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位置 （誤） （正）
52頁　表 C-2-3 形が似ている音の 音が似ている
60頁　5行目 PARS-TR親面接式自閉スペクトラム

症評価尺度
PARS-TR親面接式自閉スペクトラム症評定尺度

69頁　17行目 シャイウィッツ シェイウィッツ
78頁　2行目 できるだけ早く できるだけ速く
84頁　表 C-3-2 （STRAW-r） （STRAW-R）
84頁　表 C-3-2 日本の小学生のための 包括的領域別
84頁　表 C-3-2 ウラウス（URAWSS） 読み書き評価 URAWSS

101頁　図 C-4-1 図 C-4-1　数の三項関係 図 C-4-1　数の三項関係（熊谷，2012）
103頁　図 C-4-2 ②図式化 ②イメージ化
104頁　18行目 （追加） 熊谷恵子（2012）：「計算する・推論する」の指導．

一般財団法人特別支援教育士資格認定協会（編）：
特別支援教育の理論と実践［第 2版］ Ⅱ指導．金
剛出版，pp.97-117.

107頁　図 C-4-12 2＋（7＋ 2）＝ 12 2＋（3＋ 7）＝ 12

111頁　9行目 言語性を高める 言語性の力を高める
112頁　図 C-4-22 　 12

＋ 28
　 36

　   8
＋ 28
 　36

133頁　表 C-5-6 （2）感覚や認知の特性への対応 （2）感覚や認知の特性についての理解と対応
133頁　表 C-5-6 （4）感覚を総合的に活用した周囲の

状況の把握
（4）感覚を総合的に活用した周囲の状況について
の把握と状況に応じた行動

133頁　表 C-5-6 （5）認知や行動の手がかり （5）認知や行動の手掛かり
133頁　表 C-5-6 （5）作業に必要な動作の円滑な遂行 （5）作業に必要な動作と円滑な遂行
133頁　表 C-5-6 （2）言語の受容と表出に関すること （2）言語の受容と表出
133頁　表 C-5-6 （3）言語の形成と活用に関すること （3）言語の形成と活用
151頁　6行目 逆行連鎖 逆向連鎖
161頁　表 C-6-9 （略） 表 C-6-9　仮想事例（A君）の行動面の指導計画の流れ

① 3年 2組の国語の時間の A君の立ち歩き

Plan

② アセスメント：離席の前後の ABC分析，教師の教授パター
ンの分析，認知特性の分析（心理テスト），離席の少ない授
業の行動観察，着席時間
標的行動：A君の国語の時間の 1回の着席時間を延ばす

③ （1） 国語の時間に着席している際に言葉がけや取り組んで
いることをほめる

（2） 離席をする際は，手を挙げて「少し歩いていいですか」
と確認してから教師が許可をしてから離席を許可する
ルールを入れる。離席の際に「座りたくなったら，座
っていいです」と指示を出す。所定の行動が出なけれ
ば行わせてから同じ手続きで対応する

