要〉滋賀県立守山養護学校本校（本校）は、
滋賀県守山市の県立小児保健医療センター（小保）に
隣接し、入院中の子どもたちが通う病弱特別支援学校
である。また、大津市の大津赤十字病院内には守山養
護学校分教室が設置されている。本校、分教室ともに

小学部、中学部を設置し、本校小学部は単一障害学級、
重複障害学級を設置している。
〈事例から振り返る〉小学校の通常学級に通う小学 ３
年生の児童は、脳梗塞発症後 ３ 週間は急性期病院に入
院し、一定の回復を経てリハビリのために小保へ転院
し、本校へ転入となった。約 ３ 週間後に治療のため他
院へ転院し、 ２ 週間後、再リハビリ入院時に本校へ再
転入、約 １ か月後退院となった。再転入時には文化祭
があり、 ３ 日間という短い練習期間の中でも、ナレー
ターや右手だけの人形操作を一生懸命に練習し、堂々
とやり遂げた。退院前の自立活動で入院生活の振り返
り学習の際、入院中の頑張ったことに「リハビリ、検

査、文化祭」の ３ つを挙げた。本校には合計約 ７ 週間
在籍し、その間、児童が安心安全に過ごせることを第
一の目標に、医療関係者や前籍校、保護者と何度も連
絡を取り合ってきた。退院にいたるまでの、身体面、
心理面のサポートに取り組む中で、特に身体面におい
ては医療との連携を中心に取り組みを進めた。
・転入直後⇒主治医への聞き取り・病院側 １ 名（主治
医）
・本校側 ３ 名（特別支援教育コーディネーター、
養護教諭、担任）①実態把握②学校での注意点など
について確認
・転入から一週間後⇒第 １ 回カンファレンス・病院側
６ 名（主治医、リハビリ主治医、ＰＴ、ＯＴ、担当
看護師、ケースワーカー）・本校側 ３ 名（特別支援
教育コーディネーター、養護教諭、担任）①入院に
伴い児童の状況を共有②今後の方向性を確認
・再転入時⇒主治医、リハビリ担当医への聞き取り・
病院側 ２ 名（主治医（電話連絡）リハビリ主治医）
①再転入に伴って児童の病状の変化を確認②学校で
の注意点について確認

・退院 ２ 週間前⇒前籍校担任来校・前籍校 １ 名（担任）
・
本校側 ２ 名（特別支援教育コーディネーター、担任）
①前籍校に戻るにあたっての配慮事項を確認
・退院 １ 週間前⇒第 ２ 回カンファレンス・病院側 ６ 名・
前籍校 ２ 名（担任、養護教諭）
・本校側 ３ 名（主幹
教諭、特別支援教育コーディネーター、担任）①退
院前、地元小学校へ戻るにあたっての医療相談と情
報交流
実態把握には、時間軸の中で子どもを見る、複数の

目で見る、多角的に見るという ３ つの視点が見えてき
た。一人ひとりの今まさに頑張っていることに目を向
け、認め、支えていける存在でありたい。
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２


訪問教育における病院との連携と授業実践に
ついて
岐阜県立長良特別支援学校
加藤

紗代子・廣場

陽子・山田

慎二

〈学校紹介〉岐阜県立長良特別支援学校は、国立病院
機構長良医療センターの隣に位置しており、県内唯一
の病弱教育を専門とした特別支援学校である。全校児
童生徒数の約 ３ 分の １ が訪問教育に在籍しており、そ
のうちの ６ 割以上が病院や入所施設で過ごしている。
現在は、国立病院機構長良医療センター・岐阜県総合
医療センター・重症心身障がい児施設 すこやか・自

宅の ３ か所で訪問教育を行っている。
〈病院との連携について〉児童生徒の健康を保持し、教
育活動を円滑に行うため、病院との連携は欠かせない。
・担当連絡会⇒毎月児童生徒の様子等の情報交換や儀
式的行事等の打ち合わせ。
・プライマリー懇談・リハビリ参観⇒年度の初めに担
任が、看護師や理学療法士等から直接話を聞き、授
業の参考にしている。
・支援会議⇒病院の入退院時等に関係機関が集まり、
必要な支援について情報交換を行っている。また、
職員の専門性向上のため、職員校内研修では、病院
医師や専門家を講師として招き、教員が医療につい
て学ぶ機会を設けている。
コロナ禍の休校期間においては、教員の演奏や読み
聞かせを収めたＣＤやＤＶＤを作成して病院に届け、
児童・生徒に視聴してもらうことにした。病院で行う
儀式的行事もオンラインでの実施に切り替え、式の流
れや参加人数を変更して行った。感染状況によって変
わる病院のフェーズに合わせ、今後も柔軟な対応が必
要である。
〈授業実践について〉当校の訪問教育の児童生徒は、

病弱に加え、重度の肢体不自由と知的障がいを併せ有
し、日常生活全般において医療行為を必要としている。
教員の働きかけに対する表出も様々であるが、まぶた
や指等のわずかな動きであることが多いため、実態把
握時は、次のような工夫をしている。
・訪問教育では一対一の個別授業を行っている。・複
数の教員が交代でかかわるため、バイタルサインや
表情、身体の動き、筋緊張の様子等を客観的にとら
えるために写真や図を用いた共通の指標を作成して
いる。・授業の様子等を記入する記録表は、児童生

