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Ⅰ 特別支援教育 



１．特別支援教育の理念 



特別支援教育 

• 「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の
自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する
という視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育
的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学
習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導
及び必要な支援を行うものです。 平成19年4月から、

「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、す
べての学校において、障害のある幼児児童生徒の
支援をさらに充実していくこととなりました。 

文部科学省「特別支援教育」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/001.htm�


特殊教育と特別支援教育比較 
• ＜特殊教育＞ 

1. 障害別の教育 
2. 医師の診断が必要 

 
3. 盲・聾・養護学校、特

殊学級のみ 
•             

4. 欠陥の克服 
 

5. 分離教育 
 

• ＜特別支援教育＞ 
1. 障害にこだわらない 
2. 診断は必ずしも必要

ない 
3. 通常の学級中心(特

別支援学級、特別支
援学校) 

4. 同じ教育を受けるた
めの支援を提供 

5. インクルーシブ教育
に近づいた 

障害のある子も 
通常学級で教育 



特別な支援を必要とする子ども(例) 

身体障害 
知的障害 

発達障害特性 
(通常学級に6.5％) 

二次障害 
 

反応性アタッチメント障害 
非行 

精神疾患 

 
二次的な問題 

いじめ 
不登校 
問題行動 

英才児 
(ギフテッド) 

外国籍 
(言語、文化の違い) 

親の問題 
貧困 

養育の問題 
居所不明 

 

特殊教育の対象は3.88％ 
（特別支援学校、学級、通級） 

文部科学省（2016） 
2015年度は3.6％ 

LGBT 
(性的少数者) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1332148.htm�
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/28/1373352_01.pdf�
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/28/1373352_01.pdf�
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/28/1373352_01.pdf�


発達障害特性 

「発達障害」を見つけるより、特性のある子を特定し支援する 

学習の困難さ 
対人関係の問題 
行動上の問題 

＜主な発達障害＞ 
LD：学習障害 

ADHD:注意欠如多動性障害 
ASD：自閉症スペクトラム 

ID:知的（発達）障害 ２E CU 

二次 
障害 

二次的
な問題 

発達障害特性 



発達障害特性の要因と二次的な問題・二次障害 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

虐待 生活習慣の乱れ 

共依存 

貧困 

親のうつ 
不安障害 

パーソナリティー障害 

発達障害特性 

二次的な問題 

学力不振・不登
校・いじめ・問題
行動など 

二次障害 
虐待、非行、精神
疾患 

学習困難・行動
上の問題・対人
関係の問題 

学校対応 

資料:貧困対策 

専門機関対応 
関係機関との連携 

主な要因 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/10/01/1352204_3_3.pdf�
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yuasamakoto/20160923-00062341/�
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yuasamakoto/20160923-00062341/�
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yuasamakoto/20160923-00062341/�


特別支援教育の主な施策 
• 通常学級中心 
• 個別指導の充実 

– 通常学級で、通級指導教室で 
• 個別の教育支援計画の策定 

– 特別な支援や合理的配慮の保障 
• 校内委員会の設置 
• 特別支援教育コーディネーターの任命 
• 特別支援学校のセンター的機能 

 
平成28年度特別支援教育体制整備状況調査結果 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/__icsFiles/afieldfile/2016/07/07/1370505_03.pdf�


個別の教育支援計画(例) 

合理的配慮 

 
 
 

基準の変更 
特別な指導 

交流・共同 
 



通常の学級 
特別支援学級 
通級指導教室 
適応指導教室 

相談室 

校内委員会 

小中高等学校：校内支援体制の構築 

合理的配慮の保障 
障害に応じた支援 

個別支援の実施 
教科の補充 
自立活動 

（人間関係の形成） 
(心理的安定) 

実態把握 
支援の決定 

支援計画作成・評価 
 支援チーム 

(支援会議) 

対応のPDCAの実効性を高めるには 



特別な場での教育 
 

特別支援学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別支援教育の概念図 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

通常学級での基本的対応 
 
 

特別な対応 

連携 
・保護者 
・関係機関 
校内体制 

個別計画 
 
支援会議 

特別支援学級 
通級指導教室 

地域(保健圏域など) 

自己肯定感・自己決定 

交
流
・共
同 

障害特性にあった指導 

子どものニーズにあった
カリキュラム 



B小学校 

通常の学級 

通級指導教室 

校内委員会 

市町村教育委員会 
 

医療・福祉・労働 
相談機関 

特別支援学校 
(センター) 

広域特別支援 
連携協議会 

都道府県 
教育委員会 

市町村 or 
保健圏域 

A小学校(拠点校) 

巡回相談 

特別支援教育の推進体制 

幼稚園 
中学校 
高等学校 

特別支援学校が核になり、特色ある推進体制を 

特別支援教育コーディネーター 



2．特別な場での特別支援教育 

特別支援学校 
特別支援学級 
通級指導教室 



特別支援学校 
• 視覚障害､聴覚障害､知的障害､肢体不自由､病
弱 

• 一人一人に応じた教育 
• 専門性の高いスタッフ(教員免許)､充実した施設 
• センター的機能 

– 教育相談､地域の特別支援教育支援 
• 総合特別支援学校化 

– 複数の障害種への対応 
137.894人(H27)(135,600人H26)。 

高等部生徒の増加・多様化 

引用：文部科学省 

(新潟県) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/002.htm�
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/002.htm�
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/002.htm�
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/004.htm�
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/643/765/17.,0.pdf�
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/643/765/17.,0.pdf�
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/643/765/17.,0.pdf�


