
〜はじめに〜 

このガイドラインには、子どもたちが家で取り組める様々な活動のアイディアが載っていま

す。何か一つでも、子どもたちが取り組める活動、子どもたちと一緒に楽しめる活動のヒントに

なれば嬉しく思います。子どもたちが音、視覚、匂い、味、触覚、様々な感覚を使って活動に参

加できるよう、ご家族の皆さん、支援者の皆さんのアイディアで活動をアレンジしてみてくださ

い。 

⚫ 現在のような状況の中、子どもたちはより大きなストレスや不安を抱えています。日々の

ルーチンをもつことで、子どもたちは安全、安心を感じることができます。 

 

⚫ 子どもたちが有意義に活動に参加し、自分で何をすべきかということに気づくためにも、

ルーチンを持つことは大切です。 

 

⚫ 1日中決められた課題を行うというのは、子どたちにとって楽しいことではないでしょ

う。簡単な活動で構いません。家の中、また家の周りで継続的に活動に取り組むことによ

って、生活技術、職業技術など、生涯を通して子どもたちの日々の生活に役立つ技術を維

持し、そして様々な概念を学ぶ機会となります。 

 

⚫ 子どもが、家で行うことができ、活動に参加できる簡単なスケジュールを作ってみてくだ

さい。 

 

⚫ そのスケジュールを子どもたちが理解できるように、写真や文字、オブジェクトなど、子

どもたちのコミュニケーション方法にあったスケジュールを作りましょう。スケジュール

を子どもたちが確認したいときに確認できるよう、子どもたちが見える場所、触れる場

所、アクセスできる場所に置きましょう。 

 

⚫ 目標を決め、子どもたちがその目標に向かって積極的に活動に取り組めるよう、活動後の

お楽しみなども含めて、子どもたちと一緒に計画すると良いかもしれません。 

 

特別支援教育を必要とす子どもたちの 

ご家族・支援者の方へのガイドライン 

 

 

       

 
    



ご家族・支援者の方々へ 

今とても大きなストレスを感じていることと思います。その心配事・ストレスは現在、世界中で

多くの人が抱えています。家族全員が常に家で過ごしていて、家の中は少し慌ただしくなってい

るかもしれません。それはいつものお休みとは違う状況でしょう。多くの人たちが家で仕事をす

る、家で過ごすという新しい方法を模索し、葛藤しています。通常であれば、学校で授業を受け

ている子どもたちを、自宅で教育をしなければならないというプレッシャーを感じているかもし

れません。子どもたちの学び、落ち着いた生活を維持することは簡単なことではありません。特

別な支援を必要としている子どもを育てること、子どもと一緒に過ごすことは、生活の中で、全

てのバランスをどのようにとるか様々な工夫をしなければならないでしょう。 

ご家族の皆さん、支援者の皆さん自身が、ただ静かに過ごし、落ち着ける時間を作ってくださ

い。なかなか時間が取れないときは、15分だけでも構いません。たった 15分という時間ですが、

大きな助けとなるでしょう。 

子どもたちから離れ休憩できる時間が取れること、子どもたちが家事や家のことなどお手伝いに

参加できる活動を取り入れているかどうかを確認して、子どもたちのスケジュールを作りましょ

う。 

これは、子どもたちが家族の一員として、家族のために家事などのお手伝いを行えるとても素晴

らしい機会です！ 

もしかしたら、これらの活動を子どもたちが行うことは無理だと感じるかもしれません。でもそ

んなことはありません。子どもたちがはっきりした見通しや期待が持てるように準備をすれば、

子どもたちはその計画に沿って活動するでしょう。 

これは、絵と文字を使用したスケジュールの簡単な例です。 

わたしの  １にちの  スケジュール 

ごぜん 

おきる 

 
 

ハミガキ 

 

たいそう 

 

あさごはん 

 

あさのかつ

どう 

 

テレビ 
 

 

ひるごはん 
 

 

ごご 

べんきょう 

 

ガーデニング 

 

あそび 

 

いろあそび 
 

 

どくしょ 

 

ゆうしょく

じゅんびの

おてつだい 

 

ゆうしょく 
 

 



スケジュール（例） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ まだ小さいお子さんは、これから何をするのか、次に何をするのかということを伝え

