
 
平成２０年度 研究実施計画書 

 

研究種別 重点推進研究 研究期間 平成 20 年度 ～21 年度 

研究課題名  小中学校等における発達障害のある子どもへの教科教育等の支援に関する研究 

研究班・部 （ 発達・情緒班 ） 

 氏 名 所属・職名 役 割 

研究代表者 笹森 洋樹 発達障害教育情報センター・総括研究員 研究の総括（チームリーダー） 

研究分担者 

 

 

 

 

久保山茂樹 企画部・主任研究員 サブリーダー・研究研修員担当 

大城 政之 発達障害教育情報センター・主任研究員 
研究推進メンバー 

海津亜希子 発達障害教育情報センター・研究員 

渥美 義賢 発達障害教育情報センター長 

コアメンバー 

廣瀬由美子 教育支援部・総括研究員 

藤井 茂樹 教育相談部・総括研究員 

玉木 宗久 教育支援部・研究員 

小林 倫代 教育相談部・総括研究員 

伊藤 由美 教育支援部・研究員 

涌井 恵 教育支援部・研究員 

柳澤亜希子 企画部・研究員 

所内協力者 

太田 容次 発達障害教育情報センター・主任研究員 

情報提供、研究協議会参加等 
大崎 博史 教育研修情報部・主任研究員 

小澤 至賢 教育支援部・主任研究員 

植木田 潤 教育相談部・研究員 

 

研 
究 
協 
力 
者 

氏 名 所属機関・職名 役 割 

樋口 一宗 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課・特
別支援教育調査官 教育行政からの助言 

長澤 正樹 新潟大学教育人間科学部 学識経験者からの助言 

笹田  哲 神奈川県立保健福祉大学 学識経験者からの助言 

塩崎 政江 群馬県立幼児教育センター 教育行政・教育現場からの助言 

和氣由美子 栃木県矢板市立矢板中沢分校 教育現場からの助言 

 

研 
究 
協 
力 
機 
関 

機 関 名 役 割 

神奈川県教育委員会 

 研究実践校・研究協力校の推薦・協力 

横須賀市教育委員会 

横浜市教育委員会 

千葉県教育委員会 

静岡県教育委員会 



  
（趣旨及び目的） 

研究の全体構想及びその中での本研究課題の具体的な目的について、①研究期間内に何をどこまで明らかにしようとす

るのか、 ②本研究の教育現場におけるニーズ、意義、緊急度、および、本研究を実施することによって、教育現場に何

を還元することができるのか、③当該研究分野における国内外の研究動向や自らのこれまでの研究実施状況を踏まえ、当

該研究の独創性、特色など、④本研究が、国の政策における意義を持つ場合は、その意義、 について焦点を絞り、具体

的かつ明確に記入してください。 

 