多様化への対応 

• ハード面、ソフト面の充実 
– カリキュラム編成、コース制 

• 中学校からの支援の継承と充実 
• 生徒指導 

– 二次的な問題、カウンセラー等連携 
• 発達障害に関する専門性 
• 特別の教育課程の編成の検討 

– 通級、特別支援学級 

黒澤(2014) 



新学習指導要領 

1. 社会に開かれた教育課程 
–  これからの時代に求められる教育 

2. 障害の多様化、重度重複化に対する教育課程 
3. 各種学校間、学部間の円滑な連携・接続 

–  個別の教育支援計画 
4. 情報活用能力の育成 
5. 生涯学習を志向した教育 

–  生涯を通じてスポーツや芸術文化活動に親しみ、
豊かな生活を営む 

清野(2017) 



ポイント(1) 
• 知的障害のある子どもへの教科学習の充実 

 
• 小学部の教育課程に外国語活動 

 
• 自立活動の内容の新たな規定 

 
• 弱みを補い、強みを生かす。自己決定の機会
の尊重 

各教科の目標や内容の構造が小中学校に類似 

小学校の外国語活動の充実にあわせる 

(健康の保持)障害の特性の理解と生活環境の調整にかんすること 

個別の指導計画作成の考え方 



ポイント(2) 
• 卒業後の視点からのカリキュラムマネジメント 

 
• キャリア教育の充実 

 
• 生涯学習の充実 

 
• 社会に開かれた教育課程の実現 

教育活動の質の向上 

現在の学びに将来の見通しを持たせる 

障害者学習支援室を中心に「Specialプロジェクト2020」を推進 

どのような資質・能力を身につけられるのか教育課程に明確化 



特別支援学校の課題 

• 子どもの実態に合ったカリキュラム 
 

• 将来の自立生活につなげる教育 
 

• 社会の変化に対応する教育内容 
 

• 地域のセンターとしての役割 

教科中心、領域教科を合わせた指導、自立活動中心 

就労と生活の保障。個別の移行計画の作成 

社会が必要としている仕事は。生活に必要なスキルは 

小中高等学校のニーズに合ったサービス提供 



特別支援学級 
• 比較的軽度の障害のある児童生徒の教育 
• 知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難
聴、言語障害、自閉症と情緒障害 

• ８名で１学級 
• 補助教員の導入（市町村） 
• LDやADHD等の対応も可能 
• 通常学級との交流学習促進：弾力的運用 

218.000人(201.493人：H27) 
平成17年度比で2.3倍(文部科学省) 

子どもにあったカリキュラムを適用しているか? 

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Top2/152/794/250130-tokushi-gaidorainn-new.pdf�


主な特別支援学級 

1. 知的障害 
– 体験を通して読み書き計算や生活に関する知

識を学びます 
– 遊び、日常生活の指導、生活単元学習、作業学

習など。教科学習もあります 
2. 自閉症・情緒障害 

– 教科学習が中心です。自立活動という、個別指
導の時間があります 

– 学校や学級によって実態は様々です 
子どものニーズによってカリキュラムがきまる 

http://cms.miyazaki-c.ed.jp/ssc007/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=62�
http://cms.miyazaki-c.ed.jp/ssc007/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=63�


自閉症・情緒障害特別支援学級の現状と課題 
青山(2014) 

• ASD在籍率：75％(小)、60％(中) 
• 知的発達標準域：21.3％、25.3％ 
• カリキュラムの実態 

– 学年相応教科+自立活動：50.5％、42.3％ 
– 学年相応教科+下学年教科+自：35.1、41.7 
– 知的障害特別支援学校教科等+下学年教科+
自：10.6、12.7 

– 自立活動中心：2.4、2.3 

高校進学など、多様なニーズへの対応の必要性 



特別支援学級の課題 

• 子どもの実態に合ったカリキュラム 
 

• 子どもの実態に合った交流および共同学習 
 

• 個々のニーズの保障 
 

• 校内のセンター的機能 

教科中心、合わせた指導の適用、自立活動の保障 

通常の学級中心の教育保障 

自立活動の保障と指導形態の工夫 

発達障害への対応。合理的配慮、支援計画 



発達障害通級指導教室 

• 自立活動もしくは教科の補充 
– 人とのかかわり方、自己管理の仕方 

• 年間10から280単位時間 
– 週１回１時間程度 

• 対象は発達障害に限定せず 
– 診断を必ずしも必要としない 

98,000人(90,270人H27) 
平成17年度比で2.3倍(文部科学省) 

教室の絶対的な不足(特に中学校) → 合理的配慮に反する? 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/__icsFiles/afieldfile/2016/07/07/1370505_03.pdf�


通級指導教室の課題 

• 通常の学級との連携、役割分担 
 

• 獲得スキルの般化の保障 
 

• 地域の実態に合った通級制度 
 

• 中等教育での通級制度の充実 

支援会議、支援計画の作成と評価。相互に観察参加を 

教えたことを通常学級と家庭で実践 

限られているリソースの有効活用を 

中学校：通級教室増、高校：通級制度実施を 



障害者施設 

 
・作業学習など、 
体験型の学習 

・教科学習も保障 
将来の自立につながる 

学習中心 
 

特別支援学級 

通信制、定時制、単位制 
 

特別支援教育に前向き 

特別支援学校(62%) 

中学校 

普通高校(33%) 

企業就労(32％：知的)：将来就労率向上へ 
進学（テクノスクールなども） 

就労移行支援事業 
就労継続支援事業 

自立訓練 

進学 進学 

職業学級 

特別な場と進路 平成28年障害者雇用の現状 

(H27年度) 

