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ア 障害のある児童などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、個々の児

童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとす

る。 

イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとおり編成するものとす

る。 

 (ｱ) 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、特別支援学校小学部・中

学部学習指導要領第７章に示す自立活動を取り入れること。 

 (ｲ) 児童の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目

標や内容に替えたり、各教科を、知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校

の各教科に替えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。 

ウ 障害のある児童に対して、通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する場合には、

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動の内容を参考とし、具体的

な目標や内容を定め、指導を行うものとする。その際、効果的な指導が行われるよう、各教科

等と通級による指導との関連を図るなど、教師間の連携に努めるものとする。 

エ 障害のある児童などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関

係機関との連携を図り、長期的な視点で児童への教育的支援を行うために、個別の教育支 援

計画を作成し活用することに努めるとともに、各教科等の指導に当たって、個々の児童の実

態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に、特別

支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については、個々の児童の実態を的

確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するものとする。 

（９）特別支援教育 

１ 特別支援教育とは 

 特別支援教育は、障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。特別支援

教育は、知的な遅れのない発達障がいも含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍す

る全ての学校において実施されるものである。 

 さらに、特別支援教育は、障がいのある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障がいの有無や

その他の個々の違いを認識しつつ、様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎と

なるものであり、現在及び将来の社会にとって重要な意味をもっている。 

 現在、我が国では共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援

教育の推進に取り組んでいる。「障害者の権利に関する条約第 24条」によれば、インクルーシブ

教育システムとは、人間の多様性の尊重等の強化、障がいのある者が精神的及び身体的な能力等

を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、

障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組みであり、障がいのある者が教育制度一般から

排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に

必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要とされている。 

２ 特別な教育的支援を必要とする児童生徒への教育 

 小学校学習指導要領第１章 総則 第４ 児童の発達の支援「２ 特別な配慮を必要とする児

童への指導」には、障がいのある児童について次のように示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 中学校学習指導要領においては、第１章総則 第４ 生徒の発達の支援「２ 特別な配慮を必要とする生

徒への指導」に示している。 

 また、道徳科を除く教科等の学習指導要領の「指導計画の作成と内容の取扱い」の項において
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① 児童生徒の出すサインに気付き、つまずきや困難さなどの状況を理解すること 
  ② 児童生徒のつまずきや困難さに応じて指導内容や方法を工夫すること 
  ③ 少人数指導やＴＴ(ﾃｨｰﾑ･ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ)の活用等、指導体制を工夫すること 
  ④ 学級担任だけでなく、学校全体の共通理解のもとに協力体制を整えること 
  ⑤ 放課後や家庭学習の時間を利用した補充学習についても検討すること 

は、「障害のある児童生徒などについては、学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内

容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。」が加えられ、各教科等における配慮や手立

ての例が記載されている。道徳科においては、「道徳科の評価」の項において、発達障がい等の

ある児童生徒や海外から帰国した児童生徒、日本語習得に困難のある児童生徒等に対する配慮の

例が記載されている。 

３ 通常の学級における指導 

 ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童

生徒は通常の学級に約 6.5％在籍していると考えられている。（平成 24年文部科学省調査） 

このように、特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して、次のような対応が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

