
愛知・良い事例２０１５

1

体育で車いすや歩行器を使ってドッジボールに参加させてくださった。外野だけでなく、内野
にも入れてくださった。補助員と一緒にボールを投げた。（車いす、知的障がい）
⇒車いすや歩行器を使っていると、周りの子に危険だからとドッジボールに参加させてもらえ
なかったり、外野しか入れてもらえなかったりすることが多い中、内野で参加させてもらえて
とても嬉しかった。本人が補助者と一緒にボールを投げようとすると、数人の子がボールを受
けようと近くに寄ってきて、ワイワイ楽しくできた。日ごろから子どもたちを信頼し、子ども
たちのことをよく見ている先生なのだと感心した。

2

走り高跳びの授業で、練習のゴムとびの時は順番に並び他の子と同じようにゴムを超え（踏
み）、本番も他の子と並んで順番が来たらバーのところまで車いすを押してもらい、飛ぶ瞬間
はその場で飛ぶポーズをしていた。すごく自然で、その授業はその子なりにすべて参加でき
た。
以前は、アシスタントがいない時は体育の授業を見学していたが、全ての授業に参加させてほ
しいと伝えたところ、すぐに教頭が付きそって対応してくださった。（車いす、知的障がい）

3

水泳学習中、先生がプールに投げ入れたオモチャを子ども達が水中に潜って拾い、かごに入
れ、拾ったオモチャの数を男女で競うというゲームに参加できた。一緒に付いて入っていただ
いている教務主任が、「○○くんは潜れないから、足でオモチャを触ったら先生に言って！先
生が潜って○○くんの見つけたオモチャを取ってあげるから、それで取ったことにしよう！」
と言ってくれ、他の子と同じようにゲームを楽しむことができた。（身体障がい）
⇒本人も皆と同じように水泳学習に参加でき、自信が付いたようで、帰宅後も喜んで話してく
れた。

4

プールの授業にみんなといっしょに参加できるようになった。（プールサイドまで車いすで行
けるように、渡し板を校長先生が作ってくださった(小２)、教頭先生がいっしょにプールに
入ってくださった(小３～)、プール用のおむつを付けなくてもプールに入れるようになった(小
４～)）（車いす、知的障がい）
⇒プールで大便が出ても規定の塩素濃度を保っていれば問題ないことを衛生当局に確認のう
え、水着のみでプールに入れてほしいことを学校に伝えた。「足だけプールにつける」から始
まったプール授業は、小５、６では浮き輪を付け一人で泳げるようになった。

5
子どもは泳げないが、プールの授業に付き添いの要請はなく、本人の状況に合わせたメニュー
を提案して参加させてくれる。本人も「今日はプールに入れた」「先生が褒めてくれた」と喜
んで報告してくれる。（知的障がい）

6

マヒがありプールで泳ぐことはできず、プール授業では水の中を歩くなどしていたが、６年生
の時に赴任された校長先生は、特にこちらから頼んだわけではないのに、プール授業で一緒に
プールに入り、ビート版などを使って泳ぐ体験を補助してくださった。（知的障がい、身体障
がい）
⇒障がいのある子を担任だけで対応するのではなく、学校全体で見てくれているようで、また
それを校長が率先して行動してくれたことがとてもうれしかった。

7

３年生になり、担任が変わり、クラス替えがあったことに慣れず、Aちゃんは授業中教室にい
ることができなくなった。担任は、Ａちゃんの気持ちを「みんなの視線が気になる」と捉え、
クラスの子どもたちに相談をして、「Aちゃんハウス」を教室に作ることを提案。みんなで、
机とイスが入るくらいの段ボールの家を作り、窓と出入り口を作った。窓にはカーテンも付け
楽しい雰囲気にした。授業中は、Aちゃんがその中で窓を開けて授業を受けることで、みんな
の「視線」が気にならなくなった。休憩時間にはみんながAちゃんハウスに遊びに行き、徐々
にみんなと馴染んでいった。４年進級時は、Aちゃんハウスは卒業し、みんなと一緒に授業が
受けられるようになった。（発達障がい）
⇒担任が、「教室から出ていく・授業を受けられない・みんなと馴染めない」と、出来ないこ
とを指摘し支援学級へと考えるのではなく、「みんなと一緒にいたい」という気持ちを受け止
め、どうしたら一緒に過ごせるのかという視点でクラスの子どもたちと一緒に考え、Aちゃん
ハウスを作ってくれたことが良かった。

