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Ⅰ．問題と目的 

交流教育は，人間関係の向上や社会性を育む場

として学校教育において重要な役割を果たしてい

る。 

このような役割に注目すると，体育科は，子ど

も同士の協力やかかわりを促せる材料が豊富であ

るため，他の教科に比べると交流教育を設定しや

すいといえる。教師のかかわり方，ルールの工夫

などによって技能の個人差を補うことができ，共

同の活動が可能になる。集団の活動では, チーム

で協力しながら個々の技能差を補うことができる

ので，参加がしやすい。 

また，体育科では，仲間関係の向上が学習内容

の一つとして位置づけられている。しかし，決し

て仲間関係の向上を強要するわけでなく，「競争」，

「協調」，「公正」，「責任」などの社会的態度が求

められる場面，あるいは喜怒哀楽の感情を経験す

る場面など，コミュニケーションの機会をもつこ

とが重要である。 

障害のある児童が積極的に参加できる体育授

業を教師が児童と一緒に展開していくことは，自

然な形でノーマライゼーションの考え方を児童に

伝えていくことにもつながると考える。 

従来，集団内における技能の個人差が著しい場

合，補助具の導入（Block，1992）や時間外の個別

支援（長曽我部，1997）が授業への参加を可能に

する方法として示唆されているが，具体的な実践

的研究は少ない。 

 そこで本研究では，小学校特殊学級に在籍する

児童が参加する体育を取り上げ，教科交流におけ

る実施方法について提案することを目的とする。

実践過程において，以下の 3点を検討する。 

1．「補助具」と「ルール」の導入手続き 

2．体育における教科交流での補助者の役割 

3．特殊学級の児童に対する個別支援の内容 

Ⅱ．方法 

1.対象児童 

対象児童は，小学校特殊学級に在籍する 6年生

の女児（以下，A児）と交流対象の学級の児童 14

名であった。 

A 児には，中程度の知的障害があった。ゆっく

り走ることができ，ボールを両手で投げたり，蹴

ったりすることができた。しかし，技能の習得が

不十分なため，集団ゲームにはこれまで参加でき

なかった。コミュニケーション能力については，

身近な家族や特殊学級担任には，話しかけたり，

かかわったりする様子が見られた。 

これまで体育における教科交流では，特殊学級

担任が A児の補助者として支援にあたっていた。 

2.支援場面の概要 

本研究では，特殊学級内における「個別支援場

面」と「体育における教科交流場面」を設定した。 

1）研究者との個別支援場面 

個別支援場面では，教室での机上ゲームを通し

て主にルールの理解について支援した。 

また，教室や体育館で，交流場面の予備的学習

も行なった。A 児，特殊学級担任，支援者 2 名，

計 4名で 8回実施した。 

2）体育における教科交流場面 

体育における教科交流場面は，1 学期にソフト

ボールの単元，バレーボールの単元，2 学期にサ

ッカーの単元において各 2時間ずつ設定した。実

施場所は，体育館であった。授業の実施者は教科

担任であり，支援者 1名は授業全体の ST（サブテ

ィーチャー）として参加した。このとき，特殊学

級担任は授業の様子を観察した。 

3.実施手続き  

各単元は，以下の手続きで実施した。 

1）１時間目の授業の実施 

 1 時間目は,「補助具」を導入した。



ソフトボールの単元では一般的に知られて

いるティーを，バレーボールの単元とサッカ

ーの単元では簡単な力でボールを打ち出せる

補助具を作製し，導入した。 

2） 事前アンケートの実施 

1 時間目の授業後（帰りの会）に，通常の

学級の児童からルールのアイデアを募るため

のアンケートを実施した。 

1 学期は「苦手な人が参加できるための特

別ルール」，2 学期は「みんなが参加できるた

めのルール」を募った。このように，A 児が

障害のある児童であることを意識させないよ

うに配慮した。 

3）2 時間目の授業の実施 

2 時間目は，「補助具」と「ルール」を導入

した。 

補助具とルールの提示方法は，1 学期は「苦

手な人のための特別な補助具，ルール」，2 学

期は「みんなのための補助具，ルール」とし

た。 

4） 評価アンケートの実施   

2 時間目の授業後（帰りの会）に，補助具

やルールについて評価してもらうためのアン

ケートを A 児と通常の学級の児童に対して実

施した。「補助具」や「ルール」を導入したこ

とで「苦手な人も参加できたか」，「みんなが

参加できたか」，「楽しかったか」の項目を立

てて調査した。調査の配布・回収は，学級担

任と特殊学級担任に依頼した。回答誘導の危

険性を回避するために，事前に各担任に調査

内容と回答方法の説明を行なった。 

学期末には，体育における教科交流の実施

方法が妥当であったかどうかを評価してもら

うためのアンケートを教科担任と特殊学級担

任に対して実施した。実施方法に関する項目

について，「良かった点」と「問題点」を記述

できる欄を設けた。また，アンケート用紙の

最後には，その他の所見を記入できる欄を設

けた。 

Ⅲ．結果 

「個別支援場面」の成果として，A 児が「4

人で行なったゲームをもう一度したい」と休

み時間に担任を誘うようになったとの報告が

あった。また，支援者は A 児のできるこ

何かを把握し，参加の場面を決定するこ

できた。特殊学級担任は，「A 児自身の意