徒一人一人に合わせて表出の観点を明確にしたもの
を作成し活用している。
児童生徒が外界の変化に気付いたり表出したりする

姿を引き出すために、効果的であった活動について、
ねらいや具体的な支援方法等をまとめた素材集を作成

している。これらをさらに蓄積し、授業づくりの参考
資料として活用できるように整理したい。
指導・助言


大阪人間科学大学 心理学部
（教職課程）
西上 優子

となった。
取り組みの成果

①「 ＩＣＴ活用」在籍高校にkubiを貸し出し、高校
の教員が効果的に活用することで、一緒に実習参加
している雰囲気が感じ取れ、クラスメイトと同一経

１ 滋賀県立守山養護学校 事例の振り返りから
「寄り添い、認め、支える存在である教員」⇒そのた

験を共有することができた。
②「生徒同士の交流」入院中で孤独や不安を感じつつ
も、同年代、同じ境遇や状況にある仲間と励まし合

頑張りへの認め、さらなる学習の発展へ
前籍校へ復学する子どもを支えるもの→友人の支え・
クラスの支え・先生の理解⇒特別あつかいでなく、特
別な支援のもとで・自分の居場所があること・理解し

り、とても和やかな雰囲気の自習学習となった。
③「復学支援」（退院後在籍校に戻るという意味）復
学支援においての成果は、復学支援会議を実施でき
たことである。復学シートの活用で、分教室職員・

めに…入院中を支える教員は医療と前籍校と「連携の
輪」をつなぎ、つながる役割、一人一人の教育ニーズ
に応じた指導内容の精選が学ぼうとする子どもの努力、

てくれる人がいること。
そのために必要なものは…共に元気を支える教員集団

のつながり
２  岐阜県立長良特別支援学校 授業実践についてか
ら
訪問教育授業実践における課題①実態把握の難しさ
→生活リズムは整っているか、教師からの働きかけに
応答することができるか、有効に活用できる感覚器官
には何があるか（見ること、聞くこと、触ること、匂
いを嗅ぐこと、味わうこと等）丁寧な観察が必要。②
教員間の共通理解→施設訪問教育による一対一の個別
授業、複数の教員が交代で担当、児童生徒の表出確認
は客観的な共通理解と指標の作成（写真・図）、授業
の記録表による引継ぎ③教員の専門性の断承→指導の
成果を高めるために、病院・施設で支援の手続等の理
解と継続が必要。病院・施設関係者との連携は不可欠。
病弱教育の専門性を継承し、つなぎ、つながる連携の
輪を全国に広げましょう！

高校生への支援及び学習指導
１



 おるり分教室における入院高校生支援の
お
取り組みの成果と課題

栃木県立岡本特別支援学校 おおるり分教室
篠崎貴美子・寺塚亜希子

長期入院を必要とする高校生への学習支援は、文部
科学省委託事業を栃木県が受け、令和 ３ 年度で ４ 年目
を迎える。

入院高校生への指導は、「自主学習支援」「在籍高校
による授業への支援」である。病棟内には、Wi-Fi環
境がないので、ポケットWi-Fiの貸出をすることで、
病棟内のどこでも学校との遠隔授業を行うことが可能

いながら、主治医の許可のもと、レクリエーション
の計画、実施ができた。入院中の学校の友人関係な
どについて、自然と会話する姿が見られるようにな

在籍校担任などの・本人・保護者・病棟看護師・主
治医・養護教諭などの意義のある復学へ向けた情報
交換ができ、結果、本人・保護者が納得する進路へ
とつながった。
２



 等学校段階における入院生徒の対する
高
教育保障体制～同時双方向型配信授業の
成果と課題～
京都市立桃陽総合支援学校
石原 廣保・篠原 淳子

京都市桃陽病院に入院した児童生徒が通う本校と ５
つの院内学級、訪問教育（院内学級を設置していない
京都市内の病院）がある。
①高等部を設置していない当校は、小児科医師との連
携を図りやすい環境を活かし、センター的機能を活
用した高校生支援に取り組んできた。その結果、医
教連携コーディネーターの支援のもと、在籍校の病
弱教育への理解・啓発・医療機関との連携などの構
築は着実に進んできた。
②長期入院する高校生にとってなりたくてなったわけ

ではない病気により、「健康な自分」「容姿」を喪失
することになる。次に湧いてくる気持ちは、「留年」

「休学」「退学」など高校生活と切り離されていく不
安や苦悩である。小児がんに罹患し「高校生として
の自分」を喪失することとなってしまった生徒たち
が学習支援を受けながら治療も受けることができる
環境の整備が求められる中、教育支援、制度の見直
しによる要件緩和等が進んで来ている。

③同時双方向型配信授業 配信授業を実施する中で、
生徒が不利にならないように、定期テストでは同時
双方向型配信授業と同様に繋ぎ、病院側と連携し、
定期考査ではクラスメイトと同時に受けることがで
きた。高校生にとって何よりも安心感に繋がった。
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・今後の課題と取り組み
ＡＹＡ世代の患者は成人病棟へ入院する場合もある。

