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第４章 アシスティブ・テクノロジー活用の実際 
－研究協力機関による活用事例の報告とまとめ－ 

 

第１章で述べた目的を受けて，まず，関連学会等の先行研究を確認し，次いで特別支援教育実

践事例データベースの分析（第 2 章）を終え，さらに先進的な学校についての訪問調査（第３章）を行った

ところである。ここで具体的なアシスティブ・テクノロジー活用事例の報告に入る。 

活用事例の収集を行うために，第３章で述べた優れた先進校と思われた学校の中から聞き取り調査を受け

入れて頂いた学校に対して，今回の研究に研究協力機関として参画を依頼した。そこで快諾の得られた学校

と，このほかに障害種別で先進校と考えられる学校へ協力機関を依頼した（研究協力機関の一覧は巻末の研

究体制を参照のこと）。これに加えて，公募によって決定された研究パートナー機関（同上）を主な対象とし

て，アシスティブ・テクノロジーの活用事例の報告を依頼した。研究の目的である導入の根拠と具体的な検

討方法，関連する個別の指導計画，個別の教育支援計画に関する情報が得られること，さらに，それぞれの

事例について，テクノロジーが持つ「障害に基づく困難の改善・克服への効果」と「教育目標達成への効果」

に分けてて分類ができるように活用事例フォーマットを決定した。このフォーマットの検討にあたっては，

第２章の報告の後半に記述した「活用事例を体系的に整理する枠組み（試案）」をもとに，研究協議会におい

て決定したものである。この枠組に沿って活用事例が報告されるが，それぞれの事例によっては，分量の違

いや，記述ができない事項があるなどの状況が見られる。 

現時点において，わが国の先進的と理解される学校における事例 45 件の報告（研究パートナー機関の４

事例は第７章に記載）とそれらの傾向に関するまとめを報告する。このデータから得られる知見と米国のア

システィブ・テクノロジーの品質指標（QIAT）との比較を含めたまとめは，次章（第５章）で行う。

 
 

 

第３章で報告した学校訪問調査対象校（平成 20

年1月に実施した特別支援学校における支援機器等

の保有状況・利用状況実態調査結果データ並びに，

国立特別支援教育総合研究所特別支援教育実践研

究課題データベースより，優れた実践を行う学校を

抽出）の中から，今回の研究に研究協力機関として

参画を依頼し，承諾を得られた学校を中心として協

力を依頼した。 

活用事例の選定にあたっては，新たに実施するも

のでなくて良いこと，かつ斬新さより，その障害種

別に典型的な事例が望ましいこととした。 

このため，まず，各研究協力機関とパートナー機

関に依頼して以下のような情報を収集した。（１）

これまでの実践においてアシスティブ・テクノロジ

ーを活用した事例，（２）現在実施している，ある

いはこれから実施を予定しているアシスティブ・テ

クノロジーの活用事例，（３）研究会や，他の学校
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を含めてアシスティブ・テクノロジーの活用実践例

