
知的障害のある児童生徒の 
自己選択・自己決定を支援する 

新潟大学教育学部 
長澤正樹 



１．自己決定を育てる・支援する 
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自己決定とは？ 

• 自分自身の生活や生き方について､自己の
意思や願いに基づき、主体的に決定すること 

• きめるために必要な方法を知り､目標達成と
解決を自ら行えること 

• 選択した結果について､自ら責任を担うこと 

自分で、きめる、解決する､責任を負う 
なぜ？ 
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なぜ 今自己決定が重要か？ 
昔 現在 

 
仕 事 

一次､二次産業
中心 
家業を継ぐ 

流通､サービス業 
多様化 
個人の適性 

 
結 婚 

家柄にあった相
手 
仲人の存在 

価値観の共有？ 
自分で選ぶ 
婚活 

集団･イエ制度から個人主義の社会への転換 
自己決定は、障害の有無にかかわらず、 

生きていく上で必要不可欠 
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自己選択 自己解決 自己主張 自己理解 

自分で選ぶ 
決める 

結果を 
受け入れる 

問題意識 

目標設定 

実行 

自己監視 
自己評価 

自分はできる 
という自信 

意思を 
表現する 

Noを言う 

得意､不得意 

自分にあった 
生き方 

人生観 
(自己実現) 

自己決定の概念図：Wehmeyer(1998)を参考に 

自己決定：４つの要素､さまざまなスキル 
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教育における4つの柱 
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自己管理 
 

自己解決 

自己主張 

自己理解 
自分の特性や能力を知る 

自分を客観視する 
自分にあった進路をきめる 

学校のこと、生活のことを 
自分で管理する 

支援ツールを使う、工夫する 

他者のアドバイス(聴いてもらう) 
を受けて、自分で（自分が）問題を 

解決する 

自分の気持ちや意思を、ことばで 
(社会的に受け入れられる表現で) 

相手に伝える 
してほしいことを訴える 

自己決定＝自分の職業や将来の生活を自分できめること 

自
己
肯
定
感 



1-1 自己選択 
• 自分で選ぶ、きめる 

 
 
 

• 結果を受け入れる 
– そのためには､選択肢と結果を前もって教えてお
くこと 

 

デザートは､りんごとみかん、どっちがいいですか？ 

午後の作業は、仕分けがいいか、箱詰めがいいか? 

仕分けの種類と量など。箱に詰める製品の種類と量 

自己選択支援:選択の機会を与え､選択肢と結果を示すこと 
結果について経験していること、わかりやすく説明すること 
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(参考)学校でのトラブル 

注意する 

教師に報告する 

服 
装 
の 
乱 
れ 
を 
見 
つ 
け 
た 

逆ギレされる 

自分は安全 

 本人の意見と、通常の選択の結果を比べ、 
自己の利益になる選択ができるようにする 



1-2 自己解決 
• 自己解決とは？ 

– 自分で問題を解決すること 
– 解決の仕方を一緒に考え､援助すること 

• その内容は？ 
– 自己管理：支度､片づけ、学習の自己管理など 
– 時間管理：スケジュール､仕事 
– 問題行動：自分で乗り越える方法を考え実行 

• 手続きの基本は？ 

「やって見せ､させてみて､ほめてやらねば､人は動かじ」 
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段階１：親が道具をそろえる 

段階２：一緒にそろえる 

段階３：こどもにさせて、そばで見守る 

段階４：一人でやらせ、離れて見守る 

段階５：一人でやらせ、あとで報告させる 

できたらかならずほめること 

段階的に自己管理できるよう支援する 
自己管理力が高いと予後がよい(先行研究) 
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時間管理の仕方(初級) 

• 活動の順序をきめる 
 

• 子どもが納得するまで一つの活動に取り組ま
せる 
 

• 順序に従い次の活動へ 

遊ぶ → 手を洗う → おやつ 

時間に拘束されず､満足するまで遊ばせます 

順序はできるだけ崩さないこと 

きまった活動の順番で見通しがもてる 
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問題行動の自己解決（基本） 
• 感情的にならず冷静に 

