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会 議 次 第 

 

1.挨拶 

 

2.議事 

 ＜議題＞ 

 ○自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程 

 〇あじさい学級の状況 

 

3.その他 
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教育部子ども・教育支援課特別支援教育係 

〒189-8501 東村山市本町 1-2-3 

電話番号 042-393-5111（内線 3444） 

会  議  経  過  

 

１、挨拶   ○子ども・教育支援課足立課長より挨拶 

前回第 1回においては、開設に向けたスケジュールや検討事項などについて協

議させていただいた。この間教育委員会においても一斉就学相談の実施、また、

9月からは転学相談の申し込み受付も開始しており、一定、人数等についても見

え始めているところである。 

本日は第 2回ということで、主には教育課程について協議させていただき、合

わせて、あじさい学級についての状況なども共有し、更に検討を進めさせていた

だければと考えている。よろしくお願いしたい。 

 



2、議事 

＜議題＞ 

 〇自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程 

  委員より説明 

【委員】 

 資料 1に沿って説明する。自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程は通常の

学級に準ずるとともに各教科・特別活動・総合的な学習の時間・特別の教科 道

徳のほかに自立活動を教育課程に加え、生徒の将来的な自立を目指す。 

 授業時数としては、通常の学級と同様の週 29時間。 

自立活動については、将来の自立に向けて、生活や学習における困難の改善・

克服を目的として、主に自分の気持ちや情緒のコントロール、コミュニケーショ

ン、状況把握などについて、個別指導計画に基づき、発達段階等に応じた指導を

行う。これらは、各教科等の授業時数を減じて、授業時数内に設定する。 

 各教科については、通常の学級の教育課程を基本として、生徒の特性や学習経

験、学級の人数、学年編制等に応じて、内容を検討・精選して行う。 

 特別活動・総合的な学習の時間では、通常の学級との交流及び共同学習等を含

め、生徒、学級、学校の実態に合わせて計画を作成し、指導する。 

「特別の教科 道徳」では、通常の学級の教育課程を基本とし、生徒、学級の

実態に合わせて指導を工夫する。 

 交流及び共同学習においては、個別指導計画に基づいて、通常の学級の生徒と

ともに学ぶ機会を設ける。また、各教科やその他の活動、行事などにおいて、学

ぶ力や社会性、コミュニケーション能力を身につけること、身についているかを

確認することを目的に行う。 

 成績については、自立活動の時間を設定することや各教科の指導内容を精選す

ることから、特別支援学級としての評価となり、通常の学級と同様の評価・評定

ではないことに留意願いたい。 

 

【委員長】 

 何か質問等あるか。 

 

【委員】 

 自立活動の時間確保のために各教科の授業時数を減ずるとあったが、何の教科

を減ずることになるのか。 

 

【委員】 

 これまでの経験を含めて申し上げると、理科、社会、英語を減ずることが多い

のではないかと考えている。 

 

【委員長】 

 あじさい学級では自立活動の授業時数確保について、どう工夫されているの

か。 

 

【委員】 

 1、2年生では生活科、3年生から 6年生では理科、社会を減らして自立活動に

充てている。 

 



【委員】 

 減じた教科については、どうフォローされていくのか。 

 

【委員】 

理科、社会を例にお答えすると、単元については基本的には全て学習すること

を想定しているが、単元によっては重要なポイントのみに絞って学習するなどの

工夫を行っていく。また、これらの教科は、今後の学習の中でも再度学べる機会

があるので、その中でフォローしていきたい。 

 

【委員】 

 具体的な自立活動の指導内容とはどのようなものか。 

 

【委員長】 

 では、まず先に小学校の自立活動について説明願いたい。 

 

【委員】 

 小学校では、個々の状況によって目標が異なるが、低学年では、人間関係に関

する課題が多いので、ゲームや制作活動など子どもたちが参加しやすい活動を通

じて人間関係を学んでいくという内容を行っている。また、これらの参加しやす

い活動を行うことは、心理的な安定にもつながっているという側面もある。中学

年では、コミュニケーションや運動面に関する課題が多いので、言葉の学習や運

動面のフォローを中心に指導している。高学年については、今回 4月からあじさ

い学級が新たに開設され、全員転学してきた子どもたちなので、これまでの経緯

の中で学校生活にうまく馴染めなかったことが現在の生活にも影響しているこ

とが多いため、自分の得意・不得意を知ることから始めて自分に向き合う時間を

作り、そこからゲームなどの活動を通じて人間関係の構築に繋げている。 

 

