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2016年度も特別支援教育フォーラムが開催されることになりました。開催日程は、６月 22日（水）、

9 月 28 日（水）、10月 26 日（水）、11月 30日（水）、12 月 21日（水）、1 月 25 日（水）となってお

り、6月、9月、10月、11月は特別支援教育学教室の教員が担当し、12月、1月は専攻科現職教員が担

当し講演いたします。また、9月、10月、11月はテレビ会議システムを使用して、和歌山大学会場と新

宮会場、田辺会場、きのかわ会場を結び開催いたします。 

 

第 6６回コーディネーターフォーラムを開催 

  

6月 22日（水）夜に、今年度初回の第 66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 

を和歌山大学会場で開催しました。今回は、教育学部 古井克憲が担当し講演を行いました。お忙し

い中 52名の方が、ご出席下さりました。 

 

講 演 テーマ 

知的障害及び発達障害のある子どもの  

『将来を見通した支援』について考える  

 

 

 

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

    

 文部科学省は、平成 20年度から 22年度までに、小学校から高校まで引き継ぐ「個別カルテ

（仮称）」を義務づける方針を固めた。公立小中学校の特別支援学級と通級指導教室の子ども、及

び 2018年度から始まる高校で通級指導教室を利用する生徒らを対象とする見込みである。小学校

から高校まで、将来を見通した途切れない支援が目指されている。 

「将来を見通した支援」が求められる背景には次のようなことがある。第 1に、生涯発達的視

点から、障害のある人の「力」や特性を活かし、豊かな生活や自己実現を目指すこと。第 2に、

ライフステージで直面するかもしれない困難や危機を把握しておき、二次障害の予防に取り組む

こと。第 3に、家族・学校及び関係機関は連携・連動し、「将来」について共通認識をもち途切れ

ない支援を行うことである。 

先行研究では、自閉症スペクトラム障害のある人のライフステージにおいて、障害の特性から

直面するかもしれない困難や危機、支援・介入方法がまとめられている。乳児期、幼児期は、早

期介入を行い、親子関係を安定させること。児童期、思春期、青年期は、成功体験を積み重ね、

自己認知・自己理解につなげる、生活スキルの指導を行うこと等が必要とされている。また、青

年期では、性別の違いによる経験の違いがあることから、性別に応じた支援も注目されている。 
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 現状の「将来を見通した支援」への疑問と対応策については次のようなことがある。本人の困難を

予測し二次障害の予防や合理的配慮を行うことはできるが、困難に着目すると本人側から見た成長過

程を理解することが難しくなる。支援者は、人のもつ力に着目する「ストレングス視点」で子どもを

見て、本人の力を最大限に発揮できるような支援を行うことが重要である。そして、本人のもつ力に

着目することによって「成長している自分」を実感するように促すことも必要である。つぎに、身辺

自立や経済的自立を最重視する指導が主流であるが、そのような能力モデルに基づいた支援ではな

く、本人の生活の楽しみを大切にしながら「自己選択による自立（＝自律）」「人間関係による自立」

を獲得できるようにすることを目指すことが大切である。 

 ライフステージは「障害」のみでない様々なことが起きるため、全ては見通せない。そういう時こ

そ「生き抜いてきた人」として尊重し、本人の声の奥にある「声」を聞き逃さない様に「気持ちを聴

く」ことを忘れないようにする。また、もっと前からこうしていればというのではなく「いまーこ

こ」が出発点と捉え支援していくことが大切である。 

 

質疑応答  

① 子どものことを伝えていくことは大切だと思うが、「伝えることが不利益にならないか」と思うこ

ともある。引き継ぎの実状をみてどう思われているか。 

A 受け手の感じ方によって、伝える側の思っている支援ではなく、先入観のある支援になる恐れも

あると思う。その場合は、その時に話し改善してもらうようにする。引き継ぎは、支援の参考

になるので大切なことである。伝える側は、子どもの現状を記載するとき、困難な事例ととも

に、その対処方法も記載することが大切だと思う。 

② 自己選択・自己決定による自立（＝自律）について詳しく知りたい。 

A 例えば、障害者は入所型施設や親の都合に合わせた生活になり、制約される事が多い。生活の場

所や生活リズム、またどのような支援を受けたいかなどを自己決定して生活するということ。 

 

