
 

 

 

肢体に障害のある子ども達が 

学校で安全にいきいきと 

過ごすために 

 

～肢体不自由教育部門対応マニュアル～ 

和歌山県立紀伊コスモス支援学校 
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はじめに 

紀伊コスモス支援学校は、知・肢併設校であり、開校から１３年が

経ち、実践を積み重ねてまいりました。 

今後、ベテランの先生方が退職されていき、新しい先生が増えてい

く時代の流れの中、紀伊コスモス支援学校が積み上げてきた、「肢体

に障害がある子ども達と関わる上で大切にしてきたこと、大切にした

いこと」についてまとめ、明確にしようと試みました。 

肢体に障害がある子ども達に初めて接する先生にとってわかりや

すく、そして、現在関わっている先生には振り返る材料となることを

目指して作成しました。ぜひ活用して頂けたらと思います。 

目次 

はじめに 目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

先生と子どもの信頼関係を結ぶために・・・・・・・・・・・３ 

学校における安全を確保するために・・・・・・・・・・・・５ 

1 安全で居心地の良い教室・・・・・・・・・・・・・５ 

2 トイレでの介助・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

3 学校生活のあらゆる場面で～姿勢に関する配慮～・・８ 

   4 安全に子ども達に触れるために・・・・・・・・・・９ 

5 安全で楽な移動のために～車椅子～・・・・・・・１０ 

6 安全で楽しい食事・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

7 健康面への配慮・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

～医療的ケアを必要とする 子どもを中心として～ 

  8 関わる教師一人ひとりが気をつけること・・・・・１７ 

子ども同士の関わりのために・・・・・・・・・・・・・・１８ 

教師同士の関わりのために・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

保護者や関係機関とのつながりのために・・・・・・・・・２０ 

おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 
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教師の悩みと不安 

 

この４月から担任することになったけど 

何だか不安やなぁ・・・。 

何から始めればいいんだろう・・・？ 

お～い、どうした？ 

何か悩んでるみたいやなぁ～ 

何から始めたらいい

ものか・・・。 

そうやなぁ～。まずは子どもの事

をよく知ることから始めてみたら

どうな～？ 

なるほど！ 

「子どもを知る」ですか。 
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子ども一人ひとりのアセスメント

 

先生と子どもの信頼関係を結ぶために 

☆教師は安心できる存在である☆ 

・病気、障害の理解    

・服薬状況（効果・副作用 等） 

・健康面は？（睡眠・覚醒、排泄、食事 等） 

・身体面は？ 

（自力でとれる姿勢や器具の利用状況、使用している装具の種類、移動

手段と使用器具、できる姿勢変換、できる移乗動作、自分でできる関節

の動き、変形・関節可動域制限 等） 

・見え方は？ 

（あまり見ないで活動していないか、片目で見ていないか、身体を傾け

て・顔を斜めにして見ていないか、目をよくこすってないか、いつも眩

しそうにしていないか、音によく驚いていないか 等） 

・聞こえ方は？ 

（呼びかけにこたえるか、聞き返しが多くないか、音のする方向を遅れ

ずに見られるか、視界に入ったものにいつも驚くことはないか 等） 

・認知面は？ 

・コミュニケーション手段は？ 

（要求や叙述の表出、指示や話の受け取り、周囲の状況把握 等） 

・興味、好きなもの、嫌いなものは？ 

・姿勢への配慮 

・見えやすさ、聞こえやすさ

への配慮 

・操作のしやすさへの配慮 

・安全なスペースの確保 

 

・言葉かけの整理 

・教師が先に手を出してしまわず、

子どもの反応を待つ 

・小さくて弱い刺激から、徐々に試

していく 

日頃の状態を知ることが

大切だよ 
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・子どもの実態に応じた目標を設定する 

・スモールステップで積み重ねる 

・生活経験、実体験を積み重ねる 

・学校生活に見通しを持たせる 

・生活年齢を重視する 

・卒業後につながる「今」を考える 

・意図して動かせる身体部位はどんどん使えるように工夫する 

・「自分でできた」と自覚できる場面、時間を作る 

・できることは自分で行い、難しいことは教師に伝えられるような環境

を設定する 

心当たりありませんか・・・？           

・子どもの前での教師同士の必要以上の会話 

・子どもの代弁には細かい配慮が必要（本当に子どもの伝え

たいことばかな？教師の都合になっていませんか？） 

・子どもに対する乱暴な言葉かけや態度 

 