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/215/398/kyouikugeppouNO758,0.pdf�
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000146180.pdf�
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000146180.pdf�
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000146180.pdf�


職業学級の成果 

• 設置から一般就労率90～100％。定着率も
高い 

• 成功要因 
– 職業と生徒の特性とのマッチング。現場にあった
作業学習、長期（定期）の実習、清掃検定や介護
初任者研修、普通自動車免許などの資格、ハ
ローワークから提供される企業情報の活用など 

• 普通高校に進学した場合 
この事実を中学生、保護者、中学校教員に 

知っていただきたい 



3．交流および共同学習 



交流及び共同学習  
• 学校間：特別支援学校と地域の小・中学校が一緒
に教育活動を行う 
– イベント、行事 

• 学校内：小・中学校内における特別支援学級と通常
の学級との交流及び共同学習 
– 日常生活：給食、清掃、休み時間 
– 行事：遠足、運動会、発表会 
– 教科：実技系教科＞国数社理 

 

交流：相互のふれあいを通して豊かな人間性を育む 
   共同学習：教科等のねらいを達成する 

特別支援学級ガイドライン 

年度別の変化(新潟市) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/010/001/001.htm�
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/010/001/001.htm�
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/010/001/002/005.htm�
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Top2/152/794/250130-tokushi-gaidorainn-new.pdf�


・生活単元学習など、 
体験型の学習 

・教科学習も保障 
・時数は弾力的にできる 

 

教科中心の学習 

・人とのかかわり、 
自己管理など 

通常学級でできない指導 
・週１回１時間標準 

 
将来は高等学校でも 

特別支援学級 

通常学級 

通級指導教室 

交流 通級 

特別支援学級、通級とも、通常学級とつながっている 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/03/__icsFiles/afieldfile/2016/03/31/1369191_01_1_1.pdf�


子どもたちへの指導 

• 障害のある子どもへ 
– クラスのルール、学習課題を教える 

 
• 障害のない子どもたちへ 

– かかわり方を教える 
 

• 子ども同士のかかわりを保障する 

特別扱いしない、でもわかるように、できる課題を 

どこまで、どのように支援するのか、具体的に 

指導者が「障害」にならないよう、自然な関係を 

同じクラスメイトの意識。そのための指導者の対応を 



保護者理解の促進 
• 違いを認め、子どものいいところに注目する 

 
• 保護者の養育上の苦労を理解する 

 
• 困ったときには、クラス担任に相談する 

 
• 特別扱いはしないが、教えるときは、子どもに
わかるように教える 
 

クラス全体で考えること 

「しつけが悪い」と責めないこと 

できることを評価すること 

だめなものはだめ、でも子どもにわかるように 
クラスの一員として受け入れ、多様性を認める啓発を 



先行研究から 

• 交流の内容、頻度とも増加している 
– 発達障害の存在？統合教育？ 

• 教師間の連携(回数、時間)が減少 
– 教師が多忙？事務的作業の増加？ 

• 教師間の連携と子ども同士のかかわりに強
い関係 

• 交流が多いと、子ども同士のかかわりが深く
なる 
 

石田・長澤(2011)、伊藤(2014)発達白書 

自然なふれあい・かかわりと、大人同士の交流 



ポイント 

1. 人間理解を基礎とした、障害のある子ども理
解を推進する 
 

2. 仲間意識や連帯意識を形成する工夫をする 
 

3. 「わかる喜び・高め合う手応え」が得られる
合理的配慮を具体化する 

 
河村(2016) 

双方の理解と対応を促すこと 

双方が満足できる活動を 

支援学級の支援を通常の学級で保障を 



新学習指導要領より 

• 交流及び共同学習の学習状況の中で、児童
生徒の学びを確実に把握・分析しながら、学
び場を変更していくことなどを検討する機器と
なり得ることを教育支援に関わる関係者が、
改めて再確認し、共有していくことが必要であ
ろう(文部科学省) 

より制約の少ない環境での学びへの移行を促すねらいか？ 
通常の学級中心主義への移行か？ 



Ⅱ インクルーシブ教育システムの
構築 

特別支援教育の新たな展開 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm�
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm�
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm�
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm�


１．インクルーシブ教育システム
とは 



特別な場での教育 
 

特別支援学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インクルーシブ教育システムの概念図 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

通常学級での基本的対応 
 
 

特別な対応 

連携 
・保護者 
・関係機関 
校内体制 

個別計画 
 
支援会議 

特別支援学級 
通級指導教室 

交
流
・
通
級 

地域(保健圏域など) 

自己肯定感・自己決定 

子どものニーズにあっ
たカリキュラム 

(カリキュラムの修正) 

どの場であろうと子どもを伸ばす 

教
育
サ
ー
ビ
ス
の
連
続
性 

合理的配慮・基準の変更 
段階的な対応 

障害特性にあった指導 

学習のユニバーサ
ルデザイン(UDL) 



ポイント 
• 圏域内ですべての教育を保障する 

– どんな障害でも圏域に包含(inclusion)する 
• 障害のある子どもが通常学級から排除され
ない 

• 通常から特別な場への教育サービスがつな
がっている(交流・共同学習) 

• 教育措置変更が柔軟に行われる 
• どの場で学んでも子どもの能力を最大限伸
ばす 
– どこで学ぶかは問題ではない 



通常の学級で、特別な教育を 

Niigata Univ. - Nagasawa Labo. 

全員が対象 
ユニバーサルな対応 

共通する対応で 
結果を出せなかった 

児童生徒 

小集団指導で結果を 
出せなかった児童生徒 

三層モデルと基準について、説明責任を果たすこと 

基準 

基準 



三層モデルとは 

Niigata Univ. - Nagasawa Labo. 