参加者の感想 

・子どもの声を聴くとき、「正しい。間違っている。」を審議するような聞き方ではなく、気持ちを

聴くことの大切さがよくわかりました。 

・子どもに関わる大人が連携をとり、子どもがどう生きたいかという本人の声や気持ちをきくこと

が大切だと思った。 

・「定型発達」を基準とした指導・支援をしてしまいがちでしたが、今回「ストレングス視点」を持

つことが大切だと知り、子どものもつ「力」に着目していこうと思います。 

・どうしても過去の引き継ぎなどにとらわれてしまいがちですが、「いまーここが」出発点というこ

とに、確かにそうだと感じました。 

・子どものライフステージを考えながら、大きく将来を見通して自立できるように、自分で選択し

たり決定したりできる力をつける関わりをしていきたい。 



2016年度 

特別支援教育フォーラム 

                    

  

第 6７回コーディネーターフォーラムを開催 

 

9月 28日（水）夜に、第 67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。 

今回は和歌山大学会場から、和歌山大学教育学部 武田先生、和歌山大学附属特別支援学校 北岡

大輔先生・三木理恵子先生が講演してくださいました。お忙しい中 92名の方がご出席くださり、各会

場と活発な意見交換がされました。 

 

講 演 テーマ 

二次障害に陥った発達障害のある  

生徒たちのその後  

 

 

講  師：和歌山大学附属特別支援学校            北川 大輔氏 

 和歌山大学附属特別支援学校は、中学部から高等部へ入学する「普通コース」と、地域の中学校か

ら入学する「普通科総合産業コース」がある。普通科総合産業コースの生徒は、友達関係がうまくい

かず「いじめ」をうけるなど、つらい過去を抱えていた。そのような経験から、他者と比較し「劣っ

ている」と思っている生徒が多い。生徒が生き生きとたくましく社会の中で生活する力をつけられる

ような指導をしたいと考えた。 

 まず、アッケンバックの ASEBA（ＴＲＦ）を実施した。さらに子どものトラウマ症状をチェックす

る TSCCを実施した。生徒達は、病的な不安が高く、他者への不信感を感じており、この研究を始め

た頃は、９割以上の生徒が何らかのトラウマを抱えていることが明らかになった。大きな問題を乗り

越えるには、家族や友達など周りの人に支えられていると実感できるような「ソーシャルサポート」

が大切である。そこで、クラスメイトとの関連性を生かしながら自己を見つめ、自分らしい生き方を

考える力を育む「セルフデザイン」授業を要として、カリキュラム全般を通して包括的に指導を行っ

た。1年目は友達との関わり方を学び対等な人間関係を理解、2年目は自己理解、3年目は自信を持っ

てできるようになることを目標に 3年間の指導計画を作成した。 

授業は様々な方法を用いて、自分や友達の想いや悩みを共有し、お互いのことを話し合うなかで

様々な出来事への対処法を学ぶことができた。また、得意なことを書き出し「自分と友達では得意な

ことが違う」と感じることからお互いを認め合うことを学んだ。それらを「セルフデザインノート」

に綴り、自分の学びの実感や振り返りに活用している。 

5年間のセルフデザインの実践から、子どもたちとゴールを共有するためには、「提案・交渉」し教

師も責任を負う事、表出された言動の根本にある要求を理解することなどが大切であるとわかった。

また、ソーシャルスキルだけでなく自尊感情を高めるなど生徒の内面を育てるカリキュラムの重要性

を感じている。 
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講  師：和歌山大学附属特別支援学校            三木理恵子氏 

