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（別紙１） 平成２３年度特別支援教育研究研修員の受入研究系及び研究課題一覧
平成 22年 11月 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

各県等における特別支援教育を推進していくリーダーとしての資質の向上や各県等の教育政策や教育研究の推進に寄与する専門性の向上を図ることを
目的に、以下の研究系及び研究課題を対象として、平成 23年度特別支援教育研究研修員（１年間）を募集いたします。

研究研修員は、研究メンバーとして、研究職員と協働して研究に取り組みますので、協調性に富み、個々の研究課題について十分な関心・意欲・態度
を有している者の推薦をお願いします。

研究系 研究課題名及び研究の概要等

①特別支援学校における新学習指導要領に基づいた教育課程編成の在り方に関する実際的研究
重点推進研究 研究期間：平成 22～ 23年度

研究代表者： 柘植雅義（企画部上席総括研究員）

所内研究分担者：柳澤亜希子、原田公人、猪子秀太郎、長沼俊夫、井上昌士

研究班：特別支援教育の推進に関する研究班（研究班長 柘植雅義（企画部上席総括研究員））

＜概要＞改訂された新学習指導要領は、社会の変化や幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化などに対応し障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じ

た適切な教育や必要な支援を充実するという観点から改善が図られています。

教育課程については、これまでにも多様化する障害種等の状態に応じた対応が進められてきていますが、新学習指導要領を踏まえた編成にあたっては、

障害種や障害の程度等へのきめ細やかな対応や授業時間数の柔軟な対応等のさまざまな面でのより一層の工夫や配慮が必要となります。こうした課題は特

別支援学校長会の調査でも示されてきています。

このような観点から本研究では、特別支援学校における新学習指導要領の下での幼児児童生徒個々のニーズに対応した教育課程編成の在り方について検

討します。今回の学習指導要領改訂に関連して、幼児児童生徒の実態を踏まえた望ましい編成、授業時数や単位時間への柔軟な対応、自立活動の編成、個

別の指導計画や個別の教育支援計画と連続性や関係性、交流及び共同学習に係わる教育課程上の位置づけ等について、平成 22年度における状況を実態調

査により把握した上で、研究協力校における実践を通して、その望ましい在り方について考究していきます。

②特別支援教育における ICF-CYの活用に関する研究－活用のための方法試案の実証と普及を中心に－
専門研究Ａ 研究期間：平成 22～ 2３年度

総合的・横 研究代表者： 徳永亜希雄（企画部主任研究員）

断的研究系 所内研究分担者：松村勘由、金子 健、菊地一文

研究班：障害のある子どもの教育の在り方に関する研究班（班長 藤本裕人（企画部総括研究員））

（３名程度）＜概要＞WHO（世界保健機関）の ICF（国際生活機能分類）については、「特別支援学校学習指導要領解説（2009）」でその活用の必要性が言及され、ICF-CY
（同児童版）の日本語訳も同年に刊行されました。本研究所の調査（2009）では全国の特別支援学校の約 21％において何らかの形で ICF又は ICF-CY
が活用されていることが示されました。その一方で活用のための方法の検討の必要性等も指摘されていることを踏まえ、本研究所では 専門研究 A「特別

支援教育におけるＩＣＦ-ＣＹの活用に関する実際的研究（平成 20～ 21年度）」において、特別支援教育実践の改善・充実に資する ICF-CY活用のため

の方法試案とそのためのツールの開発を進めてきました。本研究は、同試案等の実証を行い、より活用しやすい方法の提案をするとともに、幅広い普及を

図ることを目的として実施します。

上記の活用方法試案とツールについて、これまで研究協力を得てきた学校等や前述の調査で ICF又は ICF-CYを活用していると回答のあった特別支援

学校等に協力を依頼し、実地調査及び質問紙を通して実証を行い、その結果を踏まえて試案等の改善を図ります。また、さらにより多くの学校等で実証を

重ね、より使いやすい方法等の開発を行います。なお、本研究における ICF-CY活用とは、学校のみならず、本人・家族・関係職種等の連携のもとでの

指導と支援における活用もその範囲として想定しています。

③特別支援学校高等部（専攻科）における進路指導・職業教育支援プログラムの開発
専門研究Ａ 研究期間：平成 22～ 23年度

研究代表者： 原田公人（教育支援部総括研究員）
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所内研究分担者：柳澤亜希子、工藤傑史、菊地一文、小田侯朗

