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子どもたちの行動に対して普段どのように対応をしていますか？
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気が散りやすい気が散りやすい気が散りやすい気が散りやすい

 先生の話に注意を向け続けるのが苦手

で、よい姿勢で座る意識が持続できないの

でしょう。

 また、他のことに気を取られ、姿勢のこ

とが意識から抜けてしまうのかもしれま

せん。

どういう姿勢をすべきか、どういう姿勢をすべきか、どういう姿勢をすべきか、どういう姿勢をすべきか、

 「ちゃんと座って」と言われても、どう

いう姿勢で聞いたら良いのか、分かってい

ないものと思われます。

 

身体感覚が独特身体感覚が独特身体感覚が独特身体感覚が独特

 バランス感覚や身体感覚の独特さによ

り、体へ意識が向きづらく、イメージ通り

に体を動かしたり保ったりすることが苦手

だと思われます。

先生の話が理解できない先生の話が理解できない先生の話が理解できない先生の話が理解できない

 先生の話が理解できず、興味が持てない

のかもしれません。また、

きちんとした姿勢が分からないのかもしれ

ません。
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「この子の場合はどんな理由？」という視点で子ども

を見ると、対応方法が見えてくるでしょう。

るのではなく、その背景を考えるようにすると
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きてしまいます。抑揚のある話し方や具体

物を用いるなど、意識が向きやすい工夫を

すると

また、時々「いい姿勢だね」と姿勢を意識

させるのも

    
→具体的な良い姿勢を示す→具体的な良い姿勢を示す→具体的な良い姿勢を示す→具体的な良い姿勢を示す

「背筋ぴーん」「手はおひざ」などと具体的

に伝えたり、絵やお手本で示したりする等、

きちんとした姿勢の取り

でしょう。

→周囲が特性を理解し、少しずつ練習を→周囲が特性を理解し、少しずつ練習を→周囲が特性を理解し、少しずつ練習を→周囲が特性を理解し、少しずつ練習を

 

間をかけて成長を見守りましょう。体を使う

遊びを通して、体に意識を向けて姿勢を保つ

練習をすることも良いでしょう。

→→→→

 

ていねいに伝えたりすると集中や姿勢が

くなるかもしれません。また、

お手本を示す等、具体的な

ることも良いでしょう。

いるときにイスの背もたれに寄りかかる等、座っている姿勢が崩れや
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 長い話や注目すべき点があいまいだと飽

きてしまいます。抑揚のある話し方や具体

物を用いるなど、意識が向きやすい工夫を

すると良いでしょう。
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でしょう。 
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きてしまいます。抑揚のある話し方や具体

物を用いるなど、意識が向きやすい工夫を
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→周囲が特性を理解し、少しずつ練習を→周囲が特性を理解し、少しずつ練習を→周囲が特性を理解し、少しずつ練習を→周囲が特性を理解し、少しずつ練習を

やる気の問題ではないと周囲が理解し、時
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遊びを通して、体に意識を向けて姿勢を保つ

練習をすることも良いでしょう。
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ていねいに伝えたりすると集中や姿勢が良
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良い姿勢を教え
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医学的リハビリテーションの方法や日常生活における支援方法についてアドバイスを受けています。

今年度は６月２８
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本校では、こども療育センターから理学療法士、作業療法士、言語療法士の先生方に来校して

医学的リハビリテーションの方法や日常生活における支援方法についてアドバイスを受けています。

今年度は６月２８

                                                     

ケース① 理学療法

「膝が硬く、前屈みになったときに頭から転んだり、

中で配慮すべきことや取り入れると良い動きを教えて

ケース② 作業療法

「指先を上手く

ケース③ 言語療法

「言葉を増やしていくために、日常生活でしたほうが

指先に力を入れて、ギューっと力を入れて押すような、強い刺激のある課題を用意する

でしょう。

動きができ

ものを挟んだりすることも良いでしょう。

本校では、こども療育センターから理学療法士、作業療法士、言語療法士の先生方に来校して

医学的リハビリテーションの方法や日常生活における支援方法についてアドバイスを受けています。

今年度は６月２８日に行われました。

                                                     