 高等部入学時は、失敗することをおそれ踏み出すことができない、助けを求めることが苦手など、

受動的な生徒達だった。在学中に「セルフデザイン」授業を受け、しんどい気持ちの対処法や人との

関わり方を学び、希望を持って卒業することができた。 

 卒業後の夏祭りにみんなで会うことができた。それぞれ、仕事を覚え頑張っているようだが、対人

関係や仕事がうまくいっていないなど悩みもあることがわかった。しかし、教師や仲間に会い悩みを

打ち明け、共有することができ、気持ちを立て直おせた。生徒達は「セルフデザイン」の授業をとお

して、かけがえのない仲間ができ、学校は安心できる場所になった。 

 卒業し、職業に就き、３年目がたとうとしている。生徒たちは、職場の人間関係や仕事の内容等に

様々な悩みを抱えつつも、時々集まり悩みを話し合ったり、支え合ったりし、離職をせずにがんばっ

ている様子を具体的に報告した。 

 

講  師：和歌山大学 教育学部        教授       武田鉄郎 

 発達障害の多くの生徒たちは、不登校等の二次障害を抱え、特別支援学校の中学部や高等部に進学

してくる。本来ならば中学校や高等学校に進学できる生徒たちである。その中の多くの生徒たちは、

様々なトラウマを抱えて進学してくる。 

 友達からの裏切りやいじめによりトラウマを抱えている生徒たちに、自尊感情を高め自分を再構築

していく必要がある。また、落ち込んでも回復する力をつけるレジリエンスやソーシャルスキルを高

めることで、生きていく力をつけることができる。それには、技術を教えるだけでなく、教師と生徒

との関係性、又は生徒同士の関係性をたかめながら、自尊感情やレジリエンス、ソーシャルスキルを

高め、育てていく授業が大切である。「セルフデザイン」という授業は、まさにそれらの力をつける授

業である。このような授業を学校のカリキュラムに取り入れていくことが大切である。 

質疑応答  

① セルフデザインの授業で、発達障害の生徒の偏った自分の見方や考え方、思いは変わるか 

A 自分の障害を受け入れるのが難しいところがあり、取り組みのなかで壁になっていると感じて 

  いる。例えば、「うまくいかないのは他人のせいだ」と思っている生徒には、「みんなのいいと

ころを見つけよう」と提案し、いいところ探しを行う。初めは、自分にしてくれたことばかり

を言ってきたが、「自分に関係ないことでみんなのいいところを見つけよう」と再度提案をする

と、クラスメイトのいいところを見つけ、みんなのことを認めることができた。 

② セルフデザインノートは、卒業後も大切にしているか 

A 教科書ファイルもセルフデザインノートも置いていて、時々見返しているようだ。 

参加者の感想 

・「セルフデザイン」の授業で、自分の中の葛藤を表に出してみるのはいいなと思いました。 

・作業の技術だけでなく、心のケアの方法についても学校で学ぶ必要があると強く感じた。 

・自分のしんどさを客観的に見つめ、同じ悩みを抱える仲間と痛みを共有し、お互いに助け合うこ

とで、一人一人の生徒が自分の将来に希望を持てるようになるのではないかと感じた。 

・支援学校を卒業後も仲間や教師とのつながりが途切れないことは、大変心強いことだろうと思っ

た。 

・3 年間の自分の学びを振り返ることができる、セルフデザインノートは、子どもたちにとって良

いものだと思った。 
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第 6８回コーディネーターフォーラムを開催 

 

10月 26日（水）夜に、第 68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。 

今回は和歌山大学会場から、和歌山大学教育学部 山﨑先生、きのかわ福祉会理事長・大和大学教

育学部専任講師 小畑耕作先生が講演してくださいました。お忙しい中 38名の方がご出席くださり、

各会場と活発な意見交換がされました。 

 

地域社会におけるノーマライゼーションの具体化 

－社会教育に視点をあてて－  

和歌山大学  教育学部      山﨑由可里 

  

