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第 60回コーディネーターフォーラムを開催 

  

6月 24日（水）夜に、今年度初回の和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムが、 

和歌山大学会場、新宮会場、田辺会場、きのかわ会場の 4会場をテレビ中継で結び開催されまし

た。   
  今回は、和歌山大学 江田先生、和歌山市保健所 松岡信一郎氏、野上厚生病院 西村保津美氏 

 が講演してくださいました。お忙しい中 90名の方が、ご出席下さり、各会場と活発な意見交換が 

されました。 

 

講 演 テーマ                           

『精神障害の理解と地域支援』  

 

 

講演題目： 「統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害」 

 

講  師： 和歌山大学 教育学部    教 授      江田 裕介 

    

 統合失調症等の精神障害は、DSM-5精神疾患に含まれている障害だが、学校教育の分野ではあまり

学ぶ機会がなく、そのことは特別支援教育における課題のひとつである。 

 統合失調症は、生涯有病率が 0.3～0.7％とされ、頻度の高い疾病である。思春期から青年期に発症

する例が多く、半数の人は初期にうつ症状を訴えるといわれていている。症状としては、頑固な信念

となっている判断の誤りから起こる妄想、現実の外的刺激がないにもかかわらず起こる幻覚、他者に

は分かりにくい言動をとる思考、予測できない行動で日常生活を妨げる運動行動などの陽性行動に加

え、意欲や活動性の低下などの陰性症状が現れる。 

妄想や幻覚は本人とっても不快な体験であることが多く、周囲の気づきや相談を妨げることがあ

る。疎外感や意欲低下など心理的な困難をともない不登校などの二次的な問題の要因ともなる。当事

者の「生きにくさ」に早く気づき、精神科の医療と同時に、心理社会的な支援が重要である。 

 

 

講演題目： 「精神障害者保健福祉手帳の対象障害について」 

  

講  師： 国保野上厚生総合病院   精神保健福祉士   西村 保津美 

 

 平成 7年、精神障害者の自立と社会参加の促進を図る目的として、精神障害者保健福祉手帳の制度

が創設された。統合失調症、気分障害、てんかん、発達障害等のため、長期にわたり日常生活または

社会生活への制約のある方が対象者である。手帳の所有者対象に、医療費助成を受けられる場合があ
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る。 

 2006年北海道大学の調査によると、1.5％の小学生、4.5％の中学生がうつ病と診断された。これ

は、成人のうつ病の生涯有病率 6.5%に匹敵し、高い割合で精神疾患を有する子どもがいることがわか

る。精神疾患は 10代から 20代が好発時期であり、特別な疾患ではない。保護者や教員は、精神疾患

を身近な疾患であると捉え、思春期の子どもの変化に注意してほしい。 

 

 

講演題目： 「精神障害者の地域生活と家族の支援について」 

  

講  師： 和歌山市保健所 こころの健康対策班  班長  松岡 信一郎 

 

 和歌山市保健所には、10名の精神保健福祉士が配属されており、全国的にみてもトップレベルの体

制である。また、通所できる場として「地域生活支援ルーム」を設置しているのは、めずらしい取り

組みである。主な業務は、精神保健福祉相談・訪問活動、本人や家族の地域生活を支援する活動や、

市民に対しての啓発活動などである。最も多い相談内容は、統合失調症についてである。認知症や発

達障害に関する相談件数も増えてきている。 

 精神障害者の特性は、ストレスによる影響を受けやすく、あいまいな状況が苦手などの傾向があ

る。それが原因となり、対人関係の障害等の生活障害がある。周囲の人は、「本人の今」を認め気持ち

に寄り添い、できる事を増やす取組みを行い、その人らしく生きる事ができるようエンパワーメント

を行っていくことが必要である。 

和歌山市には、精神障害者を家族に抱える方の自助組織「つばさの会」がある。昭和 59年に発足

し、精神保健福祉に関する普及啓発活動を行っている。昨年は 30周年を迎え、精神障害者家族への聞

き取り調査を行った。親なきあとの不安、早期発見・早期治療に向けた取り組み、偏見や差別の解消

の取組みなどに課題を感じていることがわかった。 

現在、精神障害者を取り巻く情勢は大きな変換と転機の時期にある。精神障害のある方への偏見や

差別が少しでもなくなり、地域社会で「当たり前」に暮らしていけることを願っている。 

 