8
文字、数字の学習や宿題において、担任の先生が子どもの宿題のノートやプリントを見て、家
庭で行っている工夫（親が文字や数字を点線や薄い字で書いてあげる）を授業中にも取り入れ
てくれた。（知的障がい）

普通学級の障がいのある子の学校生活
良い事例（共に学ぶ事例）
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9

針を使う縫物の授業だったが、他の子と全く同じように針を持たせ、自分のやりたいようにや
らせてくれていた。本人の自主性に任せ、程よく放置されており、本人が手助けを求めたり、
手助けが必要そうな時だけ、家庭科の担任及び補助の先生が手を貸してくれていた。（知的障
がい）

10
授業中にできなかったところを放課にみていただいたりと、先生が一生懸命フォローしてくだ
さっている。

11
授業参観の時、授業の参加への工夫がないことが気になり、連絡帳に書いたところ、校長先生
がすぐに動いてくださり、話し合いをもってくれた。（知的障がい）

12

読めない、書けない、話せない、点数の取れない障がいをもっている息子（普通学級在籍）が
中学校の定期テストを受ける方法を先生方が工夫し、記号問題に答えられるように、記号の書
かれたカードを用意してくださった。先生や補助者が問題を読み上げ、息子がカードを選び、
先生や補助者が回答を記入するという流れで行った。息子がテストを受けるための方法を前向
きに工夫してくださり、楽しそうにテストの補助をしてくださったことが、とても嬉しかっ
た。（車いす、知的障がい）

13

小学校の高学年であるが、授業の中で行うテストや課題のプリントについて、０点でもがん
ばって記入したところにはコメントを書いてくれたり、名前が上手に書けていると花まるを付
けてくれたり、答えの文字が一部間違っていても△として点数を付けてくれたりと、本人のが
んばりを評価し、やる気を引き出すような採点、評価をしてくれている。（知的障がい）
⇒他の子と基本的に同じ授業、同じ課題の中で、この子なりの頑張りや意欲を評価して、やる
気を引き出そうと努力してくれているのがうれしい。テストやプリント以外の授業について
も、この子なりの意欲的・積極的な参加を増やしていく努力、工夫を続けてほしい。

14

書道の授業の際、エレベーターがない別館へのアクセスがストレッチャーだと困難だが、教室
で一緒に学べるように、校長が担任や介助員、用務員、手伝える教員に呼びかけ、ストレッ
チャーの上下移動を別館の４階まで毎週行ってくれた。「人手が足りないので、授業が受けら
れません」とか、「上下移動の人手が足りないので親御さんのお手伝いが必要です」といった
話は一切出なかった。（人工呼吸器使用、肢体不自由）

15
書道の授業の際、半紙だけにとどまらず、自分の体にも書いてしまうが、担任は子どもを責め
ることなく、体についた墨汁を洗い落としてくれる。（知的障がい）

16

保護者面談の際、同じ小学校に通っていた上の子(兄)の担任が、「普通学級にいることを迷惑
と思ってはいけない。○○くん(弟)がいてくれることは、みんなの力になる」、「先日は授業
中に抜け出して、うちの教室まで遊びに来てくれた（うれしかった）」と言ってくれた。（知
的障がい）
⇒このように、共に学ぶことの尊さを分かってくれる教師が一人でも身近にいてくれること
は、本人にとっても親にとっても、とても大きなことだと思う。

