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はじめに

本研究は，子どもの暮らしに根ざした，地域の社会資源

との深いつながりの中での自立活動の展開について検討す

ることを目的とする。以下，本研究に取り組むに至った経

緯とその意義について述べたい。

現在，盲・聾・養護学校には，地域における特殊教育の

センター的役割が求められている３）。筆者が以前勤務して

いた養護学校においても，その主旨に沿った，地域に向け

た相談活動や研修会の実施等の教育相談事業の取り組みを

試みていた。筆者は，その担当として，隣接する療育施設

のＰＴを講師とした肢体不自由児へのかかわり方に関する

研修会を計画し，所在地を含む周辺の２市６町の教育委員

会に案内の挨拶に回った。しかし，研修へのニーズは確か

にあるものの，そこで直面したのは，「養護学校って，どこ

にあるんですか？」という多くの人からの声と「隣に学校

があったんですか ？ 」という隣接施設を知る人からの声

だった。すなわち地域のセンター的役割を担おうと意気込

む同校に突き付けられたものは，文字通り「センター」的

位置どころか，養護学校関係者以外からは端っこにも認知

されていない，という現実だった。また，特殊学級や通常

学級の先生たちと研究会等で一緒になる度に，盲・聾・養

護学校が社会資源としてその視野にほとんど入っていない

ことを認識させられるのも，また現実である。

翻って，盲・聾・養護学校在籍の子どもたちについては，

どれだけ地域やその中での暮らしを意識した指導をしてき

たのだろうか。少なくともこれまでは，盲・聾・養護学校

の機能の第一の意義は，在籍幼児児童生徒の指導であった

から，その枠の中ではそれほど外側の地域を意識する必要

に駆られなかったのではないかと考えられる。先のセン

ター的役割に加え，文部科学省の「盲・聾・養護学校の専

門性向上推進モデル事業」や「障害のある子どもたちのた

めの教育相談体系化推進モデル事業」，そして厚生労働省に

よる「障害児（者）地域療育等支援事業」への協力などを

含めて，盲・聾・養護学校には他の多くの社会資源との連

携が求められている。言うまでもなく，その中にあっては，

盲・聾・養護学校には特殊教育を専門とする地域の社会資

源としての役割が求められる。実際の指導としては，自立

活動等の盲・聾・養護学校独自のより専門的な指導が強く

求められているといえよう。したがって，盲・聾・養護学

校が地域の社会資源としての専門性を発揮するには，まず

はその在籍する子どもたち一人一人について，決して学校

内だけで完結しない，それぞれの地域の暮らしに根ざした

指導の展開こそが今求められているといえるだろう。

そこで，本研究では，まず，①養護学校に在籍するＡ君

に対する自立活動 (平成11年度までは養護・訓練，以下同

じ) の直接の指導の経過を通して，内部だけで完結しがち

だった当初の指導から，Ａ君を取り巻く地域の多くの社会

資源を意識し，その中での役割を認識するように至った経

緯を整理し，次に，②その後のフォローの中から得られた，

地域の多くの社会資源とのネットワーク化の取り組みやケ

アマネジメント事業，ICFモデルの活用の視点を加え，地
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域の他の社会資源とのつながりの中での役割や，子どもの