うになり、進学先に通えるようになった事例を私たち
はたくさん見てきた。それは私たち教員の自信になり、

ることを忘れず、今後も検証を進めていきたい

１ ．事例Ａ（地域校と連携を定期的に行えた中学 ３ 年
生）
現在、支援学校の高等部に進学した生徒は、起立性

医療関係者との連携を図り、がん等で入院する高校生
がアイデンティティを保つことができる支援に繋げた
い。どのような支援も生徒の心を支えていくものであ

指導・助言


大阪大谷大学教育学部

特別支援教育専攻教授

小田

浩伸

本分教室の存在意義を感じるところでもある。昨年度
卒業した小学生と中学生について、前籍校や進学先と
の取り組みを紹介する。

栃木県立岡本支援学校おおるり分教室、京都市立桃陽

調節障害と発達障害。相手の気持ちになって考えるこ
とや抽象的なことを理解することに難しさがある。家
族構成は母と妹で、母親の精神的なサポートの必要性

３ ．情報技術の活用に関する環境整備（ＩＣＴ活用等）
Kubiを使用した授業配信、Ｚｏｏｍのチャット機

者が前籍校でスクールカウンセリングを受ける等協力
体制を取ることができた。支援学校の高等部に進学し

総合支援学校の取り組みから
１ ．学習支援の推進（授業支援：同時双方向型・オン
デマンド型）
２ ．復学及び進路変更への支援

能を活用
４ ．高等学校における遠隔授業に基づく単位認定に関
する問題性や課題性を発表（出席認定・評価・単位
認定の妥当性当）
５ ．医教連携コーディネーターの役割と認知の推進
病気やけがで入院している生徒の心理として心理
的・社会的・空間的・時間的体験があるとされていま
す。こうした生徒の心理に対して非常に有効な方法と
して、両校からオンデマンド双方向型のいわゆる遠隔
授業・ＩＣＴ活用の推進・親近感あるコミュニケーシ
ョンが可能であるという発表をしてもらいました。
長期入院高校生等への教育の質・量ともに充実した
内容を提供していくための実践とその効果検証が今後
とも期待されます。
話題提供者の先生方、ありがとうございました。今
後のさらなる展開を期待しております。

進路指導・キャリア教育
１


 登校経験のある子どものよりよい進学を
不
めざして
大阪府立羽曳野支援学校
橋元

麻帆・谷口

詩織

大阪府立羽曳野支援学校堺咲花病院分教室に在籍し
ている子どもは、ほとんどが不登校の経験をしている。
子どもによっては幼稚園や保育園から通うことが難し
く、小中学校では支援学級や適応指導教室、フリース
クールにも通うことができない場合がある。学校に関
係するすべてのことへ関われなくなり、近所の人や同
級生に会うことを恐れて、少しの外出さえできなくな
ってしまう。そのような子どもが進学を考えられるよ
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を主治医が指摘しており、妹も小学校への登校がむず
かしく全員が支援を必要としていた。
前籍校との協力により、生徒の体育大会見学、定期テ
ストの実施、前籍校教員の分教室での授業参観、保護

て「学校が楽しい」と登校できている。
２ ．事例Ｂ（地域校と連携を不定期的に行った小学 ６
年生）
小学 ２ 年生から在籍している、主治医の診断は自閉
症である。手足の不器用さや極度の潔癖さなどがあり、
同世代とのコミュニケーションが難しい。登校ができ
なくなった理由は同級生からの言葉などにより不快な
思いをしたことである。子どもは登校できていない。
しかし、保護者は、中学校と懇談を定期的に行うこと
ができている。
事例の ２ 人は、子ども保護者ともに学校のことを考
えるだけで精神的に不安定になる状況で入級した。
しかし、顔を合わせることの大切さを、改めてこの
２ 人の事例から感じた。
事例Ａの中学生は、前籍校教員が繰り返し分教室に
通い、同じ時間を過ごすことで、教員への心を開いて
いった。
事例Ｂの小学生は、度重なる保護者と中学校教員と
の顔を合わせた懇談により、中学校見学や適応指導教
室の見学を行うことができた。
子どもたちが地域や進学や社会へ、一歩踏み出せる
ような方法をこれからも考え続けたい。
２


本校キャリア教育と自立活動
～「産業社会と人間」の授業から～
和歌山県立みはま支援学校

佐々木

渉

１ ．将来に向け豊かな生活を送れるよう指導する。
２ ．児童生徒が社会生活にかかわり合いながら、一人
一人の特性や実態に応じた自己表現できるよう支援
する。

３ ．望ましい勤労観・職業観を育み、主体的に自らの
生き方や進路を選択できる能力・態度を育成する。

〈本校の進路指導 基本方針〉
進路学習および教育活動全体を通して、自己認識や
将来の進路に対する認識を深め、生徒が適切な進路選
択ができるよう、指導・支援する。
①自己理解・対人関係・疾病理解とそのコントロール
など社会生活を送る上での必要な力の育成