るだけでも十分です。 

⚫ 午前と午後に一つずつ、または 1日に一つ何かの活動に取り組むのでも構いません。 

⚫ 継続すること、それが何よりも大切なことです。 

⚫ 朝、その日行う活動、スケジュールを子どもたちと確認します。 

時間 活動 

06:00 - 07:30  起床 

着替え、身の回りのこと 

07:30 – 08:00 運動 : 体操、外での運動、ダンス、ヨガ 

08:00 - 08:30 朝食：準備、食事、片付け 

09:00 - 10:00 朝の活動時間 

● 月曜日・水曜日：製品作り 

● 火曜日：アート 

● 木曜日：料理 

● 金曜日：家の掃除 

● 土曜日：スクラップブック作り 

● 日曜日：写真遊び 

10:00 - 11:00 テレビ、洗濯・洗濯干し 

11:00 - 12:00 室内または外での遊び 

12:00 – 01:00 昼食：準備、食事、片付け 

01:00 – 02:00 勉強、生活スキル 

02:00 – 03:00 ガーデニング 

03:00 – 04:00 遊び、自由絵遊び 

04:00 – 05:00 パソコンタイピング、絵描き、テレビ 

05:00 – 05:30 読書 

05:30 – 07:00 夕食準備の手伝い、レジャー 

07:00 – 08:00 夕食：準備・食事・片付け 



 

目的 
⚫ 将来のためできる自分で

できることを増やしてい

く 

⚫ 子どもたちの自尊心と自

信を育む 

 なぜ今行うのでしょう？ 

⚫ 障害をもっている子どもたちは何かを学ぶため、習得するた

めに、より多くの時間を必要とします。できるけ早くから始

めることが、子どもたちのより良い学びへと繋がります。 

⚫ 現在、自宅での学習、練習を行うための時間がたくさんある

と思います。その時間の中では、急いで活動を終わらせた

り、子どもたちを急かしたりする必要はありません。子ども

たちのペースで活動を進められることは大きなメリットで

す。 

 

 

大切なこと 
⚫ 子どもたちが自分で行う機会を作って

ください。そして子どもたちが行って

いることを待ってあげてください。 

⚫ 子どもたちが学び、参加できるという

ことを信じてください。 

⚫ お手伝いを毎日の活動に取り入れまし

ょう。 

 

 子どもたちの学び 

＜教科学習＞ 

1. 自立活動、自己概念、自尊心 

2. 算数 

a) 方向、左右 

b) 測定  

c) 数の概念 

3.  理科 

a) 清潔さ、衛生 

b) どうやったら機械が動くか（家電など） 

＜生活総合学習＞ 

1. 順序・整理整頓  

a) 順序に従って活動に取り組む 

b) 場所と物を整理する 

2. 職業訓練 

a) 課題を最後まで行う 

b) 自分の課題を評価する 

3. コミュニケーション  

a) 必要なときに助けを求められる 

b) 自分で選ぶ 

4. 安全 

a) ハサミ、のりを安全に正しく使用する 

5. 粗大運動・手指の巧緻性 

a) バランス、調整、物運び 

b) 折りたたみ、（飲み物や水など）注ぐ、切る 

日常生活の中で自分でできる活動を作ろう 

 



 

起床後ルーチンのスタート 
   

 

 
 

毎日決まった時間に起きましょう。 

⚫ 寝る前に子どもと一緒にアラームをセットして、それを

子どものそば置きましょう。 

⚫ ５日間継続できたら、子どもが好きなこと、楽しいこと

など、何かご褒美があると良いかもしれません。  

⚫ 週末に起きる時間を決めましょう。ルーチンを継続して

ください。  

 

 
 
 

 

学校がある日のように活動を始めましょう。 
⚫ ハミガキ、シャワー、着替え 

⚫ 起床後のトイレ 

⚫ 子どもが着る服を自分で選ぶ機会を作りましょう。（触

ったり、見たりしながら、２つのうちからどちらかを選

ぶという方法でも構いません。） 

⚫ 子どもが助けを必要とすること、子どもにとって困難な

こと、何をどのようにすれば良いのかまだ分からないこ

となどを確認しましょう。 

⚫ やり方のお手本を行ってください。 

⚫ 必要あれば、子どもたちの手をとり、一緒に行いましょ

う。 

⚫ 声かけやサイン・手話などを使用して、ときには子ども

を励ましながら活動を行いましょう。 

⚫ 子どもが全てを行うことが難しい場合は、できるところ

を一人で、難しいところは一緒に行いましょう。 

⚫ 着替えるときはドアを閉めるなどして、プライバシーに

ついて子どもが学べるようにしましょう。 

⚫ 子どもが自分で汚れた服を洗濯機へ入れる、洗濯場所ま

で持っていくようにしましょう。 
⚫ 待ってあげてください。子どもたちは自分で行うことで

様々なことを学びます。 
⚫ まだイレトレーニングを始めていなければ、今がオムツ

を取るチャンスです。スケジュールの中に、トイレにい

く時間を入れましょう。 

 



家事・手伝い 

 
 

 

 

昼食準備の手伝い 

⚫ 子どもに任せられる小さな仕事を考えましょう。 

（例）野菜を水で洗う。じゃがいも、にんじん、き

ゅうりの皮をむく。もし包丁を使うことが安全であ

れば、野菜を切る。 

⚫ お皿、容器を洗う。 
子どもができる範囲の枚数を決め、始める前に、何

枚あるか子どもと確認すると良いです。 

 

 
 
 

 