暮らしにより根ざした自立活動の展開について検討してい

きたい。

Ⅰ Ａ君とのかかわり

～直接的な指導を通して

１ Ａ君の紹介

＜全体像＞

ウルトラマン，ポケットモンスター等のキャラクターや

そのビデオ，カード等が大好きな小学６年生の男児。初め

てのことや慣れない場所への外出が少し苦手だが，慣れる

と落ちついて過ごすことができる。在籍している養護学校

と同じ市内にある自宅から，朝は父母と自家用車で，帰り

は母と電車でそれぞれ登下校している。

＜主に身体面＞

脳性麻痺による運動障害がある。姿勢の保持については，

数分間あぐら座位の保持ができ (写真①)，座るところに滑

り止め用マット等を用いれば肘掛付きの学童椅子にも座る

ことができる。移動については，寝返りや這う動きが可能

で，車椅子は右手で操作しながら少しずつ進むことができ

る。また，小学４年生の時からゲートトレーナーという歩

行器（写真②）の練習にも少しずつ取り組んでいる。

食事は，姿勢を安定させ，食器を工夫することにより，

改良スプーンやフォークでほぼ自分で食べることができ

る。食べることは大好きである。排泄は，洋式トイレに座

らせてもらえば一人ででき，後ろから腰を支えれば男性用

小便器で用を足すこともできる。衣服の着脱は，姿勢を安

定させれば，上衣の脱衣は自力でできる。

＜主に学習面＞

学年相応の学習は難しいが，クラスの中で可能な範囲で

教科学習にも取り組んでいる。日常会話に支障はなく，人

の話をよく聞いている。読めるひらがなもあるが，文章を

読んだり文字を書いたりするのは難しい。辞書等の厚い本

のページをめくりながら見るのが大好きである。

＜在籍する学校の概要＞

Ａ君が在籍するＢ県立Ｃ養護学校（以下，同校と略記）

は，県央Ｄ市に位置し，同じく県立の療育施設（以下，Ｅ

センターと略記）に隣接する肢体不自由養護学校である。

小・中学部合わせて約50名の児童生徒が在籍し，約８割が

Ｅセンターから，約２割が自宅からの通学となっている。

同校では，自立活動の指導に力を入れ，学級担任とは別に

２名の自立活動専任教諭を配置している（平成13年度）。自

立活動専任教諭は，同校内での自立活動の指導の中心とな

るだけでなく，平成13年度より地域に向けた教育相談事業

も担当することとなっている。

２ 指導の経緯から自立活動担当者の役割を考える

自立活動専任教諭だった筆者は，Ａ君が小学部２年生か

ら５年生までの４年間，学級から離れて個別の自立活動の

時間での指導（週２時間）を担当してきた。その間の指導

の経緯について，年間目標の設定の仕方に注目して振り返

ると，学校内だけでなく，次第にＡ君が暮らす地域の社会

資源の一つとしての役割を意識しながら目標の焦点を絞っ

ていく経過が見られる。以下に挙げた目標の変化の推移は，

もちろんＡ君自身の成長（身体面，知的な面，対人面等）

によるところも大きいが，当初の目標が広範囲にわたって

いるのを見ると，筆者の認識の変化と共に次第に目標の焦

点が絞られていく経過が見られる。

徳永：子どもの暮らしに根ざした，地域の社会資源ネットワークの中での自立活動の展開

写真① 上手になってきているあぐら座位

写真② ゲートトレーナーで教師を追いかける



－83－

国立特殊教育総合研究所研究紀要 第30巻 2003

この頃のＡ君は，全身を突っ張らせる筋緊張が現在より

も強く，一人で座位姿勢を保持するのが難しい状態だった。

また，テレビアニメの中のせりふのような一方的な話が多

いために会話が成立しにくく，さらに呼気が弱いために周

りの人が言葉を聞き取りにくい状態だった。

この頃の目標を見ると，２年間の中で，Ａ君の成長と共

に目標が少し具体化していっている。確かにどれも当時の

Ａ君にとって必要なものではあるが，反面，週２時間の中

でかなり広い範囲のことをねらおうとして焦点を絞りきれ

ていないことがわかる。このことは，Ａ君自身の評価に比

べ，Ａ君の周りの人たち，特に学校外の地域の社会資源に

関する評価，そしてその中での自立活動担当者として担う

べき役割に関する評価が不十分だったことを表している。

その原因としては，Ａ君ばかり見て，その周囲のかかわり

が見えていなかったことが考えられる。

４年生の頃になると，重点を置く目標がかなり絞られて

きている。この頃，食事場面では，それまでの車椅子の使

用をやめ，食事専用の椅子の導入を開始した。それを受け，

個別の自立活動の時間でも食事動作の向上を目指した内容

に焦点を絞って取り組み始めた。しかし，この食事用椅子

の導入は，学級担任と保護者，福祉機器工房スタッフ等と

の話し合いで決められたものであり，ここでの焦点化も，