 ノーマライゼーションの大きな柱の一つは、障害のある人の取り巻く環境、制度や様々なサービス

などを含めて障害という風に捉え、障害をある人の困難や生きにくさを軽減、解消することである。

もう一つは、障害のある人が、どう生きたいのか自分自身で考え、選択し行動できる力をつけていく

ことである。 

 障害の有無にかかわらず、誰もが対等平等に生きる社会がノーマライゼーションの基本となってい

る。まず「すべての人に保障される権利」が土台にあり、障害のある人にも同じように保障するため

に、社会全体でニーズに応じた手立ての保障（合理的配慮）をする必要がある。日本は、障害のある

人への支援は家族内で行う「家族依存」の歴史が長くあった。現在は、障害のある人も社会を構成す

る一員であり、あたりまえに地域生活ができるよう、社会全体で支援していくこととなっている。 

障害のある人が「どのように生きていきたいか」自己選択し実行していくには、教育が大きく関わ

ってくる。その人らしく社会生活を送るには、学校や卒業後の学ぶ場で、自分で考え、選択し行動す

るといった「自律の力」をつけることが重要である。また、障害者権利条約の第 30条「文化的な生

活、リクレーション、余暇及びスポーツ参加など」とあるように、文化的な活動から、その人の生き

がいや喜びを見出すことは、人生を豊かにするために大切なことである。 

    

    障害のある人を地域生活で支える大和大学教育学部 

－きのかわ福祉会と那賀青年学級では－  

      きのかわ福祉会・大和大学教育学部  小畑耕作  

 

 障害者基本法では、すべての人が人権を持っているという考え方に基づいて、障害があってもなく
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ても、一人ひとりを大切にする社会（共生社会）をつくるために、法律や制度をよりよいものにする