研究班：障害のある子どもの就学、進学、就労等支援及び高等教育支援に関する研究班（班長 原田公人（教育支援部総括研究員））

＜概要＞障害のある児童生徒については、高等部卒業後の就職率の低下や社会福祉施設等への入所者の増加の課題が指摘されています。また、特別支援学校の新

学習指導要領では、自立と社会参加を推進するための職業教育の充実を挙げています。これを踏まえ、本研究所では、専門研究 A「障害のある子どもへの

進路指導・職業教育の充実に関する研究」（平成 20年度～平成 21年度）において、その研究成果として「進路指導・職業教育支援ツール（案）」を提案

したところです。

本研究は、上記研究の発展的研究として２カ年計画で「支援ツール（案）」の実用性を検証します。具体的には、①各学校種における指導内容及び評価、

②保護者支援にかかる支援内容及び配慮事項、③関係諸機関との連携内容及び課題への対応に焦点をあてた進路指導・職業教育の支援プログラムの開発を

目的とします。

第１年次に、全国の特別支援学校高等部及び高等特別支援学校、専攻科を対象に、上記３つの観点について質問紙調査を実施します。合わせて特別支援

学校高等部（専攻科を含む）の協力を得て、支援ツール（案）の活用の実際について情報収集を行います。２年次には、前年度までの研究を基に、特別支

援学校高等部（専攻科を含む）または高等特別支援学校において、「進路指導・職業教育の支援プログラム」の開発に向けた実践研究を行います。

④情報化及び教育支援機器に関する研究（仮） 平成 23年度開始（予定）

研究班：情報化及び教育支援機器に関する研究班（班長 棟方哲弥（企画部総括研究員））

⑤重複障害のある子どもの特別支援教育に関する研究（仮） 平成 23年度開始（予定）

研究班：重複障害のある子どもの特別支援教育に関する研究班（班長 松村勘由（企画部上席総括研究員））

⑥視覚に障害のある子どもの特別支援教育に関する研究（仮） 平成 23年度開始（予定）

研究班：視覚に障害のある子どもの特別支援教育に関する研究班（班長 田中良広（企画部総括研究員））

⑦軽度・中等度難聴児に対する指導と支援の在り方に関する研究

感覚障害・ 専門研究Ａ 研究期間：平成 22～ 23年度

言語障害研 研究代表者： 原田公人（教育支援部総括研究員）

究系 所内研究分担者：小田侯朗

研究班：聴覚に障害のある子どもの特別支援教育に関する研究班（班長 小田侯朗（教育研修情報部総括研究員））

（２名程度）＜概要＞本研究所では、平成 15年～ 20年にかけて特別支援学校（聴覚障害）における手話活用や授業とその評価について研究を進めてきました。そこでは対

象となる幼児児童生徒の障害やコミュニケーション手段の多様化が近年の課題として指摘されました。中でも障害の早期発見システムの進展や人工内耳装

用児の増加などにともない、特別支援学校を含め、軽度・中等度難聴の児童生徒への教育的な対応がより重要な課題と位置づけられるようになってきまし

た。本研究ではこれらの子どもへの指導や支援の在り方とともに保護者等への支援も含めて検討します。

そこで、まず軽度・中等度難聴児の教育的対応や保護者等の関係者支援に関する調査を実施し、現状や課題を把握します。また補聴器や人工内耳装用児

の指導・支援に関しては、特別支援学校、通常の小・中学校、医療機関等での指導・支援事例を収集し、上記調査と関連づけながら検討を進めていきます。

内容としては聴覚学習プログラム、コミュニケーション力や学力・言語力の育成、自己理解を含めた心理的課題等について検討し、望ましい支援・指導の

在り方を報告書としてまとめます。

⑧言語障害のある子どもの通常の学級における障害特性に応じた指導・支援の内容・方法の開発に関する研究
－通常の学級と通級指導教室の連携を通して－

専門研究Ａ 研究期間：平成 22～ 23年度
研究代表者： 牧野泰美（教育支援部主任研究員）
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所内研究分担者：松村勘由、久保山茂樹、小林倫代