【委員】 

 中学校でも当然個々の生徒の状況によって変わってくるが、中学校を卒業する

と集団の中に入っていかなければならない機会が増えるため、それらに適応でき

る力を身につける必要があることから、基本的には集団活動を前提として自立活

動を行う。  

 具体的な内容としては、小学校と同様にコミュニケーション活動が中心とな

り、プロジェクトアドベンチャーというプログラムを活用して仲間づくりの活動

がある。一人では解決できない課題に対して、どう仲間と協力して解決していく

かを学ぶものであり、中学生の発達段階においては、「友達」と「友達以外」の

2つに分けがちだが、その間にもう 1つ「仲間」を作ることで社会性を身につけ

ていく。また、作業学習も行い、ルールや規律を守る力も養う。自閉症・情緒障

害特別支援学級においては、あらゆる活動において、自立活動の要素を取り入れ

る必要はあるが、このような特別な時間を設定することも重要である。 

 

【委員長】 

 プロジェクトアドベンチャーとはどういうプログラムなのか。  

 

【委員】 

 アウトドア等を通してみんなで協力して何かを行うという活動から派生した



ものであるが、アイテムやアトラクションを利用して活動したり、何もない教室

でも活動できたりするものもある。段階的に他者と関係づくりができる活動や、

自分自身でその冒険をチャレンジするか選択できる活動もあり、様々なやり方が

ある。書籍等も出版されているので確認いただきたい。  

 

【委員長】 

 作業学習の具体的な内容は、どのようなものか。  

 

【委員】 

 以前の学校で行っていた内容としては、電卓を使って 16 個くらいの 5 桁から

8桁程度の数を足し算していくというものであった。また、ビーズを使って設計

図通りに絵を作っていく作業も行っていた。これらの活動を通じて、ルールの中

で活動を行うという力を身につけていた。  

 

【委員長】 

 ほかに質問等あるか。 

 

【委員】 

 自立活動の時間としては、週何時間くらいを想定されているのか。 

 

【委員】 

 3～4 時間程度を想定しているが、実際には学級の運営体制や体育館などの施

設が使用できる時間等も影響するため、今後検討が必要と思われる。 

 

【委員】 

 自立活動については、一般的には学年が上がるにつれて減っていくものとされ

ているため、それらも含めて検討願いたい。 

 小学校においては全科の教員が全ての指導を行っているが、中学校においては

教科担任制である。このような各教科の指導体制についてはどう考えるのか。 

 

【委員】 

 特別支援学級においては、各専門の教科以外についても指導を行うことが可能

であり、現に知的障害特別支援学級においてはそのように指導している。ただ、

専門外の教科については、学習内容の精選等についても難しい面があることは事

実である。そのため、基本的には複式での指導を行い、指導体制を整えることが

現実的である。また、講師の協力も不可欠であるため、毎年変動する生徒の人数

も含めてどのような体制とするのかを考えていく必要がある。 

 

【委員】 

 東京都教育委員会においても、同様の見解である。ただ、自閉症・情緒障害特

別支援学級においては、通常の学級に準ずる教育課程となるため、学校内での協

力体制という点についても検討する必要がある。 

 

【委員】 

 部活動や委員会活動は、どのように行われるのか。 

 



【委員】 

 委員会活動については、あくまでも自主的な活動である点に加え、具体的にど

のような活動ができるのかも個々の状況によるため、以前の学校では自閉症・情

緒障害特別支援学級の生徒は参加していなかった。部活動については、基本的に

は委員会活動と同様に自主的な活動であるため、生徒自身が希望しているかどう

か、また日常的な活動を通して教員が丁寧に生徒の様子を見取った上で入部する

という形であった。 

いずれにしても、これらの活動に参加するかどうかについては、失敗体験があ

った場合に自尊感情の低下に繋がるリスクがあることも含めて検討する必要が

あるものと考えている。 

 

【委員】 

卒業後については、どのような進路が考えられるのか。 

 

【委員】 

進路については、生徒の実態に応じて様々であるが、公立であれば、都立特別

支援学校高等部、都立高校の全日制やチャレンジスクール等の定時制への進学が

主である。私立であれば、主にサポート校や通信制の高校に進学している。 

受験については、例えば都立高校であれば、通常の学級の生徒と同様に特別支

援学級の生徒も受験することが可能である。 

 

【委員長】 

サポート校などに進学される方が多いイメージがあるが、実際の割合としては

どうか。 

 

【委員】 

特別支援学校高等部及び就業技術科の進学は、全体の 3割程度、サポート校及

び通信制高校が 3割程度、チャレンジスクールなどの定時制が 3割程度、残りの

1割が全日制の都立高校や高等専修学校といった状況と聞いている。 

 