質疑応答  

① 自閉症と統合失調症の違いは何か 

A 一つには発症の年齢が異なる。自閉症は発達初期に発現するが、統合失調症は思春期以後に発症

する例が多く、それまでに発達障害の経過がない（両障害が合併している例を除き）。また、統

合失調症では妄想や幻覚の症状及び意欲や行動活性の低下など生活状況の変化が観察される。 

② 精神障害者の行動特性について、これらの特性を持った人が精神病にかかりやすいのか 

A 発症後に特徴が現れる。病前の性格を示すものではない。 

 

参加者の感想より 

・障害を理解すると共に、その人自身を理解していくことの大切さを学びました。 

・生徒の学校生活への不適応に、精神障害も視野にいれる必要を感じた。 

・様々な機関と連携し、個のニーズに合った支援が必要だと強く思った。 

・精神疾患について、病気のこと、制度のことなど理解できました。 

・支援の方法は、特別支援教育と共通するところがあると思いました。 
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第 61回和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムを開催 

  

9月 30日（水）夜に、第 61回和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムが、4会場をテ

レビ中継で結び開催されました。お忙しい中、56名の方がご出席くださいました。 

今回は、和歌山大学会場から和歌山大学 武田先生と紀北支援学校 前田先生が、田辺会場から、

みはま支援学校 赤松先生・向井先生が、新宮会場から、みくまの支援学校 中本先生が、きのかわ

会場から、きのかわ支援学校 久保先生・滝元先生が講演してくださいました。各会場からのご講

演、出席 

くださりました皆様からのご質問をいただき、大変盛況で有意義なフォーラムとなりました。 

 

講 演 テーマ                           

『 特別 支援学 校の セン ター的 機能 の現 状と課 題  

― 地域 内にお ける 学校 等支援 （教 育相 談）を 中心 にー 』  

 

 

講  師： 和歌山大学 教育学部    教 授      武田 鉄郎 

    

 特別支援学校のセンター的機能としての役割は、地域学校教員への助言や援助、障害のある児童生

徒やその保護者に対しての指導や支援、医療等関係機関との連絡や調整など多様である。学校授業と

並行してこれらの相談や支援に関わるには、たいへん忙しい思いをしておられると思う。 

 「障害者の権利に関する条約」において、学校は児童生徒に合理的配慮を行うこととなった。合的

配慮はどのようにすればいいか。診断を受け自分を理解したうえで、支援者と話し合い本人が支援の

選拓決定をする。このように、本人が変更・調整を決定する過程が重要だと考える。 

 

 講  師： 和歌山県立紀北支援学校           前田 美和子 

 

 紀北支援学校は、教育支援部を中心にコーディネーター10名でセンター的機能としての取組みを行

っている。主な取組みは、巡回相談、相談者からの依頼による教育相談、小中学校の教員などに対す

る研修会の実施などである。 

 最も多い相談は、特別支援学級や通常学級に在籍する児童や保護者への支援方法についてである。

学習面、友達への暴力などの問題行動、不登校など二次障害への対応、児童生徒や保護者との信頼関

係構築についてなど相談は多様である。これからは、様々な支援を行うために、個人レベルでの勉強

が必要である。また、関係機関の方と一緒に相談活動ができるようなシステムづくりも必要だと考え

る。 

 

講  師： 和歌山県立みはま支援学校           赤松 正敏 

       和歌山県立みはま支援学校           向井 未稚 
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 みはま支援学校のセンター的機能は、子どもの教育の充実・保護者、教育関係者への支援等の体制