17

あまりにも落ち着きをなくしてパニックのようになったときは、いったん教室から出して少し
落ち着かせてから教室に戻してくれた。寝転がったり言うことを聞かなかった時も、怒るので
はなく、本人の様子を見て待ってくれたり、好きな友だちの名前を出して「○○くんも一生懸
命やっているよ」とか「○○くん、△△くんのことを待っているよ」などと、本人のやる気を
起こさせる声掛けをしてくれた。（広汎性発達障がい）
⇒本人の特性や行動のパターンなどで分かっていることは担任に伝えた。担任もうちの子のこ
とを知ろうと努力してくれたことに感謝している。

18

多動がおさまらず、校庭にいることが多いため「また、外にいるけれど良いの？」と言う他学
級の先生に対し、無理に教室に連れ戻すことが本人のためにならないことを理解し、「お母さ
んが良いと言っているのだから良いのよ。」と突っぱねてくれる担任であった。（発達障が
い、知的障がい）

19

登校渋りがあり、車で送っていたとき、まだ誰も来ていない教室に一番に着く娘と毎日校長先
生や教頭先生が一緒に遊んでくれたので、2年生から渋ることなく集団登校できるようになっ
た。車で送るが教室までは付き添わず自分で行かせ、親は外からこっそり見守るようにした。
（知的障がい）
⇒校長先生自らが動いてくれたのは、学校全体にも大きく影響し、とてもありがたいと思っ
た。

20

たまにおもらしをしても、先生が着替えなどを対処してくれる。うんちのときも担任や養護教
諭が気をつけてくれ、便器の外にしてしまっても嫌がらずに始末してくれる。（知的障がい）
⇒うんちの始末まで嫌がらずにしてくださる上に「大きいのがでてました～。」と明るく報告
してくれるので本当に感謝している。

＜学校生活＞
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21
入学してまもなく、担任の先生にクラスの一人としてみんなと同じように接してほしいとお願
いしたら、先生は「はい、みんなと同じことをしてもらいます。」と笑顔で答えてくれたの
で、うれしかったし安心できた。（身体障がい）

22

みんなと同じようにできないことや遅れることが多いけれど、担任の先生から子どものできる
ところやいいところを話してもらえた。（身体障がい）
⇒子どももうれしいし、親としても些細なことでも気付いてくれる先生に感謝したい。しっか
り見守ってくれているという安心感や信頼感を持てる。

23

知的に障がいのある子を初めて受け持った担任が、１学期は「出来ないこと」がたくさん目に
付いたようで支援学級に行くように何度も勧められたが、２学期も終わるころには、担任もA
に慣れ、Aの良い所やAの学校の様子をうれしそうに話してくれるようになった。Aも担任が
大好きになった。（知的障がい）

24
階段昇降機を使用しているが、学校の様々な教職員の方が運転をし､協力体制をつくってくだ
さっている。

25
下校時に並べずに遊んでしまっていると、校長先生自らが、ランドセルを持って並ぶように一
生懸命声かけをしてくれている。（知的障がい）

26
下校しぶりで、遊具で遊んでしまって帰らない時、校長先生が時間の許す限り付きあってくれ
て、行動を観察しながら娘のことを知ろうとしてくれていた。（知的障がい）

27
眼病のため、目薬の点眼が数回必要なときにお願いしたら可能な範囲で対応してくれた。（知
的障がい）

28 係や当番もみんなと同じようにさせてくれている。（知的障がい）

29

「この子の居場所はここです。分けるのはおかしいことです。」、「子どもたちには、一緒に
いることの説明などいりません。自然に解釈して行動しますから。」、「（問題行動があった
とき）こういった行動が表に出ることはいいことです。子どもが伝えようとしていることをこ
ちらが考えないと。」と言っていただけた。（知的障がい）

30

咀嚼が苦手な本人のために、調理員がおかずなど一人分を刻んで給食を用意してくださった。
（調理室は学校内にあり、給食センターではない）　中学校に入る際は特に何もしなかった
が、小学校から引き継いで実施してくださった。（車いす、知的障がい）
⇒たまたまその時の調理員さんが「いいですよ、やりますよ。」と言ってくださって実現して
いる。感謝するとともに、調理員さんの返事で刻みの有無が決められるのではなく、どんな場
合も必要な調理がされて、安心して給食を食べることができるよう、市は仕組みを整えてほし
い。