さらに、授業づくりでは、児童生徒が「できる・分かる」仕組み作りも必要となる。 

※ 授業づくりについて、詳しく知りたい場合は各学校に配布の「通常の学級におけるユニバーサルデザイン

の視点を生かした授業づくり」（平成 27年３月 福岡県教育委員会 福岡県教育センター）を参照すること。 

  また、小・中学校では、学力向上に向けた取組や、不登校、いじめ等の問題に対する組織的対

応が求められている。これらと関連を図りながら、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の指

導の充実に向けて、特別支援教育体制づくりを進めていくことが大切である。 

４ 通級による指導 

 通級による指導とは、小・中学校の通常の学級に在籍している軽度の障がいのある児童生徒に

対して、ほとんどの授業を通常の学級で行いながら、障がいの状態に応じた指導を特別の指導の

場（「通級指導教室」と呼ばれている）で行うものである。通級による指導は言語障がい、自閉

症、情緒障がい、弱視、難聴、ＬＤ、ＡＤＨＤ等の児童生徒を対象としている。通級による指導

は、障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的とする指導とし、

特に必要があるときは、障がいの状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができる。 

５ 特別支援学級における指導  

 特別支援学級は、障がいが比較的軽く、しかも通常の学級における指導では十分に力を引き出

し高めることが困難な児童生徒のために、小・中学校に特別に設けられた学級である。知的障が

い、肢体不自由、病弱、身体虚弱、弱視、難聴、言語障がい、自閉症、情緒障がいの児童生徒を対

象に、それぞれの障がいに対応した専門的な指導が行われている。 

６ 学校での組織的な支援体制の充実 

 特別な支援が必要な児童生徒については、全職員の共通理解を図り、学校全体で、いつでも、

どこでも、誰でも対応できるようにすることが大切である。校内委員会等の校内組織を位置付け

て、人的、物的環境を整えながら校内体制を整備し、それぞれの教員が、組織的な取組を意識し

て、特別支援教育を進めていく必要がある。また、組織的に合理的配慮や基礎的環境整備を検討、

提供することが、インクルーシブ教育システムの構築につながっていく。 

※ 合理的配慮について、詳しく知りたい場合は、「インクルーシブ教育の構築に向けた合理的配慮の提供～合 

理的配慮提供の７steps～」（平成 29年３月 福岡県教育委員会 福岡県教育センター）を参照すること。 

７ 児童生徒の困っていることにできるだけ早く気付き、支援するための実態把握 

  ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児童生徒の実態把握は、診断のために行うものではない。

児童生徒が、どのような支援を必要としているのかを把握した上で適切な指導や必要な支援の在

り方を探る目的で行うものであることに留意する。 
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○ 学級の中に気になる児童生徒がいないかを把握し、気になる児童生徒がいれば、その

児童生徒の特徴を把握する。 
○ 複数の職員で検討し、特徴的な様子が、「どのような場面で」「どの程度現れるのか」

「その予想される背景は何か」等、具体的に整理する。 

○ 保護者や本人との面談、作品・アンケート、学力検査の結果等をもとに児童生徒の長所

や興味・関心、友達との関係、家庭での様子、保護者や本人の願い等の情報を収集する。 
 ○ 心理学的観点から詳細な実態把握をするために、保護者や本人の承諾を得て、個別の心

理検査を行う。 

   （ＷＩＳＣ－Ⅲ、ＷＩＳＣ－Ⅳ、Ｋ－ＡＢＣ、ＤＮ－ＣＡＳ、太田のステージ評価等） 
 ○ 指導・支援の在り方を検討する資料として、収集した情報を記録票等にまとめる。 

○ 児童生徒に関して収集された情報を校内委員会で整理する。 

 ○ 必要に応じて専門家に、診断に関することや支援方法等に 

ついて助言を求める。 

 ○ 児童生徒の情報や専門家の意見をもとに、校内委員会で支援 

方法を検討する。 

 ○ 職員会議等で、児童生徒の特性やめざす姿、支援方法について共通理解を図る。 

○ 学校生活全般においては、自分の役割を見付け、友達から認められ安心できる居場所と

なるような学級や学校の環境をつくる。 
 ○ ＬＤ等の児童生徒だけでなく、周囲の児童生徒の受け止めや心情に配慮しながら、理解

と適切なかかわりを促し、お互いが成長し合えるように支援する。 
 ○ 授業では、得意な能力に着目した支援の工夫により、見通しをもって落ち着いて学習

できる環境をつくる。 

 ○ 保護者・地域へのＬＤ等の児童生徒に対する正しい理解と啓発のために、学校全体で

一人一人のニーズに応じた教育を実践し、取組や成果等を積極的に伝える。 

 (1) つまずきの状態の把握 

  支援の第一歩は、児童生徒が直面している困難さに気付き、一人一人の実態を正しく理解す

ることから始まる。かかわる職員は、日常の行動観察で得られる情報や保護者の申出等から、で

きるだけ早い時期に支援が必要な児童生徒の存在に気付くことが大切である。 

 (2) 児童生徒の情報の収集 

  