②体験の場として職場見学や職場体験実習の充実
・キャリア教育をより円滑に 担任との連携 情報交換
授業で扱った概念を個別指導時に確認・深化（メタ
認知 自責・他責 すべき思考 など）
様々な考えを受け入れる雰囲気が大切である。
・アフターケアから 支援を求める（ヘルプを出す）
自ら支援を求めることができるか、より良い解決策
へ向けて
自己受容の程度 自己受容とは：長所や短所も含め
た今の自分の状況を認め、受け入れること
自己受容できるかどうかがポイントとなる⇒進路指
導・キャリア教育の課題
指導・助言


ジョイアススクール つなぎ
代表 阪東 俊忠

・二つの実践に出会えて、とても嬉しい気持ちでいっ
ぱいです。
・堺咲花分教室は、子どものためにはゆったりした環
境を用意しながらも、今日は来るかな？と緊張感が
毎日あるのだろうなと感じます。
・みはま支援学校もまだまだ自己理解ができない高校
生にどうすれば、自己を理解し、社会に挑戦してい
ってくれるだろうか、日々生徒に応じて悩みながら
進めているのだろうと思います。
・教員としては、このまま卒業させて大丈夫だろうか

と、いろいろな思いを引きずりながらも、年度が変
わって、また、目の前の生徒に必死に当たっていく、

そうするしかないのが宿命です。
・それでも、 ２ 校の先生方からは、子どもへの『愛』
がいっぱい感じました。
これが私のうれしい気持ちです。
−私の問題意識−
・不登校になる例が増えているのはなぜか、根本的に
考え直す必要がある。
・学校や教員に不快感を持つ、学校がストレスとは大
変。
・安全で安心できる環境があって初めて主体的に人格
形成がすすむので、社会のすべてに安心できる環境
がほしい。

全病連地区大会オンラインに参加して
令和 ３ 年度第43回中四病連徳島大会
（ＷＥＢ大会）
１
２
３

主幹校 中四病連事務局（鴨島支援学校）
中四病連徳島大会当日( ８ 月１８日)のＺｏｏｍ開催

８ 時５０分から参加
 会１６：００ まる一日参加 充実した大会でした。
閉
準備、構成等、徳島鴨島支援学校の

 熱心な取り組みのお陰だったと思います。全病Ｐ
ご
ＴＡ連合会という名前で参加しました。
４  開会行事、主幹校の森本真由美校長（鴨島）挨拶
でスタートでした。
５ 内容
分科会発表 １ 自立活動 通常の学校にない教育課
程の領域であり、保護者として、子どもの支援に参

考となった。この領域の第一は健康の分野です 実
践は大会記録集に掲載される予定です。
①第 ４ 分科会 ムーブメント教育について 講話と実
際の活動（車いす使って）コロナ感染がなければ保護
者が参加される予定だった まさにＰＴＡ分科会でし
た。この教育は世界的に有名な分野で今も幼児教育、
重度の教育に使われています。今日は先生方が保護者、
子どもになって演じてくれました。ここで昼休み Ｂ
ＧＭをオンライン上で流して気分転換になった。午後
からは１３時開始
②第二分科会 教科指導でＩＣＴの実践 プログラミ
ング教育の実践で今の教育の先端分野でした
③第三分科会 教育相談と就労 どんな相談があるか、
参考になった。就労は子どもの糖尿、肥満、他の病気
の事例で養護教諭が頑張って改善させて就労に結び付
けて自立している事例であった。
そして １６時から閉会行事 来年は山口大会で全国

大会も兼ねるそうです。コロナ感染が治まったら、全
病Ｐ連、みんなで参加したいとたのしみにしています。
インターネット環境を活用しての大会はコロナ禍の
ような時には対面でなく、大会を開催できることを北
海道東北地区のＩＴ化に続いて感じ、保護者の参考に
なりました。

令和３年度北海道東北病連岩手大会
オンライン参加
今年度から、北海道地区病連と東北病連が統合され、

一緒に活動することになった。
１ 大会の概要
コロナ禍の ７ 月３０日、岩手県が主幹校となり開催。
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開催形式は「ＺＯＯＭ」というソフトを活用して、ウ
ェビナーという方法。ウェビナー方式は開催者が従来

〈各分科会を通して助言者のコメント〉
・アンガーマネジメントなど感情の自己コントロール

く、オンライン方式に登録しておいて、参加者は勤務
地で参加できました。
２ 分科会の概要

る。不登校への対応は包括的な対応が必要
・重度・重複障害のある生徒には主体的な学びの姿、
対話的な学びの姿、深い学びの姿をより、実態に即

の講演スタイルに似ており、初めて、ＷＥＢ環境を使
った大会でした。参加者はパソコンで配信される様子
を視聴する形で参加。岩手に行って、参加することな

第 １ 分科会「教科・領域等の指導」
テーマ「個々の病状に配慮し、児童生徒の生きる力を
育む指導の在り方」
・山形県立山形養護学校の報告
子どもとシートを活用した実践。今後、児童生徒の
力を伸ばせる実践研究が期待される。
・北海道手稲養護学校三角分校の報告
 ジストロフィーの生徒の国語科における認知、身
筋
体面への配慮と指導の工夫