学習のユニバーサルデザイン 
ユニバーサルプログラム 

(生徒指導) 

小集団学習指導 
生徒の悩みにそった生徒指導 

特性に合わせた支援 

専門家・保護者との連携 
検査の実施 

ABAによる対応 

障害によって区別するのではない。「結果」で区別する 



段階的な対応：高等学校 
• 通常の授業 

– 学習のユニバーサルデザイン(UDL)  
• 補習授業 

– 選択科目で教科の補習、放課後の補習 
• 少人数授業、習熟度別授業 
• 単位認定の二重基準 
• 障害特性にあった対応 

– 合理的配慮、通級指導教室 

介入（小） 

介入（大） 

生徒の実態や校内のリソースにあわせた学習支援 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/03/__icsFiles/afieldfile/2016/03/31/1369191_01_1_1.pdf�


２．就学支援制度 

自己選択の保障 



就学指導 

• 障害の種類と程度によって教育措置がきまっ
ていた 

• 特別支援教育に転換し、保護者の意見が尊
重されるようになった 

• しかし、就学指導委員会が、教育措置を決定
していた 

• H25．9月より、就学支援に転換 

新潟市就学支援委員会 

https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/tokubetu/syugakusien.html�


就学支援・判断基準(例) 

カリキュラムの修正なし 

カリキュラムの修正あり 

少 

中 

大 

＜通常学級＞ 
UDLを中心とする支援 

＜通級指導教室＞ 
実態に合った支援・指導 

＜特別支援学級＞ 
実態にあったカリキュラム 

交流教育 

＜特別支援学校＞ 
自立に向けた教育 

アセスメント・検査 

さまざまな情報から決定を。支援計画作成を。 

注)カリキュラム＝教科中心のカリキュラム 

週1回の指導 

毎日数時間の指導 

特別なカリキュラム 



判断に必要な情報収集 

• 診断：知的障害、発達障害。身体障害 
• 知的能力 
• 学力 
• 社会的能力、学校適応：通級・情緒支援学級 
• 保護者の考え 
• (学校のリソース) 

さまざまな情報から子どもにあった教育措置を決定 
具体的な学校名や学級まで決めるかどうか？ 

カリキュラムの修正の有無・程度 



判断に必要な情報収集 

• 診断：知的障害、発達障害。身体障害 
• 知的能力 
• 学力 
• 社会的能力、学校適応：通級・情緒支援学級 
• 保護者の考え 
• (学校のリソース) 

さまざまな情報から子どもにあった教育措置を決定 
具体的な学校名や学級まで決めるかどうか？ 

カリキュラムの修正の有無・程度 
知能検査、発達検査 

学力の実態(客観的な情報) 

社会生活能力検査、適応行動尺度 
行動観察 

関係者からの聞き取り 



特別な場での教育 
• 通常学級で「できない」から入れられる、ので
はない 
 

• 特別な場の利用は権利である 
 

• 情報を提供し、自己決定を 
 

• いじめや偏見への不安に対処する 

特殊学級や養護学校ではないことを強調 

利用→子どもの利益になる。能力を伸ばすことができる 

必要な客観的情報を与える。最後は保護者(本人)が決める 

疑問や悩み、不安には丁寧に対応し、具体的な方策を示す 



保護者への対応 

1. 保護者のニーズを聴く 
 

2. 必要な情報を提示する 
 

3. 保護者の疑問や悩みに対応する 
 

4. 次回までの課題を整理する 
 

まずは十分に語っていただきます。 

制度、検査の解釈、教育措置の選択肢・・・ 

主観をできるだけ排除し、可能性のある情報を再提示 

結論を急がず、保護者が納得するまでつきあうこと 

中・長期的な展望を持つことも伝える(将来の進路) 



情報の提示(例) 

• 特別支援教育についての概要 
– 通常学級中心の制度、支援学級・学校の位置づ
け 

• 就学支援制度 
– 親の権利、合理的配慮、サービス提供の限界 

• 考えられる選択肢 
– 複数提示、メリットとディメリットを明確に 

• 継続的対応の保障 
– 就学相談、入学後の教育措置の変更まで言及 



入学までの流れ 

1. 教育相談 
– 相談機関、特別支援学校・学級など 

2. 就学時健診 
– 個別検査、情報収集 

3. 就学支援委員会 
4. 就学相談 

– 就学支援委員会の決定を受け最終決定 
 

保護者:早い段階から関係機関を利用し、早めに情報収集を 



(続き) 
 
– 保護者の考えを述べる 
– 文書、今までの書類等(相談支援ファイル)持参 

 
– 保護者の要望に基づき、作成 
– インフォームドコンセント 

 
– 支援計画に基づき、学校生活が保障されている
かどうか評価会議を開催 

4．保護者:学校訪問 

5．個別の教育支援計画作成 

6．入学後の話し合い 

学校との話し合いは必要。できることとできないことを見極める 



個別の教育支援計画作成の手続き 
1. 情報収集、保護者面談 

 
2. 支援チーム組織と支援会議の開催 

 
3. 支援計画作成 

 
4. 実践と定期的評価 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

就学支援委員会の情報。保護者からの情報 

コーディネーター、必要なメンバー、保護者参加 

保護者の要望。学校ができること。合意内容を書面に 

できたことを認め、次につなげる。データの活用 

個別の教育支援計画：支援チーム、支援会議、自己決定(当事者) 



現状(市町村) 

