
本校の鴇溺明支援教蘭の取り組みの現状と課題  

特別支援教育コーディネーター 初谷 和行  

要 旨   

本年度から高等学校においても特別支援教育がスタートした。本校では、本年度より文部科学省より  

「高等学校における発達障害支援モデル事業」（注1）の委託を受け、その事業展開とともに特別支援教育  

の環境整備を行ってきた。本稿では、本校における特別支援教育の取り組みについて報告すると共に、  

特別支援教育の実際の支援プロセスごとにその取り組みを整理し、次年度以降の本校特別支援教育に関  

しての課題について言及する。  

キーワード： 校内研修会  特別支援教育検討会  教育相談  アセスメント  

1．本校における特別支援教育の方向性   

本校生徒の現状をもとに、本校の特別支援教育の方向  

性を以下のように設定した。   

まず、特別な教育的ニーズのある生徒（以下、SEN生  

徒）を広い枠組みの中で捉えるようにした。具体的には  

障害の有無に関わらず、学習、友人関係、家族関係、心  

理状況等、何かしら課題を抱えている生徒について、す  

べてを支援を要する生徒として捉えるようにした。   

次に、それらの生徒に対する現状把握、原因考察、支  

援・指導方法の検討について、計画的かつ組織的に行  

い、広く情報を共有することを目指した。   

更に、個々の生徒が抱える困難や課題の原因・背景の  

推察や支援・指導法の検討を行う際、専門的な見地から  

の検討を行うことを目指した。  

2．特別支援教育実施状況   

次に、本校での特別支援教育の実施内容について、校  

内研修会、特別支援教育検討会、教育相談の3つに分け  

て報告する。（本校特別支援教育の組織体制については、  

参考資料を参照のこと）  

・実施テーマ  

「特別支援教育と発達障害について」  

・実施内容  

・特別支援教育がスタートした経緯  

・発達障害の児童生徒への教育支援体制整備  

のためのガイドラインの紹介  

・発達障害等SNE生徒に関する現状  

・発達障害のある児童生徒の実態と指導  

（教育相談事例から）  

・発達障害チェックリストの紹介  

・それぞれの発達障害の障害名と特徴  

次に2学期の研修会は下記のような形で行った。  

・実施時期 11月26日実施  

・講師  篠原富徳先生（筑波大学障害科学系）  

・実施テーマ   

「特別支援教育への取り組み  

一取り組みを始めるに当たって－」  

・実施内容   

・特別支援教育の理念   

・今後の特別支援教育に対する基本的な考え方   

・SNE（「特別な教育的ニーズ」）の概念   

・インクルージヨン、／－マライゼーションの理念   

・特別支援教育に関する国際的な動向  

2．1校内研修会  

1学期に1回、2学期に1回の合計2回の研修会を行  

った。いずれも教職員対象とし、特別支援教育の理念や  

発達障害に関する知識を高めることを目的とした研修会  

であった。具体的には、まず1学期の研修会は、下記の  

ような形で行った。  

I ・実施時期 7月3日実施   

・講師  

熊谷恵子先生、菅野和恵先生、篠原吉徳先生  

（筑波大学障害科学系）  

2．2特別支援教育検討会  

乙2．11学期  

1学期は「特別支援教育情報交換会および検討会」と  

いう形で、全教職員を対象に行った。   

行うに際しては、まず各学年の担任の先生から、気に  

なる生徒や支援を必要とすると考えられる生徒、困難や   
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課題を抱える生徒のピックアップをお顔いした。そして  

