
令和 3 年度第１回定例研の分科会発表の感想（資料ＣＤ） 

 

所属名（   中部地区   ） 

 

○構音分科会 葵が丘小 河合城聖先生 

・連続呼称、文完成、どうして？に答えるなど具体的な指導法を提示していただき、勉強になりまし

た。吃音児に対して自分の思いや考えを話すことへの自信が持てるような指導でありたいと思いま

した。 

・発音指導をすることで本人が「自分はダメなんだ」と思うのでは意味が無い。楽しい指導が、発音だ

けでなく、コミュニケーション力も育てると感じている。 

・構音指導の王道のような実践だと思った。河合先生が大切にしてきた４つのこと（①実態把握からの

方針確認②聞くことを大切にすること③音作り、定着のための工夫④身体作りから発達支援）は、ま

さしく構音指導の基本だと思う。自分も言語通級の担当になってから、聞き分ける耳の訓練、音作り

のための口腔機能訓練や反復練習をいかに楽しくやるかに力を入れて、考えてきた。発音の改善に

は、欠かせない、重要なポイントだと思う。河合先生の具体的な実践が、自分の指導の見直しにもな

り、大変参考になった。 

・リズムに合わせて発音する活動では、ミニカーを動かしながら練習をしたということで、その子の実

態に合わせた指導方法を工夫されていることに驚いた。自分も発想を豊かにして、身近なものも取り

入れていきたい。 

・日本語で生活していないお子さんに対して、実態把握や「聞く」指導に重点をおいていることがよく

わかりました。実態把握は、日本語の状況だけでなく、家庭環境や生育歴等詳しくされ。それが指導

に生かされていました。学習において、聞くことや見ることは大事な力ですが、構音の指導や日本語

の獲得では特に大事なことだということを改めて感じさせられました。 

・構音指導においても検査結果意外に成育歴や学校での様子を知ることで、現時点での困り感、そして

今後予想される二次的な困難さも考慮していくことが大切だと考えさせられた。 

・構音指導を通して自分を表現し、自信をもって人と関わることの楽しさを感じることを願うのはと

ても価値のある支援の形だと思う。 

・無意味音節までを丁寧に行い、定着させることで単語以降がスムーズになったとのこと、とても参考

になった。同時に無意味音節の練習が単調な練習になってしまうことを恐れ、少しおろそかにしてい

た自分の指導を反省した。 

・「担当者は判断するだけの指導から脱却」に共感した。 

・指導の何回くらいで組てているのかも知りたい。 

・実態把握、聞く力を育てる、音作りから無意味音節までの練習、手先や体全体を使った活動を取り入

れることで子供たちの心を開放し、体も心もリラックスするなど、個々の子どもに合った支援方法の

重要性を改めて感じた。 

・実態把握をし、しっかり確認すること。「聞く力」を養うこと。無意味音節までを正しく言うことが

できると単語の練習がスムーズになる。微細運動も粗大運動も構音指導には大切。これは幼児の指導



でも根本は同じだと思う。個々の成長や特徴を生かして「なにより人と関わることが好きで人と会話

することが楽しい」と感じ取れる場を作っていきたい。 

・構音の言い誤りに注目するばかりでなく、困り感を捉えてから指導に当たることで子供が主体的に

取り組めることがよく分かった。 

・聞くことに力を入れる指導の中で誤った音は悪いと捉えるのではなく、誤った音の聞き分けができ

たとほめる視点が参考になった。 

・一音から、単語へ、そして、日常生活へとつなぐためのリズムの違いも指導されていて、汎化させて

いく目的が明確で勉強になった。 

・「心を開放する」「人となかよく」という言葉が印象的だった。そうやって指導された子は、きっと「自

分となかよく」できる大人になっていくのだと思った。 

・浜松地区の先生たちの確実な指導技術の伝達がすばらしいと思った。 

・子どもの様子によっては、タイマーや時計等で活動時間を事前に予告すること、口や舌の動きが未発

達な場合は、吹く、吸うなどの活動を多く取り入れるとよいことがわかった。 

・単音節の指導でリズムを付けて発音したり、ミニカーを動かしたりする練習方法が面白いと思っ 

た。飽きずに取り組めそうだと思った。 

・無意味の練習をする際は、固定化するために“スピードを変える（ゆっくり→はやく）”ことを意識し

て指導していきたい。「無意味音までを丁寧に」という言葉を心に入れておきたい。 

・浜松地区の先生たちの確実な指導技術の伝達がすばらしいと思った。 

 「〇」の音の指導 という形ではなく、どの音にも通じる指導方法を分かりやすくまとめていただ

き、大変参考になりました。聞く力を育てるとともに、楽しく会話ができる力を導いていけるよう、

自分も精進したいと思います。 

・音作りから無意味音節の練習までの、単調になりがちな部分に対して、その子にあった指導の工夫を

見出そうとしている取組みが、参考になりました。苦手なことを頑張っているからこそ、楽しみなが

らできるように、自分の指導にも生かしたいと思います。 

・発表原稿もあり、とても理解しやすく、ありがたかったです。構音練習に於いて、無意味音節が重要

であり、そこを楽しく練習できる工夫がされていてよかったと思います 

・一音から、単語へ、そして、日常生活へとつなぐためのリズムの違いも指導されていて、汎化させて

いく目的が明確で勉強になった。 

・「心を開放する」「人となかよく」という言葉が印象的だった。そうやって指導された子は、きっと「自

分となかよく」できる大人になっていくのだと思った。 

・浜松地区の先生たちの確実な指導技術の伝達がすばらしいと思った。 

・子どもの様子によっては、タイマーや時計等で活動時間を事前に予告すること、口や舌の動きが未発

達な場合は、吹く、吸うなどの活動を多く取り入れるとよいことがわかった。 

・単音節の指導でリズムを付けて発音したり、ミニカーを動かしたりする練習方法が面白いと思っ 

た。飽きずに取り組めそうだと思った。 

・無意味の練習をする際は、固定化するために“スピードを変える（ゆっくり→はやく）”ことを意識し

て指導していきたい。「無意味音までを丁寧に」という言葉を心に入れておきたい。 

・浜松地区の先生たちの確実な指導技術の伝達がすばらしいと思った。 



今現在困っていることだけでなく、予想される二次的な困難さも考えながらその子にとっての必要

なことを検討したというところがとても素敵だと思いました。「先生の間違えを指摘できた」という

ことで自己肯定感が上がった子が見られたとのこと、「誤った音は悪い」という捉え方ではなく、「誤

った音の聞き分けができたことをほめる」「人と関わることが好きで、人と会話することが楽しいと

感じ取れる場であってほしい」など、たくさん共感するところがありました。実際にお話を伺うこと

ができず残念でしたが、言葉の指導をしながらその子の成長を願う河合先生のお人柄を感じること

ができました。ありがとうございました。 

・実態把握の中で、表面上の困り感ではなく、検査結果や生育歴、学校や家庭からの情報など、様々な

ものからのアセスメントを通して、本当の困り感は何か、その先に考えられる困り感は何かを丁寧に

捉えることの大切さを改めて教えていただきました。学校や家庭からは、表面上のあらわれから通級

につながっているケースが多いのですが、通級担当として、氷山の下にある困り感を適切につかみ、

指導に当たっていきたいと思います。 

・状態把握し、方針をしっかり確認することは、明確な指導につながると改めて感じました。私は通級

指導教室に配属され数ヶ月経ちますが、一人一人の状況や願いに応じた指導ができていないと感じ

ています。目標が明確な指導になるように、まずは状態把握をしっかりしたいと思いました。また、

今度、構音に特性をもっている子供に対して、人と関わり、会話することが楽しいと思ってもらえる

ように関わっていきたいと思いました。ありがとうございました。 

私は、普段言葉の教室の先生がどのように指導されているのか知ることができて勉強になりました。

知識のない私には、前半部分でより具体例を出していただけると分かりやすかったです。 

・構音の子だけど、聞く力をつけることや体を動かすことは大事になってきます。 

・河合先生が指導の時に大切にされている要素をまとめていただき、とてもわかりやすかったです。資

料（左側）だけではなく、文章での説明（右側）があり、わかりやすかったです。「人と関わること

が好き、人と会話することが楽しい」との思いは、発達通級でも大切にしたいことだと感じていま

す。ありがとうございました。 

・個々の強みを生かして、できた点ほめていくことの大切さを改めて感じた。 

・指導計画を立てることだけが目標になってしまいがちですが、実態把握をして方針をしっかり確認

するということの大切さを改めて感じました。 

・成功体験を重ねること、適切な時期に適切な方法を行うことで聞く力が養われていくということが

系統立てられていてとてもわかりやすかったです。 

 