• 保護者に対して丁寧なガイダンスが行われる 
• 意見の相違による教育相談が困難 
• 保護者の意見が強くなる 
• 小・中学校の負担増加 
• 特別支援学校のセンター的役割のいっそうの
充実を 

藤井(2016) 



健診前 教育委員会 
・就学にかんする相談・検査対応 
保護者 
・相談、学校見学等 

就学支援委員会 就学支援委員会による判断 
 
 
保護者による自己決定 
・必要な情報提供、代弁者 

入学前 支援チームの結成と支援会議の開催(外部委員) 
個別の教育支援計画の作成 

入学後 支援会議の定期開催 
個別の教育支援計画の評価 
 
学習のユニバーサルデザイン、合理的配慮 

調停機関 

今後の就学支援の流れ(私案) 

相談・専門機関 
特別支援学校 

入学する
学校 



３．通常学級での教育 

全員を対象とした指導からの 
段階的な対応 



４．合理的配慮 

合理的配慮 
障害特性に応じた指導 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

本人の努力不要 

本人の努力必要 



障害者差別解消法 

• 目的 
– 障害のある人に対して、差別をしない 
– 障害のある人もない人も、お互いを理解し、共に
生きる 

• 差別とは 
– 障害を理由に排除すること、差別的な対応 
– 合理的配慮を提供しないこと 

 
 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 
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 ① 不当な差別的対応の禁止 
 
 
 
 ② 合理的配慮の不提供の禁止 

国・地方公共団体
等 

民間事業者 
義務 

国・地方公共団体
等 

民間事業者 

義務 

努力義務 

障がいを理由とした差別の解消 
新潟市条例参考資料より 

する差別 

しない差別 

公立学校は法的義務 



(1)合理的配慮 
• 障害のある子どもが、他の子どもと平等に 「教育を受
ける権利」を享有・行使することを確保するために、学
校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を
行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に
応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされる
もの（文部科学省） 

 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 

障害のない子どもと、同じスタートラインに立つための支援 
 

公立学校は法的義務(新潟市は民間事業者も法的義務) 



合理的配慮の例 
• 視覚障害 

– 代わりに読み上げる、点字、点字ブロックなど 
• 聴覚障害 

– 手話通訳、ランプ点灯によるアナウンスなど 
• 肢体不自由 

– 車いす、バリアフリー、低床バスなど 
• 精神障害 

– 休憩できる部屋・ベッドなど 
• 知的障害 

– わかりやすい説明、視覚支援 
• 自閉症スペクトラム 

– 構造化、ワークシステムなど「見える化」 
Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm�
http://takinogawagakuen.jp/history/�
https://h-navi.jp/column/article/650�


発達障害：ICTの積極的活用 

• 読み障害：読み上げソフト、漢字にカナを振る 
• ADHD：環境構成の工夫、情報の制限 
• 書字障害：キーボード入力、音声入力、アプリ
の活用 
– 紙と鉛筆による書字からの開放 

 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

大事なことは「学習すること」「内容を理解すること」 
印刷物障害への支援を：情報のデジタル化 

 
ATの進歩で合理的配慮が可能になり多様化する 

https://itunes.apple.com/jp/app/tatchi-rido/id1052477192�
http://hssc.eng.niigata-u.ac.jp/support.html�


テストの合理的配慮 
(Test Accommodation) 

• プレゼンテーションの仕方 
 

• 反応の仕方 
 

• セッティング 
 

• 時間延長 

読み上げ､手話､点字､仮名ふり(対応業者あり) 、拡大 

パソコン､口頭､特別な筆記具､手話 

別室(試験場所の配慮)､個別､付き添い 

大学入学試験では、すでに実施済み。高校入試は? 
センター試験：診断書+状況報告書(高校) 

事例：小学校 
事例：中学校 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/attach/1283071.htm�
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/attach/1283071.htm�


合理的配慮と自己決定 
• 合理的配慮は障害のある人の権利 

– 国民、市民、児童生徒への理解啓発 
• 権利があることを知ること(教える) 

– アドボカシー(権利擁護) 
• 合理的配慮を訴えられるようにすること 

– 自己主張、代理人 
– 周囲の気づきと意思の確認 

• 自己決定の力をつける(保障する) 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

自己理解 → (セルフ)アドボカシー → 権利の主張 きがねなく訴えられる信頼関係 



判断など対応について 

• 合理的配慮が妥当かどうかの判断の根拠 
– 診断書、諸検査の結果、個別の教育支援計画 
– 専門家の助言など 

• 決定のプロセス 
– リソースをベースとした多様な選択肢 
– 「話し合う」ことが重要：話し合いによる合意形成 

• 地域連携・不服審査 
– 障害者差別解消⽀援地域協議会 理解啓発活動を進める 

学校では、相談窓口、専門家を入れ対応組織の構築 



本人の訴え 

• 申し出 
• 書面など 

代理者の訴え 

• 保護者 
• その他代理人 

周囲の気づき 

• 教師 
• 意志確認 

支援会議 

1．合理的配慮の意思表示 
新潟大学の場合 



2．話し合いによる合意形成 

合理的配
慮の要望 
• 根拠(診断書
など) 

• 以前の個別
の支援計画 

話し合い 
• 代替案の提
示 

• 理由説明 

合意形成 
• 個別の教育
支援計画
(案) 