ピックアップした生徒に関して、その状況を特別なフォ  

ーマットに書いていただいた。このフォーマットは、個  

別支援計画や個別指導計画として用いられているフォー  

マットおよぴその内容を参考にしながら、できるだけ簡  

略化して記入できるよう、また会議の際に機能的に使え  

るように考え作成したものである。   

実際の検討会においては、各クラスの担任の先生から、  

ピックアップした生徒に関する情報提供と担任の先生が  

捉える支援・指導の方針について話していただいた。ま  

た、筑波大学心理学系より、石限利紀先生、田中輝美先  

生、下山晃司先生にアドバイザーとして来校していただ  

き、報告に対するご助言等をいただいた。障害科学系の  

先生方ではなく、心理学系の先生方をお迎えしたのは、  

広く特別支援の枠組みで捉えるという本校の方向性や、  

二次的障害の観点から捉えていくという考え方に基づく  

ものである。  

いなかった。  

しかし、本モデル事業の実施を機に教育相談を行い始め  

た。具体的には筑波大学教育相談壷で教育相談を担当さ  

れている、筑波大学障害科学系、心理学系の先生に本校  

に来ていただく形で行った。本年度は、1学期に2回、  

2学期に2回、3学期に1回の教育相談を実施した。実  

施対象者は教員、生徒、保護者で、合計7名の教育相談  

を行った。   

開始当初である1学期と2学期の途中までは、担任の  

先生からの申し出によって、適宜教育相談を行っていた。  

しかし、相談者やその担任の先生への効果を踏まえ、2  

学期の終盤に全校生徒および保護者に正式な形で案内を  

出して教育相談を行うようにした。   

教育相談の特徴としては、教育相談実施後に、担当生  

徒・保護者の担任と特別支援教育コーディネーター、教  

育相談実施者の3者による事後検討会を行うことが挙げ  

られる。事後検討会では、相談にあたられた先生による  

教育相談の内容報告や担任による生徒情報に関する報告、  

そしてそれらの情報を総合的に捉えて今後の支援・指導  

方針について検討することを行った。（具体的な教育相  

談の流れについては、参考資料を参照のこと）  

2．2．2 2学期   

2学期に関しては検討会の方法を変更した。まず、全  

教職員で行っていた検討会を学年単位で実施することと  

した。1学期の検討会では、多くの事例が出され、検討  

にまで至らなかったことが変更の大きな理由である。ま  

た、検討会のための資料を準備しなくともよいこととし  

た。これは資料作成にあたる担任の先生の負担を考えて  

のことである。実際の検討会は1年次および2年次で実  

施し、学年ごとの担任、副担任（任意）、SNEコーデ  

ィネーター、筑波大学障害科学系の先生という構成で検  

討会を行った。  

3．取り組みの整理と今後の課題   

特別支援教育そのものの究極的な目的とは、困難や課  

題を抱える生徒に対して、現在および将来的な問題解消  

に向けた取り組みを効果的に行うことである。   

そのためには、効果的なアセスメントを行うことがそ  

の出発点となる。  

3．1取り組みの整理の観点   

まず、取り組みの整理をする観点として、アセスメン  

トの考え方を出発点としたい。アセスメントに必要な構  

成要素として、次の6点が挙げられる。（注2）   

（∋評価者（誰が）   

②目的（どのような目的で）   

③評価対象（どのような対象に対して）   

④方法（どのような方法で）   

⑤情報収集（どのような情報を収集し）   

⑥解釈（どのように解釈するか）   

また、アセスメントのプロセスについては、主訴 →   

子どもに関する情報収集 → 解釈 → 個別指導計  

画の作成のプロセスによって整理しているが、アセスメ  

ントの段階をP（Plan）－D（Do）－C（Check）－A（Act）過程  

のP（Plan）と捉え、残りのD（Do）－C（Check）－A（Act）過  

程を加えて、特別支援教育のプロセスを整理すると、図   

2．2．3 3学期   

3学期の検討会は、2学期と同じような体裁で1年次  

のみを対象として行った。2学期と異なる点は、資料準  

備を行った点である。その理由の一つは、資料なしでは  

情報の共有や情報の引き継ぎの点において十分ではない  

という点と、個別支援計画や個別指導計画についての活  

用方法について本格的に検討していこうと考えたからで  

ある。実際の検討会は、1年次が次年度にクラス替えを  

するための参考にするという位置づけで実施した。そし  

て2学期同様に筑波大学障害科学系の先生にアドバイザ  

ーとして参加していただいた。  

2．3 教育相談   

本校は、国立大学法人の附属学校であり、都道府県市  

教育委員会による巡回等の教育相談はこれまで行われて  
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1のようになる。  計画（Pl帥十改善（Act）  