第 ２ 分科会
テーマ「個々の病状を理解し、児童生徒の生きる力を
育む指導の在り方」
・青森県立浪岡養護学校の報告
発達障害や精神疾患を有し、不適応行動の見られる
児童に対する ３ 年間の指導実践について
・福島県立須賀川支援学校郡山校の報告
不登校傾向の生徒に対して「学校や教師が安心でき
る存在」であることを体得できるようにかかわった
取り組み
第 ３ 分科会
テーマ「個々の障害の状況や特性を基に、児童生徒の
生きる力を育む指導の在り方」
・岩手県立釜石祥雲支援学校の報告
「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業

改善実践を通して、学校全体の中で発達段階に応じ
た「主体的・対話的で深い学びの姿」の共通理解を
進めることができた。
・話題提供
 城県立西多賀支援学校 ＩＣＴ機器を活用した客
宮
観的な評価方法を探る一試み
第 ４ 分科会「自立活動の指導」
テーマ「個々の生きる力を育み、社会参加と自立を目
指した自立活動の在り方」
・宮城県立拓桃支援学校報告
 気療養中の受験生に対する学習の焦りや不安を軽
病
減するための取り組み～連絡方法の工夫と学習支援
の充実を通して～

・青森県立青森若葉養護学校
社会につながる意欲を育むための指導～自立活動で
育てたい力を明確にすることを通して
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はどの子にも必要である。獲得したスキルを日常生
活で使えるようにすることが重要である。
・子どもの成長には時系列に沿った連携が不可欠であ

して明らかにするとともに授業の改善が重要である。
・ＡＴ・ＩＣＴ機器を活用した先進的実践は学習活動
の多様化をもたらしている。
・不登校傾向にある生徒に対して、社会に繋がる意欲
を育むためには対話を大切にしながらできること・
できそうなことから取り組むことが良い。
・自立活動の指導には全教員の協力の下で取り組みを
効果的に行うことが大切である。
・自立活動における具体的な指導内容を設定するにあ

たり考慮することが ６ 点あるが「主体的に取り組む
指導内容」と「改善・克服の意味を換気する指導内
容の二つに関する要素が含まれており、大切である。
・児童生徒の発達や成長には肯定的なフイードバック
が必要と言われる。学習活動を行ったことで、達成
感を感じたり、周囲の人々から褒められたり、認め
られたりすることが大切である
・学 習指導と学習評価は学校の教育活動の根幹であ
る。・子どもの成長につながる研究実践だった
・生徒の良さを認めて伸長しようとする教師の姿勢が
見られた
◇行政説明
文部科学省、特別支援教育調査官 深草 瑞世氏か
ら「病弱教育における課題と今後の展望と題して」〇
特別支援教育の現状、〇病弱教育の課題とその施策等
について報告があった。
＊文部科学省ではホームページで特別支援教育の最新
情報を提供している。
https://www.mext.go.jp

◇講演
「発達障害など、特別な支援を要する子どもの指導・
支援について」
新潟大学教職大学院教育実践学研究科教授
正樹氏より、発達障害特性の多様な姿を
Ⅰ多様な実態 Ⅱ精神疾患・身体症状 Ⅲ

長澤
二次

障害 Ⅳ 素行障害の姿をＰＷで提示して講演された。
＊午前 ９ 時から１２時までオンラインで開催され、地区
病連のＩＴ化が行われ、今後保護者が参加しやすい
道が開かれた大会であったと感じた。

全病Ｐ連理事・監事座談会開催
全病Ｐ連として、初めてのオンラインによる座談会
を開催することができました。

学園ＰＴＡ会長（有吉万里矢様）、全病P連会長 羽
田 京子、全病P連事務局長 南風野久子、事務局専

・参加される理事さん・監事さんが使用するパソコン、
スマートフォンに「ＺＯＯＭ」というアプリをイン
ストールしてもらう。

オンライン上で一カ所に集まって、御顔を拝見しなが
ら、理事会を可能にする見通しが立ったと感じました。
さらに大会もオンライン上で可能になるそうで、検討

１ 日時 ２０２１年１１月２４日 10時３０分～１１時３０分
２ 利用したソフト・活用手順
・事前に座談会開催の承諾をとって、実施。

・開催前に接続テストを実施。みなさん、ソフトの扱
い、慣れていらっしゃる。
３ 会の様子と参加者
参加者はＰＴＡ会長さん、校長先生、事務局、合わ

従
４

坂田 紀行
今後の活用
初めての試みであったが、全国の理事・監事さまが

して行きたい。
５ 座談会のパソコン画面です

せて１０名の参加をいただいた。それぞれの学校，ＰＴ
Ａの様子をスピーチしてもらい、事務局からは全病P

連について簡単なＰＷによる紹介があった。
千葉県立仁戸名特別支援学校（相川利江子校長先生）、
栃木県立岡本特別支援学校（瀧 浩子校長先生）、徳
島県立鴨島支援学校（森本真由美先生）
、佐賀県立中
原特別支援学校ＰＴＡ副会長（長谷川綾子様）、横浜
市立浦舟特別支援学校（長岡 利保校長先生）、東京
都立光明学園（田村康二朗校長先生）
、東京都立光明