洗濯と洗濯干し 

子どもは様々な方法で、この活動における全てのステッ

プに参加できます。自分が着た服を洗うことはルーチン

化しやすいでしょう。 

 

以下の活動で、子どもが参加できる活動を取り入れてみ

てください。 

⚫ 洗濯物を石けん水の中に浸す 

⚫ 洗濯物を洗濯機に入れる 

⚫ 洗い終えた洗濯物を洗濯機から出す 

⚫ どれくらいの洗剤が必要なのか（何カップなど）確

認する 

⚫ 洗濯機の操作方法を学ぶ 

⚫ 洗い終わった服を干す（洗濯バサミの使い方の練

習） 

 

あなたが日々洗濯を行なっているように、子どもと一緒

に行いましょう。 

子どもたちはあなたの小さなアシスタントです！ 

 

 

 

洗濯物をたたむ 

⚫ カゴから服をとる。 

⚫ 誰の服か分ける。 

⚫ たたみ作業を一緒に行う。兄弟と一緒に行うのも良

いでしょう。 

⚫ 引き出しにたたんだ服を片付ける。 

 



運動 

体操、ヨガ、ダンス 

 
 

心身の健康のために運動しましょう。これは家族全員にとって良い活動です。 

 

 

 

子どもたちの学び 

＜教科学習＞ 

1.自分の体について理解する 

a) 動きを真似る 

b) 記憶する 

2.算数 

a) 数を数える 

＜生活総合学習＞ 

1. 順序 

a) 順序に従って活動に取り組む 

2. 職業訓練 

a) 課題への集中力 

3. 運動能力 

  a) 粗大運動における体の調整とバランス 

目標 

⚫ 体操、外での運動、ダンス、ヨガな

ど、ルーチンの中に 15 分から 30分の

運動を取り入れる。 

⚫ 朝運動を行うことで、エネルギッシュ

に 1日のスタートさせる。 

⚫ エネルギーを使い、カロリーを消費

し、健康を維持する。 

 必要なこと 

⚫ 参考になるビデオ 

⚫ ビデオをみて行うことが難しい場合は、

家族の誰かが一緒に行ってください。 

 



                 体操 

              

 

 

オンラインビデオなどを活用しましょう。 
⚫ ダウンロードしたビデオやオンラインビデオを利用

し、その動画に沿って行なってください 。 

⚫ 以下、いくつかの参考リンクです。 

1. ラジオ体操 

https://www.youtube.com/watch?v=GM3d3QP3ylM 

2. トレーニング 

https://www.youtube.com/watch?v=Fhdacw6tHLA&t=92s 

3. マッサージ 

https://www.youtube.com/watch?v=i6d1hzyFX8k 

https://www.youtube.com/watch?v=rtX5j67Hg9A&t=62s 

 

 

 

簡単なルーチン 
⚫ ネットや動画を使用しない場合、簡単なルーチンを作

りましょう。  

1. その場でジョギング 30 回 × 2 

2. 家の周りを 5 周走る 

3. ジャンプ、座る、立つと行った異なる動き 

4. (例)ジャンプ 4 回→座る  

カウント方法： 

1,2,3,4,5  または ジャンプ× 4＋座る など 

 

 

       ダンス 

            

 

⚫ ダンスの動画を真似して楽しく体を動かしましょう。 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=8MwiLTXhdJ0 

2. https://www.youtube.com/watch?v=iKQC2t2V6_c 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ETRUOQtPwXU 

4. https://www.youtube.com/watch?v=T9a3a_P6wwg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GM3d3QP3ylM
https://www.youtube.com/watch?v=Fhdacw6tHLA&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=i6d1hzyFX8k
https://www.youtube.com/watch?v=rtX5j67Hg9A&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=8MwiLTXhdJ0
https://www.youtube.com/watch?v=iKQC2t2V6_c
https://www.youtube.com/watch?v=ETRUOQtPwXU
https://www.youtube.com/watch?v=T9a3a_P6wwg


ヨガ 

 
 

 

                 

 
 

 

 

ヘビのポーズ  
1. 床にお腹をつけて寝る。 

2. 頭からつま先までストレッチをします。 

子どもに語りかけましょう。 

「草むらの中のヘビのように、太陽の下でストレッチ

をしよう！」 

3. このポーズを約 30秒間維持します。 

4. 肩のところに手を持ってきて、手のひらを床につけ

ます。 

5. 肘を伸ばし、頭と上半身をできるだけ高く持ち上げ

てください。肘を体に近づけ、手に寄りかかりま

す。 

 

  

 

 

 

クロコダイル 
1. 頭を上げて腰から上に上体を反ります。 

2. 子どもに語りかけましょう。 

「私たちは沼地や川のワニよ。今日、何を食べられる

かしら？見て、そのカエルか虫にしよう！」 

（口をワニのように開いて…） 

「さぁ食べよう！ガブッ！」 

 

  

 

 

 