についての事例として，他校，研究会などにおいて

発表のあった事例など。 

その結果，後述するような多くの事例候補が得ら

れた。 

さらに，アシスティブ・テクノロジーの活用事例

については，導入の根拠と具体的な検討方法，関連

する個別の指導計画，個別の教育支援計画に関する

情報を整理するために，次のようなフォーマットを

検討し，それぞれの活用事例を構成することとした。

活用事例群からそれらの情報を抽出し整理する。 
 

 
１．貴校におけるこれまでの実践においてアシ

スティブ・テクノロジーを活用した例（学校で

過去に利用したアシスティブ・テクノロジーに

ついて，実践報告があれば，そのタイトルを，

また，もし，特定の機器を使った経験がある場

合には，その経験について簡潔なタイトルでお

教え下さい。） 

(1) 全盲の生徒を対象に，スクリーンリーダを活用

してコンピュータの操作(Windows 基本操作，

メールの送受信，ホームページの閲覧など)を行

わせた事例（愛媛県立松山盲学校） 

(2) ロービジョンの生徒を対象に，画面配色設定の

変更，画面拡大ツール，マウスカーソルを見や

すくするツールなどを活用してコンピュータ

の操作(Windows 基本操作，メールの送受信，

ホームページの閲覧など)を行わせた事例（愛媛

県立松山盲学校） 

(3) インテリキーを活用したグループウェア掲示

板書き込み支援（滋賀大学教育学部附属特別支

援学校） 

(4) 簡単キーボード（デカ文字）を活用したグルー

プウェア掲示板書き込み支援（滋賀大学教育学

部附属特別支援学校） 

(5) VOCAによる職員室入室時の挨拶支援‒入室時

と退室時の挨拶の違いの理解へ-（滋賀大学教育

学部附属特別支援学校） 

(6) 保健室 VOCA で，要求を伝える支援（滋賀大

学教育学部附属特別支援学校） 

(7) VOCAで「給食できました」報告支援（滋賀大

学教育学部附属特別支援学校） 

(8) 個に応じたユーザ補助機能の設定（マウス機能

のクリックロックやキーボード機能の固定キ

ーなど）やコピーや保存などの操作時における

ショートカットキーの積極的利用を促した事

例（筑波大学附属桐が丘特別支援学校） 

(9) 場面緘黙児の高等部生徒に対して，アウトプッ

ト手段の１つとしてトーキングエイドを使用

し，他者との音声も含めたやりとりを通じて，

緊張の緩和や話し言葉の積み重ねをねらった

指導の経験（筑波大学附属桐が丘特別支援学

校） 

(10) 上肢機能に不自由さがみられ作図が困難な生

徒に，作図ソフトを利用して図形学習を行った

事例（筑波大学附属桐が丘特別支援学校） 

(11) 骨肉腫でひざが曲がらなくなった生徒に，足踏

式自転車で通学ができることを目的とした事

例（筑波大学附属桐が丘特別支援学校） 

(12) 重度重複生徒の「ＶＯＣＡ」を使ったコミュニ

ケーションを高める事例（北海道八雲養護学

校） 

(13) 筋ジス(ＤＭＤ)の高等部生徒が「ワンキーマウ

ス」を用い，パソコンが使用できるようになっ

た事例（北海道八雲養護学校） 

(14) 筋ジス(ＤＭＤ)の高等部生徒がレゴのロボット
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アームを複数用いた巨大アート制作（北海道八

雲養護学校） 

(15) ネットワークの無線ＬＡＮ化と児童生徒にノ

ートパソコンを割り当て，学校・病院いずれで

もインターネットを使用できる環境を作った

事例（北海道八雲養護学校） 

(16) 余暇活動の広がりを目指した取組－パソコン

の基本的な操作を習得し，活用した実践から－

（筑波大学附属久里浜特別支援学校） 

(17) VOCA を使用することで友達同士のコミュニ

ケーションを促した実践（筑波大学附属久里浜

特別支援学校） 

(18) VOCAを使用することで，一人で自立的に役割

活動に取り組むことが目指した実践（筑波大学

附属久里浜特別支援学校） 

(19) タイムタイマーやデジタルタイマーなどのタ

イムエイドを使用することで，活動のはじまり

と終わりや，活動の切り替えを視覚的に提示し

た実践（筑波大学附属久里浜特別支援学校） 

(20) ＭＤデッキを使用し，活動の始まりや切り替え

を音を手掛かりに自立的に行動することを促

した実践（筑波大学附属久里浜特別支援学校） 

(21) PC の基本操作の習得を目指した実践（筑波大

学附属久里浜特別支援学校） 

(22) 携帯電話のメール機能（音声表出）を利用して，

要求手段としている実践（筑波大学附属久里浜

特別支援学校） 

(23) 儀式における次第や校長の話をプロジェクタ

ーを使用して，視覚的に提示している実践（筑

波大学附属久里浜特別支援学校） 

(24) 脳性麻痺の児童を対象として，改造したゲーム

コントーラーを操作し好みの映像をパソコン

画面で視聴した活動事例（群馬県立二葉養護学

校） 

(25) 聴覚障害を伴った運動障害の児童を対象に，タ

ッチパネルモニターを活用して動画選択の学

習を促した実践事例（群馬県立二葉養護学校） 

(26) 重度の知的障害を伴う重い肢体不自由の児童

を対象に，スイッチの形状や配置を工夫して探

索活動を促した実践事例（群馬県立二葉養護学

校） 

(27) 「帰りの会」での振り返り場面でデジタルカメ

ラの画像や動画を使うことで，発表することが

できるようになった事例（香川大学教育学部附

属特別支援学校） 

(28) 給食場面で，VOCA を使い，10 秒間噛んで食

べることができるようになった事例（香川大学

教育学部附属特別支援学校） 

(29) 生活単元学習で，生徒がパソコンのプレゼンテ

ーションソフトによる説明場面を取り入れる

ことで，授業に積極性が引き出された事例（香

川大学教育学部附属特別支援学校） 

(30) 調理方法の説明を動画によって行うことで，調

理への意欲が高まった事例職業・家庭科（香川

大学教育学部附属特別支援学校） 

(31) 携帯電話のタイマー機能を活用することで，掃

除や着替え，歯磨きでの，行動の切り替えがス

ムーズになった事例（香川大学教育学部附属特

別支援学校） 

(32) PDA を使って行事での発表を行ったり，余暇

を広げたりした事例（香川大学教育学部附属特

別支援学校） 

(33) アクティブボードを使って，効果的な学習の振

り返りをめざした事例（香川大学教育学部附属

特別支援学校） 

(34) コミュニケーションブックを活用してコミュ

ニケーションの相手を広げてきた事例（香川大

学教育学部附属特別支援学校） 
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(35) 免許取得に向けて，ｉｐｏｄｔｏｕｃｈを使っ

