
～小学校３年生から学力も社会性も大きく差がひらきます～

小学校卒業までに
やらなくてはならないこと

○自己肯定感を高めるためにできる簡単な学習支援の方法
○人に愛され、自信をもって生きていくための環境づくりのコツ

（一般社団法人）障がい児成長支援協会 代表理事・協会長

中部学院大学 非常勤講師 山内康彦（学校心理士・ガイダンスカウンセラー）

２０２２年７月３日（日） 講演会② １４時００分～
主催： （一般社団法人）障がい児成長支援協会
共催：株式会社メディカルアーツ

放課後等デイサービス『ホップステップ』



こんな通知表見たことない！！

これが、講師の山内の小学校2年生の通知表です。



なぜ私が二次障害を起こさなかったか？

×苦手な事や課題を克服するマイナスを埋める教
育では、所詮頑張っても「０」

○得意なことや好きなことを伸ばしていくことで、
マイナス面も高まっていく考え方が大切

（例）さかな君・トムクルーズ・金澤翔子さん

○ぼく（山内）にはたくさんの特技がある。
（サッカー・手品・ギター・スキー・船舶免許）
※自信→自己肯定感となっていく
※大きな花１つのタイプや小さな花の花束タイプ



「困った子」は「困っている子」

「困った子だ！」と嘆いている
のは、大人の勝手な視点

☆実は一番困っているのは

その子ども本人
子どもの困り感に寄り添うこと



早期からの療育が有効！

◎できるなら小２まで取り組むと１番良い
『小３から難しくなるわけは？』

☆学習が難しくなり、努力しないと身につか
ない内容になる。成功体験が得にくい。→

やる子とやらない子の差が拡大する

☆ラストチャンスは中３まで？
▲中学校卒業後は難しい！

◎通信制サポート高校などから復帰！
（例）明蓬館ＳＮＥＣ高等学校→中学部も有



叱られる子は負のスパイラルに陥っている

できない→叱られる→自信がなくなる
→やらない→叱られる→ふてくされる
→怒鳴られる→逃げる（反抗する）
→もっともっと怒鳴られる

◆自己肯定感をなくしていく
「俺はどうせバカだから・・・・」
「どうせ 私には できないし・・」
「はじめから やらない方がいいや」



ほめることでよいスパイラルに変えていく

できる→ほめられる→自信がつく→やる
→またほめられる→もっともっとやる
→どんどんできる→更にほめられる
→より高い目標に向かって取り組む

◆自己肯定感を高めていく
「ぼくは、計算は得意なんだ。」
「調理が好きでコックさんになりたい」
「勉強は苦手だけどやさしい子です」



「通常の教育」と「特別支援教育」の違いを
一言で表すと・・・・（自己肯定感を高めるコツ）

《通常の教育》
できないことへのチャレンジ教育
※今までのできた自信があるからできる。

《特別支援教育》
できることからの出発教育
※やらせでもよい。まずは、
できた経験を沢山積むことで
自信となり自己肯定感が高まる



子どもたちにやらせる方法（１）

行動を起こすときの条件から考える
１．楽しい おもしろい やってみたい
２．できる わかる 上達する
３．ほめられる 表彰される
４．こわくない 安全

（例）宿題をやらない理由と
すすんで取り組ませるためには？



子どもたちにやらせる方法（２）

取り組ませ方の工夫
×親や先生が決める
・僕が決めたんじゃない

◎本人に選択させる
○選択するとは本人が決めたこと
○メリットとデメリットを事前に説明

×本人に考えさせる
・そうなるとは思わなかった
・わかっていたらやらなかった



もぐら叩き教育はダメ パートⅠ
幹を見て、本質、原則で指導方法を考える

□厳しくしかること・徹底すること
・大人だったら警察に捕まること
・人に迷惑をかけること

■ゆるすこと・ある程度見逃すこと
・警察に捕まらない 迷惑をかけない
・本人だけの問題



もぐら叩き教育はダメ パートⅡ