他の社会資源との関連の中で暮らしの具体的な面に迫って

いる点では評価できるが，筆者の主体的な計画ではない，

やや受け身的なかかわりである，という反省が残った。

ゲートトレーナーについては，個別の自立活動の時間で

も，EセンターのPT，OTと合同での自立活動（以下，TOPS

と略記；Teacher，OT，PT and Studentの頭文字を取った指

導形態の名称）でも，学級担任と保護者とによる下校前の

時間帯にも，それぞれ練習を始めた。新しいものが苦手な

Ａ君にとって，様々な場面で少しずつ取り組み始めること

にはメリットもあるが，同じ内容を一日に何度も取り上げ

るのは，やはり効率的ではないと考えられた。

小学２年生時の目標

・学習に進んで取り組む。

・筋肉の緊張を抑制する。

・（麻痺側も使えるように）両手動作を多く行う。

・ボディイメージを高める。

・姿勢の安定を図る。

・呼気を強めるようにする。

小学３年生時の目標

・立位姿勢保持の安定を図る。

・体幹の保持と左手の支える力の向上によって椅子

座位の安定化を図る。

・できるだけ少ない介助で歩行ができるようになる。

・呼気を強め，言語の明瞭化を図る。

・学習のねらいを理解し，見通しを持って取り組める

ようになる。

小学４年生時の目標

・食事動作の向上のため，座位保持能力そのもの及び

それを補助する左手動作の向上を図る。

・ゲートトレーナーに慣れ，少しずつ上手になる。

・立位姿勢の安定を図る。

小学部５年生時の目標

・ゲートトレーナー（歩行器の一種）に慣れ，移動

手段としての実用性を高める

・ゲートトレーナー移乗のための立ち上がり動作が，

できるだけ少ない介助でできるようになる

・学習や食事により取り組みやすくするために椅子

座位の安定化を図る

写真④ 移乗動作の練習に取り組む個別の自立活動の時間

写真③ 教師とOTとで合同で取り組むTOPS
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その後，実際のゲートトレーナーの練習は，下校前の玄

関までの移動時に限定して学級担任と保護者が中心になっ

て取り組み，時折専任が顔を出す形とした。TOPS（写真③）

及び個別の自立活動の時間では，その基礎となる姿勢や動

きの練習に重点を置き，個別の自立活動の時間（写真④）

では移乗動作の練習にも取り組むようにした。

ここまでの経過を振り返ると，他の社会資源との関連の

中での自立活動担当者の役割として，姿勢や基礎的な動き

に焦点を当てた指導を展開していたのが分かる。なお，目

標の焦点化のためには，Ａ君自身のみならず，学級担任や

保護者をはじめ，Ａ君を取り巻く人々のかかかわりの様子

も把握した上で，自分の役割を認識しておくことが大切だ

と考えられる。

３ 地域の社会資源ネットワークの中での自立活動担当者

の役割を考える

同時期，同校の周辺地域の障害のある子どもたちにかか

わる専門職同士（養護学校職員，PT，OT，ST，看護師，福

祉機器工房スタッフ，保育士等）の間で，本人や家族を交

えてネットワークを作っていこうという気運が高まり，「療

育ネットワーク」と称した勉強会を開催していた。その場

でＡ君の事例を取り上げ，どんな人たちがＡ君にかかわっ

ているかを整理し，今後の方向性を明らかにしようという

試みを実施した。以下に，その際学級担任が作成した図を

挙げる。

ここでは，周りの社会資源を学校，Ｅセンター，民間機

関の大きく三つに分けており， の中がかかわる内容，

（ ）内が頻度となっている。これを見ると，実に多くの人

たちがＡ君にかかわっていることがわかる。この中にあっ

て，学校の中で週２時間マンツーマンでかかわる自立活動

の個別指導の時間は，基礎的な身体の動きについて重点を

置いて指導を行うべきであろう，という自立活動担当者と

しての役割を再認識することとなった。

そのことを受け，５年生になってからは，個別の自立活

動の時間以外のかかわりとして，朝の集会がない日の朝に

は，本人や母親，学級担任，介助員らと情報交換をしなが

ら，ストレッチの指導（写真⑤）をするようにした。これ

は，１日を安定した姿勢で過ごすための準備であり，同様

に個別の自立活動の時間でもこれまで以上に姿勢保持に関

する指導に重点を置くようにした。これらの指導の継続の

徳永：子どもの暮らしに根ざした，地域の社会資源ネットワークの中での自立活動の展開

図１ Ａ君を取りまく人たちの関連図
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中で，Ａ君の座位に安定感が増してきた（写真⑥）。上手に

