
5．特別支援教育 
 
 



到達目標 

1. 特殊教育と特別支援教育の違いを知る。 
2. 特別支援教育の具体的な内容を知る。 

– 体制 
– 教育方法 

3. 小中学校との主な連携先と役割を知る。 
 



障害のある子どもの教育をめぐる歴史的経過 

• 民主教育：平等・公平・
質の高い教育 
 
 
 
 

• 高校進学率100％近く 

• 身体障害の治療教育・
リハビリ 

• 障害を理由に、就学猶
予・免除 
 
 

• 義務教育完全実施（S54) 

• 特殊教育の充実 
 

戦後復興、経済成長 

ノーマリゼーション 

インクルーシブ教育システム（H25) 

特別支援教育（H19) 
障害のある子どもも 
通常の学級で学ぶ 

（原則） 

公教育 障害児教育 



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�


特殊教育の対象は4.2％ 
（特別支援学校、学級、通級） 

文部科学省（2017） 
2016年度は3.88％ 



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 

 

LGBT 
(性的少数者) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1332148.htm�


特別支援教育：欠陥から支援へ 
障害児教育（特殊教育） 特別支援教育 

欠陥の克服 
障害児だけが対象 

個にあった支援 
支援が必要な子ども全員 

 
 
 
 

• 障害の有無（診断の有無）にこだわらない 
• 支援が必要な児童生徒すべてが対象 
• 法的根拠： 

学校教育法施行規則の一部改正(H19/3/30) 
特別支援教育の推進について：文部科学省局長通達(H19/4/1) 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101.htm�
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101.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
に近い 

考え方が180度違っている 

障害のある子も 
通常学級で教育 



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(例：新潟市) 
• 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29年度特別支援教育体制整備状況調査結果 

内閣府勧告 

https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/sho_chu_school/tokubetu/tokushi/information/gouritekihairyo.files/kobetsushienkeikaku.pdf�
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/sho_chu_school/tokubetu/tokushi/information/gouritekihairyo.files/kobetsushienkeikaku.pdf�
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/sho_chu_school/tokubetu/tokushi/information/gouritekihairyo.files/kobetsushienkeikaku.pdf�
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/__icsFiles/afieldfile/2018/03/29/1402845_02.pdf�
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/__icsFiles/afieldfile/2018/03/29/1402845_02.pdf�
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/__icsFiles/afieldfile/2018/03/29/1402845_02.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 
 



２．推進体制 



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
・通
級 

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 



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 
 

校内委員会が特別支援教育を統括 



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 

（新潟市） 

https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/sho_chu_school/tokubetu/tokushi/service.html�


就学指導（H25年9月まで） 

• 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 

インクルーシブ教育システムをめざす 



就学相談・就学先決定の在り方 
• 早期からの教育相談 
• 本人、保護者のニーズの尊重 

– 修学先をきめるのは、本人（保護者）の権利 
• 総合的判断 

– 専門家を交え、本人にあった就学先を決定 
– 必ずしも診断に基づかない 

• 就学後も柔軟に対応 
– 転学を容易に 

教育委員会:「就学」を「支援」する 



コーディネーターの役割（文科省） 

1. 校内の関係者や関係機関との連絡調整 
2. 保護者に対する相談窓口 
3. 担任への支援 
4. 巡回相談や専門家チームとの連携 
5. 校内委員会での推進役 

– 作業部会の設置 

発達障害の児童生徒への教育支援体制の整備のための 
ガイドライン（H29改訂）  

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo 



 
 
 
 

 
 
 

支援チーム 
 
 
 
 
 

全教員 

コーディ
ネーター 

生徒指導 
保健室 

医療・福祉
機関 

ハロー 
ワーク 

個別の教育支援計画 

19 

担任 
生徒 
保護者 

支援会議 
(高等学校の例) 

行政 

支援チーム、支援会議、個別の教育支援計画は三位一体 



３．特別な場での特別支援教育 



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 

引用：文部科学省 

(新潟県) 

142.000人(H29)。139.000(H28)。72，000人(H29，小中)。 
高等部生徒の増加・多様化 

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�


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 

236.000人（H29)。(218.000人：H28) 
自閉症・情緒障害学級増 

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�


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 

108,946人(H29) 
発達障害への理解。専門性のある教員の不足 

平成29年度の様子 



新潟市立明鏡高校 

• 対象：コミュニケーション、人間関係等に困難さのある生徒 

• 内容 
– 自立活動Ⅰ：「自分デザイン」 
– 自立活動Ⅱ：「未来デザイン」 
– 週1日、2時間連続(2単位) 