理学療法 

膝が硬く、前屈みになったときに頭から転んだり、

中で配慮すべきことや取り入れると良い動きを教えて

作業療法 

上手く使うことが

言語療法 

言葉を増やしていくために、日常生活でしたほうが

指先に力を入れて、ギューっと力を入れて押すような、強い刺激のある課題を用意する

。例えば、丸いビーズを

動きができます。消しゴムをつまんで、力を入れて書いてあるものを消

んだりすることも良いでしょう。

言葉は人に思いを伝えるための「道具」です。言葉だけでなくいろいろな「道具」を使う経験

を増やしていきましょう。例えばプールからあがったら「タオル

には「はさみ」を使うとか。いろいろな道具についての理解を深めていきましょう。理解が深

まってきたら、「○○するときには何がいるかな？」と問い

いきましょう。

られるような質問」を

うにすると

ーションブック
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すくなります。

なります。

めの椅子から
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医学的リハビリテーションの方法や日常生活における支援方法についてアドバイスを受けています。
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膝が硬く、前屈みになったときに頭から転んだり、

中で配慮すべきことや取り入れると良い動きを教えて

使うことができず、つまむ動作が

言葉を増やしていくために、日常生活でしたほうが

指先に力を入れて、ギューっと力を入れて押すような、強い刺激のある課題を用意する

例えば、丸いビーズを用意し、指先で転がしながら穴を探すことで、指先を使った

消しゴムをつまんで、力を入れて書いてあるものを消

んだりすることも良いでしょう。

言葉は人に思いを伝えるための「道具」です。言葉だけでなくいろいろな「道具」を使う経験

を増やしていきましょう。例えばプールからあがったら「タオル

には「はさみ」を使うとか。いろいろな道具についての理解を深めていきましょう。理解が深

まってきたら、「○○するときには何がいるかな？」と問い

いきましょう。また、

られるような質問」を

うにすると良いです。そのためのヒントとして、頭の中を視覚化してあげるようなコミュニケ

ーションブックを利用

重心が前にあり、足を床すれすれに

ります。けがをしないように十分配慮し

ります。階段昇降など、

めの椅子から立つことや座ることから始め、低い椅子に変えていくと良い

地域リハビリテーション教室の報告地域リハビリテーション教室の報告地域リハビリテーション教室の報告地域リハビリテーション教室の報告

本校では、こども療育センターから理学療法士、作業療法士、言語療法士の先生方に来校して

医学的リハビリテーションの方法や日常生活における支援方法についてアドバイスを受けています。
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膝が硬く、前屈みになったときに頭から転んだり、

中で配慮すべきことや取り入れると良い動きを教えて

できず、つまむ動作が

言葉を増やしていくために、日常生活でしたほうが

指先に力を入れて、ギューっと力を入れて押すような、強い刺激のある課題を用意する

用意し、指先で転がしながら穴を探すことで、指先を使った

消しゴムをつまんで、力を入れて書いてあるものを消

んだりすることも良いでしょう。 

言葉は人に思いを伝えるための「道具」です。言葉だけでなくいろいろな「道具」を使う経験

を増やしていきましょう。例えばプールからあがったら「タオル

には「はさみ」を使うとか。いろいろな道具についての理解を深めていきましょう。理解が深

まってきたら、「○○するときには何がいるかな？」と問い

また、気持ちを伝えるための基礎を作るために、大人側が「

られるような質問」を本人にするのではなく、

です。そのためのヒントとして、頭の中を視覚化してあげるようなコミュニケ

利用するのも良いでしょう

足を床すれすれに

けがをしないように十分配慮し

など、いろいろな動きを取り入れてやると良い

立つことや座ることから始め、低い椅子に変えていくと良い
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膝が硬く、前屈みになったときに頭から転んだり、平らな所でも

中で配慮すべきことや取り入れると良い動きを教えてくださ

できず、つまむ動作が苦手です。

言葉を増やしていくために、日常生活でしたほうが良いことはどんなことですか

指先に力を入れて、ギューっと力を入れて押すような、強い刺激のある課題を用意する

用意し、指先で転がしながら穴を探すことで、指先を使った

消しゴムをつまんで、力を入れて書いてあるものを消

言葉は人に思いを伝えるための「道具」です。言葉だけでなくいろいろな「道具」を使う経験

を増やしていきましょう。例えばプールからあがったら「タオル

には「はさみ」を使うとか。いろいろな道具についての理解を深めていきましょう。理解が深

まってきたら、「○○するときには何がいるかな？」と問い

気持ちを伝えるための基礎を作るために、大人側が「

するのではなく、

です。そのためのヒントとして、頭の中を視覚化してあげるようなコミュニケ

するのも良いでしょう。

足を床すれすれに上げているので、わずかなへこみや盛り上がりでも転びや

けがをしないように十分配慮し

いろいろな動きを取り入れてやると良い

立つことや座ることから始め、低い椅子に変えていくと良い
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平らな所でもつまず