座っていることを誉めると，Ａ君自身も「上手？」と嬉し

そうに何度も尋ね，上手に座れるようになったことを喜ん

でいた。

９月には，自宅に出向き，本人，母親，学級担任，福祉

機器工房スタッフ，筆者の５人で新しく作る車椅子につい

て話し合いを持った。その結果，現在と今後の身体の状態

や使用場面（学校内と校外学習時）等を考慮し，肘掛など

様々な工夫を凝らした，右手駆動タイプの車椅子の使用を

試してみることにした。その後，最終決定の場となる医師

の診察に筆者も立ち会い，医師に対して自立活動担当者と

して日々の暮らしや予想される今後のＡ君の成長を踏まえ

た上での意見を述べた。また，将来的なことを考えた生活

全体についても話し合い，トイレや風呂での介助の仕方や

補助具，ゲートトレーナーの工夫や個別の自立活動の時間

での課題についても話が及んだ。

これらを通して，Ａ君を取り巻く人たちの中での自立活

動担当者の役割，すなわち個別の自立活動の時間と朝の時

間に身体の動きの基礎的な内容の指導に取り組むべき，と

いう方向性が再確認された。年齢的にも，今後急速な成長

と共に身体のバランスが崩れやすくなることが予想される

ため，同様の内容がますます重要となってくるということ

も確認した。このことは，学校内だけにとどまらず，自立

活動の担当者がＡ君が暮らす地域の社会資源の一つとして

の役割の認識を持つに至ったことを意味している。しかし，

身体の動きに関する指導については，OTも当時同じような

ことを担当しており，無理に線引きをする必要はないかも

しれないが，その詳細の役割分担について検討する余地を

残していた。

Ⅱ Ａ君とのかかわり

～その後のかかわりを通して

筆者による直接的な指導は５年生までだが，その後も電

話や電子メール等のやり取りや実際の訪問等を通して，Ａ

君や保護者，学級担任等へのかかわりは継続して行った。

その中では，他の社会資源との役割分担のもとでの暮らし

により根ざした自立活動の指導が必要であることが確認さ

れた。以下にその経過を述べたい。

１ 日頃の様子や願いを記すワークシートの取り組みから

前述の「療育ネットワーク」では，日頃の家庭生活，学

校生活，外出時の様子と今後の願いなどの項目を書き込む

ワークシートを作成し４），家族や関係者に書いてもらい，そ

れぞれの共通理解を図る試みを実施している。このワーク

シートは，食事，入浴，やりたいことなどの項目について

図式化し，書きこみやすいような工夫がなされており，暮

らしにより根ざしたリアルな生の声を知ることができるよ

うになっている。

図２は，Ａ君の母親が書きこんだワークシートの中の一

部である。これにより，今まで以上にＡ君の暮らしの様子

が分かり，教師が見えていなかった多くの部分が明らかに

なってきた。これにより，基礎的な動きに焦点を絞るとい

う方向性を持っていた自立活動での指導が，果たして現在

と将来にわたる暮らしの中での具体的な姿との密接な関連

の中で意味づけられてきたことなのか，ということを反省

させられる結果となった。特に入浴動作のたいへんさなど

は，昼間のみにかかわる教師にはリアルに感じることがで

きなかったところである。これを見た時，ある福祉関係者

の「学校の先生は，本人や保護者の暮らしが全然見えてい

ない。」という言葉が思い出された。

また，先日，ある学校の研修会で，同じワークシートに

それぞれ担当している子どもたちの様子と願いを先生たち

に書いてもらった。そこでも，Ａ君の場合と同様，「学校の

こと以外がほとんど分かっていない，ということがよく分

かった」という多くの声を聞くことができた。

図３は，母親が＜やりたいこと＞として書きこんだもの

である。その願いとは「家族で温泉に行きたい。介助者が

一人でもスムーズにお風呂に入れることができたらいい

な！」というものであった。これは，自立活動が目指す社

会参加の具体的な姿であるともいえる。さらに，ワークシー

トの書式にしたがって，そのために必要な動きの分析まで

行われており，これまでの自立活動の指導でここまで具体

的に考えてきたか，という強烈な問いを突き付けられたよ

うな結果となった。この内容は，生涯学習の視点に立った，

いわゆる余暇指導の範疇でもあり，これまでの指導の延長

線上で考えられてもおかしくない内容でもある。母親によ

れば，動きの面ばかりではなく，初めての場所への抵抗感

も大きな課題と捉えられているということである。このこ

とも念頭においた指導を検討する必要があるといえよう。

もちろん保護者や本人の希望をすべて受け入れて実施す

るというわけではないが，本人の暮らしの様子を知り，そ

写真⑤ 写真⑥
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図２ 家庭生活の様子と願い
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こに根ざした意味のある指導を考える上で，非常に有効な