子どもを知ったうえで 

目標を設定し、アプローチしていこう 

 

「できた！」「伝わった！」「わかった！」の 

共感・実感・達成感   

を大切にしよう！ 
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学校における安全を確保するために 

☆安心・安全は教育の土台☆ 

 

 

肢体不自由児にとって、学校が安全に過ごせる場所となるために

は、日常的に関わる職員だけではなく、学校全体で考えて配慮してい

くことが必要です。肢体不自由児の目線で環境を見直し、起こりうるあ

らゆるリスクをできる限り想定し、学校全体で、必要な手立てをあらか

じめふまえておくことが必要です。 

様々な場面で、どのようなことが起こる危険性があるのかをイメージ

して、対応を考えておくことでこそ、具体的場面で臨機応変な対応がで

きるのではないでしょうか。 

１ 安全で居心地の良い教室を 

安心して休息でき、居心地の良い

場所になるように、環境を整えま

しょう！ 

教室内は、移動介助を必要とする

子どもだけでなく、自力移動や電

動車いすを使用している子ども

が、自由に移動できるような空間

が必要ですよ。 
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観点 具体的な対応 

 

安

全

で

居

心

地

の

良

い

環

境 

整理整頓 当分使わない物は片付ける 

動きやすい 

環境設定 

 

動く先に物がないように 

動いても物が落ちないように 

・コードは足もとに置かない（置く時は固定する） 

・落ちた物はすぐ拾う   

・教材を安易に床に置かない 

・物はできるだけ壁側に寄せ空間を広く        

・緊急時に対応できるよう、窓は塞がない 

・背の高い物が倒れないよう、工夫する 

・畳やロッカーや机の角にクッションテープをつける 

・キャスターが付いたものを支えにさせない 

（キャスター付きの椅子の便利さと危険性） 等              

過ごしやすい

環境設定 

ゆったりと安全な休息スペースの確保 

・身体を十分に伸ばせるスペース 

・寝るところは１段高く 

・寝ている子どもに物が落ちないように 

・畳とフローリングの適切な割合（動と静のスペース） 等 

机・イス等の定期点検、調節 

個々が使用しやすい物の高さ、幅、奥行き 

子どもが自ら動き出したくなるような、物の設置や 

十分なスペース 

危

険

防

止 

子どもは不意な動きをする可能性がある 

子どもによって痛みや熱さを感じにくい場合がある 

怪我 

やけど 

校内の小さな段差でつまずく可能性あり  

子どもの手の届く範囲を把握し、刃物等危険な物や熱い物、

熱くなる物は手の届かない場所へ 

低温火傷に注意 （暖房便座、ホットカーペット 等） 

寝かせる場所の工夫 

（転落、床との距離等個々の実態からイメージする） 

～教室内～ 
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学校全体で考えよう 

 

 

 

 

 

危

険

防

止 

子どもから絶対に目を離さない 

（出て行くときは他教師にひと声かける・授業準備、連絡帳記入、報告

連絡相談時等も子どもから注意をそらさない 等） 

観点 具体的な対応 

 

清

潔 

感染症を防

ぐために 

教室内の室温の設定と加湿 

（目安：室温２５℃前後、湿度４０～６０％） 

（湿温計は子どもが過ごす位置に設置） 

換気（目安：１時間に１回の換気） 

手洗い、うがい、消毒の徹底 

清潔な教室 

 

毎日の掃除を丁寧に 

洗面台を使用目的でわける 

布巾やスポンジ等の清潔 

学期に１回は畳を干す 

ホットカーペットのクリーニング 

教材スペースの確保 

共有スペースの片付けと掃除 

廊下やオープンスペースの片付け 

＊画鋲にはセロハンテープで落下防止  

 

 

複数の子どもの安全確保には、教師の連携や立ち位置等の工夫が必

要です。 

危険から自分で逃げられず、自分の身体におこったことを伝えられな

い子ども達。１人にすることは絶対に避けましょう。 

抵抗力の弱い子どもが過ごす教室であることを踏まえ、 

子ども達が力を十分発揮できるような快適な環境を整えましょう！ 
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観点 具体的な対応 

姿勢変換 同じ姿勢をずっと続けないで姿勢変換を大切に 

（重度な子どもにとって呼吸や体調を整えるためにも） 

活動する時の姿勢とリラックスする時の姿勢を考慮 

自分でできることは協力動作としてすすめる 

 