○言語発達遅滞 焼津南小 松永花織先生 

・Ｎさんに対する季節マスターになるためのいろいろな取り組みが興味深かった。知っていることか

ら知らないことまで身近な題材を通して語いが増え、関心が増えていく素晴らしい実践だと思った。 

・「めざせ！季節マスター」を通して、言語感覚が養われた。同じ単元でも、春→夏→秋と目標がそれ

ぞれあり、かつレベルアップしていることに松永先生の子どもの見取りの深さを感じた。 

・家庭との連携がとれていて、指導の効果が増していると思いました。教室で体験したことを生活の中

でも体験することで、語彙が増えていくと思いました。 

・目の前の子どもさんの実態を掴み、教材を工夫されていて、素晴らしいと思いました。一人一人、興



味関心、経験、言葉の理解の状況が異なるので、日頃の会話の中などで子どもを理解していくことは

大事だと感じています。手作り教材など大変参考になりました。ありがとうございました。 

・ウエビングマップ→スリーヒントクイズ→クイズ作りへと ステップを踏み丁寧に指導されている

なと思いました。また、聞く聞くドリル、間違い探し、カルタも秋のテーマに合わせるなど、工夫さ

れていてまねしたいと思いました。 

・４、５年生なので、社会科に出てくる言葉や、漢字ドリルに出てくる言葉などについても扱うとよい

と思いました。熟語は漢字イラストカードが使えます。ことば絵辞典、五味太郎さんの図鑑なども利

用できます。言葉で説明しにくい抽象的なことばも、イラストや状況絵でイメージできるようになる

といいなと思います。（絵画語彙検査ですね）ありがとうございました。 

・季節感のない子どもが増えていると感じていたため、季節にからめた指導がとても参考になった。 

・言語発達遅滞を主訴に通級してくる児童への指導は、通級５年目となっても課題です。PPの最後に

あった「何が正解かはわからないけど、多種多様。目の前の子どもに合った学習の積み重ね」は、正

にその通りだと思います。ただ、その目の前の子どもに合った学習が何なのか、掴むまでに時間を要

することもあったり、試してみても合っていない課題だったりと、まだまだ反省することも多いで

す。花織先生の実践は、子どもの実態を捉えて、その子の興味関心がでる工夫が沢山されていて素晴

らしいと感じました。手作りの教材や、元々ある教材をその子仕様に手を加えて作っているなど、教

材の工夫もされているところが素敵です。自分の好きなキャラクターをもとにカタカナを覚える教

材は、きっと子どもも喜ぶでしょうし、大好きな通級の先生と自分の好きなものの話を勉強しながら

できることは、尚更嬉しいことだと思いますし、通級の学習にも前向きに取り組んでくれそうです

ね。「語彙を増やす」ために、色々と手を出しがちですが、思い切って“季節”にしぼって、「言葉を広

げる」活動を単元として組むことも、通級でできる指導ならではだなあと思います。参考にさせてく

ださい。ありがとうございました。 

・これまで、語彙の少ない子に対して、幼児では、保護者に絵本等の読み聞かせや、散歩や買い物に行

った時に、子どもがこれは知っているだろうなと思う事でも、「野菜がいっぱい並んでいるね。とか、

トマトだね。」とか「桜がさいているね。」と確認する意味でも、話しかけてみてください等お願いし

たり、身近なことば（絵カード）を決め、それについてヒントを出してそのことばを当てるクイズを

やったり、してみましょうと等伝えてきました。松永先生の学齢さんでの、季節をテーマに取り組む

様子を教えていただき、流石、学齢さんは色々な事を想起できることに感心し、幼児でも挑戦できそ

うな事があることに気付かせていただきました。 

・以前、語彙が少なく、自分の気持ちをことばで言い表せなくて、場面緘黙の子がいました。特に、こ

ういうお子さんにも、単に語彙が増えるだけでなく、実際の生活場面での使用ができるようになった

り、コミュニケーション態度の育成やコミュニケーション意欲の向上につながっていくことができ

るので、大切な取り組みだと思います。書籍の紹介も参考にさせていただきます。 

・幼児の指導にヒントになることもあり、今後の指導に参考にさせてほしい。 

・学校での勉強のスピードに合わない子供が通級で丁寧な指導を受けられる実際の指導の様子が分か

り、大変勉強になった。 

・個々の特性や発達段階に合わせてその子に合った学習の積み重ねが大事。 

・発語が少ない児童には答えやすい質問から始め、じっくり、ゆっくりその子のペースで取り組むこと



も大切だと感じた。子供の伸びしろは様々なので決めつけず、子供が知りたいと思える環境づくりが

重要だと思う。 

・文科省の言語発達遅滞の資料をはじめて見た。小学校通級の先生方との共通語を知ることができて

良かった。 

・子どもが理解できている部分を題材として進めていき、その中で課題となる点を指導していく点、と

ても参考になった。 

・ちょっとした取り組みもとても興味深かったです。 

・言語発達遅滞といってもそれぞれいろいろなタイプの子がいると思う。それぞれの実態や得意なと

ころ、苦手なところをつかみ補っていくのは大事なことだと改めて思った。 

・様々な教材が使われていて教材研究することも大切だと思った。 

・1回目の発達検査が低く出ているのは、何と言ったらよいのか自信をもてずにいたこともあるのかな

と思いました。通級したことで、表出することへの自信がつき、ことばと仲良しになったことは素晴

らしいと思いました。 

・高学年であることを考えると、生活語彙に加えて、学習語彙や新出漢字が入った熟語なども取り上げ

てあげるとよいのかと思います。 

・具体的な教材を写真でわかりやすく紹介してくださり、たいへん参考になった。 

・語彙の理解力を高めたり、語彙を増やしたりするための指導方法が勉強になった。子どもの意欲を引

き出す教材、季節に合わせた教材が魅力的であり、自分の指導にも取り入れていきたい。 

・Ｍさんの実践では、スリーヒントクイズを通して音読や助詞を正しく使えるようにするなど、楽しく

学んでいく中でいつの間にかスキルが身についていることを感じられる実践だった。また春夏秋冬

で統一され、子どもにもわかりやすく、見通しがもてるところも勉強になった。Nさんの実践では、

家庭と連携してスキルの効果を上げていくことなど、家族も関わってその子の学びを実感できる良

さを感じ、私も家庭でもできることを提案して連携していく指導をしたいと感じた。 

・5 年 M さんの事例について、本人の意欲の変化や支援前後の WISC の比較で通級の成果がわかりや

すく報告されていた。本事例について思うことは、M さんの支援前の言語性は、口答で説明する応

答することを求められる WISC の特徴上反映された数値であったのではないか。松永先生の適切な

関わりにより、内言語を確実化し自信をもたせたことで、受け答えの意欲が増したこが支援後の