情報として重視しなければならないと考えられる。そして，

自立活動の場合にはそれらの意味のある活動の下支えとな

るような力を指導すべきだと考えられる。

２ 障害者ケアマネジメント体制整備モデル事業の取り組

みから

母親とのやり取りの中から，Ａ君はＤ市障害者ケアマネ

ジメント体制整備事業のモデルケースとして取り上げられ

ていることが分かり，早速母親の許可を得て，担当である

D市障害者支援センターと情報交換を行った。本事業は，平

成15年度からの支援費制度移行を念頭においた事業であ

り，Ａ君はその学童期のモデルケースとなっていた。この

プランは，10数回にも及ぶ説明会やアセスメント，会議等

を通して作成されている。

担当者によると，ケアマネジメントが個々に必要な社会

資源をつなげていく仕事であるがゆえに，既に前述の「療

育ネットワーク」等によるネットワークができあがってい

図３ やりたいこと

注）一番上のやりたいことに必要な動きについて，この下の部分で考えるようになっている。
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るＡ君の場合には，その中に新たに介入していくのは非常

に難しかったという。このことは，Ａ君が暮らす地域の社

会資源が既に濃いつながりを持っているということを表し

ており，評価されていいことだと考えられる。

ここで注目したいのは，保護者が担当者に伝えた，暮ら

しに根ざしたニーズの内容である。ここには，これまで学

校関係者が聞いたことのないような幅広いニーズが述べら

れている。それらには優先順位がつけられており，表１の

ようになっている。なお，順位の重複は，甲乙つけがたい

という保護者の意思をそのまま表したものである。

これらの広範囲に及ぶニーズについては，学級担任も筆

者も知らなかった。もちろん個人情報であるから，必要以

上に知るべきではないという面はあるが，前出の福祉関係

者の「保護者は学校に相談することを最初から限定してい

る」という言葉が当てはまる結果ともいえる。

これらのニーズを検討してみると，学校がかかわれると

ころも少なくない。例えば，自営業を営むＡ君の家族の切

実な願いである＜１ 放課後の受け入れ先＞については，

学童保育の場として学校を開放している例もある。＜５

友達作り＞については，まさしく学校が取り組むべきとこ

ろでもあり，現在実施している居住地校交流との関連も検

討すべきである。そして，これらのニーズを満たすための

Ａ君自身の基礎的な力をつける機会として自立活動の指導

が考えられてよい。例えば，＜６＞の入浴に関する動作や

補助具類の活用の仕方等はそれに当たる。

また，そこには援助の目標と計画，サービス提供機関も

記されており，我々が知らない名前も幾つかあった。多く

の社会資源とのネットワークの中で指導を展開していたと

自負していただけに驚かされた。これらのことにより，暮

らしの中でのリアルなニーズを参考にしながら，さらに将

来的なことも見据えながらより多くの社会資源との協働の

もとでの指導の計画・実施を進めていく必要性が再認識さ

れた。

３ ICFモデルを活用した役割分担検討の取り組みから

これまで述べてきたような多くの社会資源と幅広いニー

ズを受けて，学校での自立活動の指導を含めたそれぞれの

役割分担をより明らかにするため，その目的の一つに他職

種間の共通言語としての役割をもつ国際生活機能分類

（International Classification of Functioning，Disabilities and

Health７），以下ICFと略記）の導入を試みた。具体的には，

ICFで用いられる評価可能な構成要素（心身機能，身体構

造，活動と参加，環境因子）について詳細分類を参考にし

ながら第２レベルまで一つ一つ評価し，並行して「ICF

CHECKLIST Version 2.1a Clinical Form」８） を用いて評価を

した。そして，それらをもとにＡ君の障害の状態の構造図

（図４）と先行研究１） を参考に各構成要素間の連関と今後

の方向性等を記したレポートを作成し，保護者や学級担任，

担当ＰＴらと現在の状態像の確認とそれぞれの役割分担に

関する話し合いを行った。

図４は，健康状態と，心身機能・身体機能・活動・参加

の各レベルの評価項目の中から課題と思われること，環境

因子の促進因子を中心に作成している。なお，各用語の意

味は次の通りである５）。

徳永：子どもの暮らしに根ざした，地域の社会資源ネットワークの中での自立活動の展開

表１ ケアプランにみる保護者からのニーズ

順位 ニ ー ズ 保護者のコメント等

１ 放課後の受け入れ先が欲しい 学校終了後，直接迎えに行って，預かってくれるようなところ。

２ 学校への送迎 家族がどうしても送迎ができない時，代わりに行って欲しい。

３ 市内でできる訓練の場が欲しい 現在，Ｆ施設の通園事業を月１回利用，もう少し近くにあれば…。

３ 総合的にケアしてほしい
Ｅセンターの中で総合的に看てもらいたい。内容的には医学とリハビリ (肢
体，言語，そしゃく)。

４ 福祉・生活の情報が欲しい 生活・福祉・イベント情報を掲示板やＦＡＸ・郵便等で知らせて欲しい。

５ 友達作り
Ｃ養護学校には自宅通学生が殆どなく，いても学年が離れている，兄弟と遊
んでいる等で友達ができない。

５ 自宅外で遊べる場が欲しい 同じ障害を持った子どもで集える場。

６ 住宅改修
本人の身体状況をみて特に浴室。
※できればリハビリで現在の浴室を使えるようにしたいが…。
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健康状態；その人の健康の状態