ことを目指すとなっている。その中で、障害者は大切な人と認められ、地域社会で人間らしく暮ら

し、生きる権利があること。国や都道府県市町村は、障害のある人が就職の相談、職業訓練を受けら

れるようにすることや、障害者や家族の気持ちに沿って相談できる場をつくるようにしなければなら

ないとなっている。 

 きのかわ福祉会は、様々な事業を行っている。①岩出障害児者相談・支援センターは、岩出市の業

務委託をうけ、情報の提供や福祉サービスの利用・調整を行う相談事業、引きこもっている人達が交

流を持てるように、レクリェーション活動などを行う地域活動センター1型事業を行っている。この場

が居場所になり、毎日通ってくる利用者さんもいる。②フロンティアは、国・県の委託事業として、

生活面において、仕事が安定してできるよう支援する雇用安定事業、一緒に掃除をしたり、公的機関

等の手続きをサポートする生活支援等事業、仕事に慣れるようサポートするジョブコーチ事業を行っ

ている。これらは学校卒業後、社会に出た後の支援になる。③福祉ホームとして、5つのホームを設置

している。これらは、「地域で自立した生活がしたい」「自立する力をつけさせたい」という本人や家

族の声から設立したものである。④作業所の設立。就職ができなかった人、重い障害を持っている人

などが働ける場所を設立。社会性や労働習慣などを身に着けるように支援している。⑤シャインは、

自立訓練（生活訓練）事業を行っている。支援学校卒業後に就職した場合、離職率が高いが、専攻科

卒業後に就職すると離職する人が少なく、心因性疾患の様相を示し在宅している人は少ない。シャイ

ンも設立 7年目になるが、離職者はいない。 

文科省における「青年学級」の見解では、卒業後の職場適応・定着の援助等の追指導や同窓会活動

は、卒業生がより安定した生活を送れるための支援活動である。学校卒業後の年月は長く、このよう

な支援活動は必要だと述べている。那賀青年学級は、きのかわ支援学校進路指導のアフターケアとし

て始めた。月 2回、公民館などで活動している。携帯電話の使い方や悪徳商法についてなどの学習も

行っているが、カラオケ、ボーリングなど余暇を楽しむ活動も行っている。これらの活動は、働くこ

とだけではなく、地域で障害者が楽しくすごせる生きがいの場となっている。 

 青年学級やきのかわ福祉会の利用者の様子から、もっと豊かに、もっと時間をかけて自分づくりを

教育で取り組む必要があると考える。障害者の学びの欲求に基づき人権を守る立場から、障害のある

人の進学の機会均等を保障しなければならない。 

質疑応答  

自立訓練シャインの年限を 2年から 3年に延ばすということでしたが方法を教えてほしい。 

A 通常は 2年限度となっている。全員でなく、希望者のみ延長を申請する。なぜ延長が必要 

かといったところを文章にして申請する。京都や和歌山（新宮 災害のため 3か月休所 

していた）が申請し認められた。今まで、却下されたと聞いたことがない。延長した 1 

年は、自分達で考え活動する年にしてほしい。そのことが社会に出た後、生きる力になる 

と考える。 

 

参加者の感想 

・いろいろな体験をして、人間関係をつくって、自分自身を大きくしていくことが様々な試練に立

ち向かっていく力になっていくのだと分かった。 

・「学ぶこと＝生きる根源」という言葉に大きく感銘した。 

・支援学校卒業後に過ごせる場が、地域にたくさんあればよいと思った。 

・障害者の教育年限の延長や生涯学習につながる活動が、もっと広がっていけばよいと思います。 

・支援学校卒業後の進路がもっと幅広いものになればいいと思った。 
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第第 6699 回回ココーーデディィネネーータターーフフォォーーララムムをを開開催催  

  

11月 30日（水）夜に、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。   

  今回は和歌山大学会場から、和歌山大学教育学部 江田裕介先生、テクノツール株式会社 田代 

洋章氏が講演してくださいました。お忙しい中 64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                           

障害者への合理的配慮における支援技術の役割  

 

 

 

講演題目： 「最新アシスティブテクノロジーと使用事例にみる支援の効果」 

 

講  師： テクノツール株式会社  大阪営業所長    田代洋章氏 

    

 支援技術（アシスティブテクノロジー）とは、メガネや補聴器、車椅子に代表されるように、人間の

活動する能力を補い代替えする技術である。多くの人が使っている眼鏡を支援技術と捉えている人は、

ほとんどいない。眼鏡のように、様々な支援技術が特別な技術ではなく、一般技術として普及すること

が理想である。しかし、支援技術の必要性はなくならないと思っている。開発された技術についていけ

ない人が必ずいることから、新たな支援技術が必要となるからだ。 

 2016年 4月に施行された「障害者差別解消法」で行政や学校、企業に、①障害を理由とする不当な

差別を禁止する②合理的配慮の提供義務を課した。つまり合理的配慮を欠いた状態が差別である。合理

的配慮とは、当事者の心身の状況と環境により、必要なかつ実現可能な合理的配慮を都度、検討して実

施し、可能な限り個別に特別扱いをしなさいということである。 

 テクノツール株式会社では、様々な合理的配慮に役立つ支援技術製品を開発・販売している。頸椎損

傷や筋ジストロフィーなどによって腕が持ち上がらないひとのために、アームサポート器具を装着し無

重力状態にすることで、腕の動きの範囲を広げる装置。ITC機器のサポートをするために、頭の動きや

視線の動きでマウスポイントを動かし、スイッチ操作ができる装置などがある。 

これらの支援技術を提供するには、対象者の望む生活スタイルを把握することが大切である。その上

で、一般製品も含む世の中にあるリソースの内、何が使え、不足しているかをケースごとにしっかり掴

み選択しなければならない。つまり、多くの支援技術の中から必要な物を選択する、コーディネート能

力が必要である。 

 

 

2016年 11月 30日 

和歌山大学特別支援教育 

コーディネーターフォーラム事務局 

Info-seforum@center.wakayama-u.ac.jp 



 

 

講演題目： 「障害者の活動と参加の権利を支える先端技術 

～CRPDとアシスティブテクノロジー」 

  

