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平成27年度Council for Exceptional Children 年次総会参加 

及びサンディエゴ市内学校訪問についての報告 

 

神山 努＊・齊藤由美子＊＊ 

（＊教育情報部）（＊＊企画部） 

 

 

要旨：2015年４月９日から11日にかけて，筆者らはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴで開催さ

れた，Council for Exceptional Childrenの年次総会に参加し，本研究所で行った日本のインクルーシブ教

育システム構築に関する研究についてポスター発表を行った。また，年次総会の発表研究の動向から，米国

や世界のSpecial Educationに関する 新の研究について情報を得た。年次総会終了後に，サンディエゴ市内

にあるバードロック小学校，フレンドシップスクール，インペリアルビーチ・チャータースクールの３校と，

サンディエゴ教育事務所を訪問した。訪問では，通常の学級における障害のある子どもに対する教育や，重

度・重複障害のある子どもに対する教育，サンディエゴにおけるコモン・コアの取組について情報を得るこ

とができた。日本の今後のインクルーシブ教育システム構築や重度・重複障害教育に関して多くの示唆を得

るとともに，諸外国との特別支援教育に関する情報交流の意義を再確認した訪米となった。 

見出し語：Council for Exceptional Children，学校訪問，コモン・コアスタンダード 

 

Ⅰ．平成 27 年度 Council for Exceptional 

Children 年次総会 

 

１．年次総会の概要 

Council for Exceptional Children（以下，CEC）は1922

年に設立され，そのミッションは障害のある子ども

やギフティッド（生まれつき才能がある，優れた知

能を持つ）の子どもの教育や生活の質を改善し，そ

の家族のつながりを強めることとしている。また，

ビジョンは国際的に有名な専門性とリーダーシップ

を有し，障害のある子どもやギフティッドの子ども

の価値や完全な社会参加を保証するために戦略的パ

ートナー（strategic partners）と協働する主たる教育

機関であることとしている。その会員数は，米国を

中心に平成27年現在で約50,000人とされている。 

平成27年度でCECの年次総会は第91回となり，４

月８日から11日までアメリカ合衆国のカリフォルニ

ア州サンディエゴで開催された。本総会の参加人数

は約4,500人と報告されており，参加者の立場も研究

者，教員，行政関係者，心理士などの関連職，保護

者，当事者等と多岐にわたった。全セッション数は

2041であり，セッションの形式には教材や指導法の

デモンストレーション（Demonstration），CEC内の各

部門におけるミッションに関する課題についてのセ

ッション（Division Showcase Sessions），関係業者に

よる展示（Exhibitor Showcase Sessions），招待セッシ

ョン（Featured Sessions and Special Focus Sessions），

複 数 名 に よ る プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン （ Multiple 

presentations），一つのトピックについてのパネルセ

ッション（Panels），ポスター発表があった。また，

CECには学会員が所属するいくつかの部門があり

（早期教育に関する部門や自閉スペクトラム症に関

する部門など），その各部門においてレセプションも

開催された。 

本総会では専用のウェブサイトが開設され，総会

内で行われた研究発表に関するセッションの情報が

検索できるようになっていた（平成27年11月１日現

在，サイトは閉設中）。例えば，「Common Core」で

検索すると，29件のセッションが該当することが分

かった。また，セッションによっては発表者が資料

を掲載している場合もあり，その資料をダウンロー

ドできた。また，各セッションが26のメイントピッ 
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クのいずれかに分類されており，各メイントピック

に該当するセッションを検索することもできた。 

各メイントピックに該当するセッション数から，

CECにおいて現在注目されているトピックの傾向が

推察できると考え，各メイントピックに該当するセ

ッション数を表１に示した。 も多いのは，「自閉ス 

ペクトラム症（autism spectrum disorder）」の55件で

あり，次いで多いのは「支援者養成（ personnel 

preparation）」の51件であった。「自閉スペクトラム

症」の発表には知的障害を伴わない自閉スペクトラ

ム症児の学習面や社会性に関する指導の発表が多か

った。「学習障害」が30件発表されていたことと併せ

て考えると，CECにおいても日本における発達障害

がある子どもに対する教育は注目されていると考え

られる。 

2013年のCEC年次総会（齊藤・熊田，2014）では

セッションの検索サイトが開設されていなかったた

め，2013年と今回のCEC年次総会における各メイン

トピックのセッション数を厳密に比較することはで 

きない。しかしながら，2013年の総会と比較した印

象では，発生率が高い（high-incidence）とされる障

害がある子どもの教育に関する研究や，通常の学級 

 

 