特別寄稿

ＰＴＡ会長と校長との懇話会

○北海道東北地区より、
「ＰＴＡ会長と校長との懇話
会」の貴重な会報を寄稿して下さったので会員の活動
の参考に掲載します。
北海道東北地区特別支援学校病弱教育校長会工藤
誠志会長様のごあいさつ

を大変残念に感じておりました。
そこで、ＰＴＡ活動の状況について紙面での情報共
有とし、まとめた内容について文部科学省初等中等教
育局特別支援教育課特別支援教育調査官の深草瑞世様

日頃より北海道東北地区のＰＴＡ会員の皆様には大
変お世話になっており、心より感謝申し上げます。

にご助言をいただきました。これらを臨時会報として
お届けいたします。
ＰＴＡ会員の皆様におかれましては、新型コロナウ
イルス感染症の状況の中、学校とともに感染症対策を
講じて安全安心な環境の維持に努めていることと存じ

ました。窓の外から差し込む夏の日差しを感じながら、
パソコン画面で参加いたしました。教員の実践発表か
ら、今後の指導や支援などに向けて参考にさせていた
だきたい内容がたくさんありました。

増えています。また、この状況下であっても、どのよ
うにしたら活動を展開できるかを考え、新たな手立て
を準備し実践している情報もいただいて、ほっとして
いるところです。お子さんの成長と一人一人が個性に

今年度が第一回となる北海道東北地区病弱虚弱教育
研究連盟研究協議会岩手大会はオンライン開催となり

例年であれば、大会期間中に地区のＰＴＡ会長様と
校長先生が顔を合わせてＰＴＡ活動の話を深め情報を
共有し、今後の活動へのエネルギーとなる刺激を感じ
る合同研修会が開催されるところでしたが、新型コロ
ナウイルス感染症の状況の中でそれがかなわないこと

ます。感染防止対策の影響により、これまで取り組め
ていた活動の展開が滞っている状況を耳にすることが

輝き将来に活躍する姿を思い、一生懸命にそして楽し
みながら活動に取り組むＰＴＡ会員の方々の姿から、
熱い思いを感じ、多くを学ばせていただいておりまし
た。この臨時会報から、地区の各ＰＴＡ活動の状況を
確認いただき、これからの活動の展開へのきっかけを
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みつけていただければ幸いです。
これからの学校教育が進んでいくためにはＰＴＡ会
員の皆様のご理解とご協力は不可欠です。子どもたち

の将来に期待して日々努力をされているＰＴＡ会員の
皆様、子どもたちの命を第一に考え、子どもたちのた
めに工夫をしながらＰＴＡ活動をしてまいりましょう。

ＰＴＡ活動の現状について
表題について、回答をいただいた十六校の現状と課
題について以下にまとめ、紹介いたします。
令和二年度は、新型コロナウイルス感染症防止のた
め、回答を寄せた全ての学校で、ＰＴＡ総会は書面に
よる開催を行っています。
また、研修会や交流会などのＰＴＡ行事、花壇整備
や校舎清掃、学校祭への協力などのＰＴＡ活動も、ほ
とんどの学校が中止、もしくは規模を縮小するなど、

コロナ禍により活動が大きく制限された一年であった
ことが報告されています。
特に、
隣接する病院の入院生が在籍している学校（北
海道手稲養護学校三角山分校、青森県立浪岡養護学校、
岩手県立盛岡となん支援学校、宮城県立山元支援学校）
や病院内に設置され、入院する児童生徒が在籍してい
る学校（岩手県立花巻清風支援学校北上分教室）にお
いては、より厳しい感染症予防策が取られ、保護者が
なかなか来校できないところもありました。こうした
中で、北海道手稲養護学校三角山分校では、保護者と
のテレビ電話やＺｏｏｍシステムを活用した取り組み
を行っており、今後も病院と連携を図りながら、この
取り組みを継続していくという報告がありました。
不安が続く状況下ではありましたが、岩手県立釜石
祥雲支援学校からは「広報部の活動（ＰＴＡ会報作成）
が会員同士をつなぎ、自宅での子どもの過ごし方に関
するアンケートでは多くの回答協力があった。よい情
報交換ができ、間接的な交流の場となることを再確認
できた」という声が寄せられています。
令和三年度においては、地域の感染状況を考慮し、
十分に感染症対策を行いながらＰＴＡ活動を実施して

いる学校が増えています。
「第一回役員会は保護者役
員全員が集まって行うことができた（宮城県立西多賀
支援学校）
」
、
「行事の一部中止や縮小など活動が制限
される中ではあるが、ＰＴＡ役員、会員が積極的に活
動に取り組んでいる（福島県立須賀川支援学校）」、
「ア
ロマスプレーづくりを実施し、
『参加して良かった』
『ま
た参加したい』という保護者の感想から、改めてＰＴ
Ａ活動の必要性に気付かされた（青森県立浪岡養護学
校）」、
「ＰＴＡ研修会、事業所見学などを予定してい
る（秋田県立きらり支援学校）
」
、
「会員の関心、提案
に応えるＰＴＡ活動として、各学部、分教室単位でア
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ンケートを取り、ニュースポーツや陶芸などの活動を
実施する予定（岩手県立一関清明支援学校）」など、
感染症の拡大状況を見ながら、難しい運営が続く中、
保護者のニーズに応えることができるように各校が創
意工夫して取り組んでいるようです。