• (修正)決定 

要望を理解し、できることを提案して合意形成を 

新潟大学の場合 



3．定期的なふりかえり 

支援
会議 

計画 

実行 

評価
会議 

修正・
変更 

PDCA ： 話しあいで評価・確認・修正・変更 

新潟大学の場合 



過重な負担 

• 個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、
具体的場面や状況に応じて総合的・客観的
に判断することが必要 
○事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・
機能を損なうか否か） 
○実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上
の制約） 
○費用・負担の程度 
○事務・事業規模 
○財政・財務状況 

判断:専門家・第三者の介入。説明責任 



理解啓発活動（小中学校の例） 

• 人権教育を通して差別解消法を教える 
 

• 研修会や保護者会で説明する 
 

• まずは職員がしっかり研修すること 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 

総合的な学習の時間、道徳、特別活動など。福祉読本 

保護者への理解啓発は重要 

インクルーシブ教育システム、UDL、市条例 

子ども・保護者への理解啓発が必要 

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/ud_index/1st_ud_plan.files/1st20ud20action20plan0.pdf�


障害者差別解消法 

• 障害のある人に対して、差別をしない 
 

• 障害のある人もない人も、お互いを理解し、
共に生きる 



1. 教育方法の変更 
– 教育内容の提示方法の変更、情報量の調整 
– 答え方の変更 

2. 教育内容の変更 
– 到達目標の変更、難易度の変更 

3. 個別のカリキュラムの作成 
– 下学年の教育内容 
– 機能的スキル、生活スキル、社会的スキル 
– 領域教科をあわせた指導 
 

小 

大 

（2）基準の変更(Modification) 



コース１通常 
２学習障害 
３知的障害 

コース２，３には
特別な支援 

同じ学習 
活動 

ニーズに
あった学習

内容 

担任による
個別指導 

一斉授業の中での個別支援 

同じ教室で、同じ学習活動、ニーズにあった(異なる)学習内容 



合理的配慮と特別な指導 
合理的配慮 特別な指導 

子どもの努力(がん
ばり) 

強いてはならない ある程度は必要 

結 果 保障しない 保障しなければなら
ない 

保護者との話し合
い 

必ず実施 実施することが望ま
しい 

計画書 個別の教育支援計
画 

個別の指導計画 



５．連携 

学校だけでは限界があります 



＜社会性＞ 
 

例：おもいやり 

＜ソーシャルスキル＞ 
 

傷ついた友達を慰める 
お年寄りに席を譲る 
落とし物を届ける 

いじめられている友達を助ける 

ソーシャルスキルトレーニング 
説明を聞く 

練習する（ロールプレイ） 
評価（いいところを見つける） 

日常場面で実行する 

通級指導教
室で指導 

通常学級で
指導 

通級・通常・家庭の三者の連携で行動般化を 

(1)発達通級指導教室との連携 



良好な連携のためには 

• 通級指導教室:専門的な指導、訓練 
– 自立活動：SST、自己管理、感情のコントロール 

• 連携のために 
– 支援チーム、支援会議 
– 個別計画の作成と評価 
– 通常学級におけるコーチングの実施 

 

コミュニケーションを密にすること 

子ども・保護者・通常学級担任
のニーズを指導につなげる 

通級の指導を通常学級・家庭でも実施する 



個別目標をどこで教えるのか? 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

長期目標 
(単元目標) 

短期目標 
(具体目標) 

授業 通級 
(放課後等) 

家庭 

定期的にアセス
メント(表) 

個別の指導計画作成の必要性 

特別な指導 
専門的な指導 個人目標 

合理的配慮 
復習 
確認 

例)失敗やうまくいかないときに
「ごめんなさい」を言う 

ロールプレイで「ごめんなさい」 昼のトラブルで謝罪する うっかりミスを謝罪する 



(2)特別支援学校との連携 
• センター的機能 

 
• 専門性のある教育 

 
• 職業教育 

 
• 専門性のある教員 

 

巡回相談、検査、個別計画作成、情報提供 

身体障害、知的障害、自閉症、発達障害 

作業学習、キャリア教育、関係機関との連携 

小中高：積極的活用 
特別支援学校：外部専門機関との連携・情報提供 



小学校 

中学校 

高等学校 

進学 
社会生活 

(3)幼・保、小、中、高の連携 

幼稚園・保育園 

早期に支援計画を作成し、次の段階へバトンタッチ 

個別の教育支援計画 しばらく併走 
連携の工夫 

 
課題：個人情報 



(4)保護者と連携(理念)＝協働作業 
• 保護者の立場を尊重する 
• まず聴く 
• 保護者の願いを知る 
• 解決のゴールを共有する 
• お互いの立場でできることを考える 

 
• 情報は事実の共有 

原因追及より解決を優先する 

主観や意見を排除し、時系列的に事実を確認する 

立場の違いを認め合い、ビジョンを共有し、それぞれができることを考える 

 



親を支援する 

• 相談の窓口を作る 
 

• まずはじっくり聴く 
 

• 一緒に考え、必要に応じて情報提供 
 

• 必要なら専門機関の紹介を 

話しやすい関係、設定、複数手段の確保 

相手に関心を持つ、相手の立場に立つ 

ほめ方・叱り方・聞き方、遊び方、しつけ・・・ 

情報提供。一緒に行くことも検討する 



(5)連携、他にも 
• 虐待、親の資質の問題 

 
• 非行、学校外での問題行動 

 
• 診断、告知、医療的ケア、親支援 

 
• 親支援、心の支え、情報交換 

 
 