 

  

 

 

 校内委員会が中心となって、担任以外の教師や家庭と連絡を取り、教室外での様子を含めて  

担任や学年主任等を交えて、さらに詳しく把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 全職員の共通理解（情報の共有） 

  特別な支援をする時に、かかわる人によって対応が異なると児童生徒が混乱してしまう場合

が ある。児童生徒の特性の理解と支援の目標や内容、支援方法について全教職員で共通理解

して、児童生徒を支援していくことが大事である。 

 

  

 

 

 

 

 

 (4) 児童生徒の特性に応じた支援 ～分かる・できる教育環境を整える～ 

   担任をはじめ校内委員会は、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児童生徒が、見通しをもっ

て安心して学校生活を送ることができるような教育環境を整えるとともに、周囲の児童生徒や

保護者等への理解啓発に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

  

(5) 指導・支援の評価及び計画の改善・継続 

  校内委員会を中心に、「Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａ」のサイクルを組織的に実施し、学期ごとに指導や

支援状況の把握と計画の見直しを行い、よりよい指導・支援につながるようにする。 
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８ 二次的に派生する問題を防ぐ 

 児童生徒の成長過程において、家庭や学校でどのような配慮や支援がなされてきたかが、ＬＤ、

ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児童生徒の成長に大きく影響する。可能な限り早い時期に児童生徒

が必要としている支援に気付き、正しい理解による周囲からの適切なかかわりがなされると、情

緒の安定が図られ、本来もっている能力を発揮して活動や学習に意欲的に取り組むことができる。

しかしながら、周囲の無理解による不適切なかかわりが続くと、児童生徒の心理面・行動面・学

習面に影響し、二次的な問題が生じることがある。 

 ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児童生徒には苦手なこともあるが、適切な支援があれば非

常に高い能力を発揮できることもある。そのためにも、周囲が可能な限り早い段階で、児童生徒

への指導・支援の必要性に気付き、正しく理解し適切な指導や必要な支援を始めることが大切で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・なにができているのか

・１年後，３年後，将来の姿

・保護者との共通理解

・なにができつつあるのか

・できてほしいことはなにか

実態把握・目標設定

長期・短期計画

・学習内容の選択

・個に応じた支援計画

・だれが，いつまでに

実施：授業工夫改善

・手だての工夫

・経過のモニタリング

・意見交流・共通理解

子どもの変容の分析
指導（手だて）の評価

・できるようになったこと

・課題として残ったこと

・「それはなぜ」の分析

実態・目標修正
長期・短期計画修正

・新たな課題の整理

・保護者との共通理解

・記録として残し，伝える

Plan Do

CheckAction

ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の子どもの
生活・学習上の困難さ

○「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」
「推論する」等認知や学習上の困難さ
○「不注意」「多動性」「衝動性」等行動上
の困難さ
○「対人関係」「言葉の発達の遅れ」「こだ
わり」等社会性等の困難さ

自尊心の低下
不安障害
対人恐怖
気分障害等

無理解による
誤った見方

理解に基づく
正しい見方

適切な環境

適切なかかわり

・肯定的評価

・賞賛

・意思の尊重等

不適切な環境

不適切なかかわり

・否定的評価

・否定的指摘

・叱責

・強制的制止等

反抗的・攻撃的行動
非行・暴力
ひきこもり
不登校等

全般的な
学力の低下

心理面 心理面

行動面 学習面学習面行動面

心理的な安定
自尊心の向上
人への信頼等

二次的に派生する問題得意な能力を発揮

落ち着いた行動
主体的な行動
パニックの減少
トラブルの減少等

学習意欲の向上
学力の向上

得意な能力の伸長
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ＬＤとは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算す