 
• 何が悪いのかを本人に気づかせる 

 
• どうすればよかったのか（次どうするか）本人
と考える 

• 少しでもできたことを誉めてのばす 

「それはあなたにとっていいことかな」「どんな約束だったの？」 

対応の仕方をいくつか提案して選択させる（できること） 

｢よく我慢できたね｣｢今度ははっきり言おうね｣ 

すぐ叱るのではなく、子どもに考えさせること 
どうして（Why)？ではなく、どうしたら（How) 

「何があったか、ゆっくり話してごらん」(じっくり聴く) 

http://www.fumira.jp/cut/kodomo/file139.htm�


1-3 自己主張 

• してほしいことをことばで伝える 
 

• 自分の気持ちや考えをことばで表現する 
 

• 相手に受け入れられる表現を使う 
 

• 「No」が言える 
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自分で考え決断し、それを相手に伝え、認めてもらう 

いっしょに
遊んで 

「楽しい」  「賛成」  「みんなでしましょう」 

「うるさいなあ！」  ＜  「静かにしてください」 



自己主張の手順（例） 
• 肯定的な自己表現ができる 

 
• 肯定と否定的な自己表現ができる 

 
• 否定的な自己表現(No)ができる 

｢私はねこが好きです｣｢このねこ､かわいいですね｣ 

｢ねこは好きですが､犬はちょっと苦手です｣ 

｢犬は苦手なので､今日は散歩､やめておきます｣ 

ロールプレイで言い方を練習する 
子どもが言いにくいことを自ら言ったときは､ 

言えたことをほめる 
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1-4 自己理解 

自分の特性や能力を知る 
自分を客観視する 

自分にあった進路をきめる 
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自己理解の実態（Samson,2011など） 

• 人より｢もの｣ 
 

• 自分より他人に関心を持つ 
 

• 否定的な自己像､誇大妄想的自己像 
 
 

内面､人間関係より所有物に関心を持つ 

他人に厳しく､自分に甘い？ 

｢自分は何をやってもだめ｣ 
｢自分はなんでもできる｣ 

客観的､肯定的な自己認識の困難さ 

アスペルガー障害の人の 
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自己理解の過程 

• 目標が達成できた、約束が守れた！ 
 

• 「自分はできる」 
 

• 「自分は○○は得意。でも◎◎は苦手」 

自己肯定感(自尊感情) 

自己理解 
将来の進路を考える元 

成功体験と、それを認識する評価で自信がつき､ 
前向きな自己理解ができる 17 

賞賛・承認 



自己理解から次の自分へ 

• 自分を知る 
 

• めざすべき自分の在り方(目標)をきめる 
 

• 目標達成の方法を考える 

自己理解、それは将来の進路や仕事につながります 
つなげなければならないのです 

18 Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 横山・今野より 



カウンセリングによる自己理解の過程 

想い 

根拠 

分析 対応 

ふり返り 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 19 

実行 



手続き(1) 

• 想いを聴く 
 

• 根拠を尋ねる 
 

• 根拠を分析する 
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「自分をどう思う?」「君って、どんな人?」 

「どうしてそう思うの?」「そう考えるのはなぜ?」 

事実の共有、前提・結果の明確化 



根拠を分析する 

Aを殴る Aがにらみつけた けんかになる 
気分は晴れない 

自分は短気ですぐ
かっとなる 

なぜそう思うの? 



対応を考える 

Aを殴る Aがにらみつけた けんかになる 
気分は晴れない 

無視? 
にらみ返す? 
言語化? 

自分にとって利益
にならない 

Aの気持ちを聴く 
教師がAに対応する 

これは事実か? 
Aとの関係をどうする? 

何ができる? 
どう言えばいい? 

けんかには 
ならないのでは? 

Aとの 
まあまあの関係 



手続き(続き) 
• 実行する 

 
• 結果を振り返る(うまくいった) 

 
 

• 結果を振り返る(うまくいかなかった) 
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きめたとおりにできるように支援する 

不快な場面でがまんできる、うまく人間関係が保てる 
やればできる。短気ではないのでは? 