て学習に取り組んでいる事例（香川大学教育学

部附属特別支援学校） 

(36) ｉｐｏｄｔｏｕｃｈの機能（音楽，写真等）を

使って，余暇を広げることをねらいとした事例

（香川大学教育学部附属特別支援学校） 

(37) VOCAを使って，行き先を伝えられるようにな

った事例（香川大学教育学部附属特別支援学

校） 

(38) VOCA を使って交流学習での自己紹介を行う

ことができるようになった事例（香川大学教育

学部附属特別支援学校） 

(39) VOCAを使って，朝の会などの司会の役割を担

うことができるようになった事例（香川大学教

育学部附属特別支援学校） 

(40) VOCAを使って要求や拒否，報告などのコミュ

ニケーションの向上をめざした事例（香川大学

教育学部附属特別支援学校） 

(41) キッチンタイマーのセットの依頼を自発的に

行うことが家庭場面でもできるようになった

事例（香川大学教育学部附属特別支援学校） 

(42) ラジカセを使って「お片付け」のBGMを流す

役割活動を担うことができるようになった事

例（香川大学教育学部附属特別支援学校） 

(43) トーキングエイドを使用して，語い学習の導入

に取り組んでいる事例（筑波大学附属久里浜特

別支援学校） 

(44) 発語の困難な児童に，発語の代替としてビック

マックに録音した教師の言葉を用いて，友達に

問いかけることを促している事例（筑波大学附

属久里浜特別支援学校） 

(45) スーパートーカーを使用して，朝の会で友達の

名前を呼名する実践（筑波大学附属久里浜特別

支援学校） 

(46) タイムタイマーを使用して，活動時間（畑作業）

の見通しをもって取り組むことを目指した実

践（筑波大学附属久里浜特別支援学校） 

(47) キッチンタイマーを使用することで，時間を意

識して着替えに取り組むことを目指した実践

（筑波大学附属久里浜特別支援学校） 

(48) タイムタイマーを使用することで，給食の終了

時間に気付くことを目指した事例（筑波大学附

属久里浜特別支援学校） 

(49) 携帯電話のメール機能を使用することで，要求

を伝えるなどのコミュニケーションを円滑に

することを目指した事例（筑波大学附属久里浜

特別支援学校） 

(50) パソコンでの文字入力の習得を目指した取組

（筑波大学附属久里浜特別支援学校） 

(51) パワーポイントを活用した音楽の授業楽譜の

理解を促す取組（筑波大学附属久里浜特別支援

学校） 

(52) パワーポイントを活用した儀式的行事の取組

（筑波大学附属久里浜特別支援学校） 

(53) PICシンボルを用いたLLブック制作の試み（シ

ンボルを利用し読みの支援，語彙の理解を図っ

た実践）（大阪府立茨木支援学校） 

(54) パワーポイントと改造マウス・スイッチを利用

し，国語の授業で電子絵本活用した実践（大阪

府立茨木支援学校） 

(55) 上肢の動きに制限のある肢体不自由高等部生

徒を対象にしたインテリキーでインターネッ

ト利用，文書作成を目的とした事例（長野県稲

荷山養護学校） 

(56) 上肢の動きに制限のある肢体不自由高等部生

徒を対象にした食事介助機器，マイスプーンを

活用して自分で食事できることを目的とした

事例（長野県稲荷山養護学校） 
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(57) 知的障がいと上肢の動きに制限のある肢体不

自由高等部生徒を対象に，絵カードをマトリク

ス上に並べるタイプの VOCA を用いて学級会

の司会ができることを目指した事例（長野県稲

荷山養護学校） 
 

 