  知的に障害のある自閉症の教育については、その障害特性についての共通理解のもと、教育現場 

でも少しずつ、体系化したものができてきており、特別支援学校を中心に教育実践が取り組まれて 

きているが、高機能自閉症やアスペルガー症候群、LD、ADHD 等については、通常の学級で特別 

な支援がないままに教育を受けている場合が多い。教科指導を視野に入れた、小学校、中学校、高 

等学校（後期中等教育学校）の通常の学級における発達障害児への教育的支援の在り方については、 

制度的な面も含め、具体的な指導法、支援体制に関するより実際的な研究が求められる。また、幼 

稚園・保育所においては担当者が発達障害のある幼児に気づくことはあっても、特別な支援はほと 

んど行われていない現状がある。幼児期の発達障害に対する指導法の確立は、小学校就学後の指導 

・支援につながるものであり、切れ目のない一貫性のある支援の基盤になるものである。 

通常の学級における指導の在り方については、これまで現場レベルで多く報告されている指 

導法（40 人学級における指導プログラム）等を教科指導やアコモデーション等と関連付けて整 

理する必要がある。また、近年、コンピューターをはじめとしたＩＣＴ技術の活用が、障害のあ 

る子どもの教育においても多く見られてきている。例えば、視覚障害教育の分野で開発されたソ 

フトや機器類は視空間認知に弱さのある LD 等の子どもの指導にも活用され始めているなど、従来 

から視覚障害教育や聴覚障害教育等で開発・活用されてきた支援機器も含め、発達障害の子どもが 

学習しやすい支援機器や教材ソフト等の開発及び活用の実践研究は、今後の発達障害教育の充実に 

向けてとても重要である。 

発達障害のある児童生徒にとって、学習面のつまずきへの支援は、行動面、対人関係面への 

支援とともに、その障害特性に応じた対応が求められる大きな課題であり、学習への不全感は 

自己評価の低下を招き、不登校などの二次的障害につながる場合も多く、その予防的な対応の 

意味合いも含んでいる。 

 通常の学級に在籍する発達障害のある子どもに対して、特性に応じた専門的な指導を行う場 

として通級指導教室がある。平成 18 年 4 月の学校教育法施行規則の一部改正により、新たに LD、 
ADHD が通級の対象となった。平成 19 年度の文部科学省の調査によれば、小・中学校において、 
通級による指導を受けている児童生徒数は、4万 5千人を超えているが、その内訳は小学校が約 95％、

中学校はわずかに 5％である。また、言語障害が全体の 65％を占めており、通級による指導は言語 

障害を中心に、そのほとんどが小学生を対象に実施されている現状にある。 

LD、ADHD 等の発達障害のある子どもは、学習面、行動面あるいは対人関係等において、在籍学級

で適応困難を示す場合が多く、障害の特性に応じた指導により、在籍学級での適応状態を改善してい

くことが求められてくる。学力保障とともに失っている自信や意欲の回復、学級担任や保護者への支

援、通級指導教室がすべての学校に設置されていないことを考えれば、これからは地域の専門的な相

談機関としての役割も担うことが期待される。担当教員には高い専門性が求められるが、新担当にと

っては学級経営から課題となり、ベテラン教員にとっても、LD、ADHD 等の特性に応じた指導内容、

教育課程の編成については大きな課題になっている。これらの現状を踏まえ、制度化はされたものの

試行錯誤が続いている LD、ADHD 等の発達障害のある子どもの通級による指導について現状と課題

を明らかにし、今後のあり方を検討することは喫緊の課題と考えられる。 
そこで本研究では、これらの現状を踏まえて、小・中学校の通常の学級における教科教育等の支 

援の在り方を中心に研究を行う。そこでは、学級集団の在り方も含めて捉えることが重要であり、 

学級経営、授業改善の視点から、個々の子どもの障害特性を的確に把握し、それに応じた指導内容 

や指導方法を、教材・教具や支援機器を含めて検討する予定である。また、発達障害のある子どもは、 

小学校での教科学習等に対するレディネスを就学前にできるだけ確立しておくことが重要であるこ

とから、幼稚園・保育所における指導法についての検討も併せて行っていく予定である。 

 加えて、通常の学級に在籍する発達障害の児童生徒の教科教育等を専門的な立場から支援する場と

して、通級による指導がどのような役割を担うことができるか、その支援の在り方についてまとめて

いきたいと考えている。 
 

 
 



 

１．小・中学校の通常の学級において学級担任ができる教科教育等への支援 

・教科教育等における配慮・支援・指導（授業改善、環境整備等を含む） 

・教材教具・支援機器等の活用 

・学級経営、集団づくり 

・教育形態の工夫、学習支援員等の活用 

 

２．教科教育等に対するレディネスの確立のための幼稚園・保育所における支援・指導 

      ・年長段階における就学に向けた支援（集団形成、学習レディネス等） 

  

  ３．通常の学級における教科教育等を支援する通級による指導の役割、在り方 

 