変ったこと，遊びのバリエーションが増

ことがとても嬉しかった」，「事前学習と

ゲームの要素が入った学習内容が良かっ

と個別支援の成果を評価した。 

「体育における教科交流場面」では，

からルールのアイデアを募り，授業実施

はその授業を児童に評価してもらった。

ことが，集団ゲームに全員が参加できる

を考える機会になった。 

1 学期に採用した「苦手な人のための

具，ルール」という提示方法の結果，補

とルールを活用したのは特殊学級の児童

であった。 

評価アンケートでは，A 児は「参加でき

「楽しかった」と評価した。しかし，通

学級の児童の間では意見が分かれた。こ

由について，「A 児も参加できて良かった

答えた児童がいた一方，「補助具が A 児の

活用になり他の児童は活用しなかった」

いたかったけど，恥ずかしく使えなかっ

「ゲームそのものが滞ってしまった」と

た児童がいた。教科担任，特殊学級担任

は，「級友に対する問題意識が高まった」

価があった一方，苦手な人の判断が難し

た」，「A 児も特別に扱われることが嫌な

はないか」と問題点の指摘もあった。 

そこで，2 学期には「みんなのための

具，ルール」という提示方法をとった。

結果，A 児や何人かの児童が補助具とル

を活用した。 

評価アンケートでは，A 児は「参加でき

「楽しかった」と評価した。通常の学級

童からは，「特別ルールだとやりにくかっ

れど，みんなのルールだとみんなが参加

すくなった」，「ゲームの攻防が増えた」

さんも参加しやすかったと思う」などの

が出された。教科担任と特殊学級担任か

「みんなのためのルールとしたことで，

の学級の児童にとって，A 児もクラスの

としての意識を促すことができた」と評
とは
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得られた。 

体育における教科交流場面でみられた特徴

的な場面としては，A 児では，ルールを理解

して動いた場面，同じチームのメンバーの後

について行動した場面，チームのメンバーに

ボールをパスした場面，補助具を活用してチ

ームのメンバーにボールをパスした場面が観

察された。このように，補助者がいなくても

自ら行動したり,仲間から声をかけられ活動

したりする様子がみられた。 

また,通常の学級の児童では，A 児にボール

を渡した場面，A ちゃん，A ちゃんと声をかけ

た場面，順番や役割を教えてあげた場面，一

緒に応援しようと A 児を誘った場面が観察さ

れた。このように，A 児の存在を意識して活

動する様子がみられた。 

Ⅳ．考察 

1.「補助具」と「ルール」の導入手続き 

体育における教科交流場面において，「補助

具」と「ルール」の導入が，特殊学級の児童

にとって授業へ参加する手段となった。 

また，「補助具」と「ルール」の導入方法を

“苦手な人のための特別ルール”ではなく，

“みんなのための補助具，ルール”としたこ

とで，通常の学級の児童に，特殊学級の児童

がクラスの一員であることの意識を促すこと

ができた。 

このことから，体育において教科交流を実

施する際の補助具やルールの導入は，“全ての

児童が参加するための手段である”として提

示することが望ましいと考えられた。そして，

それらの導入では，児童がアイデアを考え，

授業を評価するという過程を経ることが重要

であった。 

2.体育における教科交流場面での補助者の

役割 

本研究で，ST が授業の中で特殊学級の児童

のための特別な先生ではなく全体の ST とし

て行動することにより，児童の間に自然なか

かわりが多く観察された。 

ST が特殊学級だけへの支援が中心になる

ことにより，ST は周りの児童から“A 児のた

めだけの先生”として捉えられた可能性があ

り，その学級において特別な存在として意識

されているとも考えられた。 

よって，ST は特殊学級の児童に特別に配慮

しつつも，学級全体の ST として支援していく

ことが求められる。 

3.特殊学級の児童に対する個別支援の内容 

個別支援場面を開始した頃，A 児と支援者

は初対面であったため，活動がつながらなか

った。直接的な支援が難しいと考え，「すごろ

くゲーム」や「補助具を取り入れた簡単なゲ

ーム」といった活動の中に，A 児にとって課

題となる要素を取り入れた。そして，A 児と

支援者はできる限り対等な立場にたって支援

した。 

ゲームの面白さをみんなで味わえたことや

自分にもできそうだと思えたことが，A 児に

とって集団活動への参加の内発的動機付けに

なったと考えられる。 

また，個別支援場面での経過や成果につい

ては，支援者が教科担任に情報提供し，A 児

の参加できる場面を決定した。今後は，特殊

学級担任が特殊学級の児童は現在どのような

ことができるのかを個別支援場面でまず把握

すること，そして教科担任がそれを受けて参

加場面を提案するというような情報交換や連

携が必要になるだろう。 

Ⅴ．今後の課題 

 本研究では，「補助具」と「ルール」の導

入方法について検討してきたが，提示内容の

意図を支援者間において共通理解されていな

かった。 

今後は，教科担任と特殊学級担任で共通理

解を図りながら，さらに児童に対する提示内

容の具体的な検討が必要である。また，児童

の障害の特性に応じて，補助具の機能を見直

すことも必要である。 
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