る又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すも

のである。ＬＤは、その原因として、中枢神経に何らかの機能障がいがあると推定されるが、

視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、情緒障がいなどの障がいや環境的な要因が直接の原因

となるものではない。 

 

９ ＬＤについて 

 

 

 

 

 

 

※ ＬＤの児童生徒は、努力や頑張りが足りなくて、学習につまずいているのではない。中枢神経系に何らか 

の機能障がいがあるため認知の混乱が起きていると推測されている。 

 (1) 実態把握の方法 

  〇 ステップ１【学習上の困難の有無を調べる】 

   ・日常の授業や学力検査、保護者からの聞き取り等から、聞く、話す、読む、書く、計算 

する又は推論する能力のいずれかに著しい遅れがないかを把握する。 

  〇 ステップ２【認知処理能力の特徴等を調べる】 

   ・注個別の心理検査等を実施する。 

     (注：ＷＩＳＣ－Ⅲ、ＷＩＳＣ－Ⅳ、Ｋ－ＡＢＣ、ＤＮ－ＣＡＳ、太田のステージ評価等) 

  〇 ステップ３【結果の総合的な分析と判断を行う】 

   ・校内委員会等で、学習の達成度や個別の心理検査等の情報を共通理解する。 

   ・専門家による判断や対応等の助言を受け、教職員全員で対応について共通理解（話合     

い）をする。 

 (2) すぐに取り組めるＬＤの児童生徒への配慮 

  ア 学級での配慮 

イ 授業での配慮    

板書の工夫をする 指導内容の掲示を工夫する。 

・文字の大きさや量、色について配慮する。 ・学習の流れ図や説明図等を作成し活用する。 

指導内容のスモールステップ化を図る。 学習プリントを工夫する。 

・児童生徒の思考の流れを想定して、指導内容

を細かい段階に分け、見通しをもたせながら

指導する。 

・罫線やマス目を入れたり、記述する内容を途

中まで文章化したりしておく。 

指示の出し方を工夫する。 授業の導入を工夫する。 

・注目させてから、短い言葉でポイントを絞っ

て指示をする。 

・身近な事柄や興味をひく内容を用いて導入

を行う。 

長所を活用した支援をする。 指導形態を工夫する。 

・苦手なことだけに注目せず、得意なことを伸

ばしながら、成功体験を積ませるようにして、

自信をもたせる。 

・ＴＴ(ティーム・ティーチング)を活用した

り、コース別、グループ別学習を取り入れたり

する。 

教室の環境を整える 自信をもたせる 

・教室の整理・整頓をする。 

・掲示物の配置や色、数を工夫する。 

・光や音など周りの刺激に配慮をする。 

・励ましや援助でやる気を育てる。    

・得意なことやできることから始める。  

・できたときは言葉や動作で褒める。 

見通しをもたせる 自尊心を育てる 

・朝の会等で一日の予定を確認する。 

・予定の変更は早めに知らせる。 

・生活の中で時間の感覚を育てる。 

・役割を決め、行動に責任をもたせる。   

・自分で課題を解決させ自信をもたせる。 

・自分で決め行動する積極性を育てる。 
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学級のすべての児童生徒に分かるようにするための指導の方法を整理し、工夫し、丁寧に指

導していくことが、ＬＤの児童生徒に対する配慮につながります。 

ＡＤＨＤとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴

とする行動の障がいで、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。また、７歳以

前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推測され

る。 

★「不注意」…物をなくす、気が散りやすい、話を聞いていない、集中力が持続しない等 

 ★「多動性」…そわそわ動く、離席する、興奮する、じっとしていない、過度に話す等 

 ★「衝動性」…人のじゃまをする、順番が待てない、質問の途中で答える等 

 