WISC の言語性の数値に反映されたのではないかと思った。 

具体的な指導例をたくさん挙げていただき、大変参考になりました。いろいろな方面から語彙を増や

す手立てをとられ、WISC の数値が１０もアップしたことに驚きました。積み重ねも指導を行う際、

様々な方法を取り入れ、子どもが興味をもって取り組めるような工夫を見習いたいと思います。 

・一つの目標に対して、様々な方向からのアプローチがあり、大変勉強になりました。教材もいくつも

提示してくださり、参考になります。ありがとうございました。 

・手作りも含めて、多々の教材に感心しました。手作りのものは、皆で共有させていただけると、あり

がたいです。静言研でもそのような教材ＢＯＸを作ったらいかがでしょうか。 

・具体的な教材を写真でわかりやすく紹介してくださり、たいへん参考になった。 

・語彙の理解力を高めたり、語彙を増やしたりするための指導方法が勉強になった。子どもの意欲を引

き出す教材、季節に合わせた教材が魅力的であり、自分の指導にも取り入れていきたい。 



・Ｍさんの実践では、スリーヒントクイズを通して音読や助詞を正しく使えるようにするなど、楽しく

学んでいく中でいつの間にかスキルが身についていることを感じられる実践だった。また春夏秋冬

で統一され、子どもにもわかりやすく、見通しがもてるところも勉強になった。Nさんの実践では、

家庭と連携してスキルの効果を上げていくことなど、家族も関わってその子の学びを実感できる良

さを感じ、私も家庭でもできることを提案して連携していく指導をしたいと感じた。 

・子供の実態に合わせて教材をアレンジして使われていて、私たちも指導に取り入れていきたいもの

がたくさんありました。特に、裏返すと実物の写真になり、一目で正誤がわかるものや、季節のこと

を調べる「夏・秋マスター」などが勉強になりました。既存の教材に一工夫することで子供にとって

楽しく学ぶものになっていました。そういった教材づくりをしていくことで、子供が活動を楽しみ、

家でも取り組み、力がついていくのだと思います。子供に寄り添って教材を工夫されており、大変勉

強になりました。ありがとうございました。 

・生徒と向き合っていると、言葉のつまずきからの学習の苦手さやコミュニケーションの苦手さを抱

えていると感じるケースがあります。松永先生の発表では、子どもの興味関心を利用した物や身近な

生活の中から言葉について学べる方法が多くあり、今後の指導の参考になりました。教材、教具を工

夫し、一人ひとりに合った学びを今一度考えて取り組みたいと思います。 

・成就感や達成感を大切に指導することを学びました。一回の指導でできる指導は少ないが、毎時間

「できた」や「わかった」を積み重ね指導に当たることで、子供の自信につながると感じました。指

導を積み重ね、子供が学んできたことに自信がもてるような指導を心掛けたいです。ありがとうござ

いました。 

指導の具体が良く分かり、とても勉強になりました。一点教えていただきたいことは、知能指数の恒

常性についてのお考えです。ある程度幅があることは無論ですし、様々な先行研究もあると思います 

が、IQ 値の上昇を「ご家庭の支えの賜」という結論でよいのかなと思いました。現在 IQ が上がっ

た子の中には、４年くらいして再度低下する子も多いと思います。その時のことを考えると複雑な思

いになってしまいます。 

・現在発達通級に通っているお子さんの中に、言語に課題のある子が数人います。しかしそれぞれ「語

彙力が足りない」「文が書けない」等、課題が様々で個別にどのような活動を取り入れていけばよい

のか悩んでいました。今回松永先生の発表を見させていただき、ぜひ実践してみたいと感じる活動が

多々ありました。参考にさせていただきます。 

・松永先生の、児童の課題を的確にとらえたていねいなご指導、とても勉強になりました。指導内容や

指導方法を具体的に示していただき、ありがたかったです。発達の教室でも、語彙が少なくて思いを

伝えられない子がたくさんいます。語彙を増やしつつ、伝えるって楽しい、もっと伝えたい、という

思いも育てていけるようにしたいなと感じました。ありがとうございました。 

・児童の身近な事柄をあつかうことの大切さを感じた。また、様々な教材を工夫されていて大変参考に

なった。 

・季節にあった教材を使用したり、生活とリンクした内容を含めたりして、児童の生活のテーマと指導

内容を合わせることの意義を感じました。保護者も巻き込むことで、指導児童だけでなく、保護者も

楽しみながら参加でき、それが更に指導効果を上げることにつながっていたのではと思います。困っ

たことがあったときに話し合うというだけではなく、どちらかと言えばプラスで前向きな連携が素



敵だと思いました。 

 

○吃音 伊東西小 荒木恵美子先生 幼児ことばの教室 清水利充先生 

・吃音のある児童に対して、幼児教室、学齢教室の連携の大切さを感じた。特に児童期には、言葉の奥

の子どもの真実の真実の思いを把握し、吃音があることを受け入れるための相手に寄り添いながら

の適格な指導が必要であると思った。 

・長期的なフォローが、吃音症の子どもたちの自己肯定感＝自己受容につながっていると感じた。吃音

を恥じたりすることなく前向きに活動する姿に関係者の適切で愛ある支援を感じた。 

・－幼児教室から学齢ことばの教室への繋がりーのサブタイトルのとおり、２歳から１２歳までの１

０年間を見通した指導の実践発表でした。本当に素晴らしいと思いました。私は、幼児ことば担当３

年目ですが、当教室は５歳児のみ対象です。Ａさんの２歳から４歳の表れが参考になりました。ま

た、まとめの中で「幼児期は、吃音が自然消滅するか、大人の関わり方次第で悪化するかの分岐点」

であることがわかりました。 

・次に、学齢ことばの指導で、６年間通級する主な理由の②専門的なトレーニング ③困った時の対処

方法の相談 が特に参考になりました。子と親の苦しみを理解し、解決方法を一緒に模索する。一朝

一夕に治らないだけに、模索する中で子が会得し体現できるのだと思います。また、通常の教室での

指導に加えて、言語聴覚士のアドバイスはとても有効であると、常々思っており発表に同感です。あ

りがとうございました。 

・長期にわたった貴重な事例で、そのときの年齢や実態に合わせた指導法なども紹介して下さり大変

参考になりました。幼児期から学齢期にかけて、先生方の連携がとれた継続的な指導ができることに

よって、園から小学校、小学校から中学校への移行がスムーズに行われ、安心した学校生活が送れる

と感じました。吃音の幼児に対して、いつもどのような指導をしたらよいのか悩むので、参考にさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