研究班：言語に障害のある子どもの特別支援教育に関する研究班（班長 小林倫代（教育研修情報部総括研究員））

＜概要＞構音障害、吃音等、言語障害のある子どもの障害特性に応じた指導・支援については、言語症状への治療的な指導の方法、言語障害の状態の認識や受容

への支援の在り方等、通級指導教室における個別的な対応を中心に、その内容・方法の研究・開発が進められてきました。子どもが多くの時間を過ごす通

常の学級での対応に関しては、主に、周囲が配慮すべき事項について報告されてきましたが、通常の学級という集団の場において可能な指導・支援の方法

や、学校生活全般における障害特性に応じた配慮事項等は充分には検討・整理されていない状況にあります。

そこで本研究では、これまでの知見を踏まえ、授業や休み時間、放課後等、通常の学級における学習や生活の各場面での障害特性に応じた指導・支援の

工夫、配慮事項について体系的に整理するとともに、子どもの言語面に対して、通常の学級で可能な指導内容・方法について検討します。また、通級指導

教室の指導と通常の学級の指導の関連性や役割の区分などを整理し、通級指導教室と通常の学級のより機能的な連携の内容・方法について考察します。具

体的な研究活動としては、研究課題に関わる実践報告や研究をレビューするとともに、各学校現場での状況を調査しその現状と課題を把握します。さらに、

課題に関わる実践例の収集と実践研究を行い、言語障害のある子どもの通常の学級での生活を円滑にするための知見・方法を整理します。

本研究の成果は、通常の学級担任に可能な言語障害のある子どもへの指導・支援や配慮事項、通級指導担当教員が行う通常の学級への支援、双方の連携

の在り方等についての知見を具体的に教育実践に活用できる形にまとめ、研究報告書として提供します。

⑨肢体不自由のある児童生徒の障害特性に配慮した教科指導に関する研究－表現する力の育成をめざして－
専門研究Ａ 研究期間：平成 22～ 23年度

運動障害・ 研究代表者： 長沼俊夫（教育支援部総括研究員）

健康障害研 所内研究分担者：徳永亜希雄、金森克浩、齋藤由美子、笹本 健

究系 研究班：肢体不自由のある子どもの特別支援教育に関する研究班（班長 長沼俊夫（教育支援部総括研究員））

＜概要＞肢体不自由のある児童生徒が「生きる力」をはぐくむためには、各教科等の指導においても障害による経験の不足や障害特性から生じる学びにくさを踏

（２名程度） まえた配慮や工夫が必要です。一方、重度重複化の傾向が顕著な特別支援学校（肢体不自由）においては、教科指導のノウハウが継承されにくくなってい

る状況にあります。また、小･中学校の特別支援学級（肢体不自由）についても、この 10年間で在籍する児童生徒数が約２倍に増えていますが、特別支

援教育制度になってからの教科指導の実態については十分に把握できていない状況にあります。

そこで、本研究では、肢体不自由のある児童生徒の教科指導において表現する力の育成を図るという観点から、指導法、教材教具、配慮・工夫点等の関

連資料の収集整理蓄積に取り組むとともに、特別支援学校及び特別支援学級の実態を把握し、児童生徒一人一人の実態に応じた適切な指導の在り方を提案

します。

特別支援学校（肢体不自由）を対象とした教科指導（単一障害、重複障害）に関する実施状況を把握し、これまでの特別支援学校（肢体不自由）の実践

記録等の分析をとおして、専門的指導の内容（指導法、教材教具、配慮・工夫）を整理します。また、小・中学校特別支援学級（肢体不自由）における教

科指導に関する教育課程実施の実態を把握し、教科指導上の課題を明らかにした上で、集積した専門的指導の内容（指導法、教材教具、配慮・工夫）を活

用した指導実践の在り方を提案します。

⑩特別支援学校（病弱）のセンター的機能を活用した病気の子ども支援ネットワークの形成と情報の共有化に関する研究
専門研究Ａ 研究期間：平成 22～ 23年度

研究代表者： 西牧謙吾（教育支援部上席総括研究員）

所内研究分担者：滝川国芳、植木田潤

研究班：病弱・身体虚弱等にある子どもの特別支援教育に関する研究班（班長 西牧謙吾（教育支援部上席総括研究員））

＜概要＞近年の子どもの疾病構造の変化と医療の進歩の影響で、特別支援学校（病弱）に在籍する子どもの数は漸減し、病院にある学校でも在籍者の偏在傾向が

顕著になってきています。一方、小・中学校等に在籍し、長期の医療を必要としている子どもの数は増加し、義務教育期間における病気による長期欠席者

も 4万人以上存在しています。これらの状況に対応するためには、病弱教育の専門性の蓄積と特別支援学校（病弱）のセンター的機能の有効活用が求め

られます。こうした観点から、本研究所では、全国特別支援学校病弱教育校長会、全国病弱虚弱研究連盟と連携し、改良した病類調査システムで把握した

地域の病気の子どもの実態を基に、都道府県レベルで ICTを活用した望ましいセンター的機能の在り方に関する研究を進めてきました。

これまでの取組から、小・中学校等や病院にある学校に在籍する病気の子どもへの支援では、病気になった時点から前籍校等への復帰を円滑に進めるた

めの特別支援学校と前籍校との連絡調整及びその後の学校保健での管理体制の維持が重要な課題であることが明らかになりました。本研究では、小・中学
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校等に在籍する長期の医療を必要としている子どもへの支援の質の向上を図るために、筋ジストロフィーや心身症等への組織的な支援の活性化と、全国の