④ 国語の時間の総離席回数，離席の際のルールの遵守の状況，
始めに離席するまでの経過時間

⑤ ③の手続きの実施 Do

⑥ ④のデータのモニターと評価，変化がなければ③に戻る Check・Action

177頁　図 C-7-4 固有受容覚 固有感覚
178頁　3行目 触覚 圧覚
178頁　23行目 同時視（右目と左目の画像を分析し

遠近感，立体感を知覚する）
同時視（右目と左目の画像を同時に知覚する）

178頁　31行目 前庭覚 前庭感覚
179頁　4行目 出したりする， 出したりする。

位置 （誤） （正）
179頁　5行目 嫌がる，極端な 嫌がる。聴覚過敏では極端な
179頁　6行目 ，いろいろな 。視覚過敏ではいろいろな
179頁　17行目 動き回ったりしていることが多い 動き回ったりしている
180頁　1行目 握り方の加減 握り方の力加減
180頁　8行目 一定時問 一定時間
180頁　17行目 前庭覚 前庭感覚
180頁　35行目 （運動企画）の困難さ （運動企画）の困難
181頁　8行目 前庭覚，固有覚 前庭感覚，固有感覚
182頁　1行目 学習，日常生活 学習や日常生活
184頁　26行目 拇指 親指
184頁　35行目 観察点はこれらの 観察点は，これらの
185頁　2行目 よだれが出やすい 口唇が閉じられずによだれが出やすい
185頁　10行目 傾きやすい 傾きやすかったりする
185頁　12行目 9）腹臥位屈曲 9）背臥位屈曲姿勢
185頁　33行目 技術 技能
186頁　表 C-7-1 機能のつまずきの観察項目 視機能のつまずきの観察項目
186頁　表 C-7-1 （《動きや位置を捉える活動》）

3．方向感覚が悪い 3．方向感覚がわかりにくい
188頁　28行目 見つめつづける 見つめ続ける
189頁　9行目 脳と身体が覚醒 脳が覚醒
190頁　9行目 頭，手，背中，お尻を支持点として

逆立ちする，
（削除）

190頁　15行目 手繰る 引く
190頁　20行目 長縄跳び課題 長縄跳び
191頁　5行目 つけるといった つける，といった
191頁　6行目 書字活動の指導 書字活動
191頁　11行目 身辺動作の指導 身辺動作
192頁　3行目 形をなぞるなどが 形をなぞる，などが
192頁　4行目 紙を固定して （削除）
209頁 概要 4行目 個別指導計画 個別の指導計画
209頁　9行目 個別の指導計画を作成が規定され 個別の指導計画の作成が規定され
217頁　5行目 公表 共有
222頁　17行目 ④目的の設定 ④目標の設定
222頁　19行目 〔引用文献〕 〔引用・参考文献〕
222頁　末尾 （追加） 今後の特別支援教育の在り方に関する調査研究協

力者会議（2003）：今後の特別支援教育の在り方
について（最終報告）．
文部省（1999）：盲学校，聾学校及び養護学校小学部・
中学部学習指導要領（平成 11年告示）．
文部科学省（2009）：特別支援学校幼稚部教育要領，
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領，特
別支援学校高等部学習指導要領（平成 21年告示）．

文部科学省（2012）：共生社会の形成に向けたイン
クルーシブ教育システム構築のための特別支援教
育の推進（報告）．
文部科学省（2017）：幼稚園教育要領，小・中学校
学習指導要領等，高等学校学習指導要領の改訂
のポイント．
内閣府（2014）：子供の貧困に対する対策の大綱．



位置 （誤） （正）
223頁　6行目 保育園 保育所
223頁　8行目 入学式の前 入学前
223頁　22行目 児童と児童を取り巻く周囲の児童と

の関係や，学級全体の雰囲気を捉え
対象児童と周囲の児童との関係や，学級全体の雰
囲気も考慮し

223頁　24行目 いる場合，その児童の特性に応じた
指導と支援とともに

いる場合は，その児童の特性に応じた指導や支援
はもちろんのこと

223頁　26行目 学習・生活面の指導と支援も，それ
ぞれ明確にしておく

指導と支援も，学習面・生活面の両面から検討し
ておくとよい

223頁　30行目 学校以外にも 学校以外においても
223頁　31行目 役割分担を行っていく 役割分担し，支援や指導を行っていくとよい
223頁　32行目 絵画や芸術，作品作りのクラブ等 絵画や芸術のクラブ等
224頁　6行目 ルールを守って発言の前に （削除）
224頁　32行目 A児ち A児と
224頁　32行目 なかなか九九を また，なかなか九九を
225頁　5行目 Aはやや遅め Aはことばの発達がやや遅め
225頁　7行目 人見知りは問題なし 人見知りは平均的な様子で問題なし
225頁　35行目 第 2学年相応の投げたり取ったりな

どを
年齢相応の運動技能で

226頁　2行目 ときの消し残しや 消し残しが見られたり
226頁　15行目 WISC-IVを選択 WISC-IVを実施
228頁　7行目 隣の市に， 隣市の
228頁　7行目 デイサービスが開かれたため，2年