児童生徒を正しく理解し、適切な対応をすれば、二次的に派生する問題（自尊心の低下・学

習の遅れ・攻撃的行動等）を防ぎながら、児童生徒を成長させることができます。 

 

 

 

※さらに詳しく知りたい場合は、各学校に配布の「はじめよう学習障害(LD)児への支援」（平成 14年１月福岡県教育委員会  

福岡県教育センター）を参照すること。 

１０  ＡＤＨＤについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 実態把握の方法 

  〇 ステップ１ 【日常の行動の特徴を把握する】 

   ・日常の行動観察や保護者の申し出や聞き取り等から児童生徒の困難さに気付く。 

  〇 ステップ２ 【児童生徒の情報を多方面から収集する】                     

   ・学習場面や生活場面での様子を収集し、個別の心理検査等を実施する。 

   〇 ステップ３ 【結果の総合的な分析と判断を行う】 

    ・児童生徒の情報を共通理解する。 

    ・専門家による判断や対応等の助言を受け、教職員全員で対応について共通理解をする。 

 (2) 児童生徒を理解するために     

  〇 ＡＤＨＤについて正しく知って、正しく理解する。 

   ・原因は、家庭のしつけの問題ではない。   

    ・特徴的な行動は、わがままではない。 

  〇 児童生徒の良さを認める。 

   ・できないところを探すのではなく、で 

きるところを見いだし、認めて称賛する。 

  〇 自尊心を大切にした対応をする。 

    ・児童生徒の姿を受け入れ、努力を認めながら、児童生徒自身の成長のために指導をする。 

 

 

 

 

 (3) すぐに取り組めるＡＤＨＤの児童生徒への配慮 

  ア 対応への配慮 

成功経験を積ませる しっかり褒める むやみにしかりつけることは絶対に避

ける 

・「できた」「分かっ

た」を積み重ねてい

く。 

・良いところ、得意なこと、

できるようになったことを

見逃さずにすぐに褒める。 

・児童生徒を否定せず、児童生徒の感情

を言語化し、共感の言葉掛けをしなが

ら、具体的に行動を教える。 
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ＡＤＨＤの児童生徒に対する配慮は、低学年の児童生徒や学習が遅れがちな児童生徒等も含

め、学級全体の指導にも生かせます。 

  イ 授業での配慮 

掲示物や学習用具の配置や量、色を工夫する 身の回りの物音や声等を少なくする配慮をする 

・見えるところに学習に不必要な物を置いた

り、掲示したりしない。 

・掲示物の色は中間色の落ち着く色を基調と

する。 

・教室のざわめきが静まってから指

示をする。 

・テニスボールを椅子や机の脚に付

けて雑音を少なくする。 

 

指示や説明に工夫をする 座席の位置を配慮する。 

・話し手に注目させてから話す。 

・分かりやすい言葉で、はっきりゆっくり話

す。 

・具体的な絵や図を使って簡潔に指示する

（たくさん使いすぎない） 

・外が見える窓側や、教室が見渡せる位置ではな

く、前方の位置にする。 

（多動性の強い子は、他の児童生徒に影響がな

いように後方や廊下側がよいこともある） 

集中時間を考慮する。 体験的な活動の場を有効に活用する 

・集中して学習できる時間を児童生徒と一緒

に決める。 

・守れたらがんばりを褒める。 

・エネルギーを発散させる場を作る。 

・活躍がみんなに認められるような場を作る。 

 

 

 

 

 