講  師： 和歌山大学 教育学部    教 授      江田 裕介 

 

 電話は、音声の電気的な研究の過程で発明されたと言われている。開発者であるベルは、母、妻と

もにろう者であり、聴覚障害教育の先駆者である。電話の急速な普及は、皮肉なことに聴覚障害者の

社会的不利益が拡大され、日本では FAXが普及するまで、アメリカでは TDD（電話回線を通じ文字通

信を行う）が普及するまで続いた。また、盲人を支援するために、タイプライターやカセットテープも

開発された。このように、障害者の希求が情報技術を発展させてきた。 

 1986年、アメリカでリハビリテーション法 508条が制定された。その後、ADAが発効され、障害者

の人権と機会均等が保障され、通信や情報提供の方法によるアクセシビリティや合理的配慮を義務化し

た。1990年、日本もリハビリテーション法 508条に準じて、情報処理機器アクセシビリティの指針が

なされた。これにより、日本で製造、販売されるコンピューターの基本的な障害対応は OSレベルで設

定、変更ができるようになった。 

 障害者へ支援技術を導入することで、従来「無理だ」と言われた対応を合理的配慮の水準へと転換で

きる。また、様々な技術を使い、活動が可能となる。特に重度障害者の生活の質の改善を図ることがで

きる。重度障害者は、生活を介助に頼らざるを得ないため自己効力感が低下し、心理的にも依存を生じ

やすく、日常の活動が受け身になりやすい。しかし、支援技術により自分で様々な事ができるようにな

ると、精神的な自己決定の能力が高められ、生き方の選択を広げることになる。それは、支援技術の重

要な役割だと考える。 

 

 

質疑応答  

学校と連携した取り組みを行っているか 

A プロジェクトとして取り組んでいることはない。製品を持ち込んで試してもらうことはある。 

 

 

参加者の感想より 

・支援器具を使うことで、その人の生活が豊かになってくるのだと感じた。 

・その人に合った支援技術が、できる事を増やしたり世界を広げたりするきっかけになると感じた。 

・障害のある人のための技術が先進的な技術につながる場合もあることを知った。 

・コミュニケーションの代替え手段について研修し、より選択肢のあるコミュニケーション手段を

伝えたいと思う。 

・3つの自立（経済面・生活面・精神面）、特に精神的な自立についてのお話しが、とても素敵な考

え方だと思い、日々の指導に活かしていきたいと思った。 

・ハイテクの素晴らしさを感じたが、ノンテク・ローテクでもコミュニケーションができる方法を

考えていくことが必要であると感じた。 
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第 70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 

を開催しました 

１２月２１日(水)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、３０名の方が出席して下さいました。 

 