・吃音の受け入れは、構音障害の受け入れよりもはるかにハードルが高いように感じる。葛藤しつつも

本児が受け入れができたのは、保護者との信頼関係を丁寧にきずいてきたからだと思う。保護者を支

える大切さを改めて感じた。 

・家庭状況や母親の不安感が高まると、幼児の吃音症状が悪化する傾向が認められたとあり、幼児が安

心して過ごせる環境を作ることは、幼児の安定した成長にとても大切だと感じました。自分も、吃音

で通級している幼児が、リラックスして楽しく話せる教室にしたいと思っておりますが、母親にも楽

しく話す幼児の姿を見てもらって、母親の不安を少しでも軽減できるようにしたいと思いました。 

最後は子どもが吃音を受け入れ、自分から助けを求められるようになり、今まで避けていた発表など

もできるようになったとあり、ことばの教室の先生方の支えが大きいと思いました。改めて、吃音の

幼児との接し方を振り返ることができました。ありがとうございました。 

・学齢期の吃音のグループ指導は、ピアカウンセリングの観点から、とても有効だと思った。「吃音で

悩んでいるのは、自分だけではない」と実感できること、また直接自分と同じ状況の児童に出会える

ことは、双方の児童にとって吃音に対しての自己受容と自己肯定感の低下に歯止めをかけることと

もなる。さらに双方の児童にとってストレス緩和にもなるであろうから、非常に有効な指導だと感じ

た。また、それと同じ意味でグループ指導や、また「吃音親の会」などの紹介や保護者の実際の参加



は、保護者にとっても「我が子の吃音で悩んでいるのは、私だけではない」と思える貴重な機会にな

り、子どもの吃音を受け入れ、家庭やこれからの子育ての中での精神的余裕をもたらし、しいては家

庭環境の安定に繋がるのだと感じた。 

・吃音の指導は、長期にわたり変化していく環境野中で、本人と保護者をセットとして、精神的に支え

ることが重要だと感じた。子どもが変われば親も変わり、親の不安が薄らげば、子どもの精神安定や

家庭を含む環境もすこしずつ変わっていく。親子を包括した関わりや支援の必要性を改めて感じた。 

 幼児期から学齢（６年まで）の長きに渡って、指導や支援をしていくことは、非常に重要だと感じた。

その十分な支援態勢や切れ目ない指導、そして指導者との信頼があってこそ、吃音の指導が安定して

行え、その成果も期待できるのだと思った。 

・年齢によって段階的に指導を積み重ねていくことで退商事が自分を受け入れることにつながると分

かった。 

・周りの吃音への受け入れ方が広く浸透していってくれることを願います。 

・幼児期の吃音指導では、会話を楽しむ、自信をつけるだけでなく、その子の全体を見ながらアプロー

チしていて勉強になった。 

・学齢期のその子に自分の吃音と向い合せるアプローチが新鮮だった。 

・通常話し方の練習はしないと保護者のみなさんに説明しているが、本人にとって自信につながるの

なら発音や情景画説明なども有意義だと思います。 

・幼児教室から引き継ぐことで幼児期に語彙の発達や親や周りの聞く姿勢など事前に話ができている

ため学齢では環境調整や吃音の理解に向けた指導に集中できて良いと思う。 

・吃音症状は一時的に改善したように見えても本人の変化によって症状が変化していくことがあるの

で長期的なフォローが必要だと思う。 

・幼児言語通級では、保護者に吃音は直すことにこだわらない周囲の受け止め方、できることをほめ、

自己肯定感を高める、話を最後まで聞き話したい気持ちを受け止めるなどの支援の方法を説明して

いる。学齢期に吃音症状が残っていても話すことへの地震などを言語発達の基礎部分を幼児期に伸

ばしていくことが学齢期の土台になると感じた。 

・幼児の吃音指導で何ができるか悩むことが多いが、口腔機能訓練が未熟、話すことに自信がない、な

ど吃音以外の基礎部分に目を向けて伸ばしていく事例がとても参考になった。 

・指導を重ねていくことで、自分の吃音を受け入れたり、自分自身のことを知ろうとしていたりする 

ことが、児童の書いた作文からもよく伝わってきた。 

・事例のＡさんは、吃音以外に鼻咽腔閉鎖機能不全もあったのでしょうか。アセスメントをしっかり

し、本児が一番困っている問題にアプローチしていくことが必要だと思った。 

・吃音症のある児童は、幼児期は主に語彙や会話能力を伸ばす関わり、学齢では環境調整や吃音の自己

理解を促す指導を行っているということを理解できた。幼児期では、連続呼称や文完成、情景画の説

明、会話練習を訓練しており、難しい条件でも「うまく言えた」「相手に説明できた」と達成感や自

信をもたせることが日常場面でよい影響を及ぼすということがわかった。 

・教育の場面での吃音と、医療？の場面での吃音の捉え方・指導の仕方に違いはあるのか？  

・吃音を伴う児童の心情にどう寄り添っていけばいいのか、自分は今発達担当であるが、指導者支援 

者として悩む場合が多いのではないかと想像した。今後も、静言研や地区の通級間の学習会を通し



て、吃音を伴う児童の支援について学んでいきたいと思った。 

・幼児期の吃音は、保護者や周囲の大人の理解がとても大きく影響するように思う。吃音がでても、安

心して話ができ、自己肯定感が高まるような周囲の温かい態度がとても重要で、子どもは勿論、保護

者への指導もとても重要だと感じた。 

幼言さんとの連携、さらに言語聴覚士の方との連携がこれほど大きな効果をもたらすものなのだと

改めて感じました。講演会などで言語聴覚士の先生のお話をお聞きすることはあっても、指導に関わ

っていただいたことはまだなかったので、是非参考にさせていただきたいと思います。 

・吃音の子への指導をまだしたことがないこともあり、子どもや保護者の思いにどう向き合うのか、そ

の上で通級教室では何ができるのか、考える機会となりました。吃音に限ったことではありません

が、言語聴覚士など専門知識のある方との連携で、よい方向に向かうことが多くあると改めて感じま

した。 

・指導を重ねていくことで、自分の吃音を受け入れたり、自分自身のことを知ろうとしていたりする 

ことが、児童の書いた作文からもよく伝わってきた。 

・事例のＡさんは、吃音以外に鼻咽腔閉鎖機能不全もあったのでしょうか。アセスメントをしっかり

し、本児が一番困っている問題にアプローチしていくことが必要だと思った。 

・吃音症のある児童は、幼児期は主に語彙や会話能力を伸ばす関わり、学齢では環境調整や吃音の自己

理解を促す指導を行っているということを理解できた。幼児期では、連続呼称や文完成、情景画の説

明、会話練習を訓練しており、難しい条件でも「うまく言えた」「相手に説明できた」と達成感や自

信をもたせることが日常場面でよい影響を及ぼすということがわかった。 

・教育の場面での吃音と、医療？の場面での吃音の捉え方・指導の仕方に違いはあるのか？  

・吃音を伴う児童の心情にどう寄り添っていけばいいのか、自分は今発達担当であるが、指導者支援 

者として悩む場合が多いのではないかと想像した。今後も、静言研や地区の通級間の学習会を通し

て、吃音を伴う児童の支援について学んでいきたいと思った。 

・幼児期の吃音は、保護者や周囲の大人の理解がとても大きく影響するように思う。吃音がでても、安

心して話ができ、自己肯定感が高まるような周囲の温かい態度がとても重要で、子どもは勿論、保護

者への指導もとても重要だと感じた。 

幼児期での語彙の発達や聞く姿勢をどのように指導がされ、力をつけてきたのかが分かりました。継

続的な指導ができるように連携したり、よりよい環境を経験したりすることにより、自ら環境調整を

するきっかけになったと思います。口腔運動の未熟さや話すことに対する自信のなさを感じている

ところが私の担当している子と共通していて参考になりました。ありがとうございました。 

・吃音でことばの教室に通っていた生徒が数名いますが、どの生徒もことばの教室のおかげで自分の

ことを受け止め、吃音が出てもそれを受け止めて生活できているようです。中学入学など環境の変化

に伴い、自分の吃音と向き合う、周りに伝えることが必要になる場面もあると思います。早期からこ

とばの教室や言語聴覚士による指導を受けること、その指導内容が引き継がれていくことで、安心し

て自分と向き合うことができるのだと思いました。小学校から中学校への指導の引き継ぎを密にし

て、少しでも早く安心して通うことができる関係作りや信頼関係を築いていきたいと思います。 

・事例の作文の中で「楽しみにしていることは言葉の教室」と書いてありました。通級教室は子供にと

って、安心できる時間や場所となり、自信や意欲につながる指導をすることが大切だと感じました。



好きなこと、得意なこと、力が発揮できることに目を向け、指導していきたいです。ありがとうござ

いました。 

子ども達が特別支援教育の中で大切な「チャレンジ・継続・依頼」を上手にできるように、先生が連

携を大切にしていることが良く分かりました。 

・幼児から小６まで通級可能な環境があることがすごいです。保護者も子どもも安心して通級できて

います。とても丁寧な指導内容で、これからの自分の指導の参考にさせていただきたいです。 

・発達通級に通う児童の中にも、吃音を併せ持つお子さんがいます。コミュニケーションを楽しむ、自

己理解を深めるというような指導はできますが、やはり吃音に関しての専門的な指導（支援）はでき

ていないなと感じています。主訴が吃音ではないのですが、これからも吃音と付き合っていくであろ

うと思われます。清水先生の実践を伺い、継続した支援を受けられるというのは、とてもありがたい

ことだと改めて感じました。ありがとうございました。 

・本校にも吃音のある子が在籍しているため、指導方法が参考になった。今後も幼児ことばと連携をし

ていきたいと思う。 

・評価、方針、経過が一覧になっていることで、本児の特徴が捉えやすかったです。幼児から学齢への

引き継ぎの際には、単年度で詳しい資料も必要ですが、指導の流れをわかりやすく可視化すること

で、ピンポイントに目標を絞った授業につなげることができるということがわかりました。 

 