A．困難や課題の内容の把握  

3．2 取り組みの整理と課題   

次にこの図1をもとにしながら、本校の特別支援  

教育について整理し、次年度以降の課題について言  

及する。  

B子どもに関する情報収集  

D債別支援計画の作成   

個別指導計画の作成  

3．2．1Pl訓（計画）段階における整理と課題   

計画段階において中心的な機能を果たしていたの  

は、特別支援教育検討会である。特に、2学期、3  

学期における学年ごとの検討会は、生徒の実態把握  

から支援方法の策定までに大きな役割を果たした。   

しかしながら、それをアセスメントのプロセスと  

して捉えた際、個々のプロセスに次のような課題が  

挙げられる。  

A．困難や課題の内容の把握に関して   

まず、困難や課題を抱える生徒のピックアップの問題  

である。現状では、各担任がピックアップするというよ  

うな形で進めているが、各担任ごとに特別支援教育の範  

疇としてピックアップする内容や程度に差が見られるの  

が現状である。また、特に教科担任制である高等学校に  

おいては、学習面において各担任が生徒の困難や課題を  

正確に把握することは難しい。   

今後の課題として、ピックアップする内容や程度に関  

する共通理解をはかる方法と、担任以外の先生からも困  

難や課題を抱える生徒をピックアップしてもらえるよう  

なシステム作りが挙げられる。  

B．情報収集に関して   

この点に関しては、情報収集は基本的には担任が行っ  

ている。課題や困難を抱える生徒についての、日頃の様  

子などの質的情報に関しては、特別支援教育が本格的に  

スタートする前から個々の担任で行ってきてはいたが、  

特別支援教育のプロセスの中でその活動を捉えたときに、  

質的情報の共有化が重要となってくる。その点において  

は、特別支援教育検討会がその役割を果たしてきたと言  

える。しかしながら、担任から寄せられる質的情報の内  

容や観点や、書式などが未整備の状態であり、それらに  

ついて、誰が見てもすぐに把握できるようなフォーマッ  

トを作成することとが課題である。また、そのフォーマ  

ットに関しても、極力担任の先生の負担にならないよう  

に配慮することも必要である。さらに、本年度において  

は教育相談の結果がこの質的情報に大きな役割を果たし  

た。次年度以降も質的情報を得る一つの手段として継続  

していきたい。   

質的情報以外の面では、各種検査結果の量的情報を収  

囲1特別支援教育  

実際の支援の流れ  

図1特別支援教育 実際の支援のプロセス  

集することが、次の解釈段階においては有効となる。本  

年度に関しては、3学期の特別支援教育検討会において  

SLST（学校生活サポートテスト）の結果を量的情報  

として利用したが、他の各種検査も用いることができれ  

ば、より的確な解釈が可能となるであろう。しかしなが  

らその時に懸念されるのが、各種検査に対する生徒、保  

護者、教師の抵抗感である。数値で評価することが目的  

ではなく、より効果的な支援のために行うことを理解し  

てもらえるように説明し、必要に応じて検査を行い、適  

切な量的情報を得ていくことが今後の課題である。  

C．解釈に関して   

特別支援教育検討会に筑波大学障害科学系、心理学系  

の先生にアドバイザーとして来ていただいたことは、結  

果の解釈に際して、大きな参考となった。次年度以降も  

継続して行えればと考えている。  

D．個別支援計画、個別指導計画の作成に関して   

本年度は3学期に試行的に個別支援計画（東京都で使  

用されているフォーマットのもの）を作成したが、活用  

段階までには至っていないのが現状である。活用してい  

くための手段や方法についての検討はもちろんのことで  

あるが、現在使用しようとしている個別支援計画、個別  

指導計画のフォーマット自体をより使いやすいものに変  

えていくことも視野に入れる必要がある。また、本来で  

あれば、この作成には保護者も関わることになっており、  

実際に実施段階においても保護者の協力は必要不可欠で  

あることを考えると、保護者と作成していくことについ  

ても次年度の課患となる。   
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課題   