内などインクルーシブ場面における教育に関する研

究の発表数が増加している印象があった。「協働やイ 

ンクルーシブの実践（ collaboration and inclusive 

practice）」が47件発表されており，また「テクノロ

ジーやメディア（technology and media）」など他のト

ピックをメインとしている発表でも，「協働やインク

ルーシブの実践」を第２トピックとしている発表が

多かった。「協働やインクルーシブの実践」の発表内

容については，障害のない子どもと障害のある子ど

もが協同して学習する方法に関する研究や，政策や

教員養成に関する研究など多岐にわたった。 

 

２．筆者らによる日本のインクルーシブ教育システ

ム構築に関するポスター発表 

筆者らは，日本におけるインクルーシブ教育シス

テムについての考え方や，本研究所で行った日本の

インクルーシブ教育システム構築に関する研究（国

立特別支援教育総合研究所，2015）について，ポス

ター発表を行った。発表内容は，上記の研究でまと

めたインクルーシブ教育システム構築に向けた体制

づくりにおいて重視すべき内容と，地域における体

制づくりの取組の事例等であった。また，研究の背

トピックテーマ 件数 トピックテーマ 件数

アカウンタビリティ・大規模アセスメン

ト 

11 スーパーバイズ

（Administration/Supervision） 

33

Special Education における芸術 11 アセスメント 25

自閉スペクトラム症 55 キャリア発達・移行 35

協働やインクルーシブの実践 47 コミュニケーション障害・聾 16

文化や言語の多様性 44 幼児期（Early Childhood） 30

ギフティッドや才能 15 知的障害 30

国際的プログラム・サービス 21 学習障害 30

Special Education 教師の有効性の測定 20 保護者・家族・学校のパートナーシップ 39

支援者養成 51 運動障害・健康障害・重複障害 13

パイオニア・歴史的見解 ２ 公共政策 14

研究 42 RTI：多層システム 40

STEM（Science, Technology, Engineering 

and Math) 

23 Special Education の仕事を始めてもらう

方略 

10

テクノロジーやメディア 42 視覚障害 15

表１ 各メイントピックに該当するセッション数
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景として，日本の特別支援教育の制度や現状に関す

るデータについても報告した。 

 

写真１ 筆者らによるポスター発表の様子 

 

写真２ CEC年次総会会場の様子 

 

このポスター発表には，アメリカ合衆国に限らず，

韓国や中国等のアジア圏や，中東等，様々な地域の

研究者や教員等の参加があった。質問の内容につい

ては，日本のインクルーシブ教育システムの現状に

ついてのほか，通級による指導の対象がどのような

障害なのかなど，日本の特別支援教育の制度そのも

のについての質問が多かった。 

 

Ⅱ．サンディエゴ市内学校訪問 

 

学区が運営している公立小学校であるバードロッ

ク小学校（Bird Rock Elementary School）と，サンデ

ィエゴ教育事務所（ San Diego County Office of 

Education）へ訪問した。さらに，教育事務所の紹介

で特別学校（special school）であるフレンドシップ

スクール（Friendship School）とインペリアルビー

チ・チャータースクール（ Imperial Beach Charter 

School）を訪問した。 

 

１．バードロック小学校 

バードロック小学校は州内の高級住宅街であるラ

ホヤ地区にある公立小学校である。州の学力テスト

において，在籍児童の90％以上が「優れている

（proficient）」と評価されていた。平成27年度の在籍

児童数は約520名であり，その内の30名がリソースル

ームを利用していた。比較的軽度の知的障害や運動

障害等がある児童も在籍しており，そのような児童

には支援員（para-educator）が配置されており，通

常の学級で学習していた。 

 

２．サンディエゴ教育事務所 

 サンディエゴ教育事務所では，シニア・ディレク

ター（Senior Director）のコロナド氏（Mr. Russell 

Coronado）より，事務所が管轄している地域の特別

教育について１時間程度話す機会が得られた。カリ

フォルニア州独自の教育の仕組みとして，複数の学

区にまたがりその地域内の特別教育のサービス提供

について責任を持つセルパ（Special Education Local 

Plan Area; SELPA）がある。コロナド氏はサンディエ

ゴにある６つのセルパのうちの一つのシニア・ディ

レクターを務めていた。コロナド氏からは，セルパ

などサンディエゴ市内の特別教育の仕組みについて

の説明のほか，コモン・コア（common core）注1スタ

ンダードの導入に関する取組について説明を頂いた。   

 