• 授業の例 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

人間関係の形成 

社会参加と就労に向けて 

「会話を楽しもう」「自分のことを伝えよう」「受け答えのポイントを知ろう」 

「いろいろな仕事に挑戦しよう」「就職に向けて不安を解消しよう」 

H28年度報告書より 



留意点・注意点 
• 自立活動は、 

– 高校の教育課程に加える 
– 選択教科・科目の一部に替える 

• 各教科の内容を取り扱いながら行うことがで
きる 

• 自立活動を履修したことで、就職が不利にな
ることはない 
– 障害者の雇用を支える連携体制：差別の禁止 

• 多様な生徒への対応も 
Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

学習指導要領 

https://www.nisseikyo.or.jp/images/news/gyousei/2017/170417/170417-04.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 

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 



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) 

https://www.facebook.com/kingo.niigata/�
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 



特別支援学校・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) 



4．さまざまな連携 

学校(担任)だけで 
解決できない問題がある 



(1)コーディネーターと担任の連携 
（コンサルテーション） 

• コーディネーターが聴き役となり、一緒に問題
を解決する 

• 協働作業による問題解決 

問題 コーディネーター 担任 

自分の問題として考える 
アイデアを提案して選択してもらう 

定期的に経過を確認 

コーディネーターと担任と一緒に、学級の問題解決 



(2)補助教員の役割（ティームティーチング） 

• 問題のある子どものマネージャー 
 

• 他の子どもへの学習支援 
 

• 自分の役割を知る 
 

• 人材確保の工夫を 

ほめる、アドバイスする、注意しない、叱らない 

個別支援は担任、自主学習の支援担当 

マニュアルの作成、研修会の実施 

大学生、PTA、地域への働きかけを 

補助教員とのティームティーチングの実現を 



(3)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 

 



(4)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 



(5)就労支援機関との連携 

• 障害者職業総合センター（千葉市） 
• 広域障害者職業センター（３施設） 
• 地域障害者職業センター（各都道府県） 

– 職業相談からアフターケアに至る職業リハビリ
テーション  

– 職業準備訓練、職業講習、人的支援など 
• 障害者就業・生活支援センター 

– 就労と生活双方の支援 
 

 就労のための専門機関を知り、有効活用を 

http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/niigata/�
http://www.minowanosato.jp/s_yumicho.htm�


(6)教育・福祉の専門機関 

• 教育 
– 新潟市教育相談センター 
– 新潟市特別支援教育サポートセンター 

• 福祉 
– 市町村母子保健担当課 
– 児童デイサービス、放課後デイサービス 
– 地域生活支援センター 

 
よりよき連携。それぞれの役割を知る、果たす。 

http://angel-jrk.com/�
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/215/14/taiseizu,0.pdf�


(7)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 



特別支援教育のまとめ 
• 障害名より必要な支援を考える教育 

 
• 通常学級中心に展開 

 
• 校内組織、地域の支援体制の構築 

 
• 保護者をはじめ、さまざまな連携 

 
• インクルーシブ教育システムへ 

診断より支援を 

通常の学級でも支援を 

担任だけで実施ではなく、組織として実施を 

地域で推進体制構築、関係機関(者)と連携 



新学習指導要領より 

1. 個々の児童生徒の実態に合った指導支援を
組織的・継続的に 

2. 特別支援学級・通級の指導は特別支援学校
のカリキュラムを参照。支援計画全員作成 

3. 教科の困難さへの特別な指導・支援(合理的
配慮、基準の変更) 

4. 心のバリアフリー、交流および共同学習 
 
 

 

特別支援教育の理解から積極的実行へ 



文部科学省提供資料 

特別支援教育について 
 



自己評価 

1. 特殊教育と特別支援教育の違いを説明でき
る 

2. 特別支援教育の具体的な内容を説明できる 
– 校内体制、地域の体制 
– 通常学級での教育方法 

3. 連携先とお互いの役割がわかる 
– 保護者、専門機関 
 



次回までに 

• あなたが卒業した小中学校のHPを見て、特

別支援教育をどのように実施しているか、調
べましょう 

• あなたの中学校区にある特別支援学校のHP
を見て、教育の特徴を調べましょう 
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