構築を目指し支援部が取り組んでいる。支援活動は、教育相談・巡回相談・研修会の開催等である。 

 月 1回、生徒・保護者・担任が来校し教育相談を実施している。生徒と教育相談者との話のなか

で、生徒に困り感に気づかせたうえで、数個の解決案を示し生徒に選択させている。そうすることで

生徒は、自主的・意欲的に取り組むことができる。また、保護者と担任は、生徒と相談者とのやり取

りをそばで実感することで、子どもの特性を知り、適切な支援方法や子育て力の向上につなげていく

ことができる。 

関係機関それぞれが主体となり、連携して顔の見える支援を行なうことが大切だ。そして、この地

域 

支援チームをどのように活用するかが大切だと思う。 

 

講  師： 和歌山県立みくまの支援学校           中本 雅子 

 

 みくまの支援学校開校当初は、障害について相談するところが少なく、支援学校だけが相談の場に

な 

っていた。障害を有する子ども・保護者・地域の学校教員への支援、福祉関係との連携つくり、巡回

相 

談の開始、校内体制の育成など多様な支援をしてきた。現在、地域学校のノウハウの蓄積や過疎化に

よ 

り児童の相談件数が減少した。しかし、当初の子どもの成長により高校や社会人への支援ニーズが高

ま 

っている。 

 今後、生徒に理解させられる授業力の向上、不登校問題、各関係機関の多忙による難しい連携など

を、 

さらに高めることが課題だと考える。 

 

講  師：  和歌山県立きのかわ支援学校           久保 尚美 

       和歌山県立きのかわ支援学校           滝元 あゆみ 

 

 きのかわ支援学校は、教育相談、巡回相談、きこえことば・見え方相談、研修会等の地域支援を行 

ている。昨年度、地域支援を行うなかで課題が見え、改善した点がある。例えば、相談が単発である

こ 

とが多く、二次予防ができないケースがあった。今年度は、継続して支援を行うため、長期休暇中に

連 

絡をとり子どもの変化の有無を確認している。 

 現在の課題は、校内体制の確立や外部資源の活用と連携、知的障害がない子どもへの支援などがあ

る。 

今後、通級指導教室の担任教員やコーディネーターとの情報交換を密にし、関係機関とのネットワー

ク 

を深め、よりよい支援を目指したいと思う。また、支援する側は専門性を高め、情報発信していくこ

と 

も大切だと考える。 

質疑応答  

① 支援チームづくりはどのようにしたらいいか 



A ひとりで問題を抱え込まず校内委員会なども活用し、他の教員に様々な意見を聞く。福祉関係の

方に相談し、関係機関に繋いでもらう。 

② 専門性を高めるにはどのようにすればいいか 

A 研修会・福祉協議会などに参加し、勉強し続けることが大切。また、先輩の教員や地域の巡回相        

  談で先生の話しを聞き学ぶ。 

 

参加者の感想より 

・他校の情報を知り良い点を自分の地域に活用し、地域の支援力を高めていけるよう取り組みたい。 

・連携は、お互いの理解などの信頼が必要であり大変難しく時間がかかると思った。 

・地域学校への情報発信や連携を大切に進められていると思った 
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第 62回コーディネーターフォーラムを開催 

  

10月 28日（水）夜に、第 62回和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムが、和歌山 

大学会場、田辺会場、きのかわ会場の 3会場をテレビ中継で結び開催されました。   
  今回は、和歌山大学 山﨑先生、株式会社あみだ食品代表取締役 松本なお氏が講演してください 

ました。お忙しい中 51名の方が、ご出席下さり、各会場と活発な意見交換がされました。 

 

 

講 演 テーマ                           

『働く人に合わせた仕事づくりと利益向上  

の両立―働くことを通した自信の回復へー』  

 

 

 

講  師：株式会社あみだ食品代表取締役・スクールカウンセラー   松本 なお氏 

    