ＰＴＡ活動の課題について
在籍児童生徒数の減少によるＰＴＡ会員数の減少を
挙げている学校が四校（札幌市立札幌山の手支援学校、
青森県立青森若葉養護学校、福島県立会津支援学校竹
田校、岩手県立盛岡青松支援学校）ありました。会員
減少から規約改正を行った学校、保護者に負担をかけ
ないような取り組みの工夫など、各校で解決策を検討
し講じています。
また、十六校のうち半数の学校が「ＰＴＡ役員のな

り手不足」、「ＰＴＡ活動への参加者不足（参加者の固
定化）」を挙げています。小規模校で役員数の減少か
ら役員会や行事開催が難しくなっており、組織的な活
動及び活動内容の充実が難しい、児童生徒の居住地域
が県全域に渡り、通学生の保護者に役員をお願いする
割合が高いことから負担感が生じている、病棟生が多
く保護者が集まる機会が少ない、高等部在籍生徒の半
数以上が過卒生のため、保護者が高齢であるため活動
への参加が難しい、学校規模が大きく保護者同士が殆
ど会うことのない中で如何にして役員を担おうと思っ
ていただくか難しい、など、学校事情により背景は様々
です。
こうした課題を解決するため、「少人数だからこそ
できることを分掌、学校全体で見直し、現状にあった
活動をしていくこと、役員の引継ぎをスムーズに行え
るような体制づくりを行う」（青森県立青森若葉養護
学校）、「開催日に余裕をもって保護者に案内する（宮
城県立山元支援学校）」、「ＰＴＡ活動の在り方や進め
方を再検討し見直していく（福島県立会津支援学校竹
田校）」「遠隔地からの参加者を考慮してＰＴＡ活動や
役員会は休前日開催を基本とし、来校が難しい保護者

には自宅でできる活動（学校報の三つ折り作業）を提
案し協力を呼び掛ける（秋田県立きらり支援学校）」
などの具体的な策が課題とともに挙げられていました。
多くの学校で、保護者の意見を取り入れるため、活
動後にその場で意見集約を行う、アンケートを実施す
るなど、ニーズに応えるための工夫を行っています。
現状と対応し、コロナ禍におけるＰＴＡ活動につい

て、行事や活動の実施の判断や内容の工夫についての
課題も挙げられています。
「保護者が互いに顔を合わせて語り合う場を求めて
いる（山形県立山形養護学校、岩手県立釜石祥雲支援
学校）」、「短期入院の児童生徒の保護者で転出入は激

しいが、保護者のニーズに合わせたＰＴＡ活動の企画、
保護者同士が集まり情報交換する場があるとよい（岩
手県立盛岡となん支援学校、岩手県立花巻清風支援学
校北上分教室）
」
、北海道手稲養護学校三角山分校から
は、
「Ｚｏｏｍを活用したライブ配信、YouTubeなど
を活用した動画配信、本分校のＷｅｂページからの情
報発信などの環境整備を整える必要がある」とコロナ
禍における学校行事への参加方法の工夫と課題が挙げ

られています。
その他として、札幌市立山の手支援学校から「地域
コミュニティーとの連携について」
、宮城県立山元支
援学校からは「過卒生の保護者は高齢のため、保護者
との情報交換においても電話や文書（郵送）等で懇切
丁寧な連絡をすること、後見人が立てられる場合、後
見人との情報交換も必要となるので、分かりやすく効
率よく伝えられるように説明責任を果たしていく必要
がある」
、岩手県立一関清明支援学校からは、「四障が
い（聴覚、病弱、肢体不自由、知的障がい）に対応す
る学校として、会員のニーズが多様で障がい種による
会員数の差も大きいため、意見集約方法やＰＴＡ活動
の計画・推進に多くの配慮や工夫が求められること、
ＰＴＡへの入会拒否への対応について」の課題が挙げ
られています。

助言者より
今後の活動への期待

文部科学省特別支援教育調査官

深草

瑞世

皆様には日頃より文部科学省の取り組みについてご
理解、ご協力いただきありがとうございます。
また、新型コロナウイルス感染症への対応について、
今年度も厳しい状況が続いている中、昨年度に引き続
き、子供たちにとって、少しでもよりよい環境を作っ
ていただくなど、最善を尽くしていただいていること
に、心から感謝申し上げます。

更に厳しくなり、病気の子供たちの教育機会の保障が
課題として挙げられています。その課題への一助とし
てＩＣＴの活用が注目され、多くの学校で取り組みが
始まっています。

実際、これまで特別支援教育においては、ＩＣＴの
活用が積極的に行われてきており、Ｗｅｂ会議システ
ムを用いた遠隔教育は、病気の子供たちにとって、学
校の友人関係や学習を途切れさせることなく続けるこ
とを可能にする方法であり、病気に立ち向かうモチベ