【委員】 

特別支援学校には自閉症・情緒障害の区分は存在しないが、どういった生徒が

特別支援学校に進学しているのか。 

 

【委員】 

自閉症・情緒障害に加え、知的障害もある生徒や、いわゆるグレーゾーンと呼

ばれる領域の生徒が特別支援学校に進学されているようである。また、これまで

の経緯の中で学習経験が不足している生徒についても、場合によっては対象とな

ることもある。 

 

【委員】 

特別支援学校への進学についての、保護者の考え方はどうか。 

 

【委員】 

学校生活の継続性という点を優先されることが多いように感じる。これまで自

閉症・情緒障害特別支援学級において適切に支援を受けてきた生徒の保護者につ



いては、それらの支援の重要性を理解されており、特別支援学校への進学を検討

されているのではないかと推察する。 

 

【委員】 

進路については、保護者が最も気になる部分であるため、参考になる話が聞け

て良かった。 

 

【委員長】 

そのほか、意見等あるか。 

 

【委員】 

部活動や委員会への参加についてであるが、失敗経験を恐れて参加をしないよ

うにするのはどうかと思う。むしろ、それらの経験を今後の人生に生かせるよう

に学校としても支援するべきではないか。作業学習についても、もう少し興味を

持ちやすい内容を検討いただきたい。 

また、自立活動のため、理科、社会、英語を減ずるという点については、生徒

の実態に応じて、どの教科を減ずるかを選択することは可能か。 

 

【委員】 

可能であるなら部活動や委員会活動に参加いただくことが良いと考えるが、そ

のためには生徒の状況をよく見た上で判断する必要がある。中学生の発達段階に

おいては思春期ということもあり、心のダメージが大きくなりやすい面がある。

それらも含めて、慎重な検討が必要ではないかと考えている。 

減ずる教科については、個別指導計画を立てて交流及び共同学習において、一

定程度対応することが可能ではないかと考えている。 

 

【委員長】 

他市や、本市の知的障害特別支援学級の状況で参考になる事例はあるか。 

 

【委員】 

本市の知的障害特別支援学級においては、個人単位で活動する部活動に参加し

ている事例や、特別支援学級内において部活動を設置している事例もある。 

 

【委員長】 

部活動は、学区域外の生徒が参加した場合、帰宅時間が遅くなり、当然体力的

にも負担があるため、それらも含めて考える必要があるものと考える。 

 

 〇あじさい学級の状況 

  委員より説明 

【委員】 

学級運営、学習、交流及び共同学習の 3点についてご報告したい。 

 

（1）学級運営 

4 月当初においては全員が初対面で落ち着かない場面が多かったが、2 学期に

入り児童も慣れてきたのか、落ち着いてきている。特別支援学級補助員や講師な

どに加え、例えば図工であれば図工の教員にサポートしてもらうなど、学校全体



でフォローしてもらいながら学級運営を行っている。 

また、当初は学年同士のやり取りにとどまっていたが、現在は学級全体でのや

り取りに広がってきており、高学年が低学年の見本となるような場面も見られる

ようになってきた。 

（2）学習 

学級が落ち着いてきたことに伴い、児童が学習に向かう姿勢が出来てきてい

る。ただ、実際には、当該学年の学習に難しさがある児童もいるため、個に応じ

て指導も行っている。 

（3）交流及び共同学習 

先日開催された運動会においては、各学年の通常の学級の練習から参加できた

あじさい学級の児童もおり、少しずつではあるが、学校内での交流も進んできて

いる。 

また、生活科見学においても通常の学級の 1、2 年生の児童があじさい学級ま

で誘いに来てくれたり、高学年の児童が、ダンスの練習を一緒にやろうと声をか

けてくれたりしており、大人を介することなく子どもたち同士での交流も始まっ

ている様子である。 

ただ、トラブルが無いわけではないので、通常の学級の児童があじさい学級の

児童について理解が進むような取組が必要ではないかと感じている。 

 

【委員長】 

何か質問等あるか。 

 

【委員】 

保護者からは、実際に通常の学級に準じた教育課程を学習していくことへの不

安の声も聞く。そのあたりについてもう少し詳しく伺いたい。 

 