(1) 視覚障害と聴覚障害を併せ持つ生徒に対し，スク

リーンリーダと点字ディスプレイを併用して利用

することで，操作性や正確性を向上させる事例（愛

媛県立松山盲学校） 

(2) 予後の悪いロービジョンや重度のロービジョンに

対して，画面利用支援ソフトからスクリーンリー

ダへのスムーズに移行することを支援する事例

（愛媛県立松山盲学校） 

(3) 携帯電話掲示板を活用した就労移行支援の取り組

み（滋賀大学教育学部附属特別支援学校） 

(4) PSPナビを活用した，町探索支援-社会科での地図

記号学習がいきた事例-（滋賀大学教育学部附属特

別支援学校） 

(5) プレゼンテーションソフトを活用した卒業式での

見通し支援（滋賀大学教育学部附属特別支援学校） 

(6) グループウェア掲示板による，遠隔協働学習-ゴー

ヤープロジェクト- （滋賀大学教育学部附属特別

支援学校） 

(7) iPodやPSPを活用した，儀式行事等への参加支

援（滋賀大学教育学部附属特別支援学校） 

(8) 「e-黒板」を活用した，人権学習（滋賀大学教育

学部附属特別支援学校） 

(9) 重度・重複の児童を対象に，スイッチなどを使い，

自分の意思やタイミングで，絵本や紙芝居，機器

の操作やおもちゃなどを楽しむ（筑波大学附属桐

が丘特別支援学校） 

(10) 上肢機能が不自由さがみられたり，図形をイメー

ジすることが難しい生徒に，作図ソフトを利用し

た指導（筑波大学附属桐が丘特別支援学校） 

(11) 軽度の脳性まひの生徒に，足踏式自転車で移動範

囲を広げる事例（筑波大学附属桐が丘特別支援学

校） 

(12) レゴ社のマインドストームを使用した教材の開

発・検討（筑波大学附属桐が丘特別支援学校） 

(13) 筋ジス(ＤＭＤ)の高等部生徒の音楽バンド等でド

アチャイムを改造した打楽器装置を使い，ドラム

を足先でジェリービーンスイッチを押して叩く事

例（北海道八雲養護学校） 

(14) 筋ジス(ＤＭＤ)の高等部生徒で，トラックボールを

使いパソコンにて大学受験をする事例（北海道八

雲養護学校） 

(15) 教科書や参考書等のデジタル化(スキャナー)で自

学自習できる環境作り，授業での活用（北海道八

雲養護学校） 

(16) ＷＥＢカメラを用い，Skypeを使った交流活動(ベ

ッドサイド，他校)事例 （北海道八雲養護学校） 

(17) Apple ipod touchを用いた楽器やその他入力に関

すること（北海道八雲養護学校） 

(18) トーキングエイド，ニンテンドーＤＳiソフト「あ

のね」を使い，単語の文字入力ができるようにな

ってきているので，児童のコメントや要求の手段

となるように取り組む事例（筑波大学附属久里浜

特別支援学校） 

(19) タイムエイドを用いることで，時間の感覚を身に

つけさせていく事例（筑波大学附属久里浜特別支

援学校） 

(20) Ｗｉｉやポータブルオーディオなどの使用方法を

学習することで，余暇の充実を図っていく事例（筑

波大学附属久里浜特別支援学校） 

(21) ひらがなによる単語構成ができるようになったの

で，トーキングエイドの活用を促進する事例（筑
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波大学附属久里浜特別支援学校） 