31
給食当番を決める際、初めははしやスプーンを配る係で、慣れてきたら別の係にするというふ
うに、できないだろうからやらせないのではなく、子どものできることを考えてくれた。

32
支援員が配置され、親の付き添いなく通っている。支援員不在の時もあいている先生で対応し
てくれている。（知的障がい）

33
学級運営補助員が子どもにべったり付いて手を貸しすぎ、他の子どもとの関わりや担任と子ど
もとの関わりに支障が出る状況になりかけたが、親から改善をお願いする前に、担任が自ら動
いて補助員を子どもから離してくれた。（知的障がい）

34
中学校は教科担任制だが、色々な先生が声をかけて積極的に関わってくれているので、子ども
も安心して学校に通っている。（知的障がい）

35 中学校での部活も、朝練・午後練とも休まずに楽しんで参加している。（知的障がい）

36
サッカー部の部活動に気をとられて参加してしまった時も、練習と試合以外は一緒にいさせて
くれた。（知的障がい）

37
部活動でプールに入る時も、顧問が体育の担任と連携を取って注意点などを確認してくれ、
プールにも一緒に入ってくれたので、安心して参加できた。（知的障がい）

38
泳げない子対象に学校で行われる夏休みの水泳指導やプール開放にも、楽しく水に親しむ工夫
をしてもらい、親の付き添いなく参加できている。（知的障がい）

39
毎日連絡帳に連絡事項とその日の様子を書いてくれる。最近はできなかったことよりも頑張っ
たことをよく書いてくれる。（知的障がい）

40

宿題や持ち物など、子どもが学校で連絡帳に記入する内容について、本人の書きたいという気
持ちを尊重して、本人にできるだけ記入させ、読みづらいところだけ担任が加筆してくれてい
る。おかげで、本人もできるだけきれいな字で書こうと努力するようになり、だんだんと読め
る内容が増えてきている。（知的障がい）

41
教科によって先生が異なる中学では、宿題や持ち物について、連絡帳（担任記入）だけではこ
ちらに十分伝わらず困っていたが、専用の記入用紙を作ってくださり、授業の度に各教科担任
が宿題や持ち物について記入するような仕組みを考えてくださった。（車いす、知的障がい）
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42

連絡帳記入を、普段は担任の先生からもらうメモを見て記入していたが、ある日、担任の先生
からのメモが見当たらず、本人に聞くとメモはないと言い、「今日、○○ちゃんと一緒に書い
たの。」と答えた。担任の先生に問い合わせると、朝、友達が本人と一緒に黒板を見ながら、
連絡帳の記入を手伝ってくれたとのこと。先生が教室に行った際には、連絡帳の記入が終わっ
ておりメモを渡す必要がなかったということだった。先生は驚いたとも言われ、また、子ども
達のそのような関わりを喜んでくれているようでもあった。（知的障がい）

43
学校で頑張れたことや出来るようになったことがあった時には、家でも褒めてやってほしい
と、いつも担任が電話をしてくれた。（知的障がい）

44

クラス対抗、全員参加の徒競走に、車いすで参加することができた。参加方法を先生が決める
のではなく、子どもたちの提案を取り入れた結果、対等な競争になるように、競争相手も車い
すで走り、彼の車いすで走る距離を短くするという工夫がされた。（車いす、全介助）
⇒柔軟に発想の転換をしてほしい。多くの知恵を活かし、創意工夫することで、おとなも子ど
ももたくさんの事を学べると思う。