ーションになるなど、大きな成果を上げてきています。
皆様からの報告にありましたように、病弱教育を担う
特別支援学校は、保護者の方が遠方に住んでいること
が多いため、ＰＴＡ活動への参加が難しい状況があり
ます。しかし、ＰＴＡ活動においても、目的や活動場
面に応じて、Ｗｅｂ会議システムを活用することによ
り、場所や移動時間などの制限なく、より多くの方の
参加を可能とすることができると考えます。

遠隔会議システムは、会議などの話し合いの場はも
ちろんのこと、ＰＴＡ活動の一環として行われる研修
等においても有効に活用することができます。
今後は、学校内だけではなく、近隣の学校や北海道・
東北地区、そして全国へとネットワークを広げること
により、一校では解決が難しい場合でも、アイデアを
出し合い協力し合うことで実現可能なことも増えてく
るのではないかと期待しております。
新型コロナウイルス感染症については先が見通せな
い状況ではありますが、今後とも皆様のご意見をいた
だきながら感染症対策と子供たちの学びの保障など、
課題解決にむけて、一層しっかりと進めていく所存で
す。末筆ではございますが、北海道東北地区特別支援
学校病弱教育校長会ＰＴＡ懇話会御参加の皆様のます
ますの御健勝と御活躍をお祈り申し上げます。

このような状況下ではありますが、
「ＰＴＡ会長と
校長との懇話会」においては、臨時会報という形で情

報共有していただく場を設けられ、各学校においては、
課題に対して前向きに創意工夫しながら取り組んでい
ただいていることに敬服いたします。
皆様からの報告を拝読し、病弱教育を担う特別支援
学校のＰＴＡ活動についても、Ｗｅｂ会議システムを
活用した取り組みが必要になるのではないかと考えた
ところです。
病弱教育においては、以前より医療の進歩、社会情
勢の変化により柔軟に対応していくことが求められて
いました。また、コロナ禍においては、活動の制限が
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事務局より
□本会は写真に示す全国心身障害者福祉財団ビルの 5
階の一角に他のＰＴＡ連合会と一緒に事務所を置い
ております。ＪＲ山の手線・大塚駅下車 5 分の場所
で便利なところです。お立ち寄りください。保護者
や学校関係者からの相談や関係者からの情報収集な

どを行っています。
・郵便番号 170-0005
所在地 東京都豊島区南大塚 3 -43-11

全国心身障害者福祉財団ビル 5 階
・ＴＥＬ／ＦＡＸ 03-3984-1313
・メール zenbyou-pren@yahoo.co.jp
・事務局の動き 毎週水曜日、午前10時から午後 3 時
まで事務局員、交代しながら常駐して福祉相談や、
全国の病弱校との連絡を行っています。

＊新型コロナウイルス感染対策のため、今年度は年
度当初から都心にある本会の事務所での業務はテ
レワークという形で事務局のメンバーが各自宅で
行い、事務所のパソコンに届く情報は自宅で受信
することができる環境にして関係機関、団体、会
員との連絡ができました。
□ホームページを開設しています。本会の歩みや活動
の概要をみることができます。
□会報もホームページに近年、掲載しています。
ＵＲＬ http://www.zenbyopren.sakura.ne.jp
□本会の分担金について 各学校単位ＰＴＡの児童生

徒 1 人当たり年額に500円となっております。今後
とも納入についてよろしくお願いいたします。
振込先
口座番号
口座名義

三菱ＵＦＪ銀行 高田馬場支店
普通 2074409
全病Ｐ連会長 羽田 京子

（ハダ キョウコ）
□次年度の動き コロナウイルス感染対策が続くと考
えられ、当分の間、テレワークという形で事務所は
動く予定です。関係団体で一番、密接な全病連との
連携はコロナ禍の状況で未定ですが、インターネッ
ト環境を工夫して活動して行きます。同時に具体的
な情報は本会のＨＰでお知らせできるようにしたい

と考えています。
□編集後記 ２ 年続きのコロナ禍での活動でしたが、

年度初めの理事会、大会は書面会議で行うことがで
きました。全病連団体との連携では昨年の大会中止
でなく、ネット環境の利用で全病連・全国大会奈良
大会をはじめ、地区病連にオンライン参加をするこ
とができ、本会もＩＴ化の波に乗る活動を微力なが
らできました。年末には本会の理事・監事さまとの
座談会をＷＥＢミーティングスタイルで開催で来て
画期的なことでした。今後はさらにネット環境を駆
使しながら、全国の会員との連携・交流に努めてま
いります。さらなるご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

福祉相談をご活用ください
日

時

毎週水曜日午前10時から午後２時まで、事務局員が常駐（それ以外は
メール、又はＦＡＸでお願いします。）
※当分の間、コロナウイルス感染対策のため、事務所に水曜日常駐しません
ので、相談、他、連絡は事務所メールに電話番号、ＦＡＸを添えてお送り
ください。テレワーク先（事務局員先）から、ご連絡いたします。

電話・ＦＡＸ

０３－３９８４－１３１３

メール

zenbyou_pren@yahoo.co.jp

ＵＲＬ

http://zenbyopren.jp/
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