３．フレンドシップスクール 

 フレンドシップスクールは，サンディエゴカウン

ティが運営する，健康面でのケアを伴う重度・重複

障害のある子どもを対象とした特別学校である。在

籍する子どもの定員は50名で，学区に限らず広域か

ら集まっており，３歳から22歳までが対象としてい

る。また，アシスティブ・テクノロジーと感覚統合

法のプログラムに関して，州から表彰を受けたこと

がある。 

 各学級の授業の様子と施設設備について見学させ

て頂いた。各学級には約10名の子どもが所属してお

り，例えば小学校低学年の学級では，約10名の子ど

もがおり，教員１名と看護師の資格を有する支援員

２名がいた。子どもは必要に応じて，学校看護師， 
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写真３ フレンドシップスクール 

 

 

写真４ フレンドシップスクール多重感覚の環境 

 

 

写真５ 南北戦争についての学習プリントの掲示 

 

作業療法，理学療法，アシスティブ・テクノロジー

等のサービスを受けることができる。また，セラピ

ストが学習や生活に関して，教員や支援員がセラピ

ーの知識や技術を用いることをサポートしている。 

学校の廊下には，様々な感触，音，匂い，操作等

で子どもが遊べるものが集められた箇所があった。

その子どもが好きな感覚の素材を組み合わせて，車

いすのテーブルに取り付ける工夫がされていた。多

重感覚の環境（Multisensory Environment ; MSE）が

用意された部屋もあった。衛生的で安全な環境を保

つために，１回に３名程度までの子どもが利用する

など，部屋の使用方法に関するルールを徹底した上

で，子どもに合わせて様々な感覚刺激を組み合わせ

て利用できるようになっていた。また，学校評議員

を意識して，部屋の入口には，利用する前後におけ

る子どもの状態の変化がデータで示されていた。部

屋を利用することで，「いらいらして不機嫌」である

児童生徒の数は減り，「穏やかでハッピーであり，周

囲に注意を向けている」児童生徒の数が増えたこと

が示されていた。教科の学習では，南北戦争に関す

る学習を行う等，コモン・コアスタンダードカリキ

ュラムの取り入れ方について近年は検討していた。 

 

４．インペリアルビーチ・チャータースクール 

インペリアルビーチ・チャータースクール（公設

民営校）は幼児から８年生（K-8）までを対象に，

630名の児童生徒が在籍している。障害のある児童生

徒の特別学級（special class）があり，学級内には様々

な視覚支援の工夫がなされていた。また，フレンド

シップスクールに隣接していることから学校間の交  

 

 
写真６ インペリアルビーチ・チャータースクール
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写真７ インペリアルビーチ・チャータースクール 

特別学級 

 

 

写真８ 子どもたちに割り当てられたパソコン 

 

流も行っている。特別学級の様子を中心に見学させ

て頂き，特別学級には11名の児童が在籍しており，

教員１名と支援員２名が担当していた。見学時に行

っていた体育の授業ではキックベースをしており，

児童生徒によっては通常の学級で体育に参加する場

合もあると説明があった。従前からある，生活スキ

ルに焦点をあてた機能的（ファンクショナル）カリ

キュラムをベースにしながら，教科の学習では，カ

リフォルニア州の場所を地図で調べる等，コモン・

コアスタンダードカリキュラムをふまえた内容も行

っている，等の説明があった。また，児童生徒一人

一人にパソコンが割り当てられており，児童生徒の

学習に関するデータがサーバー内に保存されていた。 

 

Ⅲ．訪問を終えて 

 

CEC年次総会からはアメリカ合衆国を中心に世界

の障害のある子どもに対する教育の研究について，

様々な情報を得ることができた。また，日本の特別

支援教育に関する研究発表において，海外からの年

次総会参加者と質疑応答することで，日本の特別支

援教育の特徴や課題について整理する機会となった。

今後も，日本の特別支援教育の現状や課題を海外と

比較して整理するために，このような学会への参加

は重要と考えられる。 

また，サンディエゴ市内の学校訪問からは，通常

の学校における障害のある子どもに対する教育や，

特別学校における障害のある子どもに対する教育，

コモン・コアスタンダードの導入に対する教育行政

担当者からの説明など，非常に重要な情報を得るこ

とができた。特に，フレンドシップスクールとイン

ペリアルビーチ・チャータースクールでは，障害の

ある子どもに対するコモン・コアスタンダードをふ

まえた教育の実践等，米国における障害のある子ど

もに対する教育の実際について見学することができ

た。今後の我が国におけるインクルーシブ教育シス

テム構築を検討するためにも，このような海外の学

校における障害のある子どもの教育についての情報

は引き続き収集する必要があることを改めて確認し

た。 

 

注1コモン・コアスタンダードとは，2010年に全米コモ ンコア

スタンダードイニシアチブ（全米知事会と全 米州教育長協会

が主導）が発表した，全米で統一された教育内容に関する基

準である。K 〜12年生（幼児から中学校段階）の読みと算数

について，学ぶべき内容と到達度の基準が示されている（野

口・米田，2014）。 
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