 株式会社あみだ食品は、仏壇に供えるフリーズドライの精進料理「ご先祖様」と葬儀の際に使用す

る冷凍団子「みほとけさま」を製造する会社である。 

起業当時、「ご先祖様」の生産作業の委託に苦慮していたところ、福祉作業所さんから「委託先と

して考えてほしい」とお話があり取引を開始した。「ご先祖様」の製造工程は、多種類の手作業があ

る。さまざまな作業工程は、利用者さんの作業能力に合わせることが可能であり、利用者さんのニー

ズとうまくマッチした。現在、ほとんどの仕事を福祉作業所に委託している。 

 その後、「みほとけさま」を製造することが決まり、製造工程が福祉作業所の仕事に適切だと考え

た。福祉作業所で行っているさまざまな工夫をご指導いただき、福祉作業所から、週 2回「施設外就

労」という形で利用者を受け入れ製造を始めた。その後、引きこもりサポートセンターからも青年を

受け入れ、週 1回 5時間労働で 1日約 500キロの団子を製造し、時給 750円（但し外注費としての支

払い金額）を支払っている。 

 あみだ食品は、その人に合わせた作業や得意な作業をしてもらうこと、わかりやすい作業工程の掲

示、環境整備などさまざまな工夫をした。また、その日の気分で休むことを考慮し、必要人数より

２，３人多く採用し、作業がスムーズにできるようにした。その結果、利用者さんは、継続就労がで

きるようになり、作業能力も上達し、自己効力感が高まった。特に、機械を導入し生産量が増加した

頃からは目を見張るような成長を示した。このように、「障害者の仕事はこれ」と決めつけるのでは

なく、その人に合った仕事をしていだだくことで思った以上の力を発揮できることがわかった。 

障害者を雇用するには、様々な工夫を行い、そのうえ作業がスムーズにできるまで多くの時間を要
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する。利益を出さなくてはならない企業にとって、障害者の雇用は難しい。しかし、障害者を理解

し、寄り添う気持ちを持てば、弊社のように利益を得る経営が可能である。 

 

講演題目： 「誰も排除されない・インクルーシブな就労保障を」 

  

講  師： 和歌山大学教育学部       教授         山﨑由可里 

 

 日本の雇用は、リストラや非正規労働者雇用の拡大で利益を上げる企業があり、労働者は就職

難や給与カット、過労死という現実がある。松本さんの取り組みは、「自分だけが得をするのでは

なく、みんなの利益・幸福を両立させたい」という強い志しを持ち、試行錯誤しながら自ら起業

されている。松本さんが行っている、さまざまな支援は「中間的就労」という発想である。 

 障害のある人や引きこもりの青年たちは、働くことを通して人に認められる経験ができる。ま

た、生活リズムの確立や給与を獲得することができる。これらの経験を重ねることで、働く喜び

や意欲のはぐくみ、自信の回復につながる。 

 生きていく力をつけるには、学校教育ですべて形成できるわけでない。必要に応じてさまざまな支

援を得つつ、自分の人生を生き抜く土台の形成をつくるには、関係機関との連携や協力が有効である

と考える。 

 

質疑応答  

① どのくらいの期間、どのようなことを学んだか 

A 作業所の人と関わるうちに、障害について学びたいと思うようになり、放送大学で心理学を中心

に 4年半ぐらい学んだ後、和歌山大学大学院に進み発達障害のことを学んだ。 

 

参加者の感想より 

・働くことはお金を稼ぐためだけでない、人間にとっての労働の意味・意義はもっと深いものだと

改めて思った。 

・仕事を頑張った結果、お金を得られ、それで余暇を楽しむというメリハリが大切だと思う。 

・障害者が働きやすい環境の整備と適切な支援で就労がうまくいく例を示していただき、モデルと

して広がることを期待しています。 

・障害者や引きこもりの若者に対する思いやりや配慮の工夫など、その意欲が素晴らしいと思った。

その行動の結果、企業・作業所・障害者の三者が幸福になっていると感じた。 

・働く喜びを知ったり、自分ができることを発見できたり、人の役にたっているという感覚を味わ

ったり、このようなことを感じながら働ける職場は本当に素晴らしい。 

・経営基盤がしっかりした会社がなければ、健常者も障害者も就労ができない。 



2015年度 

特別支援教育フォーラム 

                    