ネコ 
1. 四つん這いになります。腕をまっすぐに保ち、肩を

リラックスさせ、頭を上げます。（ニャー姿勢） 

2. 子どもに「猫になろう！」と語りかけ、猫の鳴き声

を聞いたり、真似たりしましょう。 

3. 怒った猫のように、背中をアーチ形にします。（怒

りの姿勢） 

4. 頭を持ち上げ四つん這いのニャー姿勢から背中がア

ーチ型の怒りの姿勢を交互に繰り返しましょう。怒

りの姿勢の時に深呼吸しましょう。 



 

 

 

 

ネズミ 

1. 足の方向に腕を身体にくっつけます。 

2. 手が体全体に沿うようにします。 

3. できるだけ長く、通常は 30 秒間、「ネズミのように

静か」でいるように子どもに声かけしましょう。 

 

 

 

 

 

 

犬 
1. お尻を持ち上げ、腕と足を真っ直ぐに保ちます。足

の裏を床につけてみましょう。この体勢は長時間維

持するのが大変かもしれません。 

2. お尻を床へ下ろした状態で、脚と腕をまっすぐに保

ち、犬のように頭を上げます。 

3. 子どもに「犬になろう！」と語りかけ、犬の鳴き声

を聞いたり、真似たりしましょう。 

4. ヒップを上げたり、下げたりしましょう。 

5. お尻を上げたところで終わりです。 

 

 

 

家族みんなで運動ゲーム！ 

 

家族全員で交代でやってみてください。 

 

●片足で最も長く立つことができる人は誰でしょう？ 

●前にジャンプします。一番遠くまでジャンプできる人は誰でしょう。 

●椅子に座ります。「Go！」の合図で立ち上がって、座って、立ち上がって、座って…

と繰り返します。30秒間で誰が一番多く繰り返しましたか？ 
 

このような課題は楽しく、家族でゲーム感覚ででき、数の勉強にもなります。そして健

康にもとても良い運動です！ 

ヨガ動画 

1. 赤ちゃんと一緒にできるヨガ 

https://www.youtube.com/watch?v=QbqmkHhVZis 

2. 親子ヨガ 

https://www.youtube.com/watch?v=p14biHzIXM8 

https://www.youtube.com/watch?v=o6VFMPXgoDM 

3. キッズヨガ 

https://www.youtube.com/watch?v=X23r46cwc-o 

https://www.youtube.com/watch?v=QbqmkHhVZis
https://www.youtube.com/watch?v=p14biHzIXM8
https://www.youtube.com/watch?v=o6VFMPXgoDM
https://www.youtube.com/watch?v=X23r46cwc-o


 

必要なもの 

⚫ 家にあるもの、また近くのお店で購入

できるもの 

 目標 

⚫ 製品を完成させる 

⚫ 成功体験を積み、達成感を味わう 

⚫ 職業技術と手指の巧緻性を高める。                                                                                  

 

 

 

 子どもたちの学び 

＜教科学習＞ 

1.自立活動、自己概念 

2.社会技能 

3.算数 

a) 数の概念 

b) 測定、測量  

＜生活総合学習＞ 

1. 順序・整理整頓  

a) 順序に従って活動に取り組む 

b) 場所と物を整理する 

2. 職業訓練 

a) 課題を最後まで行う 

b) 完成したものを自分で評価する 

3. コミュニケーション  

a) 話し合いと自己決定 

b) 必要なときに助けを求める 

c) 自分で選ぶ 

4. 安全 

a) ハサミ、のりを安全に正しく使用する 

5. 手指の巧緻性 

a) 切る、折りたたむ、折り目をつけ

る、貼り付ける 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

製品作り 

月曜日・水曜日! 

 



グリーティングカード 

 

 

必要なもの 
⚫ 記録紙、色紙、白の紙、ラッピング用

の紙 

⚫ ペン、クレヨン、絵の具 

⚫ はさみ 

⚫ 定規 

⚫ のり 

 準備 
以下のことを子どもと話し合う 

⚫ これから作成するもの 

⚫ 作成する数 

⚫ カードを渡す相手 

 

 

      
 

          
 

 

    

 手順 
1. 紙の角を合わせて、半分に折りま

す。必要があれば、半分に折る線を

描いてあげましょう。 

2. 折り目に沿って折り、力を加えた状

態で 3〜5数えます。 

3. 好きな紙にハート、雲、木、星、家

などの形を描きます。線に沿って切

り取り、カードのデザインを考えな

がら、貼り付けましょう。カードに

色を加えたり、絵を書いたり、何か

印刷したりしても素敵ですね。 

4. 子どもとメッセージを考えましょ

う。考えたメッセージを要らない紙

に書き、メッセージ読み返して、何

か付け足したり、変更するか子ども

と相談しましょう。子どもが自分で

メッセージをかける場合は、メッセ

ージを読み上げたり、あなたが書い

たものをお手本にしてもいいかもし

れません。 



要らない Tシャツを利用した 

買い物バック 
 

 