特別支援学校担当者の専門性の継承確保の望ましい在り方について事例研究を積み重ねます。また、病気のある児童生徒を取り巻く関係機関のネットワー

クを活用して、教育情報共有、情報交換を促進し、病気の児童生徒全体を見据えた病弱教育を推進する上での ICTの活用の効果を検証します。

⑪特別支援学校（知的障害）高等部における軽度知的障害のある生徒に対する教育課程に関する研究
重点推進研究 研究期間：平成 22～ 23年度

知的障害・ 研究代表者： 井上昌士（教育支援部総括研究員）

発達障害研 所内研究分担者：猪子秀太郎、工藤傑史、小澤至賢、菊地一文、涌井 恵、大崎博史

究系 研究班：知的障害のある子どもの特別支援教育に関する研究班（班長 井上昌士（教育支援部総括研究員））

＜概要＞本研究所では、平成 21年度 に「知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校に在籍する児童生徒の増加の実態と教育的対応に関する

（３名程度） 研究」に取り組みました。近年の特別支援学校（知的障害）に在籍する児童生徒の増加は多くの学校や自治体において喫緊の課題であり、特に高等部にお

いては増加が著しく、その中でも軽度知的障害のある生徒が増え、高等部全体の中で占めるその割合も多くなってきていることが明らかになりました。ま

た、少数ながらも中学校通常学級から入学するケースがあることも明らかになりました。そのような現状の中で、卒業後を見据え、社会的及び職業的自立

の促進を踏まえた軽度知的障害のある生徒の教育的対応の検討が求められています。

そこで本研究では、知的障害特別支援学校の高等部の生徒の増加の背景やその実態及び想定される要因、さらにキャリア教育の視点等を踏まえ、知的障

害特別支援学校高等部における軽度知的障害の生徒に対する教育課程についての知見を提供することを目的とします。また、高等学校の特別支援教育の充

実強化のための知見を提供することも目的としています。

具体的には、全国特別支援学校校長会や都道府県教育センター等との連携をとりながら、教育課程編成や具体的な指導体制、各教科や領域・教科を合わ

せた指導等の指導内容、それに伴う専門性、中学校との連携・接続の在り方、社会的及び職業的自立へ向けた取組等を実態調査及び研究協力機関でのモデ

ル実践の事例等を通して検討し整理していきます。

⑫特別支援学級における自閉症のある児童生徒の「カリキュラムアセスメント」（仮称）に基づいた教育課程編成に関する実証的研究
重点推進研究 研究期間：平成 22～ 23年度