幹を見て、本質、原則で指導方法を考える

□絶対にやらせること
・大人になったらやること

■ゆるすこと・ある程度見逃すこと
・大人になってやらないこと



○中学校の中身から今すべきことを考える

小学校６年生までは、不登校は、３００人に１人
しかし・・・中学校へ入学すると
不登校の生徒の数は３０人に１人 なんと１０倍

なぜなのか？
①毎時間担任が変わり毎時間同じ事を注意される

また、指導の統一性がなくなってくる
②宿題がまとめて出る
③部活動の人間関係が上手くいかない
④加えて・・・・恋愛感情をもっても・・・

→自己肯定感がどんどん下がる



中学校の成績のつけ方から考える

一般の“高校入試”で必要になるため！
５教科の合計得点＋内申書の点数＝高校の合否

一般的に５対５の割合だが、一部進学校は６対４
のように少し学力重視の所もある ※要確認
しかし『特別支援学校高等部』や『特別な高校』
や『専修学校（専門学校＋通信制高校）』は、提
出はあっても、入試の合否に関係ない所が多い。

つまり、一般の高校に進学しないなら、内申書
（通知表の１～５）は、実質関係ない！



不登校や特別支援学級は成績が出ない？

“評価”はあるが“評定”が出ない！
不登校や特別支援学級の場合・・・
◎評価は『言葉でコメントで出す』ことが多い

▲評定は、『通常学級の中でどの程度達成できた
のかを“３（◎）・２（○）・１（▲）”や

中学校においては“１～５”で評定を出すこと
ができないので、『／』や『１』となる

現在この問題を受けて、徐々に不登校や特別支援
学級の生徒に対しても評定がでるようになってき
ている。→学校によって差がある（※要確認）



小学校・中学校の評価の内容

「生きる力」をはくぐむために
学校教育法及び学習指導要領の総則
において以下の力を育成することが
示された
①基礎的・基本的な知識・技能
②知識・技能を活用して課題を解決す
るために必要な思考力・判断力・表
現力等
③主体的に取り組む態度



中学校の場合、昔は割合が決まっていた

５→７％ ４→２４％ ３→３８％
２→２４％ １→ ７％

【絶対評価に相対評価を加味する】
昔は、クラスの人数に対して５や３、
１の割合や数が決まっていた。
無理やり１をつける必要があった。
今は、基本的な割合を気にしながら、
無理して１はつけない。 しかし・・



内申書（通知表の１～５は以下の３観点が重要）

１．テストの点数
（単元テスト＋期末テスト）
２．提出物
（日々の宿題＋ノート提出）
３．授業態度
（発言＋授業の参加態度）



１．テストの点数
（単元テスト＋期末テスト）

【１】ほぼ０点（クラスで１～２名？）
【２】平均点より下
【３】ほぼ平均点
【４】平均点より上
【５】ほぼ満点（クラスで３～４名？）



２．提出物
（日々の宿題＋ノート提出）

【１】提出しない
【２】遅れて提出
【３】期日に全て埋めて提出
【４】丁寧なやり直しをして提出
【５】自主学習内容を加えて提出



３．授業態度
（発言＋授業の参加態度）

【１】授業の妨害や邪魔をする
【２】やる気なし 挙手少ない
【３】普通に授業に参加
【４】やる気あり 挙手多い
【５】できない子を助ける



では、例を出します（テストはよいが・・）

１．テストの点数・・・５
２．提出物・・・・・・１
３．授業態度・・・・・１
（５＋１＋１）÷３＝２．３

つまり、ほぼ通知表は『２』



では、例を出します（テストは悪いが・・）

１．テストの点数・・・１
２．提出物・・・・・・４
３．授業態度・・・・・４
（１＋４＋４）÷３＝３

つまり、ほぼ通知表は『３』



学校は“結果”より“過程”を大切にする

つまり、学校は、
テストの点がよくなるのは、
日々の取り組みや授業態度が
よいからと考えている。
→過程（プロセス）を評価す
ることが“教育”として重
要と考えているのです。