45

運動会の組み立て体操にみんなと参加できるように工夫してくださった。（１人・２人の演技
＝みんなの演技と全く同じではないが、本人にできることを考えて、５年生所属の先生が一緒
に演技をしてくださった、３人～５人のグループ演技＝本人が歩行器に立った状態で参加でき
るポジション（例：扇の中央）で参加できるよう考えてくださった、全体演技＝グループ演技
同様、本人が歩行器で参加できるポジションや、旗を持つポジションを考えてくださった）
（車いす、知的障がい）
⇒身体障がいのある子にとって、組み立て体操は、「無理です」「危険です」と言われやすい
種目だが、本人のできることを最大限活かしながら参加の工夫を積極的にしてくださったこと
に、とても感動するとともに、みんなと同じ一人の子どもとして大切に見てくださっているの
だと安心した。

46

運動会でも、学年に応じ子どもの成長に合わせた参加の仕方を工夫してもらい、皆と同じ内容
で挑戦させてくれた。例えば、かけっこ・リレーは、低学年の時は担任が声をかけながら並走
し（距離は皆と同じ）、高学年になるとバトン受けの所だけサポートしてくれた。（知的障が
い）

47
中学校の体育大会では、みんなと一緒に参加し、転んだもののありったけの力で走った。クラ
スメイト全員で決めたとのことで、クラス優勝の賞状を受け取る役をやった。（発達障がい、
知的障がい）

48

希望者が参加する合唱クラブに参加した。歌の上手、下手に関わらず、みんなと一緒に楽しく
参加することを大切にし、合唱に対する意欲や関心を伸ばしてもらえた。一人だけ音程がずれ
ていたが、市内の各小学校が集まる発表会でも、他の子と同じようにステージに立ち、楽しく
堂々と合唱に参加することができた。（知的障がい）

49

合唱コンクールの際、担任の先生の配慮で、一人だけ車いす席での観覧ではなく、クラスの指
定席に先生方の協力で移乗し、クラスの皆と観覧することができた。舞台のクラス発表の場面
も、中１、中２は前列の端だったが、中３では前列の中央で発表させてくださった。（車い
す）
⇒一般的に車いす利用者⇒車いす席というのが当たり前の感覚になっていて、学校側が共に学
ぶことの意味を理解できておらず、配慮のなさを残念に思っていたが、自ら気づいて行動し、
本人の気持ちに寄り添ってくださる先生もいた。

50

校内持久走大会について、○○の能力に合わせて毎年補助の仕方を少しずつ変え、タイムは遅
くても、みんなと一緒に参加できるように工夫してもらった。１年生の時は先生と手をつない
で、２年生の時は教頭先生が伴走して走ったが、４年生からは一人で完走できるようになっ
た。（知的障がい）

51

クラスごとに８の字跳びの記録に挑戦する長縄跳び大会で、毎年参加できない娘のために大会
終了後に娘のクラスだけ残って、娘が縄を回してみんなが跳ぶという機会を作ってくれた。
（知的障がい）
⇒なんらかの形で参加させたいと担任の先生が一生懸命考えてくださった。クラスのみんなと
の一体感に娘はとても満足していた。この先、本大会に娘も参加できるような工夫を考えてほ
しい。

52

校内マラソン大会で、娘が完走できるように3年生の子に伴走してもらい、無事完走できた。
ひとりで走るよりはモチベーションがあがるだろうと支援員の先生が機転をきかせて、すでに
走り終わった3年生から伴走してくれる子を急きょ募ってくれた。（知的障がい）
⇒毎日娘に付き添ってくださる支援員の先生ならではの視点だととても感心した。こうした配
慮を今後の学校生活においてもぜひ活かしてほしいと思った。

＜学校行事＞
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53
クラス別レクリエーションのドッジボール大会で、車いすの子どもも参加できるよう、子ども
の希望を事前に聞き、当たっても痛くないボールを使用するなどの工夫を取り入れてもらい、
クラスの一員として一緒に楽しむことができた。（車いす）

54

学芸会で、話せない息子のセリフを、友達が「○○○と、この博士は言っています」などと代
わりに言い、劇に合わせて息子の車いすを押して舞台上を移動してくれた。みんなといっしょ
に学芸会にでることができ、息子は嬉しそうだった。おとなの手を借りず、子ども同士で参加
できるように工夫してくださってとても嬉しかった。（車いす、知的障がい）