○難聴 富士宮市立東小 加納利恵先生 

・他校より週３通級に通っているという事実は、保護者も児童も通級での指導に信頼を置いているか

ら。専門家との密の連携がその要因の 1 つだと思う。たいへん素晴らしい。 

・難聴通級指導方法をはじめて知った。 

・子どもたちの聴力が回復することはほぼなく、いずれ失聴するかもしれないという厳しい現実の中

でできることや子供の思いを受け止めることができるのは、体制づくりや共通理解をはかることだ

とその必要性を感じた。 

・在籍校の環境調整の重要性を感じた。 

・担当したことはないが、難聴の子どもが 2 人教室にいたことがある。年齢相応の課題遂行が難しい

のは難聴があるためなのか、発達課題を併せ持っているからなのか見極めが難しい。保護者も近い将

来、難聴支援学校に進むのか、通常級に入れたいけれど、との悩みを抱えていることもあり、とにか

く連携が大切と考えた。 

・難聴児の指導を通級指導教室でやっていることに驚きでいっぱいでした。指導をどうやっていくの

かよく考えられていてすごいと思った。中でも自分の聞こえについて考える難聴理解については難

しい問題であるし、ある意味通級ではなく本児に伝えるのは医療側の仕事であると思う。デリケート

な部分の理解の寄り添い方を考えさせられた思いでした。 

・みみの教室が A 児にとって安心して自分を表現できる楽しく大切な場であることが素晴らしいと思

いました。今後、学年が上がるにつれ学習語彙や抽象語を獲得させることが大切になりますが、指導

内容をどう選んでいくかを知りたいです。 

・一人ひとりにあった個別の指導や支援ができる通級の良さを生かして、在籍校、家庭、医療との連 

携を大切にしていくことが重要であると思った。そのような連携をとることで、その子が安心して自



分の思いを伝えられることにつながると感じた。 

・難聴のある児童への指導方法が具体的にわかった。その中で大切なことは、児童自身がどのような 

聞き方をすると聞き取りやすいのかを自己理解していること、聞き取れないときにはどうしたらい 

いのか対処方法を知っていることが今後生活していく中で大切であることがわかった。 

・加納先生が●にしている課題の中にも成果として認めてもよいものがたくさんあった。それを先生 

が丁寧にほめたり認めたりしているのだろうと思った。 

・医療との連携などできる分野なので、今年度教室に直接指導に来てくださると言っている県総聞こ 

えのセンターの指導を受けてみるというのもいいかと思った。 

・難聴通級指導教室でどのような指導が成されているかを知ることができた。発達障害の特性背景の

理解とは少し意味合いが違うのかもしれないが、医学的背景を知ることや医療との連携の必要性の

必要性は共通していると感じた。 

難聴通級教室が県下一校という中で、奮闘している様子が伝わった。支援員やアドバイザーと協同

し、医療、在籍校、家庭との連携を深めている姿はまさに通級の鑑である。アセスメント、変化への

気づき、本人の思いを丁寧に汲み取り指導や支援に活かす、援助希求や自己理解の重要性等、どの通

級でも重要視すべき内容であった。自ら片方の人工内耳のスイッチを切ってしまう等、対応には障害

種特性に応じた専門的な知識や経験も必要である。自ら研鑽する姿勢に頭が下がった。 

今年度から人工内耳のお子さんが構音障害として来ています。今のところ聞き取りで困っているこ

とはないようです。先生の実践のように難聴理解や人工内耳の取り扱い等について、指導していきた

いと思います。近くの聴覚支援学校内通級と連携を取りながらできたらいいなと考えています。 

・難聴の児童への指導経験はないが、その子の聞こえ方を自分が体験できるわけではなく、実態を把握

することの難しさを感じました。保護者や在籍校だけでなく、医療との連携も大切にすることで、そ

の子にとって実りある通級指導にしていけるのだと思います。 

・一人ひとりにあった個別の指導や支援ができる通級の良さを生かして、在籍校、家庭、医療との連 

携を大切にしていくことが重要であると思った。そのような連携をとることで、その子が安心して自

分の思いを伝えられることにつながると感じた。 

・難聴のある児童への指導方法が具体的にわかった。その中で大切なことは、児童自身がどのような 

聞き方をすると聞き取りやすいのかを自己理解していること、聞き取れないときにはどうしたらい 

いのか対処方法を知っていることが今後生活していく中で大切であることがわかった。 

・加納先生が●にしている課題の中にも成果として認めてもよいものがたくさんあった。それを先生 

が丁寧にほめたり認めたりしているのだろうと思った。 

・医療との連携などできる分野なので、今年度教室に直接指導に来てくださると言っている県総聞こ 

えのセンターの指導を受けてみるというのもいいかと思った。 

・難聴通級指導教室でどのような指導が成されているかを知ることができた。発達障害の特性背景の

理解とは少し意味合いが違うのかもしれないが、医学的背景を知ることや医療との連携の必要性の

必要性は共通していると感じた。 

実物に触れたり、五感を使ったりすることにより興味をもち、イメージをふくらめることができるこ

とが分かりました。言葉あつめや季節・行事の話により、言葉のイメージも広げることができていま

した。また、自分の思いを伝えられることの大切さを改めて感じました。在籍校、家庭、医療との連



携により、よりよい指導ができるため、その子を取り巻く環境を知ることや専門性を高めることの必

要性を感じました。ありがとうございました。 

・聴力は、語彙の獲得やコミュニケーションの難しさなど、今後精神的に負担がかかりそうなことに対

しても、「聴く」活動の中に取り入れ指導されていて、A さんの将来を見通した指導展開が大変参考

になりました。日頃、学校や家庭からの情報の中で、つい目先の課題に追われてしまうことがありま

すが、長期的な視点で子どもの実態を捉え、指導に当たっていきたいと思います。 

・加納先生の発表の中で、在籍校や家庭の他に医療との連携もされており、Dr.に指導の様子を見てい

ただくことがありましたが、それぞれの場でのあらわれを共有することで、支援の広がりができるこ

とがわかりました。通級の１対１の場での生徒のあらわれと教室でのあらわれが変わる生徒が多く

います。在籍校では「大変な子」「困った子」と思われている生徒ですが、通級ではとてもかわいく、

頑張っている生徒がたくさんいます。そんな姿を在籍校に知っていただくことで、関わりが変わるこ

ともあるのではないかと思いました。そういった発信も心がけたいと思います。 

・「残存聴力を最大限に活用する聞き方」を育てることを意識して指導に当たっていると読ませて頂き

ました。私はできないことに目を向けてしまうことがあります。できることや得意なことに目を向け

ることで、子供の意欲や自信につながる指導になると改めて感じさせて頂きました。ありがとうござ

いました。 

私の所属する肢体不自由通級指導教室に通う子ども達には、肢体と聴覚の違いはあるものの、先生の

「回復することはほとんど考えられず、進行性難聴の子はいずれ失聴するかもしれない。」と似てい

る状況の子が多くいます。障害を通して、また障害に対する指導を通して「自分の思いを伝えられる

子」にしたいという思いには強く共感するところがありました。 

・発達通級を担当していますが、難聴の指導、そして難聴のお子さんたちの課題に触れることは、今ま

であまりありませんでした。今回、加納先生の発表を拝見し、先を見通した指導の難しさを改めて感

じました。その子の生き方にもつながるような気がしました。ありがとうございました。 

・通常学級に軽度難聴の子がおり、指導方法や配慮等大変参考になった。 

・今まで難聴の分科会に参加することがなかったため、このように紙上発表で見ることができてうれ

しく思います。 

・難聴通級であっても、困り感や実態をつかむことは変わらないと思います。「能力活用、言葉、自己

理解」が柱となり、指導を進めていくことが大事だと改めて感じました。 

 