研究代表者： 廣瀬由美子（教育支援部総括研究員）

所内研究分担者：小澤至賢、井上昌士、笹森洋樹、大城政之、菊地一文、猪子秀太郎、柳澤亜希子、渥美義賢

研究班：自閉症のある子どもの特別支援教育に関する研究班（班長 廣瀬由美子（教育支援部総括研究員））

＜概要＞現行の特別支援学級では、在籍している自閉症のある児童生徒の実態が多岐にわたっており、また、他の障害や異学年の児童生徒が混在することから、

各学校において教育課程を編成する際、自閉症の特性に応じた教育課程の編成の難しさが課題となっています。

そこで、平成 20～ 21年度の研究では、知的障害特別支援学級における自閉症教育の実態調査、研究協力校の特別支援学級における自閉症教育の実態

調査を行うとともに、特別支援学級の教育課程の編成、自立活動を中心とした指導内容及び指導方法の在り方について実践的研究を行いました。このよう

な研究結果を受けて、特別支援学級に在籍する自閉症のある児童生徒を念頭においた、４類型の「教育課程編成案」を整理し、仮説案として提案するに至

っています。

しかし、就学の基準からは、特別支援学級に在籍する自閉症のある児童生徒は、仮説案のＡタイプ（知的発達が標準）とＢタイプ（知的発達が軽度）で

あることや、新たに名称を変えた自閉症・情緒障害特別支援学級では、自閉症のある児童生徒が在籍の半数以上を占めていることを考えると、本研究にお

いては、自閉症・情緒障害特別支援学級における自閉症教育の在り方を検討するものとしています。実際には、自閉症・情緒障害特別支援学級を研究機関

として、ＡタイプとＢタイプに該当する自閉症のある児童生徒を想定したカリキュラムアセスメントシート（仮称）の作成を試みるとともに、自閉症・情

緒障害特別支援学級に在籍する自閉症のある児童生徒の事例研究として、その障害特性や自立活動を活かした教科教育の在り方についても検討していく予

定です。

⑬発達障害のある子どもへの学校教育における支援の在り方に関する実際的研究－幼児教育から後期中等教育への支援の連続性－
重点推進研究 研究期間：平成 22～ 23年度

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）

所内研究分担者：柘植雅義、小松幸恵、久保山茂樹、廣瀬由美子、玉木宗久、涌井 恵、小林倫代、藤井茂樹、渥美義賢、大城政之、海津亜希子、伊藤由美、
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梅田真理

研究班：発達障害（LD・ADHD・高機能自閉症等）のある子ども又は情緒障害のある子どもの特別支援教育に関する研究班

（班長 笹森洋樹（発達障害教育情報センター総括研究員））

＜概要＞発達障害の障害特性は生涯にわたりその基本的な症状は持ち続けることが特徴です。幼児期から学童期、思春期・青年期そして成人期と年齢段階により

その状態像は変容していきます。学校教育においては、幼児教育から高等教育まで教育環境が違い、求められる適応能力についても大きく異なってきます。

教育的支援の在り方については、その年齢や発達段階に応じて長期的、縦断的な展望を持ち、支援の連続性を視野に入れて考えていく必要があります。

本研究では、長期的、縦断的な視点を念頭に置きつつ、小学校、中学校の義務教育段階における教育的支援を中心に、幼児教育から後期中等教育までの

支援の連続性に焦点をあてて、支援の充実に向けてのモデルを学校現場に提案することを目的としています。

義務教育段階では研究指定校等を中心に、授業改善や学級経営の工夫、多様な教育形態の運用、支援員や通級の活用、個別の教育支援計画の作成等、少

しずつ先進的な実践例が報告されてきています。これらの学校での実践及び海外も含めた関連する先行研究等について、その教育的効果及び支援の連続性

という視点から内容を整理し、年齢や発達段階に応じた気づきから具体的な支援に至る効果的なモデルを検討していきます。

⑭発達障害と情緒障害の関連と教育的支援に関する研究－二次障害の予防的対応を中心に－
専門研究Ａ 研究期間：平成 22～ 23年度

研究代表者： 藤井茂樹（教育相談部総括研究員）

所内研究分担者：廣瀬由美子、植木田潤、渥美義賢、笹森洋樹、大城政之、伊藤由美、梅田真理

研究班：発達障害（LD・ADHD・高機能自閉症等）のある子ども又は情緒障害のある子どもの特別支援教育に関する研究班

（班長 笹森洋樹（発達障害教育情報センター総括研究員））

＜概要＞発達障害のある子どもは、その障害特性から学校での集団生活に適応困難を示す場合が多くあります。学習面、行動面、対人関係におけるつまずきや失

敗経験の積み重なり、無理強いなどの不適切な対応がくり返されると、さらなる適応困難を招いてしまうことになります。発達障害のある子どもの学校生

活における不適応の問題の中には、適切な対応がなされないことによる二次障害によるものが多いと考えられます。また、緘黙や神経性習癖等の心因性の

情緒障害については、教育的対応が体系化されていませんが、緘黙等の情緒障害のある子どもの中には発達障害のある子どもの割合が多いとの指摘もあり

ます。

本研究では、二次障害の予防的対応に注目した教育的支援の在り方について教育現場に提案することを目的として、医学的な評価・判断も含め、関連文

献や先行研究等から情緒障害の概念を整理し、発達障害と情緒障害の関連性について検討するとともに、医療・福祉等の協力機関や研究協力校における調

査を通して、特に二次障害の予防的対応に注目した望ましい教育的支援の在り方を明らかにします。

注）本一覧は、平成 23年度特別支援教育研究研修員の受入に当たって示したものです。

本研究所は、我が国の特別支援教育のナショナルセンターとして、この他にも、政策的課題や教育現場のニーズ等を踏まえた実際的かつ総合的な
研究を実施いたします。