心身機能；身体系の生理的機能（心理的機能を含む）

身体構造；器官・肢体とその構成部分などの，身体の解

剖学的部分

活 動；課題や行為の個人による遂行

参 加；生活・人生部分への関わり

環境因子；人々が生活し，人生を送っている物的な環境

や社会的環境，人々の社会的な態度による環

境を構成する因子のこと。促進因子と阻害因

子とがある。

次に記号については次のような意味がある。各項目間の

矢印は，影響を及ぼしている方向を指している。したがっ

て，双方向性の矢印は互いに影響し合っていることを意味

している。また，項目内の↑は得意であること，可能であ

ること等を表し，↓は苦手であること，難しいこと等を表

している。↓↑については，括弧内の条件が整えば活動や

参加が可能になることを意味している。最後に，環境因子

の（＋）は各レベルを促進する影響を持つことを意味して

いる。

Ａ君には運動障害があるということで，動きや姿勢の基

礎的な面を課題とし，そのことを中心に自立活動の指導を

行ってきたことは既に述べた。ICFを用いてあらためて評

価してみると＜心身機能＞の運動に関連する機能や＜身体

構造＞の運動に関連した構造等に確かに課題があり，これ

までも教師やPT・OTが協力しながらかかわっていた。保護

者が学校に伝えていたニーズもそのあたりが中心になって

いた。しかし，それらの指導が，同じく課題として考えら

れる＜活動と参加＞の運動や移動，セルフケア等とうまく

繋がっているかどうかについては，再検討したほうがよい

のではないかということが明らかになった。さらに今回の

話し合いにより，教師は＜活動＞レベルに主眼を置きつつ，

自立活動の指導を行い，一方，ＰＴは＜参加＞や＜活動＞

レベルを見据えつつ，身体機能面にアプローチするといっ

た役割分担をしてはどうかとの結論に至った。その際，お

互い積極的に情報交換を行い，自立活動専任はそれらをつ

なぐ役割を担うべきだとの結論に至った。

一方，今回＜心身機能＞の認知面や＜活動と参加＞の学

習面に関すること等にも課題があることが確認されたが，

これらのことの基礎となる認知や諸動作に関する内容はこ

れまで自立活動としての取り組みがほとんどなされていな

かった。また，今回の話し合いで，保護者は学級担任に対

してより多くの教科的な学習を望んでいることも明らかに

なった。そのことを受け，学級担任はそれらの学習をより

重視する方向で検討し，自立活動ではそれらの基礎となる

力についてOTと協力しながら行ってはどうか，との結論に

至った。これらのPT・OTらの連携で重要なことは，時間内

の指導内容での分担だけではなく，施設隣接という利点を

生かし，指導の計画段階からの連携の強化を図ることで，

教師による教育的な見方という役割を果たすことが期待さ

れた。６）

また，＜活動と参加＞の評価では，何らかの支援がある

場合とない場合の＜能力＞の評価が違う項目がかなりあ

り，何らかの支援という＜環境因子＞の操作によってより

改善が見こまれた。その意味で，学校でかかわるPT･OTだ

けでなくその他の福祉職や福祉機器メーカー等，今回明ら

かになった多くの社会資源との間で役割分担を検討した

り，新たな社会資源を模索したりしていく必要性が明らか

になった。

Ⅲ 考察と今後の課題

図１に示したように，Ａ君は実に多くの社会資源とのか

かわりの中で暮らしている。学校や教師，自立活動の担当

者も地域の社会資源の一つとして位置づき，その自覚のも

とで役割を果たしていく必要がある。また，これらは現在

のネットワークであり，今後変化していくものである。し

たがって，現在だけでなく今後の変化を見通した上での役

割を考えていく必要がある。

平成15年度からいわゆる支援費制度が始まり，自分で利

用可能な社会資源を選択して組み立てていかなければなら

ない。今回，ケアマネジメントモデル事業のモデルケース

としてＡ君は取り上げられたが，今のところ障害者につい

て同事業が正式に制度化される見通しはない。したがって，

ある程度の認定機関のリストは役所等でも用意することが

予想されるものの，本人や家族はもちろん，学校関係者も

十分に知っておく必要がある。Ａ君も含めて障害のある子