ください。」 

です。どのように支援していったら

ことはどんなことですか

指先に力を入れて、ギューっと力を入れて押すような、強い刺激のある課題を用意する

用意し、指先で転がしながら穴を探すことで、指先を使った

消しゴムをつまんで、力を入れて書いてあるものを消

言葉は人に思いを伝えるための「道具」です。言葉だけでなくいろいろな「道具」を使う経験

を増やしていきましょう。例えばプールからあがったら「タオル

には「はさみ」を使うとか。いろいろな道具についての理解を深めていきましょう。理解が深

まってきたら、「○○するときには何がいるかな？」と問い

気持ちを伝えるための基礎を作るために、大人側が「

するのではなく、本人が自分で考えて伝えるような機会を作るよ

です。そのためのヒントとして、頭の中を視覚化してあげるようなコミュニケ

。 

上げているので、わずかなへこみや盛り上がりでも転びや

けがをしないように十分配慮しましょう。後ろ

いろいろな動きを取り入れてやると良い

立つことや座ることから始め、低い椅子に変えていくと良い
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つまずいて転

どのように支援していったら

ことはどんなことですか

指先に力を入れて、ギューっと力を入れて押すような、強い刺激のある課題を用意する

用意し、指先で転がしながら穴を探すことで、指先を使った

消しゴムをつまんで、力を入れて書いてあるものを消したり、洗濯ばさみで、

言葉は人に思いを伝えるための「道具」です。言葉だけでなくいろいろな「道具」を使う経験

を増やしていきましょう。例えばプールからあがったら「タオル」でふくとか

には「はさみ」を使うとか。いろいろな道具についての理解を深めていきましょう。理解が深

まってきたら、「○○するときには何がいるかな？」と問い掛けて、考えさせる機会を持って

気持ちを伝えるための基礎を作るために、大人側が「

が自分で考えて伝えるような機会を作るよ

です。そのためのヒントとして、頭の中を視覚化してあげるようなコミュニケ

上げているので、わずかなへこみや盛り上がりでも転びや

後ろ歩きは、つま先を上げる訓練に

いろいろな動きを取り入れてやると良いですね

立つことや座ることから始め、低い椅子に変えていくと良い

本校では、こども療育センターから理学療法士、作業療法士、言語療法士の先生方に来校していただ

医学的リハビリテーションの方法や日常生活における支援方法についてアドバイスを受けています。

                                                     

いて転んだりします。

どのように支援していったら良い

ことはどんなことですか？」 

指先に力を入れて、ギューっと力を入れて押すような、強い刺激のある課題を用意すると良い

用意し、指先で転がしながら穴を探すことで、指先を使った

洗濯ばさみで、

言葉は人に思いを伝えるための「道具」です。言葉だけでなくいろいろな「道具」を使う経験

でふくとか、紙を切るとき

には「はさみ」を使うとか。いろいろな道具についての理解を深めていきましょう。理解が深

考えさせる機会を持って

気持ちを伝えるための基礎を作るために、大人側が「YES、

が自分で考えて伝えるような機会を作るよ

です。そのためのヒントとして、頭の中を視覚化してあげるようなコミュニケ

上げているので、わずかなへこみや盛り上がりでも転びや

、つま先を上げる訓練に

すね。膝の屈伸には、高

立つことや座ることから始め、低い椅子に変えていくと良いでしょう。

いただき、 

医学的リハビリテーションの方法や日常生活における支援方法についてアドバイスを受けています。 

                                                     

んだりします。学校生活の

良いでしょう？

言葉は人に思いを伝えるための「道具」です。言葉だけでなくいろいろな「道具」を使う経験

紙を切るとき

には「はさみ」を使うとか。いろいろな道具についての理解を深めていきましょう。理解が深

考えさせる機会を持って

、NO で答え

が自分で考えて伝えるような機会を作るよ

です。そのためのヒントとして、頭の中を視覚化してあげるようなコミュニケ

上げているので、わずかなへこみや盛り上がりでも転びや

、つま先を上げる訓練に

膝の屈伸には、高
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学校生活の

でしょう？」 

言葉は人に思いを伝えるための「道具」です。言葉だけでなくいろいろな「道具」を使う経験

紙を切るとき

には「はさみ」を使うとか。いろいろな道具についての理解を深めていきましょう。理解が深

考えさせる機会を持って

で答え

が自分で考えて伝えるような機会を作るよ

です。そのためのヒントとして、頭の中を視覚化してあげるようなコミュニケ