材料 
⚫ 古い Tシャツ 

※生地が厚ければ、より丈夫なバッグに

なります。 

⚫ はさみ 

⚫ ペン 

⚫ 大きなボウル 

⚫ 定規 

 準備 
⚫ 古い Tシャツを集めましょう。 

家族や近所の人に要らなくなった Tシャツが

あるかどうか、子どもたち自身が聞きに行く

ようにしましょう。 

           

 

       

 

 

1. Tシャツを平らな面に置きます。  2. ハサミで袖を切ります。 

          

 

          

3. 首周りの部分を切り取ります。大きなボ

ウルを使用して下書きすると、きれいな丸み

のある形になります。 

 4. 裾の部分を、3cmごとに線を引き、前後

の布を重ねた状態で切ります。長さは Tシャ

ツのサイズによって異なりますが、2度結ぶ

のに十分な長さを目安としてください。  

Tシャツは重量に応じて伸縮するので、物で

いっぱいになったときにバッグが床につかな

いかどうか確認しましょう。 

   



    

   

  

     
 

5. 切った部分の前後の布を結んでいきま

す。全て２度ずつ結んでください。片側から

始めて全て終わるまで結んでください。 

 6. 結び目をきつく縛り、袋を密閉します。

結び目を隠したい場合は、結び始める前に 

布を裏返しにし結ぶとスッキリしたバックに

なります。 

                                                                 

                                                                   

                                                                 

 
 

買い物バックが完成しました！ビニール袋はもう必要ありません☺ 
⚫ 子どもが完成品を家族や近所の方に見せに行く機会を作りましょう。 

⚫ マーケットで販売したり、家族や近所の人から注文を受けてもいいかもしれません。また

友達や家族にプレゼントしたりしましょう。 

 

 

 

 

 



 

材料 
⚫ 未使用または使用済みの紙 

⚫ 下の図が描かれたテンプレート用の新聞 

⚫ はさみ 

⚫ のり 

 準備 
目標を設定します。作る数を決めましょ

う。 

 

 

 

       

 手順 
⚫ 暗い線に沿ってカットします。 

⚫ 灰色の線に沿って両側をよく折り目

を付け、手で押さえたまま 5数えま

す。 

※子どもたちにとって見やすくなる

よう、灰色の線に色をつけても良い

かもしれません。 

⚫ 3つの側面をくっつけます。上の部分

はのりづけしません。 

⚫ 色を付けたり、葉っぱや指を使って

絵の具で模様を描いたり、シールや

好きな形の紙を貼ったりしても楽し

いですね！ 

 

封筒印刷無料テンプレート 

印刷のウェーブ 

https://www.wave-

inc.co.jp/data/download/envelope.html 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

封筒作り 

 

https://www.wave-inc.co.jp/data/download/envelope.html
https://www.wave-inc.co.jp/data/download/envelope.html


 

材料 
⚫ はさみ 

⚫ 定規 

⚫ ペットボトル 

⚫ 薄い布地（直径約 5cm） 

⚫ 輪ゴム 

 準備 
⚫ ペットボトルを集めましょう。 

⚫ 絵を描くか、何か飾り付けるかを子ども

と計画します。 

⚫ 育てる植物について話し合いましょう。 

 

 

 

プラスティックボトルのプランター 

      

 

 

 
 

手順 

1. ボトルの真ん中辺りに線を引きま

す。 

2. 線に沿ってボトルを切ってくださ

い。  

3. キャップを外します。 

4. 布でボトルの口を覆い、周りを輪ゴ

ムで固定します。 

5. 下半分のボトルをアレンジしましょ

う。ポスターペンで絵を描いたり、

小枝、ボトルキャップ、ひもなどを

貼り付けてアレンジしても楽しいで

すね。 

6. 上半分のボトルに途中まで土を入れ

ます。 

7. 上半分のボトルを下半分のボトルに

差し込みます。 

 

                
 



 

目的 
⚫ 子どもたちがアートを通して創造力や

感情を表現する 

⚫ 想像力を養う 

 準備するもの 
⚫ 紙 

⚫ 絵の具、色鉛筆、クレヨン 

⚫ のり 

⚫ はさみ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 子どもたちの学び 
＜教科学習＞ 

1. 自己表現 

2. 創造力と想像力 

3. 理科 

a）色とその作り方 

4. 算数 

a）数の概念 

＜生活総合学習＞ 

1.順序・整理整頓 

a) 順序に沿って活動に取り組む 

b) 場所と物を整理する 

2.職業訓練 

a) 課題を最後まで行う 

b) 完成したものを評価する 

3.コミュニケーション  

a) 話し合いと自己決定 

b) 必要なときに助けを求める 

c) 自分で選ぶ 

4.安全 

a) ハサミ、のりを安全に正しく使用する 

5.手指の巧緻性 

a) 切る、折りたたむ、折り目をつける、

貼り付ける 

 