児童相談所、民生委員 

警察(生活安全課)、保護観察所、鑑別所 

医療機関、発達障害者支援センター、児童相談所 

親の会、NPO 

ひとりで抱え込まず、支援機関の活用を 
Niigata-Univ. Nagasawa-Labo 



６．個別の教育支援計画の作成 

支援チーム、支援会議、自己決定 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo 



支援計画作成の手続き 
1. 要支援児童生徒の認定 

 
2. 支援チーム組織と支援会議の開催 

 
3. 支援計画作成 

 
4. 実践と評価 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

気になる子、自己申告など。診断にこだわらない 

コーディネーター、必要なメンバー、本人参加、協働作業 

自己決定支援。合意できた内容を書面にまとめる 

できたことを認め、次につなげる。データの活用 

個別の教育支援計画：支援チーム、支援会議、自己決定 



支援計画と評価(例) 
生徒名 主   訴 合理的配慮 

支  援 
担 当 評 価 

1-2 
Ａ 

・板書を写す
ことに時間が
かかる。連絡
ノートを書け
ない 
 
・友達がいず、
かかわりがで
きない 

・特別なプリント
を用意する 
・教師が代わりに
書く 
 
・学習支援ボラン
ティアと昼休みに
遊ぶ 

・担任 
 
 
 
・学習支援ボ
ランティア 

・書き写すことが
早くなった。 
・必要なものの単
語を書けるように
なった 
・昼休み、ボラン
ティア時に合う同
級生と鬼ごっこを
している 

1-3 
B 

・特定の生徒
にこだわる 

・相談室にて個
別のSSTの実施 

・担任 ○月○日 
・現状の理解を
中心に指導 

主訴を明確にし、継続可能な支援をきめ、定期的に評価 

参考：サービス等利用計画 

(ASD) 

http://www.rehab.go.jp/College/japanese/training/25/pdf/soudansien_03_kougi3-2.pdf�


支援計画(指導計画を兼ねる) 
生徒名 主訴 合理的配慮 

(担当) 
目標 

 
指導方法 評価 

1-2(A) ・板書を写すこ
とに時間がか
かる。 
連絡ノートを
書けない。連
絡ノートを書け
ない 
 

・特別なプリ
ントを用意
する 
・教師が代
わりに書く 
(担任) 
 

・ワークシー
トに要点を
書く 

・本時に学
ぶ要点を示
し、ワーク
シートを準
備する 

・書き写すこ
とが早くなっ
た。 
・必要なも
のの単語を
書けるよう
になった 
 

指導方法の欄を加えた、支援計画+指導計画 

参考：サービス等利用計画 

http://www.rehab.go.jp/College/japanese/training/25/pdf/soudansien_03_kougi3-2.pdf�


新潟大学障がい学生支援部門 
• 目的：障害のある学生の修学を支援する 
• スタッフ：部門長、副部門長、特任准教授、事
務(2名) 

• 業務 
– 支援会議、個別支援計画作成、授業者指導 
– 相談、修学支援、自己管理支援、合理的配慮の
保障 

• 現状：支援学生約40名。 
– 相談件数約600件(H28年11月まで) 

 



合理的配慮の保障(新潟大学) 

1. 支援会議の開催 
– 本人を含めた関係者の話し合い 

2. 個別支援計画の作成 
– 本人のニーズの尊重 
– 授業中の支援の保障、授業科目の変更、定期的
相談、ピアチューターなど 

3. 授業者に文書で通知 
– 実施状況を確認・指導 

4. 評価会議の開催 
– 定期的評価と改善 

 

特別修学サポートルーム 
特別修学サポートルーム(2) 
特別修学サポートルーム(3) 



今後の取組など 

• 第３期中期目標・中期計画に位置づけ 
• 大学としての差別の解消の推進に関する対
応要領の作成 
– 主旨、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基
本的な考え方、具体例、相談体制の整備、教職
員への研修・啓発、その他 

• 連携、情報収集 
– 全国高等教育障害学生支援協議会 

• 書籍の電子化サービス 

http://ahead-japan.org/�


 書籍の電子化サービス 

• 中央図書館の業務の一つ。 
• 障がい学生支援部門、ITサポートセンターと
連携 
– 図書館の蔵書へ 

• 視覚障害のある学生への電子教科書の提供 
– 将来は発達障害の学生にも？ 

• ｐｄｆ化、ワード化まで。将来は校正作業も 
• 機器の導入 

http://www.normanet.ne.jp/~nichimo/yogu/product/category/c1/c1-3_yomube.html�


Ⅲ インクルーシブ教育 

将来のこと(予測) 



１．インクルーシブ教育 

• 定義：障害のある子どもが、地域にある学校
の通常の学級で、障害のない子どもと一緒に
教育を受けること。その際、その子どもの教
育的ニーズにあったカリキュラム、教育内容、
サービスの提供を受けることを基本とする 
 制約最小の環境:LRE 

(Least Restrictive Environment) 
通常学級中心主義:REI 

(Regular Education Initiative) 

参考:社会的排除 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002kvtw-att/2r9852000002kw5m.pdf�


様々なインクルーシブ(包含) 

• 環境を包含 
– 同じ地域で、同じ敷地内で、同じ建物で、同じ教
室で 

• 社会的な包含 
– 交流・共同学習、日常活動の共有 

• 指導上の包含 
– 同じカリキュラム・別の学習活動・別の学習内容 
– 同じカリキュラム・同じ学習活動・別の学習内容 
– 同じカリキュラム・同じ学習活動・同じ学習内容 

 

Baine(1989) 



インクルーシブ教育の実際 
• クラスのダウンサイジング 
• 複数の教師による連携（ティームティーチング） 

– 特殊担当教員、学校心理士、さまざまな専門家 
• 子どもにあったカリキュラム 

– カリキュラムの修正 
• 様々な指導形態 
• リソースルームの必要性 
• 特別な教育サービス 

– 特別な指導、ICTの活用など 
 

通級指導教室のようなもの 
 

子どものニーズにあった教育
サービスが受けられる 

 
在籍は通常の学級 

 