抱っこ 活動姿勢もリラックス姿勢も先生の身体一つで微妙に調整 

抱きかかえる際、子どもの手足の位置に注意 

２ トイレでの介助 

トイレでの介助は、車椅子の乗り降り、衣類やおむつの着脱等、様々な

介助が必要になる場面です。また、狭いスペースで限られた人数で介助

するため、事故が起こりやすい場所です。 

絶対に目を離すことなく、常に子どもに手の届く距離にいることが必要

です。 

起こりうる危険をあらかじめ想定して、準備を十分して介助しましょう。 

３ 学校生活のあらゆる場面で～姿勢に関する配慮～ 

確かめよう 

排泄物は健康のバロメ

ーター！おかしいな？

と思うときには養護教

諭に相談しよう。 

必要な物は教師の手が届く場所に置く 

子どもの手の届く範囲には置かない 

転落防止の手立て（ベルトの確認 等） 

 

排泄があると確認したら、

できるだけ速く交換 

便の処理は使い捨て手袋

を使用 

清掃の徹底 
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観点 具体的な対応 

身体を動かす前に 関節がどう曲がるのか、自分の身体でイメージ 

子どもの身体に触れる 

介助の時の力加減の注意 

身体の動かし方 関節の動く向きは同じだが、動く範囲は一人ひとりで異

なるため注意 

子どもに言葉かけをし、子どもが動きを意識できるよう

に 

関節可動域 一人ひとり可動域は異なる 

衣服の着脱、手洗い、体操、姿勢変換時 等注意 

（麻痺の強い方から着て、麻痺の弱い方から脱ぐ 等） 

学校生活を通して 児童生徒の能力や身体の動きの特徴を知る 

・とれる姿勢は？・できる移動は？・起こりがちな動きは？ 

・倒れるときの方向は？使える手は？使える動きと道具の

工夫 

４ 安全に子ども達に触れるための配慮 

 

 

 

 

個々の子どもの身体の変化を見通すことも大切です。 

 

 
子どもの一番楽な姿勢を知って、色々なことができるように工夫す

ることが大切です。 

無理な介助で骨折につながらないように 

 

できることが増えるといいね 

 

手のひらで小鳥を包み込むイメージで子どもに触れよう 
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５ 安全で楽な移動のために～車椅子～ 

今日の給食、何か

知ってる？ 

バイキング～♪ 

おなかすいた～ 

はやく走って！

給食！給食！ 

わああっ！ 

うわあああ～！ 
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学校全体で気をつけよう 

曲がり角は、お互いに止まって確認しましょう。 

車椅子の子どもにとって、すばやく物・人が脇を通ること

は、びっくりすることなので、少しスピードを落として通ってく

ださいね。 

そして、教室の扉や廊下の曲がり角には物を置かないよ

うに。 

 

子どもによって必要な空間が違います。 

車椅子の長さや幅よりも手足が飛び出すこともしば

しば。 

お互い率直に伝えあい、不用意にあたらないように

気をつけましょう。 
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観点 具体的な対応 

メンテナンス 定期的な点検 

（タイヤの空気、ブレーキのきき具合、ベルト等） 

校外活動前の点検 

 

汚れはすぐに拭き取る 

屋外から室内へ入る時はタイヤを丁寧に拭く  等 

安全な操作 

介助 

ベルトの確認（はずれている、はずしている 等） 

車椅子の後ろに重い物や長い物をのせない 

（前輪があがる、タイヤにからまる） 

テーブルに物をたくさんのせない 

 

車椅子停止時のブレーキ 

ブレーキしたまま動かさない 

 

坂道は本人が後ろ向きになるように下る 

 

子どもの個々の動きを見越した距離感を 

（特に手足が壁や車輪にあたらないように 等） 

特に曲がり角や教室への出入りは要注意 

（本人が移動する場合も気をつけさせる 等） 

 

言葉かけを丁寧に 

（「曲がるよ」「すすむよ」「ガタガタするよ」 等） 等 

姿勢保持 

（楽に座ってい

られる） 

きちんと身体がおさまっているか、目と手で確認 

背中の辺り等、服やスカートがめくれていないか 

座位保持椅子が小さくなってきたら、保護者やＰＴに相談 
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観点 具体的な対応 

避難経路の確保 

 

スロープの確認、点検 

防火扉周辺に物を置かない、ポスターを貼らない 

車椅子の子ども

達の移動 

階段を降りる時は、車椅子と子どもは別々に 

子ども一人ひとりに応じた対応が必要 

避難後の過ごし方のシュミレーション（天候・気候 等） 

車椅子の介助～防災対策～ 

 