55

学芸会では、低学年のうちはセリフが言えなかったが、皆と同じように舞台へ上げてくれた。
高学年になると、友だちがタイミングをとってくれて一緒にセリフを言うようにしてくれた。
６年の時には、担任が気持ちを高揚させてくれ、一人で堂々とセリフを言うことができた。
（知的障がい）

56
学校で行われた自転車安全教室の際、自転車に乗れない娘を担任の先生がずっと自転車を押し
て、コースを回ってくれた。（知的障がい）

57
普通学級を認めたものの行事等では分離をというのが学校側の意向だったようだが、担任が分
離は絶対にしたくないと親の知らないところで戦ってくれていた。（発達障がい、知的障が
い）

58

校外学習では支援員が同行できなかったが（市の規則による）、学校全体の協力体制のもと､
教員によって全ての介助をしていただき、クラスのみんなといっしょに出かけることができ
た。
尚、現在は支援員も校外学習に同行できるようになった。

59
１年生の時は校外学習に保護者が付き添ったが、教育委員会と何度も話し合いをし、理解して
いただけたことで、２年生には付き添わなくてもよくなった。３年生の秋になって初めて学校
から付き添いをお願いされることなく、学校で対応してもらえた。（身体障がい）

60

遠足先の店で、数人のグループごとに好きな店を選んで買い物や食事をするにあたり、必要額
をあらかじめ小分けした封筒に入れて持たせることで、○○も自分で支払いがしやすいように
工夫していただいた。おとなが付いてお金を管理するのではなく、クラスメートと一緒に、自
分で買い物をすることを体験できるよう、自主性を尊重しながら参加の仕方を工夫していただ
けた。（知的障がい）

61
林間学習や修学旅行に支援員が同行できないため､校長先生が市教育委員会にヘルパー派遣費
用の予算を付けてくださるように､一年前から要望をしてくださった（こちらからは何も要望
等していない段階で）。そして､市教育委員会は予算を付けてくださった。

62
修学旅行で行ったティズニーランドで、学校の配慮により親の付添いなく楽しむことができ、
集合写真も真ん中にして撮ってくれた。（車いす）

63
修学旅行でも、学校から付添いの要請はなく、仲良しの友だちと一緒の班にするなどの配慮を
してくれた。（知的障がい）

64
小５の野外学習も小６の修学旅行も、事前に担任と心配なこと等は入念に打ち合わせたが、親
の付添いなく普通に参加し、楽しく過ごすことができた。（発達障がい、知的障がい）

65
宿泊を伴う自然学習でも、親の付添いはなく、シャワーなども友だちと一緒に自分ですること
ができた。（知的障がい）

66
中学の自然教室では、付添いの要請も、事前の話合いもなく、仲良しメンバーと同じ班にして
もらって、テントでの宿泊やオリエンテーリングなどにも皆と一緒に楽しく参加できた。（知
的障がい）

67

地元の小学校へ通うために医療的ケアを行う看護師の配置を求めたところ、医療的ケアを実施
するための要綱、要項を作成していただき、地元の小学校へ入学できた。（身体障がい）
⇒愛知県内では初めて「町立小中学校医療的ケア実施要綱、要項」を作成していただき、私達
の子どもだけではなく、他の障がいを持つ子ども達も受け入れていこうと言う姿勢を示してく
ださったのは嬉しかった。

68
人工呼吸器を付けている子どもの緊急時の対応のため、校長、教頭、教務主任、担任、少人数
担当、養護教諭の方々が「手動式人口呼吸器=アンビューバッグ」を押す練習をしてくださっ
た。（肢体不自由、人工呼吸器・ストレッチャー使用）