 

 

 

   

   

 歯ブラシ塗装 
1. 古い歯ブラシを使って、紙を叩くように

して色付けしたり、歯ブラシを振って紙

に色付けしても良いです。 

2. カラフルな模様が作れます。好きな形の

紙を置いて、色付けすると写真のように

なります。 

（型の例）：葉、鍵、花、動物など 

アート 

 



 

  葉っぱと野菜の版画 
1. 版画にするものを集めます。 

葉、ボトルキャップ、野菜（切ったもの）など 

2. 版画にする表面を水彩絵の具で色付けします。 

筆を使って色付けするか、そのまま表面を絵の

具につけます。 

3. 表面を紙に押し付けましょう。 

   

 

 糸を使った絵 
1. 長い糸またはひもを使用します。 

2. 筆を使って色をつけるか、絵の具の中にひもを

入れます。一本の糸に一色または二色使っても

良いです。 

3. 紙を半分に折り、片面にひもを好きなように置

きます。 

4. もう片面で糸を置いた面を覆い手で押さえま

す。（紙を半分に折ります） 

5. 紐を引っぱります。 

6. どんな絵になっているでしょうか？ 

https://www.youtube.com/watch?v=sHkq_v5KEQw 

   

  コラージュを作る 
 

1. いろいろな種類の紙を切り取ります。新聞、古

いノート、ダンボール、お菓子の箱など。 

2. 貼り付けてコラージュを作成します。 

   

 

 フリーアート 
⚫ 大きな紙に、手や足を使って絵を描こう。 

⚫ トピックを選んで絵を描こう。 

(例)なりたいスーパーヒーロー 

自分に似ている動物 

⚫ 物、写真、景色を見て絵を描こう。 

   

子どもたちといろんなアートをやってみましょう！ 

アート活動は、子どもの世界を知るきっかけとなり、子どもが自分を表現でできる素晴らしい

活動です。 

⚫ この活動を最大限に活用するために☺ 

1. 子どもに率先してもらいます。 

2. 活動を制御したり、こちらから提案したりせず、子どもの意見を尊重しましょう。 

3. 完成したら、作品について教えてもらいましょう。 

4. 作品を家族にみせましょう。  

https://www.youtube.com/watch?v=sHkq_v5KEQw


 

目的 
⚫ 料理を作ったり、他の人と共有したり

する喜びや楽しさを経験する 

 必要なもの 

⚫ 料理の材料 

⚫ 子どもがアクセス可能なレシピ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

子どもたちの学び 

＜教科学習＞ 

1. 生活技術 

2. 算数 

a）数の概念 

b）測量 

3. 理科 

a）食べ物はどこから来るのか 

b）バランスの取れた食事 

＜生活総合学習＞ 

1. 順序・整理整頓 

a）順序に従って活動に取り組む 

b）場所と物を整理する 

2. 職業技術 

a）課題を最後まで行う 

b）自分の仕事を評価する 

3. コミュニケーション 

a）必要なときに助けを求める 

b）自分で選ぶ 

4. 安全 

a）キッチン設備の使用方法、火の取り扱い 

5. 手指の巧緻性  

a）皮むき、切る 

 

  

  

  

調理の日！ 

 



始める前に 
⚫ 子どもと活動を一緒に計画しましょう。何を作るか、誰に作るか、何人分作るかなど。そ

して何が必要か子どもと話してください。材料リスト、調理器具リストを作成します。 

⚫ 料理をする場所、作業をする場所を決めると子どもにとってわかりやすいかもしれませ

ん。トレイを使って何処に何があるか整理しましょう。子どもたちが作業をしやすい環境

を作ることも大切です。 

⚫ 子どもたちが自分で準備しましょう。または子どもたちと一緒に準備しましょう。 

エプロンを着用します。エプロン代わりに古い特大の Tシャツを使っても良いです。 

⚫ 手を洗いましょう。子どもが衛生、手洗いについて学ぶ良い機会です。 

⚫ 洗う、皮をむく、すりつぶす、混ぜる、注ぐ、測るなど、特定の作業に取り組むことがで

きます。子どもがやりやすい場所で器具や材料を使用しましょう。 

⚫ 料理の活動は、子どもが必要なときに助けを求められるよう練習する良い機会です。 

できるだけ、子どもが助けを求めてくるまで見守ってください。必要に応じて子どもを導

くことは構いません。ただ子どもたち自身が楽しみながら、「できた！」と感じられるこ

とが大切であることを忘れないでください。 

   

    

 

 料理や飲み物を作ろう！ 
1. 子どもと一緒に何を作るかを計画します。簡単

な料理、軽食、または飲み物など。 

（例）子どもの好きな料理・お菓子、フルーツ

ジュース、紅茶・コーヒー、野菜サラダ、パ

ン・ジャムなど。 

2. 必要な材料のリストを作ります。 

写真を使用したり、音声でリストを記録した

り、実物を触って材料や使用する道具を子ども

と確認しましょう。 

3. 簡単なレシピを作成します。 

レシピも同様に、写真、動画、音声、オブジェ

クトを使用して、子どもがアクセスできるよう

にしましょう。 

4. 包丁を使用したり、熱を加えて調理する活動が

ある場合には、子どものそばにいましょう。 

 