  

第 6３回コーディネーターフォーラムを開催 

  

11月 25日（水）夜に、第 63回和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムが、和歌山 

大学会場、新宮会場、田辺会場、きのかわ会場の 4会場をテレビ中継で結び開催されました。   

  今回は、田辺会場から和歌山大学 古井先生、和歌山県自閉症協会・和歌山県ペアレントメンター 

協会 大久保尚洋氏が、和歌山大学会場から和歌山県福祉保健部障害福祉課 赤松弘智氏が講演して 

くださいました。お忙しい中 48名の方が、ご出席下さり、各会場と活発な意見交換がされました。 

 

講 演 テーマ                           

『和歌山県ペアレントメンター協会の活動と  

障害のある子どもをもつ家庭が求める支援』  

 

 

 

講  師：和歌山大学 教育学部        准教授      古井 克憲 

    

 障害児者の家族は「障害児者を支援するべき人」として捉えられ、さまざまな困難を抱えているにも

かかわらず支援されていなかった。1990年代から障害児者の家族支援の必要性がいわれ、2005年に施

行された発達障害者支援法第 3条の 2では「家族支援が行われるよう必要な措置を講じるもの」とされ

た。また、同法第 3条 3では「発達障害児の保護者の意思をできる限り尊重する」とされている。この

ような流れの中、発達障害児者の家族支援としてペアレントメンター事業が全国的に注目されている。 

 ペアレントメンターとは、自閉症など発達障害のある子どもを育てる先輩の親で、親の相談役になる

人のことである。厚生労働省は、今後の発達支援推進策の一つに、ペアレントメンターを明記し大事な

資源と位置づけた。このフォーラムでは、和歌山県ペアレントメンターの活動を通して、障害のある子

どもをもつ家庭が求める支援のあり方について考えたい。 

 

  

講  師：和歌山県福祉保健部障害福祉課    主査       赤松 弘智 

 

 和歌山県では、発達障害者支援センターポラリスを中心とし、各地域の相談事業所等において発

達障害児・者やその家族に対して、重層的な相談支援体制を築くことを目指している。 

ポラリスにおける相談件数は、年々増加しており、その半数以上が青年期の方の相談である。さ

らなる支援体制充実のため、相談支援者のスキルアップを図るための研修、身近な地域での相談体

制の構築に取り組んでいる。また、発達障害児・者の社会生活への適応訓練のためのプログラム（ど

んまいプログラム）などの企画・実施も行っている。 
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より身近な地域での相談体制として、和歌山県では、平成 25年度からペアレントメンター養成

の実施を行ってきた。発達障害の子どもがいる保護者が研修を受け、同じ親として精神的支えにな

ることを目指したものである。平成 27年度からペアレントメンターとして、グループ相談会や保

護者会の場へ行き活動を行っている。 

 

 

講  師：和歌山県自閉症協会会長・和歌山県ペアレントメンター協会 

                                大久保尚洋 

 

 自閉症の子ども二人を育ててきた。子どもが幼少の頃は、障害児に対しての社会的認知度が低く、

障害児医療を行っている病院も少なかった。また、預かってくれる保育園もなく、多動の子どもを

抱え大変苦労しながらの子育てだった。自分と同じ悩みをもった家族との交流の中で、何とかした

いとの思いから、今の活動を行うようになった。 

親が求める支援は、この子には「できない」と決めつけて、その子の芽をつんでしまう支援ではない。

色々な経験をさせて、その子の可能性を伸ばすような支援をしてほしい。そのなかで、危険を察知する

能力、金銭感覚を身につけることなどを学んでほしい。親亡き後、自分の思いをうまく伝えられない子

どもの、金銭管理、余暇の楽しみ、食事などの支援に気を配ってほしい。家族として、可能なかぎり、

子どもの行きたいところに行ったり、好物を食べたりと、楽しい時間や思いを味わえる生活をさせてほ

しいと願っている。「平等な支援」より一人ひとりに応じた「必要な支援」を求めている。 

 