〇LD・ADHD 大里中 寺田真理先生 

・ローマ字の組み合わせを学ばせる方法として、何かの芯を使って教材を作成していましたが、平仮名

片仮名の拗音でも使えるやり方だなあと思いました。参考になりました。 

・英語学習の検査を実施し、つまずきの要因を分析したことがすばらしい。その分析からジョリーフォ

ックスという教材を活用したことが有効だと感じた。成果も得られ、その成果を生徒や保護者が実感

できたことは、すばらしい実践だと思った。 

・事実、中学英語を苦手、嫌いという生徒がずいぶんといる。授業はどんどん進んでいくのに、本人の

理解定着は進まず、置いてきぼりに。で、テストもダメで、どんどん意欲は低下。しかし、ライティ

ングは無理だけど、リスニングなら、単語を読むなら大丈夫という生徒はいて、寺田先生の実践は英



語学習への意欲付けになると思う。専門的知見が必要なので、教員側の努力が欠かせない。 

・英語のＬＤ指導について知ることができ、良かった。国語｢読む、書く｣が苦手な子は、英語でも同様

に苦労するのではないか、と感じた。 

・｢ジョリーフォニックス｣は、日本語でも活用できるのではないか、と参考になった。 

・聴覚・視覚・運動感覚などを用いた学習法がやはり基本になる、と感じた。 

・アセスメントの大切さを感じた。アセスメントは様々な方面から行うことの重要さを知った。行った

手立てをそのままにせず、実感できる手立ての時間を作ることで、本人の「わかった」がさらに意欲

となることがわかった。実践で取り組んでいきたい。振り返りも、テスト形式でなくゲーム形式で楽

しく取り組む工夫が必要とわかった。 

・小学校においても日本語の読み書きでも本児の困り感があったのだろうと思いました。自分の教室

に来ている LD の子達も、中学の英語で困ることがあると予想されます。素晴らしい実践を知り、今

の自分に何ができるか考えていきたいと思いました。 

・英語を頑張りたいと思っている子に対して、どのような手立てをとればよいかがわかりました。特に

印象に残ったのは、ジョリーフォニックスを活用した音の学習です。体を動かしつつ、ワークシート

に記入すれば、アルファベットが書けるようになることもあるのだと思いました。書くことができる

ようになることが英語の意欲につながることがわかりました。 

・実際指導に使われている教材が幼児の構音指導にも使えそうなヒントになった。 

・様々な方面からのアセスメントの重要性がよく分かった。 

・フォニックスは英語に親しむには有効な手段だと以前から感じていたが、通級に通う子供達にも有

効だと分かった。 

・アクションブレンデイングなどの通常とは違う英語の学習は興味深かった。 

・絵本から「読めた」という体験も対象生徒の自信になったというのが嬉しかった。 

・まず「苦手だから頑張りたい」という気持ちが素晴らしいと思った. 