子どもの導き方・例 

⚫ あなたがお手本になります。 

（例）サンドイッチを作り：あなたのサンドイッチ作りを子どもが同じように行います。 

⚫ あなたが作業している手を子どもが触り、作業の内容や流れを教えます。 

 

できるだけ子どもに任せましょう。子どもがたくさん参加してできた料理は、見た目や味は完

璧でないかもしれませんが、きっと家族みんなで楽しむことができるでしょう☺ 

 



 

              

             
 

 子どもたちの学び 

＜教科領域＞ 

1. 自立活動・自己概念  

2.生活技術 

＜生活総合学習＞ 

1.順序・整理整頓 

a) 順序に従って活動に取り組む 

b) 場所と物の整理 

2.職業訓練 

a) 課題を最後まで行う 

b) 活動を自分で評価する 

3.粗大運動と手指の巧緻性  

 

 

 

 

 

   

         

 

 掃除をしよう！ 

1. やることをリストアップし、子ども

にいくつか選んでもらいます。掃除

機、ゴミ捨て、棚・テーブルを拭

く、窓・ドアを拭く、食器棚の再配

置など。 

2. 子どもが最後までやり遂げられるよ

うに声かけしましょう。必要に応じ

て一緒に行ったり、少し助けてあげ

てください。 

3. 自己評価の例 

最後まで行えましたか？ 

掃除をしたところは綺麗になりまし

たか？ 

 

掃除をしよう、金曜日！ 

 

目的 
⚫ 自分のため、家族のために掃除をする 

⚫ 生活技術を身につける 

 必要なもの 
⚫ 掃除道具  



 

ガーデニング！ 

 

目的 
⚫ 子どもが植物の成長と健康に

責任を持つ 

 

子どもたちの学び 

＜教科学習＞ 

1.自立活動・自己概念  

2.理科 

 a) どのように植物は育つのか知る 

 b) 自分が食べているものについて知る 

＜生活総合学習＞ 

1.順序・整理整頓 

a) 順序に従って活動に取り組む 

b) 場所と物を整理する 

2.職業訓練 

a) 課題を最後まで行う 

b) 責任を持つ 

3.粗大運動と手指の巧緻性 

 

 

 

 

 手順 

⚫ 家の周囲、庭に植物を育てる場所を作りましょ

う。またはプランターを使いましょう。 

⚫ 子どもと一緒に、土を準備します。 

⚫ 成長の早いものを植えると良いです。 

ハーブ、野菜など。 

⚫ 植えたものを育てるために、水やりなど、必要

なことを写真、カード、音声、オブジェクトを

使って子どもが確認できるようにしましょう。 

⚫ 水やりなどを行う時刻を毎日設定し、スケジュ

ールに入れます。 

⚫ 触ったり、写真を撮ったり、カレンダーに成長

を記録するなど、植物の成長を子どもと確認し

ましょう。 

⚫ 2つまたは 3つの異なる植物を植えると、成長

の早さや、葉っぱの違いなどを比べることがで

きます。 

⚫ 収穫があれば、収穫したものを使って子どもと

一緒に料理しましょう！ 

 

 

 

 

 



 

目的 

⚫ 学校での活動や学習を取り入れる 

⚫ 教科学習の基盤をつくる 

 子どもたちの学び 

＜教科学習＞ 

1. 学校の学習科目 

2. 実技教科 

＜生活総合学習＞ 

1. 職業訓練 

a）課題を最後までやり遂げる 

b）自分の学習を評価する 

2. コミュニケーション 

a）必要なときに助けを求める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校の勉強（例） 

⚫ 学校の宿題 

⚫ トピックを決めて、そのことについて 5

文、文章を書きましょう。 

⚫ 5分間の読書–学校の教科書、短い物語な

ど（墨字、点字、オブジェクトブック、

オーディオブック、手話で表現しながら

読んだり、お芝居をしながら読んでも楽

しいかもしれません。） 

1. 絵本ひろ場 

https://ehon.alphapolis.co.jp/content

/list?age%5B%5D=4 

2. e-童話 

http://www.e-

douwa.com/japan/index.html 

3. 赤ちゃんの絵本 Web図書館 

https://www.akaeho.net 

4. Kids Tube 

https://www.youtube.com/channel/UCw5

4jAyufLhz31v5bDGju8w 

5. CVI・弱視のお子さんへ（英語） 

https://www.youtube.com/channel/UC-

wZA4w-_Lz4_N_71vCzXLA/videos 

 

学校の勉強と 

パソコン練習 
 

 