質疑応答  

① サポートブック、リソースブックとは何か。 

A サポートブックは子どもの特性や配慮事項などについて書いてあり、お助けブックのようなもの。

年齢と共に更新していく。初めての支援者にわかりやすく、迷子になったときなどアクシデント

が生じた場合にも役立つ。リソースブックは、障害のある子どもや親が利用しやすい、地域の社

会資源の情報を書いている。障害をもった子が生活をしやすくなることを目指している。 

② 保護者対象相談会が年 1回では少ないのではないか。親の悩みは深いので定期的に開催してはどう

か。 

A 相談会は依頼があれば開催している。まだ 2年目なので手探りの状態である。 

 

参加者の感想より 

・ペアレントメンターの取組みがよく分かった。 

・保護者にしかわからない悩みや困り感を相談できるペアレントメンターの存在はとても大きいと

思う。 

・大久保さんのお話しを聞いて、改めて小学部からのキャリア教育が大切だと感じた。 

・家族に対する支援は、少ないのが現状だと感じている。学校現場でも積極的に行っていく必要が

あると思う。 

・親御さんの率直な体験談を聞いて、胸がいっぱいになりました。親が求める支援として挙げられ

ていた点についても、学校での支援に役立てたいと思う。 
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第 64回和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムを開催 

 

１２月１６日(水)夜に、和歌山大学コーディネーターフォーラムが、和歌山大学会場で開催されまし

た。今回は、和歌山大学特別支援専攻科の学生の発表になっており、テレビ中継はしませんでした。お

忙しい中、１５名の方が出席して下さいました。 

 

講演内容 

「小学校の特別支援学級における iPadを活用した授業実践」 

  

発 表 者：和歌山大学 教育学部特別支援専攻科    南方寿憲  

 平成 26 年度より、特別支援教育就学奨励費において高等部の学用品購入費の拡充が行われ、ICT 機

器等購入費 50000 円が加算された。高等部では、平成 26 年より iPad を各家庭で購入してもらい、平

成 28 年度には、高等部生徒全員が所持することになる。このように、ICT の活用を積極的に推進され

ている。 

 支援学級で学習アプリとノート共有アプリを使用して授業を行った。学習アプリを使用し、視覚的な

アニメーション効果で楽しみながら計算問題や書き取りに取り組むことができた。また、ノート共有ア

プリを使用した「しりとり」では、人前で書くことを嫌がっていた児童が参加できた。 

 にぎやかな場所が苦手な A君は、交流学級の授業に参加しようとしない。FaceTimeを使用し、交流

学級の授業中継を始めると、授業の様子を興味深く見て理科の授業に参加できた。交流学級の児童も、

A君に声をかけるなど関わる場面もあった。 

アプリを使用することで楽しみながら学習ができ、交流学級の様子をリアルタイムで知り、安心して

授業に参加できるなど、学習や他の児童との交流が高まると考えられる。しかし、アプリの機能だけに

頼らず、日ごろからメンタル面への支援を十分にし、iPad 使用のルール作りや情報モラルの指導をする

ことが必要だ。 

 

質疑応答： 
質問 交流の目的は、友達と関わることか、 

授業に参加することのどちらか。 

 

A 交流学級へ行くのを嫌がっているので、 

授業に参加できればいいと思った。 
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講演内容 

「通級指導教室における児童の自信とやる気を育む授業の実践」 

         ～タブレット端末を活用した九九の学習～ 

 