別の方法があるのでは? → 対応再検討 

しかし、けんかを回避する努力をした 
やればできるのでは? 短気ではないかもしれない 



自己理解と進路決定 

• 自己理解を促す 
– 客観的で前向きな自己理解 
– 興味、関心、適性、障害特性、学力 

• 自分の特性や得意なことを生かす進路決定 
– 進路決定に必要な情報収集 
– 情報の分析 
– 自分自身に向いている職種の決定 

 
自己決定の尊重、具体的できめ細かなプログラムを 

自分を知る、社会を知る 
24 

最も重要な問題 



 自己理解と進路・支援 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

できる している しない できない 

得意・長所 不得意・短所 支援 

進路・職業 

できない 

障害認定 

できる 

合理的配慮として保障 

冷静に区別でき
ることが大切 



２．主体性を大切にした 
授業の在り方 



４つの要素 

• 振り返りをし、力の
高まりを実感 

• 自分の力がわかり 
「できる」認識を持つ 

• 選択肢と結果を明
確に示す 

• 子どもの経験に
基づく活動 

経験 自己
選択 

自己
評価 

自己
解決 

長澤(2014) 



2-1 子どもの経験に基づく 

• 子どもが経験したことを取り入れる 
 

• 子どもに様々な経験を与える 
 

• 経験したことをふり返る 
 

• 家庭でも同じ経験をする 
 
 Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 28 

慣れていること、知っていることは受け入れやすい 

自由に、構造化された場面で、反応をよく見る 

「○○楽しいね」「◎◎さん、○○好きなんだね」 

繰り返しは経験が知識になる。般化 



2-2 自己選択 

• 子どもに様々な選択肢を提示する 
 

• 結果がわかるように設定する 
 

• 選択肢と結果が結びつけられるように工夫す
る 
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遊具。ゲーム。作業種目。課題 

選んだものを体験。別の選択肢を体験。 

繰り返すことにより、結果がわかるようになる 

選択の機会を保障する。結果がわかるように提示する。 



(参考)重度知的障害の子の自己選択 

• 特別支援学校(小中)131名を対象 
• 自己選択の実態 

– 93％可能(教師回答) 
– 手段：ことば、ものをつかむ、うけいれる 
– 教師から見て「わかりやすい」：約90％ 
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重度知的障害の子どもも、自己選択できる 
大事なこと：選択の手段の多様性を認める 

           周囲の応答性 
    自己選択(決定)は、権利。権利の保障を 

長澤（2001） 



重度知的障害の子どもへの支援 

• 選択の機会の設定 
 

• 弁別しやすい工夫 
 

• 結果がわかるような工夫 
 

• 選択肢を増やす 
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生活のルーティンの中から、機会を選択 

注視しやすい。好きなものとそうでないものの組み合わせ 

即時強化。選んだことにより楽しさを感じさせる 

実態把握：好みのリスト、選択の手段。行動観察 



2-3 自己解決 

• 目標を明確にする 
 

• 課題解決の仕方を教える 
 

• 一人で解決できるよう支援する 
 

• 一人でできるよう支援ツールを使う 
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「今日はろうそくを20個作るんだよ」 

手順表。リハーサル。自己管理の仕方を教える 

必要最小限のプロンプトとフェイドアウト 

自助具  AT(Assistive Technology)  構造化 



2-4 自己評価 

• がんばった結果がわかるように 
 

• 成長の様子がわかるように 
 

• 将来の願う姿に近づいていることがわかるよ
うに 
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目標の具体化。評価の視覚化 

継続的な評価。定期的な評価 

指導段階表。自立生活サポートチェック表 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/08/dl/h0823-1a.pdf�


自己評価をビジュアルに 

目標 

今の自分 



UDLに基づく授業モデルの提案 

学習活動と学習内容の 
自己評価を取り入れた授業モデル 

 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

（参考） 



• 学習活動の明確化 
 
 
 
 
 
 

• 学習活動の自己評価 

• 学習内容の明確化 
 
 
 
 
 
 

• 学習内容の自己評価 

ＵＤＬ ３原則 
１．わかりやすく伝える(理解のための多様な提示方法） 
２．多様な方法で自分の意見や考えを伝える 
３．課題解決と達成感(主体的な学び) 

チェックリスト 

チェックリスト 机間巡視 
ノート点検 
小テスト 

導
入 

展
開 

終
結 

自己評価を取り入れた授業モデル 授業のゴールを示す 



がくしゅうのめあてカード 

• わたしがすること 
 

1. ノートにかく 
 

2. けいさんする 
 

3. はなしをきく 
 

 