「小学校特別支援学級における ICTを活用した教育の推進 

        ～A小学校での実践研究を通して～」 

発 表 者：和歌山大学 教育学部特別支援専攻科    鈴木 光昭  

 文部科学省は、ICTの特徴を生かした一斉学習、個別学習、共同学習を推進し、教育の情報化を推奨

している。特別支援教育においては、障害の状態や特性等に応じて ICTを活用することで、各教科や自

立活動の指導に効果を高められる点で有用である。 

 学校への ICT機器の設備状況は進展しており、特にタブレット端末の導入は近年驚異的に増えている。

しかし、セキュリティ面での安全確保が難しいことを始め、学校内における無線 LAN の整備の遅れ、

ICTに関する専門的知識のある教員の不足、機器やネットワークの保守・管理が課題となっている。 

 発表者が、A 小学校特別支援学級で、タブレット端末を使用した授業を行ったところ、「書き取り漢

字練習」アプリでは、児童が辞書で調べながら学習する姿が見られ、算数計算アプリにも夢中になり意

欲的に学習することができた。その反面、学習活動と遊びの境がわかりにくくなった様子が見られた。

タブレット端末を使用する前にルール設定や使用時の約束を決めておく必要を感じた。また、楽しさだ

けでなく、児童がもっている課題や目標に合致したアプリの選択も重要だと考えた。 

さらに、発表者は、タブレットを使用して特別支援学校への進学を検討している児童とその保護者に、

特別支援学校の動画を見ながら説明した。実際の様子を見ることは、学校のイメージが理解しやすく、

児童や保護者の不安の軽減や進路を考える助けになったようだった。 

ICT活用は「難しい」という印象をもたれがちだが、黒板などを用いたローテク、コンピューターを

用いたハイテクなど必要に応じて有効な手段を選択し、授業の指導目標を達成できるように考えること

が重要である。教員が、苦手意識を持たず支援方法の一つとして、情報機器を使用できる感覚を持てる

ようになることが、望ましい教育の情報化の在り方であると考える。 

 

質疑応答： 

質問 情報モラルについての指導は行っていく必要があると思うが 

A 支援学校高等部を担当しているが、情報モラルの授業を長期に渡り計画し指導している。 

 早いうちから、しっかり指導する必要があると考えている。 

2016年 12月 21日 

和歌山大学特別支援教育 

コーディネーターフォーラム事務局 
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「小学校における特別支援教育の取り組みと 

コーディネーターが担う役割について～B小学校をもと～」 

          

発 表 者：和歌山大学 教育学部特別支援専攻科    藤井 多江子   

 

 平成 24 年度文部科学省の調査結果によると、小中学校通常の学級で発達障害の可能性のある児童生

徒は 6.5%在籍し、そのうち支援を受けていない児童生徒は 40%を超えている。 

 発表者が実習に行かせていただいた B小学校では、特別支援教育の体制として、通常の学級の児童や

保護者に特別支援学級の理解を促すプリントの配布、つなぎ愛シート（個別の教育支援計画）の作成、

ケース会議での検討などが行われている。特別支援教育コーディネーターの役割は、ケース会議の開催、

保護者・教員の相談役、関係機関との連絡や調整等である。 

 B小学校で発表者が支援に関わった C児は、体を動かすのが好きで、両親の手伝いをする優しい子ど

もである。C児が抱える「困り感」として、集中力が続かず学習面において遅れがある。また、友達と

のコミュニケーションが上手く取れず、時には攻撃的な態度を取ることが考えられた。ケース会議で、

C児に対する支援方法を検討したところ、週 1回 1時間通級指導教室と毎日 2時間の個別指導で、学習

支援が実施されることになった。また、教員とゆっくり話す時間を持つことや、危険行為に対する注意

の仕方を変えることも行われた。さらに、保護者支援や医療機関など関係機関との連携が行われた結果、

通級指導教室での SST の成果も発揮され、クラスの友達に認められ仲間意識が深まった。自分の話を

聞いてくれる人がいる安心感から笑顔とおしゃべりが増え、攻撃的な行動もかなり減っていった。 

 このように「困り感」のある児童に対しては、学級担任だけでなく全教員で児童についての情報を共

有し共通理解をもって支援していくことが大切である。そのためには、特別支援教育の研修を行うこと

などによって、全教員の意識を高めることが重要である。 

特別支援教育コーディネーターは、子どもに寄り添い「困り感」を見逃すことなく、教員や関係機関

との連携を取りながら、子どもや家庭にとってよりよい支援ができるようにリーダーシップをもって取

り組む必要がある。 

 

質疑応答： 

  質問 「つなぎ愛シート」の引き継ぎはどのようになっているか 

   A 保育園→小学校→中学校に引き継がれている。小学校では、毎年担任が記入している。 

 

参加者の感想より： 

・タブレットを使用しての学習は、ルールを守るという面からも子どもの成長につながると思う。 

 ・「アプリは、個々の実態を把握して有効に取り入れる」ことがとても大切だと思った。 

・学校全体の教員が、特別支援教育に関する知識や理解を持っておくことが大切だと感じた。 

・「困り感を早く見つけ、児童にアプローチし、環境を整える」。このことは、特別支援学級でも通常

の学級でも大切なことだと思った。 
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