学校全体で考えよう   

避難訓練時に、車椅子と子どもを別に運ぶ経験を積み重ね、

それぞれの移動にどれだけの人員が必要かを確認しておくこと

が必要です。 

（車椅子を運ぶのにどれだけの人が必要？子どもによって対

応も違います。） 
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  ６  安全で楽しい食事 

食べることは生活の中の大きな楽しみですが、子どものからだの状態

によっては、命に関わることが起きかねない危険を伴う行為です。 

それを前提にしながら、個々の子どもの実態に合わせた摂食指導を進

めましょう。 

安全に食べること、楽に食べること、楽しく食べること、どれも大切にし

ましょう。 

一緒に食べよう！ 

やったあ！ 
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観点 具体的な対応 

食べる前 食物の確認 （固形物の大きさ、食物形態、アレルギー 等） 

個々の実態に応じて、食材によってはトロミをつける 

（パサパサしたもの・液体・異なる触感の混合物は飲み込みにくい） 

食べやすい姿勢 

机の高さ、椅子の高さ、食器の位置 

食器・食具の工夫 

（持ちやすさ、すくいやすさ、見やすさ、口当たり 等） 

リラックスした状態（衣類 等） 

再調理時の衛生面 

（洗剤で洗う→熱湯消毒→消毒薬→ペーパーで拭き取る 等） 

食べる時 飲み込めたか確認 

（飲み込みが悪い場合は特に注意する） 

楽に食べているか確認 

（子どもの顔色、表情、姿勢 等） 

食べないときは、なぜ食べないのか原因を探る 

（食事時間、量、味付け、好み、食感、食べ物の温度、体調、暑さ寒

さ、発作 等） 

食事中は体温が上がりやすいことをふまえる 

 

手や口の周りの清潔さを保つ 

 

給食時間は学習のチャンス 

（配膳、片づけ、マナー、意思表出 等） 

子どもに分かりやすいように食べる物を提示 

食育の視点（言葉かけ、食べ物の話、楽しい雰囲気 等） 

食べた後 すぐに横にならず、リラックスした座位姿勢で休憩 

口腔ケア（経管栄養の子ども達も口の中を清潔に） 
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観点 具体的な対応 

健康面の把握 子どもの全体的な体調の把握 

（数値だけに頼らず、顔色、呼吸音、四肢を動かした時の抵抗

感 等） 

日頃の状態を記録 

（体温、血中酸素飽和度、心拍数、血圧、食事時間、排泄の状

況、睡眠時間 等） 

 

医療的ケアの

実施 

その行為がなぜ必要なのか確かめながら進める 

教師複数で対応 

機器に不具合がないか確認 

手順通り安全に実施できているか確認 

ケア際中の体調の把握 

薬の服用 教師複数で確認 （薬名、分量、数、時間、手順） 

飲み込めたか確認 

  

安全上の配慮 酸素ボンベ・酸素濃縮器は火気厳禁！ 

緊急時想定されることをイメージし、準備する 

（保護者と医療機関と連携した上で） 

感染症 衛生面 

（手指消毒の徹底・器具の消毒・衛生的な管理・教室環境等） 

分泌物を触った後等はこまめな手洗いと手指消毒 

（鼻水、咳は感染源） 

子ども達の学習集団や配置を考慮 

（飛沫感染を考慮する 等） 

７  健康面への配慮 

～医療的ケアを必要とする子どもを中心として～ 

保護者・医療関係との

十分な連携が必要 

 

子どもの状態に応じて活動内容、

活動場所を考慮 

複数確認している間、他の子ども達の状態を把握 

感染症情報を 

学校全体で共有 
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観点 具体的な対応 

教師の身体 自分自身の身体能力を把握 

準備運動、ストレッチ 

体調面の意識を高くもつ 

 

必要なときのマスクの着用 

抱っこの際

の準備 

固い物がある服は着用を避ける 

（ボタン部分、ファスナー金具 等） 

ナイロン素材の服は滑りやすいという意識をもっておく 

時計、指輪、ブレスレットの着用は避ける 

（抱っこの時、痛くないよう、イメージしておくことが大切） 

 

課業中はスリッパを履かず、靴を履く 

畳の上に上がる際はあらかじめ靴を脱いでおく 

（畳周辺の清潔は大事） 

子どもへの

対応 

危険な場所で目を離さない 

（曲がり角、階段付近、段差、人ごみ、遊具、校外 等） 

エレベーターの開閉は子どもの実態を考慮し、 

一人で行わせない 

 