• おぼえること 
 

1. ３＋５のけいさん 
 

2. ぶんしょうもんだい 
 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

せんせいのてんけん せんせいのてんけん 

学習活動(ルール) 
 
 
 
 
 
 
 

学習内容 
 
 
 
 
 
 
 



まとめ：授業モデルの成果 

• 成績上位群：学力の安定 
• 成績中位群：学力の大幅な向上 

 
• 成績下位群 

– 問題行動の減少 
– 課題に取り組む姿勢が多く見られるようになる 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

さらなる学習支援(小集団・個別)と行動支援(カウンセリングなど) 

平成25年度全国学力・学習状況調査 

http://www.nier.go.jp/13chousakekkahoukoku/data/research-report/crosstab_report_summary.pdf�
http://www.nier.go.jp/13chousakekkahoukoku/data/research-report/crosstab_report_summary.pdf�
http://www.nier.go.jp/13chousakekkahoukoku/data/research-report/crosstab_report_summary.pdf�


2-5 学びを深めるサイクル 

成功体験 

自ら学ぶ 

願う姿 

適切な支援 自己肯定感 

必要な情報 モデル・手本 

家族・仲間 自己有能感 



主体性の
尊重 

気持ちを
聴く 

想いを受
けとめる 

想いを実
現する 

共感する 

ふり返る 

活動の本質 
（子どものニーズに合った条件） 

場の設定 
文脈の構築 

教師の働きかけ 
教材の工夫 

授業 

2-6 子どもの主体性を大切にする 
授業の在り方(1) 

26年度中学部の授業 



子どもの主体性を大切にする授業の在り方(2) 

授業 子どもの 

反応 授業 

将
来
の
願
う
姿 

実践 → アセスメント 実践 の繰り返し（プログレスアセスメント） 



３．個別計画への本人参加 

42 Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 



自己解決の 
PDSサイクル 

43 Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

情動 
意欲 



個別計画作成と評価への本人参加 

• 当事者と支援者との協働作業 
– 当事者の思いを理解し､共感すること 
– 当事者が自分できめられるように支援すること 

• 自己評価から自己理解へ 
– できることとできないことを知る 
– 自分の特性を知る 
– 自分にあった進路を決める 

本人参加 → 問題解決の意識、自信(自己肯定感) 

ソーシャルワーク 

44 Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 



手続き 
• 目標をきめる 

 
• 必要な支援をきめる 

 
• 計画作成 
• 定期的に評価する 

困っていることを聞き､どうなりたいのかを一緒に考える 

可能な支援を提示し、受け入れられる支援をきめる 

できたこと、がんばったことを言わせる 
できたこと､がんばったことをほめる 

45 Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

本人参加 → 問題解決の意識、自信(自己肯定感) 



短期目標 して欲しいこと･して欲
しくないこと 

結果･がんばった
こと 

長期目標                             

次の目標 
 
 

自分はどうなりたいのか（自立生活を送る） 

今できることは 
何か 

（週２回洗濯する） 

教師･親に 
手伝って欲しいこと､ 
して欲しくないこと 

（洗剤の分量を見てほしい｡ 
ほかは口出しをしないで 

ほしい） 

できるようになったこと 
がんばったこと 
（洗濯機の使い方を 

マスターした） 

洗濯物を干す 
46 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

事例 



(参考)親の会事例検討会 

• 年３事例（新潟）、年２事例（長岡） 
• 参加者：会員、賛助会員（教師等）、当事者 
• 内容 

1. 個別の指導計画の作成                     

2. （４ヶ月後）評価 
 

特色：個別計画作成に基づく事例検討 
親の会主導で学校と連携   
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事例検討会の方針 

• 協働作業の精神で 
– お互いの立場を尊重し、それぞれができることを
考える 

– 原因追及より、問題解決を第一に考える 

• 目標と情報の共有 
– みんなで考え、みんなで責任と成果を共有 
– できそうなことを自由に発言する(けなさない) 
– みんなで知恵を出し合う 

「なぜそうなったか」 → 「どうすればできるか」 
Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

（参考） 



参加者の意見(一部)  

• 親と教師が力を合わせて指導していかなけ
れば効果が上がらない(だから有意義) 