発 表 者：和歌山大学 教育学部特別支援専攻科    芝 大也   

A君は、集中が続かず、短期記憶に課題を抱えている。算数の授業では九九を学んでいるが難しい。ア

プリを使用して九九の学習に取り組んだ。出題が一門一答わかりやすく瞬時に評価され、画面が見やす

く余計な音が鳴らないなどシンプルなアプリだったので、A君は楽しんで学びほとんどの段を覚えるこ

とができた。 

 タブレット端末を使用は、書くことに抵抗のある児童の学習に適している。動画を録画しすぐ振り返

ることができる、ノートを共有できるなどメリットがある。しかし、機器を扱うことに楽しみを感じ、

学びにつなげることを定着するのに時間がかかり、静かに考えをまとめていくようなことが薄れるので

はないかといったことがデメリットとして考えられる。 

 特別支援教育コーディネーターとして、先生個々で気づいたことを他の先生に伝えること、相手を理

解して寄り添うことが大切だと思った。 

 

質疑応答： 
  質問 短期記憶が弱いということだが、どの部 

分なのか。聴覚的な部分か。 

 

   A 聴覚的部分が弱い。話をしていても、自 

分がどこまで話したか忘れる。視覚的に 

覚える方が得意である。子どもが持って 

いる得意な部分を使って学習を進めてい 

くことが大切。 

 

 

参加者の感想より： 
・iPad を使うことで、「見えない不安」が「見えること」で少しでも交流学級に興味をもてたことは

大きな一歩だと思った。このような積み重ねが、子どもを大きく支えていくと思う。 

 ・九九を学習できたことはもちろんよかったが、「自分から学習する意欲」できた！という「達成感」

を得られたことが大きな自信につながりよかったと思う。 

・子どもが何に困り、つまずいているかを判断して、教師が適切な教材を選択することが大切だと感

じた。 
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第 6５回和歌山大学特別支援教育コーディネーターフォーラムを開催 

１月２７日(水)夜に、和歌山大学コーディネーターフォーラムが、和歌山大学会場で開催されました。

今回は、和歌山大学特別支援専攻科の学生の発表になっており、テレビ中継はしませんでした。お忙し

い中、２０名の方が出席して下さいました。 

講演内容 

「特別支援教育に対する学校としての取り組みと 

コーディネーターの役割について～C小学校をもとに～」 

  

発 表 者：和歌山大学 教育学部特別支援専攻科    高木 俊輔  

 平成 24 年度、文科省が行なった調査によると、通常学級の知的発達に遅れはないものの学習面また

は行動面で困難を示すとされた児童生徒の割合は 6.5%だった。そのうち、支援されていない児童生徒

は、40%を超えている。 

 C小学校は、通常学級在籍の子を含めた「気になる子」の写真入りの資料を作成し、学期に 2.3回担

任が現状を報告するなど全教職員が情報共有している。会議では、必ず「気になる子」を議題として取

り上げ、教員の相談や報告について管理職やコーディネーターが支援方法を検討し決定する。また、特

別支援学級への理解を促すため、児童に校内放送で紹介し、保護者にはプリントを配布している。 

C小学校のコーディネーターは、児童への必要な支援を見極め、できないことをできるようになる支

援をしている。ケース会議や校内委員会を積極的に開催し、校内の相談役や外部機関との連携を図るな

どの支援も行っている。このように、コーディネーターの仕事は多忙であるにもかかわらず、クラス担

任と兼務の場合が多い。コーディネーターの仕事に専念できる環境を整える必要があると考える。 

 よりよい支援を行うため、支援のレパートリーを増やし、子どもや保護者に対しては感度の良いアン

テナを持っていたい。また、「支援を必要とする子」に対して通常学級の子どもの意識を育むことにも取

り組みたい。 

質疑応答： 
質問 インクルーシブ教育アドバイザーとは、校内の先生か外部の人か。 

A 外部の人。教員として入っている。 

 

参加者の感想より： 
・周囲の子の意識を育むということは、合理的配慮をするために必要なことだと思う。 

・子どもの支援において、「何をしなければならないか」「学校に対してどのように働きかけをしてい

くか」を改めて考えてみたい。 

・コーディネーターの役割や位置づけを、学校全体で確認し意識づけることが大切だと思う。 
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