教師の立ち位置（子どもの視野を意識する、子ども達を把握でき

る位置を考える） 

教師の姿勢（座る、膝立ち、立つ、子どもと目線の高さを揃える） 

８  関わる教師一人ひとりが気をつけること 

学校全体で、 

人にうつさない意識を 

子どもが心地よく過ごせているか確認しよう！ 

（衣服の乱れを直す、衣類による体温調節、

分泌物の払拭 等） 
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子ども同士の関わりのために 

☆友達の中で子どもは育つ☆ 

○知的教育部門と肢体教育部門

の交流が大切 

（障害の種別を超えて子ども同士

がお互いを知り、 

共感・助け合う関係へ） 

 

○一緒に授業を受ける中での学

び合い 

 

○休憩時間に一緒に遊び、過ごす

時間の確保 

 

○友だちとのやり取りを大事にし、 

途中で困って助けを求めるまで 

口をはさまない 

 

○子どもの世界を邪魔しない 

 

○時には、子どもと子どもをつなぐ 

役割を 

（関わる場の設定・必要な支援を伝

える・伝えたいことの代弁・一緒に

遊ぶ・具体的に関わり方を伝える 

等） 
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教師同士の関わりのために 

☆タテ・ヨコ・ななめ？のつながりでチームワークを☆ 

○ブロックを越えてお互いに交流できるような情報の共有をしておく 

○前担任の先生、他学部の先生、同じ授業担当の先生と意見を交

換したり、相談したりできる関係に 

 

時間を有効に使う工夫を 

○学部を超えた教師間の連携 

○クラス・ブロックを超えて授業や行事の取り組みを設定 

○身体の状態、病態も様々な生徒がいることを、学校として、教師として  

おさえる 

（子どもの実態把握・感染症の疑いがある場合、肢体の教室から距離をおく・

感染症についての基礎知識を持って予防の徹底 等） 

○主事、養教、ＰＴ、栄養士、バスの介助員、事務室、校務員、看護師、関係

機関との連携 

（細心の注意・配慮の上で、時には大胆な判断も視野にいれて） 

 

個別の教育計画を活用した引き継ぎ 

○一人ひとりの実態や課題点、配慮点を明確にして詳細に引き継ぐ 

○保護者の願い、子どもの思いを確実に引き継ぐ 

○必要であれば動画や画像で残す 

休憩時間、掃除しながら、会議の場で、子どもの話（自慢、悩みなど）を 

いっぱいしよう 

 

視野を少し拡げてみると、見えてくるものがあ

るよ。助け合おう！！ 
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保護者や関係機関とのつながりのために 

☆みんなで子どもを支えよう☆                

☆ 

○報告・連絡・相談を大切に！ 

○まずは保護者の思いを受け止める姿勢

（何でも受け入れるのとは違う） 

○できたことや課題を一緒に確認する 

○保護者からの要望は迅速に対応 

○場合によっては複数で対応 

○判断がつかない時は保留にし、管理職等

に相談 

 

 

保護者 

医療 

訓練機関 

ＰＴ（理学療法）ＯＴ（作業療法） 

ＳＴ（言語聴覚療法） 等 

 

 

補装具、補助具

をよりよくする工

夫を話し合う 

引き継ぎの大切さ 

（学校での様子・体調 等） 

福祉 

デイサービス 

ショートステイ 

コーディネーター 

連携の際、大切な事は記録に残し、引き継いでいこう 

 

あらかじめ知りたいことを担任間で確認し、明確にしておく 

（授業時の対応、変形の進行、今後の見通し等） 
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おわりに 

ぜひ、日頃の実践に役立てて頂けた

らと思います。 

子ども達が、安全によりよく学校生活

を送ることができるように、みんなで力を

合わせて支援していきましょう！ 

随時、加筆・訂正していきます。 

気がついたこと、ご意見があれば 

お寄せ下さい。 

肢体不自由教育マニュアル作成ワーキンググループ 

～メンバー～ 

 ○黒江 純子  東 チホ  辰見 求実子  玉置 拓也   

西田 真理子  古澤 裕子  南 有紀  宮本 忍  山口 徹   

                       （○ チーフ） 

イラスト 西田幸生 

 

協力者  紀伊コスモス支援学校全職員 

                   平成２５年 ２月 ２２日 

おう！ 

一緒に深めていこかい。 

配慮点について、わかっ

てきました！これから

は実践ですね！！ 