どもたちは，多くの社会資源を利用しながら生活していく

ことが多いことを踏まえ，在学中からそれらを積極的に利

用した生活をすることで，卒業の生活に向けたつながりが

できていく。また，そのことによって，地域が障害のある

その子ども自身や盲・聾・養護学校の存在を知ることにな

り，より住みやすい地域づくりにつながっていくものと考

えられる。

図１では，本人及び家族と周りの社会資源とがそれぞれ

線でつながっているだけであるが，この図が作られた目的

は，現在かかわっている社会資源を明らかにし，互いに横

のつながりを作っていくことである。そのためには，それ

ぞれが自分の役割分担を明確にしておく必要がある。自立

活動の担当者の場合は，Ａ君の基礎的な動きの面のみに着

目するのではなく，教育としてＡ君の全体的な成長を見据

えた上での焦点化した指導が必要とされる。また，個別指

導の時間の中で完結するのではない，ワークシートやケア

徳永：子どもの暮らしに根ざした，地域の社会資源ネットワークの中での自立活動の展開
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プランに見られたようなＡ君の暮らしに根ざした指導が期

待される。同校が位置するＤ市は，平成13，14年度「障害

のある子どもたちのための教育相談体系化推進モデル事

業」の指定を受けており，一方，隣接するＥセンターは「障

害児（者）地域療育等支援事業」の認定施設となっている。

それらとの関連の中で，Ｃ養護学校やその中の自立活動担

当者には，特殊教育を専門とする社会資源として，自立活

動の指導を中心とした専門性の発揮が望まれるところであ

る。

今後の課題としては，次の２点が考えられる。第一に，

これまで述べてきた指導の展開を通して，Ａ君自身や暮ら

しにどのような効果があり，今後さらにどんな工夫が考え

られるのか，という点に関してきちんと評価していく必要

がある。第二に，Ａ君のような自宅からではない，寄宿舎

や病院・施設から通学する，いわば二重の地域性を持つ幼

児児童生徒について，どのようにして暮らしに根ざした，

社会資源との深いかかわりを持たせた指導ができるのか，

検討していく必要がある。

※ 本研究において事例として取り上げたＡ君については，事

例として取り上げ，写真等の掲載をすることについて，本人

及び保護者の承諾を得ている。また，本稿にも目を通しても

らい，その内容について承諾を得ている。
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Nowadays special schools are increasingly called on to offer

services to, not only children in special schools, but also to people

with disabilities in the social resource network of the local

community. In 2001 the 'Cooperator's Conference of the Ministry

of Education, Culture, Science and Technology stressed in its

Final Report that the role of the special schools should provide a

more comprehensive service and adopt the role a Special

Education Center in community.

This case study reports on the development of a Special

Education Program for a child with physical disability in a special

school utilizing, not only the teacher, but also the wider

community social support network.