※ さらに詳しく知りたい場合は、各学校に配布の「はじめようＡＤＨＤの児童生徒への支援」（平成 15年３月    

福岡県教育委員会 福岡県教育センター）を参照すること。 

１１ 自閉症について 

 自閉症とは、三つの特徴（①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興

味や関心が狭く特定のものにこだわること）をもった障がいである。このような特徴は３歳位ま

でに現れると言われている。原因はまだ十分には解明されていないが、しつけや育て方等の環境

的な要因によって起こるものではなく、中枢神経系の機能不全が原因だと推定されている。 

 ○  高機能自閉症 

   自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わない場合を言う。 

 ○  アスペルガー症候群 

   自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴

わないものを言う。言語機能に大きな困難性はないものの、その他の行動特性は自閉症と同様

であることから、教育的対応は高機能自閉症と同様と考えることができる。 

(1) 自閉症の児童生徒への指導上の留意事項 

  保護者や教師等周囲の大人が、自閉症について理解することが大切である。困った行動、変

わった行動、不適切な行動をしたとしても、「わざとやっている」とか「ふざけている」わけで

はない。周囲の理解あるかかわりが、過ごしやすい学校生活を作り、本人の成長を促すことに

つながる。 
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  ア 児童生徒を理解するために 

  イ 基本的な対応 

予測しやすい環境を整える。 

（視覚的な情報を捉えることが得意） 

安全で穏やかな環境を整える。 

（音や光等感覚に過敏さがある場合） 

・スケジュールの掲示で、見通しをもって学

校生活が送れるようにする。 

・シンボルマークや板書の文字の色等、一目

で分かる工夫をする。 

・身の回りの物音や声等を少なくする配慮をす

る。 

・カーテンを引く、座席位置を変える等、光や

見え方、騒音等に配慮をする。 

大人を試すような行動にも冷静に対応する。 こだわりや興味を生かす場を検討する。 

・大きな声で叱ったりすると逆効果になるた

め、穏やかに接する。 

・係活動や教科学習の中で、得意なことが周り

に認められるような場を作る。 

指示は明確にする。（言葉の理解が苦手） その他 

・短く分かりやすい言葉で、

はっきり話す。具体的な絵や

図を使って指示をする（絵や

図は使いすぎないこと）。 

・「いつまで」「どこまで」

「何をする」等、ポイントを具体的に示す。 

・仲間はずれにされたり、皮肉や意地悪を言わ

れたりしていることに本人が気付いていない

場合がある。周囲の大人がしっかり観察し、い

じめに気を付ける。 

・ソーシャルスキルトレーニングで、社会的に

ふさわしい行動を学ばせることも大切である。 

 (2) 一人一人の特性を捉え、得意なことを見いだす目をもつことが大切 

   同じ自閉症の児童生徒であっても、自閉症に見られる特徴的な行動の現れ方や知的な発達、

認知特性、興味・関心、得意なこと、不得意なこと等、それぞれ違いがあり、全く同じ児童生徒

は一人もいない。「自閉症だから○○」「自閉症の児童生徒は○○」というような障がいの側

面にとらわれず、一人一人の児童生徒の個性を多方面から見て、全体像を理解することが大切

である。 

  自閉症の児童生徒は多くの苦手さをもっているが、こだわりや興味・関心、得意なことを生

かした支援を行えば、学習や活動に意欲的に取り組むことができる。そのためには、教師が得

意なことを見いだす目をもつことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

※ さらに詳しく知りたい場合は、「はじめよう！自閉症の児童生徒への支援」（平成 18年３月福岡県教育委員

会 福岡県教育センター）、「すすめよう！自閉症の児童生徒への支援」（平成 20 年３月福岡県教育委員会福

岡県教育センター）を参照すること。 

自閉症について正しい知識を

正しく理解する 

児童生徒の良さを認め

る。 

自尊心を大切にした対応をする。 

・原因は、性格や家庭のしつけ

の問題ではない。特徴的な行動

は、わがままではない。 

・脳の中枢神経の機能障がいの

ために、情報を整理し、認知す

ることに苦手さがある。 

・できないところを注意

するより、できるところ

や得意なところを認め

て賞賛する。 

・否定的な言動に敏感である。理

解ない対応は、つらい思いが引き

ずることになる。 

・児童生徒の姿を受け入れ、気持

ちを聞いたり、努力や長所を認め

たりする。 

 あなたはどちらですか？ 