Check（検討）Act（改善）段階として機能してい  

くのは、特別支援教育検討会であろう。本校では本年度  

より特別支援教育がスタートしたこともあり、大局的に  

見れば、本格的なCheck（検討）Act（改善）のプロセ  

スを行っていないというのが現状である。しかしながら  

短期的に見れば、個別指導計画にもあるように、学期ご  

とにその成果を検討するべきであり、学期ごとの検討と、  

中期的に見た検討を、Plan（計画）段階での検討と合わ  

せながら行っていくことが課題である。  

3．2．2 Do（実施）段階における整理と課題   

学習面、学校生活面、学校外の生活面と、大きく3つ  

に分けて述べる。   

まず、学習面に関してであるが、実態把握としてどの  

教科が不得意であるとか、対人関係構築上の課題が見ら  

れるなどといった、生徒の抱える課題や問題についての  

把握を行うまでは本年度ある程度行うことができたが、  

解釈および課題の検討と、それを受けての問題に対する  

支援・指導の方針については大きな内容に留まったため  

に、具体的な各科目の学習場面にまで支援や指導が進ん  

でいない、あるいは、支援・指導の方針に関するその大  

きな内容を受けて、あとはそれぞれの教科担当が創意工  

夫をしながら行ってきたのが現状である。このような現  

状には、教科担任制である高等学校、総合学科であり科  

目数が多く、非常勤を含む多くの先生が一人の生徒に関  

わっているという状況が背景にあると考える。まず、大  

きな支援・指導方針をその生徒が履修しているすべての  

科目の学習に反映させていく方法を確立することが必要  

である。そして、Check（検討）段階を視野に入れるの  

であれば、その反映させた指導方法や指導内容、それに  

対する生徒の反応を記録として残していけるような体制  

を構築する必要がある。そして、これらを効果的に行う  

ためには、教員の特別支援教育や障害ということに対す  

る知識・理解が必要となる。そのような観点から、本校  

の実態を鑑みた研修会を適宜実施していくことが肝要で  

ある。   

次に学校生活面についてであるが、本年度は主として  

担任の先生によって、支援・指導が行われた。その支援  

・指導の際に重要な役割を果たしたのが、特別支援教育  

検討会であり、教育相談彼の事後検討会である。これら  

の取り組みについては、本年度の成果を生かしながら次  

年度以降も継続していきたいと考えている。   

最後に学校外の生活面についてである。これについて  

は、特別支援教育検討会や教育相談事後検討会において  

検討された支援・指導方針を、保護者との二者面談、生  

徒を交えての三者面談等で担任の先生が話し合いを行う  

という形ですすめられた。   

Do（実施）段階の全体でみれば、学習面での支援・  

指導において大きな課蔑が見られるが、生活面において  

は実際の支援・指導がなされている点においては評価す  

ることができる。課題としては、それをCheck（検討）、  

Act（改善）というプロセスに継続していくようにする  

ことである。  

おわりに   

本年度は本校においても特別支援教育元年であり、学  

期ごとに方法や内容を変え、試行錯誤する中で1年間が  

過ぎていったというのが実情である。次年度は、本年度  

の成果と課題を生かしながら、永続的に取り組むことの  

できるシステム作りと、より効果的な実際の支援を行っ  

ていくことが課題となる。  

（注1）「高等学校における発達障害支援モデル事  

業」については、文部科学省Web（http：／／www．  

mext．go．jp／b＿menu／houdou／19／06／0706060  

8／003．htm）を参照のこと。  

（注2）アセスメントのとらえ方については、下  

記記載した参考文献の他、日本文化科学社主催の  

第32回WISC－Ⅲ知能検査技術講習会において用  

いられたテキストおよび石隈利紀先生の講義内容  

も参考としている。  

●参考文献  

・藤田和弘・上野一彦・石隈利紀・大六一志編著  

（2005）『WISC－Ⅲアセスメント事例集一理論と  

実際－』  

3．2．1Check（検討）Act（改善）段階における整理と  
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