【委員】 

低学年については、聞くことや書くことに苦手さがある児童もいるため、それ

らに配慮をした上で学習を進めている。そのため、学習内容が同じであっても、

個の実態に応じたやり方で学習が進められる分スムーズに進んでいるのではな

いかと感じている。ただ、元々の特性によって学習への取り組み自体が難しいお

子さんについては、なかなか当該学年の学習も難しいのが実情である。 

一方、高学年で、これまでの経緯の中で学習の取りこぼしがある児童の中には、

丁寧に指導することでうまく知識を身につけていける児童もいて、これまでの学

習状況を細かく見取りながら指導・支援を行うことが有効である。 

 

【委員】 

子どもたちがそれぞれに合った学習のやり方を習得することで、本来持ってい

る力を発揮できることに繋がることがよくわかった。 

今後、東村山第四中学校に開設されることを見据えて、小学校と中学校での連

携という観点ではどのようなことが考えられるか。 

 

【委員】 

小学校としては、まずは進路が挙げられる。既にあじさい学級の高学年の児童

に対しては、少しずつ卒業後の進路について話をする機会を設けている。それは

東村山第四中学校に限定しているものではなく、学びの場が選択できるという意



味で話をしているところである。そのようなことから、連携として、中学校の様

子などを見学できるような機会があると良いのではないかと考えている。 

また、実際に東村山第四中学校に進学される場合には、きちんと引継ぎも行う

必要があるため、どのような資料を用意すると良いのか小学校と中学校で情報交

換できるとよい。 

 

【委員長】 

2学期当初に実施されたオンライン学習など、あじさい学級におけるタブレッ

ト端末の活用状況はどうか。 

 

【委員】 

あじさい学級の児童はタブレット端末の活用に長けており、実際に高学年の児

童の中には、ワークシートなどは紙よりタブレット端末で取り組みたいと希望し

ている児童もいる。特に複式での指導においては、一斉指導と合わせて活用する

ことで、効率的に学習を進めることができるため、かなり日常的にタブレット端

末を活用している。また、低学年においては、プログラミング学習などで主に活

用しており、それを楽しみにしている児童もいる。もちろん中学年においても積

極的に活用しており、あじさい学級にとってタブレット端末は、なくてはならな

い情報機器である。 

1 学期から積極的に活用してきたので、2 学期当初のオンライン学習において

もスムーズに授業を行うことができた。 

 

【委員】 

あじさい学級の開設にあたって実施した、地域や保護者とのやり取りなどにつ

いて伺いたい。 

 

【委員】 

保護者会では、あじさい学級についてのお知らせを複数回行ってきた。特に何

故、萩山小学校に開設されたのかという点については、萩山小学校の学区域が、

普段から子どもたちを温かく見守ってくれる地域だからこそあじさい学級を開

設することになったということを丁寧に説明してきたところである。 

 

【委員長】 

ほかに意見等あるか。 

 

【委員】 

ICTの活用については、中学校においても特に自立活動には大いに活用いただ

きたい。また、学習においてはモジュール学習（10～15 分程度の短い時間をひ

とまとまりとして行う学習のこと）を活用することでなるべく減じる時間数を少

なくするといった取組も考えられる。合わせて余剰時数についても、自立活動と

各教科等との授業時数のバランスを踏まえ、適切に配当するよう検討いただきた

い。 

 

【委員長】 

最後に、その他について説明願いたい。事務局よりお願いする。 

 



〇事務局より説明 

開設に向けた準備の進捗状況について報告する。 

就学相談では、新中学 1年生 5名が自閉症・情緒障害特別支援学級の所見が出

ており、うち 2名が東村山第四中学校への就学を決定している。また、追加の就

学相談においては、3名の相談を受けている状況である。 

現 1、2年生は転学となるが、相談も含めて 3名程度となっている。 

施設関係の工事については、スケジュールに沿って進んでおり、備品等につい

て第四中学校にて精査を行っているところである。今後、年内を目途に入札等の

準備を進めたい。 

また、広報関係としては、昨年同様、市内全戸配布の 12 月発行予定「きょう

いく東村山」において記事の掲載準備を進めており、広く周知できるように努め

ている。 

 

【委員長】 

何か質問等あるか。 

 

【委員】 

現在、就学先を迷われている方はどのようなことで迷われているのか。 

 

【委員】 

保護者が心配している点としては大きく分けて 3点あり、登下校のルートや通

学方法、教育課程の内容と成績の出し方、進学先である。これらについては一概

に言える内容ではないので、それぞれのお子さんの実態に合わせて丁寧に相談の

中で説明しているところである。 

 

【委員長】 

 その他、質問や意見等あるか。 

（意見特になし） 

以上で令和 3年度第 2回東村山市立学校自閉症・情緒障害特別支援学級開設準

備委員会を終了する。 

 

 