・表面に見えている 1 つの事象を分析し、多面的にとらえ、URAWSS―ENGLISH をはじめとした科

学的根拠に基づいて指導組み立てていることが参考になった。 

・得意を活かすこと、例えばゲームなど、一見大人からすると学習とは遠いと思うこともたのしいと伸

びるのは同じだと思った。 

・英語の学習についての演題だったが、聴覚、視覚、運動感覚の多感覚を用いる点は幼児の指導にも取

り入れられると思った。 

・文字の読み書きの苦手さは年齢が上がるに連れて複雑になるが、英語の読み書き障害は母国語では

ない言葉のため、更に大変だと感じた。本人に合った学習方法があれば良いが、克服するだけが目標

にならないように注意しなくてはならない。 

・ジョリーフォニックスのような多感覚を用いた学習のよさがわかりました。生徒が得意な方法で覚

えらえるし、記憶を引き出すときに想起するための助けも多く、なおかつ楽しい。広く知られてほし

いです。様々な教科でも考えたい内容でした。 

・学級の授業への手立てとして ICT、品詞色別ワークシートの手立てが取り入れられていて子どもが

自信をもって学習に取り組め、やる気にもつながり、必要な手立てであると感じました。 

・英語で育った自信と意欲は、他教科へも影響していくと思います。その様子も知りたいと思いまし



た。 

・児童がどんなことに困っているのか検査をすることで、指導の方針が明確になることがわかった。指

導では、児童が好きな要素を取り入れた学習内容を行うことで、学習への意欲が高まり、定着に多い

に影響していると感じた。やはり、指導を考えていく際は、単純な活動ではなく、意欲が高い活動は

何か、ということをいつも頭に置いて教材づくりをすることが重要だと痛感した。 

・苦手なものほど、意欲を持続させる難しさがあるため、その子の得意なものを取り入れた指導をす 

るなどの工夫が必要であると感じた。英語の指導もひらがなやカタカナと同じような方法で学んで

いくのだと思った。その方法も読み書きだけでなく、運動感覚を使うなど多感覚機能を活用して楽し

く学んでいくことができると感じた。 

・ジョリーフォニックスを初めて知った。動作化したり、絵やストーリーの中で覚えられるので、 

とてもいい教材だと思った。英語ならではの困難さはあるが、アセスメントを効果的に活用し、指導

されていることがよくわかった。小学校もそうでだが、いかに在籍校との共通理解のもと取り組める

かということが大切だと思う。寺田先生の効果的な指導を学校でも可能な限り生かしていってほし

いと思った。 

読み書き障害児の予後に関心が高く興味を持って拝見した。ＵＲＡＷＳＳ－Ｅｎｇｌｉｓｈのアセ

スメント、スモールステップの指導には英語科ならではの新しい視点があった。困難さの要因を探る

姿勢や五感を通した生徒に合った学び方を学ぶ過程等は学齢期指導にも重なった。高学年以降は、得

てして、自己肯定感が下がり意欲が減退する 2次障害が課題になる。中 3の対象生徒の自己肯定感、

意欲の向上に寄与した点でも中学校通級の役割の大きさを改めて実感した。 

ていねいなアセスメントに基づいて、生徒の得意分野を生かした多彩な指導が素晴らしいと思いま 

した。特に、ジョリーフォニックスの活用を始め、聴覚、視覚、運動感覚に働きかける学習は、他教 

科の指導にも使えるヒントがあるのではないかと思います。やはり、体のいろいろな感覚を刺激する 

ことで理解が深まるということ、そして何より楽しみながら学習できるということを改めて実感し    

ました。 

・英語だけではないと思いますが、多感覚を活用することで、記憶しやすかったり、視覚的には覚えづ

らいものも覚えやすかったりするのではないかと思いました。今後学習支援等を行っていく際は、

様々な感覚を利用すること、生徒の実態に合った教材を準備し指導していくことを心掛けていきた

いと思います。 

・通級に通うこどもたちのために、こういう指導法があったのだ、と勉強させて頂きました。自分は英

語に関する多感覚の指導をやったことがなかったので、少しでも取り入れてみようと思いました。ま

た、自分の専門の国語ではどのようなことができるのか更に考えていく必要があると感じました。た

だ、自分だけで考えるとまだまだ引き出しが少ないので、周りの方たちと情報交換をしながらやって

いくことが大切だと思いました。LDの当事者の話を聞き、一方的な指導にならないように配慮する

ことも大切にした部分だと思っています。同じ LD でも、一人ひとり違うので、本人の気持ちを大切

にしながら進めていきたいと思いました。英語のやる気が育つことはもちろんですが、自分をこんな

に応援してくれる人がいるという認識により、本人・保護者さんの心の支えになるのだと思いまし

た。 

・「ジョリーフォニックス」という指導方法を初めて知ったため、勉強になりました。提示してくださ



った教材は、英語学習以外にも生かせそうなものがいくつもあり、とても参考になりました。 

・つまづきのある生徒にとって、わかった・できたの積み重ねは、何よりのエネルギーであることがこ

こでも証明された。フォニックスが、言語の全く異なる日本人にとって早期に導入したほうがいいこ

とを多くの人が知る機会になるといいと思う。また、読めても意味が分からないので、今後は大変に

なっていくことが予想されるが、○〇したい、なりたいという気持ちがそこに働きかけていくので、

メンタルの耕しが有効な生徒であったと思う。わたしも含めて日本人が苦手意識の高い英語におい

て、そこに至らない生徒に対しての課題は多い。「捨てる」以外の方法は、トランスレーターやポケ

トークの活用による、異文化の理解・協同なのではないかと思う。 

・児童がどんなことに困っているのか検査をすることで、指導の方針が明確になることがわかった。指

導では、児童が好きな要素を取り入れた学習内容を行うことで、学習への意欲が高まり、定着に多い

に影響していると感じた。やはり、指導を考えていく際は、単純な活動ではなく、意欲が高い活動は

何か、ということをいつも頭に置いて教材づくりをすることが重要だと痛感した。 

・苦手なものほど、意欲を持続させる難しさがあるため、その子の得意なものを取り入れた指導をす 

るなどの工夫が必要であると感じた。英語の指導もひらがなやカタカナと同じような方法で学んで

いくのだと思った。その方法も読み書きだけでなく、運動感覚を使うなど多感覚機能を活用して楽し

く学んでいくことができると感じた。 

・ジョリーフォニックスを初めて知った。動作化したり、絵やストーリーの中で覚えられるので、 

とてもいい教材だと思った。英語ならではの困難さはあるが、アセスメントを効果的に活用し、指導

されていることがよくわかった。小学校もそうでだが、いかに在籍校との共通理解のもと取り組める

かということが大切だと思う。寺田先生の効果的な指導を学校でも可能な限り生かしていってほし

いと思った。 

ジョリーフォニックスを活用した音の学習の有効性を知ることができました。聴覚・視覚・運動感覚

など多感覚を用いた学習方法により、楽しく学習でき、さらに記憶にも残りやすいことがよく分かり

ました。また、生徒自身が学びやすさを感じ、意欲的に学習したことや他教科にも応用できているこ

とが素晴らしかったです。「音が分かる」から「自ら音を操作する」ことができて読み書きできたと

いう実感につながっており、大変参考になりました。保護者の笑顔が、生徒の安心感や自己肯定感の

向上を支えていることを改めて感じました。ありがとうございました。 

・英語でのつまずきを抱えている生徒は毎年います。今回の多感覚を用いた指導は大変参考になりま

した。学習意欲が低下していた生徒が前向きに学習に取り組めるようになったこと、楽しくなってき

たことは、学習意欲が低下しやすい中学生の指導の難しさをどうやって乗り越えていけばよいのか、

とても参考になりました。ジョリーフォニックス自体を取り入れることは難しいかもしれませんが、

視覚や聴覚、運動感覚を使って学ぶ方法は、英語だけにとどまらす使えると思います。視覚優位、聴

覚優位、身体感覚優位など、それぞれの得意さは個で異なりますが、複数を合わせて使うことで学び

が楽しくなること、できるようになることでより一層意欲が高まることに気づかせていただきまし

た。LDの生徒の困難さは様々ですが、体験を取り入れた学習になるよう心がけたいと思います。 

・中学校の英語学習が進むと、本人の理解が追いつかず学習意欲が低下してしまう子供が多いと感じ

ています。このジョリーフォニックスの取り組みは、そういった子供にとって一定の効果を上げると

思いました。この指導方法が小学校の英語教育や中学校の個別指導に広まって欲しいです。私も通級



指導を受けている子供が英語をできるようになりたいと願いがあれば、それに対応した指導ができ

るようになりたいです。ありがとうございました。 

子どもの困り感に寄り添って、スモールステップで子どもたちが目標をもつことができるように丁

寧な指導をされている様子がよく分かり勉強になりました。 

・英語の授業が小学校でも始まっている。このような実践を英語に苦手さを感じる児童のために活用

していきたいと思う。１人１台パソコンが使える環境が整い、音声読み上げソフトを使いやすくなっ

ているので積極的に使っていきたい。 

・学習面・行動面の実態等、細かくそして具体的にまとめてくださり、大変参考になりました。また英

語の学習に対する指導ということで、初めて知ることも多々ありました。通級に通うお子さんは一人

ひとり課題も違いますが、このように課題に沿った指導を的確にされていることが、子どもたちの大

きな伸びにつながるのだなと改めて実感しました。 

・寺田先生の実践を通して、中学生の LD指導について、具体的な様子を知ることができました。とて

も勉強になりました。小学生で LD 傾向（読み書き）にある子は、英語でもつまずくことが多いと伺

ったことがあります。Aさんも、読みや聴写、促音や濁音の表記などの苦手さがあったようですね。

日本語の読み書きについて、その後どのような様子なのかも、少し気になります。ありがとうござい

ました。 

・小学校段階でも外国語の活動に不安を覚える子がいるので、中学校での実践がとても参考になった。

自分の指導にも生かしていきたい。 

・小学生で３年のローマ字からつまずくＬＤの子が多くいます。漢字も重要ですが、英語の学習につな

がることを考えるとローマ字も重要だと考えていますがなかなか身につかず、苦戦している現状も

あります。「アセスメント→苦手の捉え→苦手に合わせた手立て」を繰り返し通級では指導に取り入

れていますが、手立ての部分でジョリーフォニックスの考え方を知る機会となりました。ジョリーフ

ォニックスの考え方をもとに、今指導している子どもたちに合わせた方策を考えていきたいと思い

ます。 

 