（期待される成果と普及方法） 
  何が明らかになるのか、どのような研究成果物（報告書、論文、ガイドブック、教材等）が得られるのか、また、それをど

のように普及するのか（一般に普及、教育現場に還元等についての方法：Webで公開、学会で発表、教育現場で活用、研修で

活用等）具体的に 
 
 
小・中学校等の通常の学級における発達障害のある子どもへの教科教育等の支援の在り方として、 

 支援ニーズの把握の方法、指導・配慮の内容と手立て、教材教具や支援機器の活用方法等について明 
らかにし、通常の学級の担任等が利用しやすい内容の報告書としてまとめる。 
 
平成２０年度 教科教育等の課題整理と指導・配慮の手立ての検討 

（実態調査と支援ニーズの把握） 
       → 中間まとめの作成、Webで公開、 
 
平成２１年度 指導・配慮についてのまとめと研究協力校による実践・検証 

       → 研究報告書作成、実践事例集作成、Webで公開、教育現場で活用、学会発表 
 
（平成２２年度以降） 指導・配慮のまとめの冊子発刊予定 
 

 

（研究計画・方法） 

研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、冒頭にその要旨を記述した上で、平成２０年度の計画と
平成２１年度の計画に分けて、具体的に記述してください。研究代表者、研究分担者、研究協力者、研究協力機関など、
研究を実施する人員・機関の具体的役割についても記述してください。 

 

 第一年次は、発達障害のある子どもの教科教育等のつまずきと指導上の困難の課題を、先行研究、文

献研究及び実態調査による整理し、先進的な取り組みを行っている指導事例等も参考にしながら、支援

ニーズを把握し、教科教育等への効果的な指導・配慮の内容と手立て、教材教具や支援機器の活用方法

等について検討する。 
 
 第二年次は、研究協力校による実践等を通して、効果的な指導・配慮の手立てを検証し、教科教育等

の支援の在り方を整理し、小中学校及び通常の学級の担任等が利用しやすい内容の報告書として研究を

まとめていく。 
 

 



 
（平成２０年度） 
  

年月 研究活動 備考 
H20.4～ 6 先行研究、文献研究の整理 

・障害特性による教科学習等のつまずきの把握        

・有効と思われる教材教具・支援機器等の情報整理 
・先進的な実践事例の支援内容の整理 

定例会議 
（月２回） 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動 

   7～10 実態調査、訪問調査 
・教科教育等に関する指導上の難しさについての実態調査 
・先進的な取り組みをしている学校への訪問調査 
・幼稚園等における集団形成、学習レディネスに関する調査 
・通級指導教室への実態調査 

定例会議 
（月２回） 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動 
研究協議会 

   10～12 調査のまとめ 
支援ニーズの把握 
効果的な指導・配慮の手立ての検討 
 

定例会議 
（月２回） 
研究協議会 

H21.1～ 3  年度のまとめ 
（支援ニーズの把握、効果的な指導・配慮の手立ての例示） 

定例会議 
 

 
  
（平成２１年度） 
   

年月 研究活動 備考 
H21.4～ 6 効果的な指導・配慮の手立ての整理、検討  定例会議 

研究協議会 
H21.7～12 研究協力校による実践、検証 定例会議 

研究協議会 
H22.1～ 3 研究報告書の作成 

 
定例会議 
研究協議会 

 

 
平成２０年度研究協議会等 
〈予定回数  ２回〉〈予定時期 ９月・１２月〉〈場所 未定〉  

（今回の研究を実施する上での準備状況等） 

ここでは、次のことについて記述してください。①研究設備、研究資料等、現在の研究環境の状況について、②研究
協力者、研究協力機関などとの連絡調整状況 

 
   研究協力機関については調整中 
 

研
究
パ
ー
ト
ナ
ー
の
条
件 

  
特別支援教育の推進にあたり、特に発達障害のある子どもの通常の学級における教科等の支 

援の在り方や教材教具、支援機器の活用等について、実践的な研究を行っている教育委員会、 
研究会組織等とし、学校単位での募集は行いません。 
 

  