になってから利用を開始した
デイサービスの利用

229頁　表 C-9-5 （支援の目標）セルフエスティーム 自己肯定感
229頁　表 C-9-5 （医療機関）ADHDの判断 ADHDの診断
231頁　12行目 聞きもらした時に担任や周囲の友達

に尋ねてその紙を使って教えてもら
うことから始め，習慣づけができた
後には，手元に紙を置かなくても黒
板に掲示した情報だけで済むように
なった

聞きもらした時には，当初その紙を使って周囲の
人に内容を教えてもらっていたが，徐々に手元に
紙を置かなくても黒板に掲示した情報だけで活動
に参加できるようになった

231頁　17行目 連絡帳に必要事項を記入していた方
法から，翌日の持ち物や宿題を記入
するプリント

従来の連絡帳に必要事項を記入する方法から，翌
日の持ち物や宿題をメモした紙

231頁　19行目 できるようにしたところ できる方法に変更したところ
231頁　26行目 聴覚処理を得意とする 聴覚処理を，得意な
232頁　12行目 中学校への進学は，生活面での見通

しの立てにくい発達障害児童生徒に
とっての難関であることは間違いな
い。小学校において，個別の教育支
援計画，個別の指導計画を作成した
児童については，今後は組織的で確
実な引き継ぎが行われるようにした
い。小学校の校内委員会と中学校の
校内委員会を，それぞれの卒業式後
の 3月中に行い，新年度に備えるな
どの工夫が求められる。

中学校への進学は変化が大きく，発達障害を持つ
児童生徒にとっては，適応に困難が生じる。小学
校において，個別の教育支援計画，個別の指導計
画を作成した児童については，特に確実な引き継
ぎが行われるようにしたい。小学校と中学校それ
ぞれが年度末に校内委員会を開き，必要に応じて
連絡を取り合いながら新年度に備えるなどの工夫
が求められる。

位置 （誤） （正）
232頁　18行目 中学生になると，環境の変化から，

小学校のときには現れなかった生徒
の課題が明らかになったり，さまざ
まな要因から不登校に至ってしまっ
たりすることも増えてくる。また，
思春期に特有の難しさがあり，学習
面，生活・行動面の課題ともに，生
徒本人の課題によるものなのか，思
春期の不安定さによるものなのか，
家庭の課題等の外的要因があるの
か，非常にわかりにくくなる。その
ために，中学校の校内委員会で生徒
の課題を確認した際には，小学校時
代の児童の特徴を確認し，見極めの
一助にすることが重要である。

中学生になると，小学校のときには現れなかった
生徒の課題が明らかになることがある。問題が生
徒本人の特性によるものなのか，思春期の不安定
さによるものなのか，その他の外的要因によるも
のなのか丁寧に見極める必要がある。

232頁　24行目 また，教科担任制により，一人の教
員が，小学校のように生徒一人の学
習や生活・行動面全般を総合的に把
握することは困難である。しかし，
各教科の授業や部活動等，場面によ
る共通点，相違点を確認することに
より，生徒の全体像を作り上げるこ
とができる。

中学校では，教科担任制により，一人の教員が，
小学校のように生徒一人の学習や生活・行動面全
般を総合的に把握することは困難である。それゆ
え，各教科の授業や部活動等，場面による共通点，
相違点を教員間で確認し，生徒の全体像を作り上
げるという作業が求められる。

232頁　27行目 また，教科担任制を取る中学校の場
合，小学校よりも

一方，教科担任制は

232頁　29行目 行内体制 校内体制
233頁　2行目 読み書きの LDや，聴覚的理解に課

題のある LDの生徒
読み書きに困難を抱え通常の筆記試験では力を十
分に発揮できない生徒

233頁　4行目 これらの可能性がある場合には この場合
234頁　15行目 脱いでしまっていた 脱いでしまった
234頁　16行目 広がらなかった ならなかった
234頁　17行目 在園している間に 入園後，
235頁　33行目 生徒集 生徒数
236頁　9行目 言語理解指標（WMI） 言語理解指標（VCI）
237頁　7行目 90％）信頼区間 90％信頼区間
239頁　表 C-9-9 （医療機関）ASDの判断 ASDの診断

（20210329）