今からできること 今からやるへきこと

【プロセスを褒める教育】
◎提出物は期日に出す。
◎間違えたところは丁寧にや
り直して出す。
◎とにかく進んで手を上げる
◎分からないことは、先生に
質問に行く。



提出物が出せない子には

①ランドセルを開けたところに明記する
本人は、好きで忘れているわけではない。
わざと忘れているわけでもない。
本当は、ちゃんと出したいと思っている。

○玄関を出るときに扉張っておく
○ランドセル(かばん)を開けたら張っておく
○筆箱を開けたら張っておく

『宿題ノートと日記を出しましょう。』



提出物が出せない子には

②担任の先生に声をかけてもらう
『通常級ではやりません！』

→教師の怠慢
「ずっと声をかけてくれ」と言っているわけでは
ない。徐々に声掛けは減らしていくように！

×保護者がお願いすると
→モンスターペアレント

○医師や専門家の意見書→合理的配慮
→先生に気持ちよく動いてもらう！



授業が集中できない子には・・・

①『やりなさい』ではなく『一緒にやろう』

×口だけの指示はダメ
◎よい姿を見せてまねさせる

隣の席は“しずかちゃん”
『できることからの出発』
◎頑張ったからできた
◎一生懸命やって褒められた

→成功体験の積み上げが大切



授業が集中できない子には・・・

②宿題や提出物は親が手伝ってもよい

×出さない 遅れて出す
◎大人が手伝ってもよい
『読書感想文も同じですね』
☆低学年までは保護者（親）と
☆中高学年からは、放課後等デイや
塾、家庭教師を活用する

失敗経験より成功体験を積ませる！



確かに書くことは大事です。
なぜなら書くテストで評価をされるから・・・
しかし、無理して書かせることは・・・・・・

車いすの子に
「立って走れ！」ということと同じ

支援には２つある
①できないことをできるようにする支援
②できないことをやらなくても

他の方法でできるようにする支援



なぜこの子は頭をあげないのか？

テストは、ほぼ０点！
先生方は“支援級”をすすめる

【山内】ちょっとまった
発達検査→ＩＱ １０４
応用行動分析の結果・・

そして山内がとった支援は・・・
そしてこの子は今・・・・



できない子に対して“叱る”という
指導方法がありますが・・・・

叱ってできますか？

叱ること＝大人の手立てがない証拠

【保護者として大切なポイント】
①子どもの気持ちに寄り添いましょう。
②できない原因を探りましょう。
③専門機関と連携をとりましょう。



“もっとひどくなってから”では遅い！
“しばらく様子をみましょう”では手遅れに！

今できることを“早期からにやる”

【保護者として大切なポイント】
①医師に診てもらう（診断名）
②発達検査（心理検査）を受ける
③専門家に意見書を書いてもらう
④必要に応じて投薬の指導を受ける

※継続的に相談できる療育場所を見つける！



ご清聴ありがとうございました。

困り感を共感的に受け止め、早期から適切な支援を継続的に行うことが大切

特別な支援は、もはや特別なものではありません
全ての子どもたちにとってやさしい支援なのです



４月からＦＭラジオで毎週放送
「山内先生のランチトーク」

４／５～毎週火曜日１２時～１３時
①「愛知北ＦＭ放送」で検索
②下へ→「ＪＣＢＡで聴く」をクリック
③白い“▷マーク”で再生開始！

特別支援に関わる様々なお話しを気軽に聴けます。



山内先生の無料個別相談会のお知らせ

お一人２５分間

①７月２３日（土）９時半～２０時まで
②７月２４日（日）９時 ～１９時まで

※未就学から高校生まで、どの年齢でもＯＫです。
※『知能検査』の結果を持ってきていただけると具
体的なアドバイスしやすいです。

※子どものノートや通知表など日頃の子どもの様子
が分かる資料をもってきてもらうとよいです。