〇教室経営 可美小 小出千恵先生 

・「傾聴する」「調整する」ことを通した教室経営について学ぶことができた。子供、保護者、担任の話

に耳を傾ける姿勢、子供にとっての良き理解者、良き支援者を増やすことが大切なのだとよく分かっ

た。 

・毎回の送迎で保護者と話す機会があるため、保護者との信頼関係が正直実感できる。ただ慢心によ

り、保護者を不快にさせる言動があってはいけない。小出先生のように保護者や担任の大変さを十分

理解し、傾聴しながら話を聞いたり、共感しながら自分の思いを伝えたりすることが大切ということ

再確認できた。 

・子ども本人と周囲との認識のズレがあるのは事実。調整する際に、一番抵抗するのは当事者の子ど

も。「よく別扱いは嫌。」という発言は、よくある。私たち大人が感じていなくても、当事者が周りか

ら感じ取る視線や雰囲気は無いわけではない、とも思う。「子どもにとっての良き理解者、支援者を

増やすことが通級の役割」との一文は痛感している。まずは、子どもの立場に立ってあげることから

始めたい。 



・思いが感じられ内容にもたいへん共感した。自分自身も生徒や保護者、担任等の思いに寄り添い、よ

り有効な指導ができるように努力していきたい。 

・今年度から、通級指導教室の担当になりました。以前から担当されている先生方に多くのことを教え

ていただく中で、まず、自分にできることは何かを考えています。まず、思いついたことは、通級し

てくる児童が安心して過ごせる場にしたいと言うことでした。そうなるように、指導前の保護者との

面談、初回、2 回目と進んできた子どもたちとの学習での保護者や子どもたちの言葉をまず受容する

ように心がけてきました。担任の先生方とは、他校であったり、自校であっても授業の時間帯の差か

らなかなか話ができていなかったりするが実情であり小出先生が書かれている「傾聴する」には全然

至らず頑張りたいところです。もうひとつの実践である、「調整する」について大切だなあと短い経

験の期間ではありますが思います。また、本当に難しいと日々感じています。医師の診断、各種の検

査結果などの客観的指標を考えながら週一度しか実態を見ることができない中で何をどうしていく

のか考えることで今精一杯であり、子ども本人がいったい自分の何をどうしたいと思って通ってき

ているのか、また自分では考えていないのか、そこもよく分かっていない。調整できる段階にまでな

るべく早く到達するようにしたいと思いました。 

・通級は担任と児童、保護者の関係をつなぐ存在でありたいと思う。小出先生は、実践を積まれる過程

でそれぞれの立場での思いをよく理解されている。だから、お互いの思いを上手に代弁して連携して

指導していくことができるのだと思った。 

・小学生になると、当事者の子供本人の思いを聞き出すことが可能な中、子供・保護者・担任の 3者の

本音を聞くこと、その思いを調整することの重要性を感じた。 

・良い橋渡し役になり、よき理解者・支援者になることが自分自身に必要だと再認識した。 

・「LD＝専門外の難しい問題」だと思っていたが、子供の困難な表れに対し、その背景を大切にアプロ

ーチすることや子供を中心に兆候な関係づくりをするなど、共通するところがたくさんあった。改め

てそれらを大切に教室運営しなくてはならないと思った。 

・調整に向けた具体的なシーンが想像できる描写から、先生の意気込み、覚悟が強く伝わった。特に保

護者に寄り添う気持ちを忘れずに対応したいと思った。 

・子供中心につながりを築く為には聞き取り、話し合いを繰り返すことが大切。 

・子ども自身が心を開きやすく心の状態が安定すると保護者安心し、担任も指導しやすくなる。といっ

たプラスの循環になるように私も取り組みたい。 

・本人、保護者、担任の認識のずれのもたらす困難とその改善のためどう働きかけていくのが必要かわ

かりました。それぞれの立場でもちろん困難な状況を抱えているので、相手の想いや考えがどのよう

なものなのか理解をしたうえで、どう話せばいいか、どう提案したらいいか考えていかなければいけ

ないとわかりました。 

・子どもが一番抵抗を見せるのは頑張りたい気持ちの表れなのだけど、もっている力と結果との折り

合いをつけることは本当に難しいと日々感じます。 

・LD 等通級指導教室の担当者として、小出先生が「傾聴する」「調整する」を大切にして実践されて

いることがよくわかりました。 

・私も入級審査にかかわってきた中で、このレポートと同様な事例を体験しています。 

入級にかかわる教育相談のパターンをまとめると、 



①幼児言語教室からつながるケース 

②医療機関で診断を受けた保護者が学級担任に相談するケース 

③学級担任が保護者に通級をすすめるケース（巡回相談を通して） 

③の場合、小出先生のレポートにある「学校から言われてきましたが、心配していることはありませ

ん。」と通級の必要を感じていない保護者がいました。 

②の場合、保護者は通級指導で子どもの変化を期待していても、本人が必要を感じていないケースも

ありました。 

本人が自分の長所、短所を理解し、よりよく生きていくために通級指導を受けたいと希望して入級し

た子どもは１年間で成長していきました。 

・同じ発達教室の教員として、原点に立ち返ることができた。それぞれの立場の人に、どんな風に話を

したりお願いしたりできるのかは、とても神経を遣うところ。先生の言葉にもあったように、学校生

活で困り感があり苦しい思いをしている子ども達が安心し、できた達成感を味わえる大切な場所と

して、これからも真摯に向かっていこうと思った。 

・「傾聴する」「調整する」という視点で教室経営を見直すということを私もやってみたい。根拠をもっ

て伝える、立場の違いを尊重して役割分担する、など難しいですが何年か経験した担当者には必要に

なるスキルだと思う。 

・浜松市の入級審査の方法を知ることができた。静岡市は入級審査を各教室で行っているが、通級担 

当者が相談から専門調査そして審査までを担っている実情と責任は同じだと思った。通級に結びつ

いてくる児童については、少なくとも在籍校の支援体制（コーディネーター等）の中では比較的適正

に理解されているものの、小出先生が感ずる「認識のズレ」は、自分も時に感じる。「傾聴と調整」

の姿勢は大切だと思う。加えてというかだからこそというか、個別対応やアセスメントを通した子ど

も理解と支援方法の提案に通級は真剣に取り組まなくてはいけないと考えるし、そのための研鑽が

日々大切だと自分に言い聞かせている。 

・児童、保護者、担任、確かに認識のずれが生じる。特に担任の児童へのイメージが悪いと事態は悪化

する一方である。確かに通級は「気付きや意欲を引き出す、自分のことを分かってくれる大人が周り

にたくさんいると実感できる」場所でありたい。児童の聞いてもらいたい気持ち、保護者の責められ

ると感じる思い、担任の複雑な気持ちを汲み取り、「傾聴」と「調整」の姿勢を日々、肝に銘じてい

きたい。 

・終わりの部分に書かれていた、「子どもにとっての良き理解者・良き支援者を増やすことが通級指導

教室の役割だ」という一文が、とても印象に残りました。実際にそれぞれの立場の方々から話を聞い

ていくことは、並々ならぬご苦労があったと思います。ただ、通級指導教室での指導は、子どもの生

活の中のほんの一部、長い人生から見るとわずかな時間でしかないので、子どもを取り巻く環境や関

わる人たちに目を向けて、整えてあげることがとても大事だと思いました。 

・「週１回の通級指導でできることは、気付きや意欲を引き出すこと」という先生の言葉が心に残りま

した。その子が過ごす時間は家庭や在籍校が多く、週１のわずかな時間で学習の定着は難しいからこ

そ、ここでの役割は何か、そのために何ができるのかを私も考えて指導にあたろうと思います。 

・同じ発達教室の教員として、原点に立ち返ることができた。それぞれの立場の人に、どんな風に話を

したりお願いしたりできるのかは、とても神経を遣うところ。先生の言葉にもあったように、学校生



活で困り感があり苦しい思いをしている子ども達が安心し、できた達成感を味わえる大切な場所と

して、これからも真摯に向かっていこうと思った。 

・「傾聴する」「調整する」という視点で教室経営を見直すということを私もやってみたい。根拠をもっ

て伝える、立場の違いを尊重して役割分担する、など難しいですが何年か経験した担当者には必要に

なるスキルだと思う。 

・浜松市の入級審査の方法を知ることができた。静岡市は入級審査を各教室で行っているが、通級担 

当者が相談から専門調査そして審査までを担っている実情と責任は同じだと思った。通級に結びつ

いてくる児童については、少なくとも在籍校の支援体制（コーディネーター等）の中では比較的適正

に理解されているものの、小出先生が感ずる「認識のズレ」は、自分も時に感じる。「傾聴と調整」

の姿勢は大切だと思う。加えてというかだからこそというか、個別対応やアセスメントを通した子ど

も理解と支援方法の提案に通級は真剣に取り組まなくてはいけないと考えるし、そのための研鑽が

日々大切だと自分に言い聞かせている。 

・子供にとって、「分かってもらえる」という安心感が必要だと改めて感じました。たとえ上手くいか

ないことがあっても、がんばっていたことを知っている人、認めてくれる人がいれば次に進みことが

できるのだと知りました。私たちも子供を中心とした良好なつながりのある教室にしていくことや

自分のことを分かってくれる大人がたくさんいると子供たちが実感できるようにすることを意識し

ていきたいです。理解者やよき支援者を増やすことが通級の役割であり、そのために地道な聞き取り

や話し合いが大切だと感じました。ありがとうございました。 

・通級に行けば自分の苦しいことや不安なことを分かってもらえると思い、心のよりどころにして通

っている生徒や保護者が多くいます。しかし、在籍校はどうだろうか･･･と小出先生の発表を読ませ

ていただき考えました。在籍校にも生徒のよき支援者・理解者であっていただかなければ、１日の大

半を過ごす学校生活を安心して過ごすことは難しく、せっかく通級で学んだことを生かすのも難し

いのではないかと思いました。在籍校に通級生徒の良さや困っていること等をお伝えするだけでな

く、在籍校での実態や通級生がどのようにうつっているのかを把握しながら、よき理解者・よき支援

者を増やしていくために何が出来るのかを考え、教室を経営していきたいと思います。 

・私は通級指導教室に配属され数ヶ月経ちますが、「傾聴」「調整」することの難しさを感じています。

保護者や担任、特別支援教育コーディネーター等と関わることがとても多く、不用意な発言で誤解を

招かないように注意をしています。私自身、語彙力が少なく、相手に伝えたいことを伝えられないと

感じています。先生の実践を読ませて頂いて、子供に関わる保護者の認識がずれていると、どんなに

子供のためを思っていても有効な支援方法にならないと教えて頂きました。子供のために「調整」で

きるように、自分自身の、聞き方や話し方についても研修する必要性を感じました。ありがとうござ

いました。 

・「自分の認識と相手の認識が違うことを理解しつつ、認識のズレを無くしていくこと。」難しいことで

はあるけれど大切ですね。通級指導が子ども達の気付きや意欲につながるように、子ども達が少しだ

け先を見通せるように支援していくことを私も心がけていきたいと思います。 

・認識のズレに気付くことが、実は、その後の指導や在籍学級担任、保護者との連携にも大きな力を発

揮すると感じました。指導にあたる自分自身も他者との認識のズレに敏感でありたいと思います。 

・「傾聴して子ども、保護者、担任の本音を引き出す」そして「子どもについて共通認識をもてるよう



に調整する」ことを具体例で説明していただき、とても参考になった。通級担当として本音を言って

もらえるように信頼関係を築くこと、その子の良さを共通認識した上で、苦手さに一緒に向き合って

支えていきたい。 

・本音を引き出すこと、とても大切だと思います。以前支援学級の担任をしていたときに、自分が大切

にしていたことも本音で語ることでした。子どもたちが本音で話してくれるようになるためには時

間もかかりますが、本音を出すことによってわかりあえることもたくさんありますよね。相手のこと

を考えながら聴くことを念頭に置きながら、今後も指導していきたいと思います。 

・小出先生の実践された、「傾聴する」「調整する」ということ。大切なことだとはわかっていても、私

自身、十分にできていないと感じている部分です。特に「調整する」は、在籍校の担任やコーディネ

ーターとどう連携をとるか、試行錯誤しています。ありがとうございました。 

・子どもにとって「自分のことをわかってくれる人が周りにたくさんいると実感すること」とても大切

だと思う。改めて、自分の経営を見直すよい機会となった。 

・通級児に関係する全員が共通理解することは大変だと感じています。しかし、その子の成長を促して

いくための土台作りとして傾聴、調整していくことを怠ってはいけないと改めて考えました。 

 

各教室→各地区事務局（６/３０ 必着）→西郷小７／９必着→後日 HP 掲載 

 