 

https://ehon.alphapolis.co.jp/content/list?age%5B%5D=4
https://ehon.alphapolis.co.jp/content/list?age%5B%5D=4
http://www.e-douwa.com/japan/index.html
http://www.e-douwa.com/japan/index.html
https://www.akaeho.net/
https://www.youtube.com/channel/UCw54jAyufLhz31v5bDGju8w
https://www.youtube.com/channel/UCw54jAyufLhz31v5bDGju8w
https://www.youtube.com/channel/UC-wZA4w-_Lz4_N_71vCzXLA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC-wZA4w-_Lz4_N_71vCzXLA/videos


 

 

 

 

 パソコン練習 

パソコンまたはタブレットにアクセスできる場

合は、コンピューターの使い方について学習で

きます。 

 

⚫ 電源のオンとオフ、マウスの使い方などつい

ての学習 

 

⚫ タイピング練習 

めざせタイピングマスター 

https://azby.fmworld.net/kids/typing/ 

進研ゼミ 教えてなるほどインターネット 

https://sgaku.benesse.ne.jp/sho/all/othe

rs/oshiete/index.shtml#manor 

物語や単語リストを入力したり、買い物リス

ト、料理のレシピ作ってもらうよう子どもにお

願いしても良いかもしれません。 

 

⚫ ペイントまたはその他のアートソフトウェア

で絵を描く 

 

⚫ 好きなことについてインターネットで調べる 
子どもに安全な Webサイト 

Yahoo! きっず 

https://kids.yahoo.co.jp 

Junior 

https://www.juniorsafesearch.com 

KidRex 

https://www.alarms.org/kidrex/  

 

 

https://azby.fmworld.net/kids/typing/
https://sgaku.benesse.ne.jp/sho/all/others/oshiete/index.shtml#manor
https://sgaku.benesse.ne.jp/sho/all/others/oshiete/index.shtml#manor
https://kids.yahoo.co.jp/
https://www.juniorsafesearch.com/
https://www.alarms.org/kidrex/


 

目的 
⚫ アイデアや経験を創造的に表現する 

⚫ スクラップブックを作成する 

 

        

 子どもたちの学び 

＜生活総合学習＞ 

1.順序・整理整頓 

a) 順序に従って活動に取り組む 

b) 場所と物を整理する 

2.職業技術 

a) 課題を最後まで行う 

3.コミュニケーション 

a) 自己表現 

b）話し合いと自己決定 

c）必要なときに助けを求める 

d）自分で選ぶ 

4.安全 

a）ハサミ、のりを安全に正しく使用する 

5.手指の巧緻性 

 

 

 

 
 

 作成時のテーマ（例） 

子どもたちのアイデアや考えは、言葉や様々な

物を使って視覚的、触覚的に表現できます。 

⚫ 家の周りにあるさまざまな種類の葉っぱや

花を集め、それを貼り付けて「私の庭の

本」の作成 

⚫ 祖父母/隣人へのインタビュー 

誕生日/場所、好きなもの、行ったことの

ある場所など 

⚫ 家族の写真/絵を使って家系図を作る 

⚫ おでかけ体験の記録。チケット、お菓子の

袋、写真など、活動の中での記録に残るも

のを貼り付けたオブジェクトブック 

⚫ 私の好きな休日 

⚫ 私が好きなこと、私の親友 

…など 

 

 

 

 

 

土曜日のスクラップブック 
 

    

   



 

写真の日曜日 

 

 

目的 

●視覚的空間認知、創造性を高める。 

 

 

 

 子どもたちの学び 

＜生活総合学習＞ 

1.順序 

a) 順序に従って活動に取り組む 

2.職業技術 

a) 機器を安全に使用する 

b) 活動を評価する 

3.手指の巧緻性  

 

        

 テーマ 

 

携帯電話またはデジタルカメラを使用しま

す。写真のテーマを子どもと決めます。 

⚫ 家にいる人 

⚫ 物：電気機器、家具など 

⚫ 自然：木、植物、花、葉など 

⚫ 私の好きなもの 

 

 

 

 

 

 

この資料は、Bhutan Foundation、Perkins International の HPで公開されている

“Guidelines for parents  and teachers of children with special education needs”を翻

訳したものです。著者の一人でもある Namita Jacob さん（Perkins International スタッフ、

Chetana Trust 責任者）の許可を得て、翻訳する際には、日本のご家族、支援者の方々を対象

としたガイドラインとして内容を変更、加筆している箇所があります。 

＜参考資料＞ 

“Guidelines for parents  and teachers of children with special education needs” 

Bhutan Foundation https://bhutanfound.org/covid-19-coronavirus/ 

Perkins International http://www.transitionplanningasia.org/resources 

 

このガイドラインが、現在ご自宅で過ごされている、子どもたち、ご家族の皆様のお力になれ

ば幸いです。皆様のご健康と安全を心よりお祈りしております。 

翻訳：亀井 笑 
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