実施するためにはそれなりの体制が必要 



アメリカの流れ(まとめ) 

1. 通常の学級に障害のある児童生徒が足され
る 

2. 通常の学級での指導法に焦点化 
3. 障害のある児童生徒の教育内容に焦点化 

①学力向上を試験によって測定することで 
説明責任を果たす 

②インクルーシブ教育の実践レベルの課題を解決 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/09/08/1297399_3.pdf�


リソースルーム 
個別指導 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

インクルーシブ教育概念図 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

通常学級での基本的対応 
 

連携 
・保護者 
・関係機関 
校内体制 

個別計画 
 
支援会議 

少人数指導 
繰り返し学習、継続的な評価 

学校 

自己肯定感・自己決定 

段
階
的
な
対
応 

合理的配慮 障害に応じた指導 

学習のユニバーサルデザイン 



Niigata Univ. - Nagasawa Labo. 

全員が対象 
予防的対応 

UDL、UPで 
結果を出せなかった 

児童生徒 

小集団指導で結果を 
出せなかった児童生徒」 

インクルーシブ教育の実施 
通常の教育、特殊教育のリフォーム・協働作業 

支援の連続性 

基準 

基準 



(参考)特殊教育 

Niigata Univ. - Nagasawa Labo. 

障害 

障害 



(参考)インクルーシブ教育システム 

Niigata Univ. - Nagasawa Labo. 

総合的判断 

総合的判断 



障害者権利委員会への提案 
1. 障害者権利条約24条は、インクルーシブ教育を前

提であることを明確に 
2. インクルーシブ教育とは、障害のある子が地域の

学校の通常学級に在籍することと明確に定義 
3. 特別支援学校や学級は、保護者が選択した場合

にのみ例外として措置されることを明確に 
4. 特別支援学校や学級への就学を強制することは

差別であると明確に 
 
 

DPI日本会議(2015)より 

注：一部抜粋。文言修正(長澤) 

http://www.dpi-japan.org/dpi/index.html�
http://www.dpi-japan.org/dpi/index.html�


インクルーシブ教育、 
あまり語られないこと 



２．特別支援学校はどこへ? 

インクルーシブ教育の時代に 
なったら 



予想されること 

• 小中学部：中重度知的障害、自閉症に特化さ
れる 

• 後期中等教育：多様なコース制 
– 将来の生活に備えたコース、就労に特化したコー
ス、進学に特化したコース 

• 自閉症に特化した特別支援学校 
• センター機能:地域の拠点校として様々な
サービスを提供する 
 あくまでも長澤個人の予想です。 



３．インクルーシブ教育 

私案 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 



 
 
 

自立支援 
協議会 

個別の教育支援計画作成会議 

 
幼児期 
 
 
 
初等教育 
 
 
 
中等教育 
 
 
 
後期中等教
育 
 
 
高等教育 
 
 
 
成人期 

通常学級中心 
 

UDLと合理的配慮 
段階的な対応と 
特別なサービス 

特別
支援
学級 特別

支援
学校 

リソース
ルーム 

副次籍 

大学・短大・専門学校 訓練学校 就労支援事業 

就労・自立生活・自己実現 

支援チーム 
(支援会議） 

保護者・代弁者 

重度重複障害 
センター機能 

定期的開催 
 
専門機関と

連携 

個別の 
支援会議 

個別計画 

発達障害支援チーム 就学時健診 

コミュニティーインクルージョン 親の会、NPO、ぷれジョブなど 

専門家 

移行計画 

仲裁・調停委員会 



インクルーシブ教育システムに向けて 

1. ガバナンスの強化 
– ミッション、ルールと基準、対応手続き 

2. 説明責任と情報公開 
– 「1」の説明と対応結果の公開 

3. 校内体制整備 
– 合理的配慮など対応組織。教育の場の整備 

4. 教員の役割分担 
– 特別な指導実施のための役割分担 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/26/1365657_02.pdf�


ガバナンスの強化 

• 学校の方針、ルール、対応方法をきめる 
• 書面、説明会等で説明責任を果たす 
• 問題が起きたら、決めた対応方法で粛々と対
応する 

• 問題と、対応した結果についての情報を示す 
• 話し合いの場を持ち、話し合いを継続する 
• こじれる前に、第三者を入れる 

学校のガバナンスの強化 
教職員：ビジョン、戦略、手続きの共有化 

http://yougo.ascii.jp/caltar/%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9�


ガバナンス、具体的には・・・ 

• ミッション 
– 学力向上、校則遵守、いじめのない学校 

• ルール、基準 
– 学力：学習指導要領による、生徒指導：校則、ス
クールスタンダード、いじめ：いじめの定義 

• 方法 
– 学力：UDL、生徒指導：UP、いじめ：いじめ防止プ
ログラム 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

学力未達成、逸脱行動、いじめの基準と対応をきめること 



運用システム構築の必要性 

• 組織 
– 校内委員会、支援チーム、非公式な話し合い 

• 運用 
– UDL、UP・SS、いじめ防止プログラム 

• 評価 
– 記録、評価、情報公開 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

ミッション達成のためのシステムの構築を 
 

組織を変えるには、中心となる「層」を変える(稲村・吉川、2012) 

ガバナンスの強化 



長澤研究室 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/ 
特別支援教育・発達障害の情報、資料。FB、Twtter 

 

http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/�
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/�
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/�
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