• 共通の目標とねらいがもててよかった 
• 親の見方、教師の見方など、多面的に個をと
らえることができる 

• 日頃から保護者と情報交換することの大切さ
を改めて知った 

課題はあるものの、反響は大きかった 
Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

（参考） 



検討会への本人参加 

50 Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

検討会に当事者が参加し、意見を述べるようになった 

（参考） 



本人参加の手続き 

• 本人に関する情報提供 
– 学力、実態把握データ、学校・社会の情報 

• 本人の悩み、困難さの受け止め 
– 自己認知、自己理解の重要性 

• 願う姿の具体化 
– 現状から、具体目標の自己選択 

• 必要な支援の選択 
– 丁寧な情報提供とメリット、ディメリットの紹介 

本人参加で目標達成率が向上した 

（参考） 



４．自立した生活とは 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 52 



かつてよく見られた障害者施設 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 53 

生活 

就労 余暇活動 

地域 



Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 54 

 
 

グループホーム 

会社 
作業所 娯楽施設 

脱施設化施策後 

地域社会 

生活 

就労 
余暇 

菅野(2006) 

改正障害者基本法(2011) 
第3条：地域社会における共生等 

(生活スタイルの自己選択の保障、地域での共生) 

具体的施策：障害者総合支援法(2013) 



Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 55 

暮らし 

会社 
作業所 余暇 

地域社会 

自立した暮らし・健全な生活習慣 

できる仕事をする 
好きな余暇を楽しむ 

充実した生活・人生のモデル 



Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 56 

自立した暮らし 
健全な生活習慣 

できる仕事をする 好きな余暇を楽しむ 

自己決定 

生活への意欲 
(自己有能感) 生活に必要な知識と

技能(生きるために
必要なスキル)  

意欲を支える感
情(自己肯定感) 

充実した生活・人生のモデル 

支援・援助 附属特別支援学校(2011) 



2-2個別の移行計画 

• 将来の「就労」「生活」「余暇」について目標を
きめ、目標達成のために獲得すべきことがら
を整理した計画書 

• 個別の教育支援計画の一種。高校で作成 
 

就労、卒業後の生活のビジョンを具体化し、 
この１年で学ぶことを具体化すること 

入学後、できるだけ早期に作成することが望ましい 
本人、保護者の参画を 

57 



自己理解→目標設定→自己解決→自己評価→自己理解の高まり 
58 



５．充実した生活、人生とは 

 
 

まとめにかえて 
59 Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 



知的障害の教育：まとめ 

• 知的障害の特性に対応 
– 動機付けを高める配慮 

• 個の実態にあった教育 
– 発達段階、好み・興味関心 

• 経験に基づく活動 
– 繰り返しとバリエーションの拡大、般化 

• 主体性の尊重 
– 自己選択、自己解決 

• エビデンスに基づく実践を 



まとめ(続き) 
• 知的障害の特性の理解 

– 経験を通して教える、具体的に教える 
• 人権の尊重 

– ニーズにあった目標、自己選択、インフォームドコ
ンセント 

• 指導の系統性・一貫性 
– 発達理論と学校の実態にあった系統表の作成 
– 個別の指導計画による個への保障 
– アセスメントと定期的な評価 

子どもの一生を見通した(意識した)指導・授業を 



国民総幸福度 
(GNH:Gross National Happiness) 

• 物質的な豊かさだけではなく、精神的な豊か
さも尺度に入れた「幸福度」を表す考え方 

• ブータン前国王が提唱 
• 現在は国の開発政策の理念 
• 仏教の思想をベースに、地域社会や家族の
つながりを大事にしている 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 62 

コミュニティの活力(地域社会や家族のつながり） 
↓ 

絆（きずな）  

鈴木(2010) 



絆（きずな）と自己決定 

• 支援を受けながらでも、自分できめられる生
活が自立生活 

• 依存はよくないが、人を頼ることは悪くない 
• 「絆」とは、支援・援助が当たり前の社会 
• できることは自分でし、できないことは支援を
求めよう 

• しかし、どの支援をどのぐらい求めるのかをき
めるのは自分(自己決定) 
 

63 Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 



長澤研究室 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/ 
メールマガジン、特別支援教育・発達障害の情報、資料 
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