＜校外学習＞

＜その他＞
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69

胃ろうから摂るミキサー食の提供のため、学校に栄養士を配置してくださった。また、栄養士
の代替体制も考えて下さり、地域の栄養士配置がある学校とも連携して、欠勤の際に対応 でき
るように研修も行ってくださった。
⇒栄養士配置という体制を整えていただきとても感謝している。ただ、本来は特別な人員配置
が なくとも、特別な資格がなくとも、一般的な人が扱える器具(ミキサー)であり、きざむ行為
と変わりない内容なので、学校の職員で対応してもらえるようにして欲しい。

70

介助を必要とする本人が、保護者の付き添いなく学校生活を送れるように、様々な準備をして
くださった。（スロープの設置、おむつをかえる小部屋の設置、階段昇降機の用意、介助員配
置（３名））（車いす、知的障がい）
⇒保護者の付き添いなく学校生活を送れることは親子共々大きな安心だった。学校が必要なも
のを自ら考えてくださったことに感謝し、また、信頼の気持ちが高まった。

71

学校生活をする中で、細かい段差にもストレッチャーのタイヤがはまってしまい、苦労してい
たが、用務員さんが、運動場から校舎に戻ってくる際のコンクリートと砂の小さな段差を砂を
盛って平らにしてくれたり、体育館へ入る段差やスロープの間の細かな段差には、木を加工し
て隙間を埋めるように工夫をしてくれた。（肢体不自由、人工呼吸器・ストレッチャー使用）

72

３学期の通知表に○が４つあった（◎、○、△の３段階評価）。課題やテストの点、学習到達
度だけでなく、授業に取り組む姿勢や意欲などを積極的に評価してもらえた。（知的障がい）
⇒通知表はこの子の頑張りを示すものであると同時に、担任がどれだけこの子の意欲を引き出
し、この子の小さな成長に寄り添い、授業に参加させることができたかを表すもの、つまり担
任の努力と成長を表すものでもあると思う。

73
評価の観点のとらえ方を娘の評価に結び付くよう考えてくださり、1学期の通知表に「よい」
が５つあった（すぐれている・よい・よくしたいの3段階評価）。５つのうち３つは評価の難
しい国語・理科・社会だった。（知的障がい）

74
小学三年生の時、肢体不自由の支援学級から普通級に移りたいことを伝えた。支援級から普通
級への転籍の希望を学校に伝えただけで翌年度から変われた。（肢体不自由、知的障がい）

75 小学校の担任から、「中学も通常クラスでいいですね」と言ってもらえた。(知的障がい）

76
小学校の友だちの親御さんたちが、うちの子の進学のことを気にしてくれて、中学も皆と一緒
に（普通級で）通うことを伝えると、とても喜んでくれた。友だちは、普通に、一緒に中学校
に通うと思ってくれていた。（知的障がい）

77
中学校進学の前に学校に子どもの様子などを伝えると、担任予定の先生が「担任をするのが楽
しみです」と言ってくれ、小学校の様子を見に行ってくれた。（知的障がい）

78

下校時に横断歩道や道路を渡るとき、左右確認と手を挙げて渡ることを友達や交通指導員さん
が推薦してくれ、学校の善行児童表彰をうけた。（知的障がい）
⇒小さなことでも見逃すことなく表彰の対象としてくれたことがうれしかった。これからも娘
なりの頑張りを認めてほしいと思った。

79
通学班の子たちとうまくいかなかったとき、校務主任の先生が朝通学団の集合場所に何度か様
子を見に来てくれた。（知的障がい）

80

体も小さくマヒもあり、中学の教科書が重すぎて、登校途中で座り込んでしまい、気分が悪い
のかと通りがかりの人に救急車を呼ばれた。学校にも連絡が入り、気分が悪いのではなく荷物
が重すぎることがわかり、担任はクラスの子たちと相談して、Aだけ教科書を一部学校に置く
ことを認めてくれた。３学期になると体力も付き、教科書をもって帰ることができるように
なった。（知的障がい、身体障がい）
⇒教科書が重くて歩けないなら、保護者が送るようにと言うのではなく、Aが登下校しやすい
ようにみんなで考えてくれたことがうれしかった。
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