(22) 買い物学習や校外学習の後，デジタルフォトフレ

ームを活用し，振り返り学習をする事例（筑波大

学附属久里浜特別支援学校） 

(23) 重度知的障害を伴う脳性麻痺の児童を対象に，タ

ッチパネルタイプのシンセサイザー(KORG 

Kaossilator)を活用して探索活動を促した実践事

例（群馬県立二葉養護学校） 

(24) 症状が進行した筋疾患の生徒を対象に，写真撮影

補助装置を活用して自力でデジタルカメラの撮影

を楽しむことなどねらいとした実践事例（群馬県

立二葉養護学校） 

(25) 重い肢体不自由の児童を対象として，スイッチ操

作（ビッグスイッチ，全方向スイッチ等）で振動

マット（AC電源コントローラーを介して）を動

かし楽しむことで能動的な活動を促した実践事例

（群馬県立二葉養護学校） 

(26) 症状が進行した筋疾患の児童を対象として，自発

的に動かせる可動部位（手指）でのスイッチ操作

で，バギーに連結した電動の乗り物を動かし自ら

移動する経験を促した活動事例（群馬県立二葉養

護学校） 

(27) マイコンボード（Arduino）を活用した教材の開

発と活用（群馬県立二葉養護学校） 

(28) シンボル（PIC）用いた時間割の説明とカードの

受け渡しによる自発的な活動を促す朝の会（小・

中・高等部へと指導の引き継ぎ・継続がなされた

事例）（大阪府立茨木支援学校） 

(29) シンボル（PIC）カードの提示，受け渡しを通し

て指示の理解を促した日常生活 指導（中学部・

高等部へと指導の引き継ぎ・継続が行われた事例）

（大阪府立茨木支援学校） 

(30) シンボルカードの受け渡しによる要求の表出を促

した指導（大阪府立茨木支援学校） 

(31) 絵本のLL（Låttlåst）ブック化（文章にシンボル

を添える）による語彙の理解等の 国語能力の向

上を目指した指導（大阪府立茨木支援学校） 

(32) シンボルを用いたスケジュール管理の指導（大阪

府立茨木支援学校） 

(33) ビッグマックと電源リレー等を用いておもちゃな

どを動かし自発的な動きを引き出す指導（大阪府

立茨木支援学校） 

(34) ビッグマックを利用した遊びを通してコミュニケ

ーションの基礎を育てる指導（大阪府立茨木支援

学校） 

(35) ビッグマックを絵本を利用し場面（ストーリー）

に応じた活動を促す指導（大阪府立茨木支援学校） 

(36) スーパートーカーを利用した行事などへの参加意

識を持たせる指導（大阪府立茨木支援学校） 

(37) ビッグマック，スーパートーカーを利用した当番

活動を行わせる指導（大阪府立茨木支援学校） 

(38) ステップバイステップ，スーパートーカーを利用

し出てくる音楽やメッセージを楽しむクラス活動

の指導（大阪府立茨木支援学校） 

(39) スーパートーカーを利用し，絵とことばのマッチ

ングと選択行動の表出を促す指導（大阪府立茨木

支援学校） 

(40) 電子ドラムを用いた興味関心を自発的な動作を引

き出す指導（大阪府立茨木支援学校） 

(41) グリップスイッチ，ドライヤーなどを利用し，目

的を持ってスイッチを使うことを目指した指導

（大阪府立茨木支援学校） 

(42) 外部スイッチで動くようにしたラジコンカーを利

用しお手伝い活動をさせる指導（大阪府立茨木支

援学校） 

(43) ビッグスイッチと音の出るおもちゃを利用し，も

のの関係性を理解させる指導（大阪府立茨木支援

学校） 

(44) ステップバイステップを学習内容の振り返えり

（復習）に用いた指導（大阪府立茨木支援学校） 
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(45) プロジェクターと改造マウス（外部スイッチが使

えるようにしたマウス）を利用し，ゲームに参加

させる（余暇活動）指導（大阪府立茨木支援学校） 

(46) 前腕の挙上が困難な筋ジストロフィーの生徒に，

トラックボールとスクリーンキーボードの併用に

より文字入力の支援を行った指導（大阪府立茨木

支援学校） 

(47) 前腕の挙上が困難な筋ジストロフィーの生徒に，

キーボード上を手を挙げずに移動させるためにキ

ーガードを使用し，キーボード操作の支援を行っ

た指導（大阪府立茨木支援学校） 

(48) 手指の拘縮の強い脳性麻痺の生徒に，ジョイステ

ィック型マウスと固定キーの併用により，コンピ

ュータ操作の負担軽減のための指導（大阪府立茨

木支援学校） 

(49) 視機能に困難のある脳性麻痺の生徒（高３）に，

ローマ字入力用のキーボード（ひらがなの表記が

無く，モノトーンのコントラストの強いデザイン

のもの）を使用することにより，キーボード操作

の負担軽減と文字入力速度の向上のための支援を

行った指導（大阪府立茨木支援学校） 

(50) 改造マウスを利用し，自発的な行動を促すともに，

場面に応じてスイッチが押せるようになることを

目指した指導（大阪府立茨木支援学校） 

(51) カセットデッキと外部スイッチを利用し，自発的

な働きかけを促す指導（大阪府立茨木支援学校） 

(52) 実態に合わせ，ローマ字入力用キーボード，ひら

がな入力用キーボードを使い分けてることにより

文字入力時の負担軽減を行った指導（大阪府立茨

木支援学校） 

(53) 改造マウスを利用し電子絵本を利用できるように

する指導（大阪府立茨木支援学校） 

(54) 上肢の動きに制限のある肢体不自由の小学部児童

にトラックボールマウスを利用して，ATOKクリ

ックパレットで文字を選択して，文章を書く練習

をしている事例（長野県稲荷山養護学校） 

重度重複障がいのある小学部児童を対象に，電動

小型バイクを車いすに連結して，自らのスイッチ

操作で動く楽しさを学習している事例（長野県稲

荷山養護学校）

 

 
 

(1) デジタルペンを活用した子どもの書字の解析（東

大先端研）（推薦：筑波大学附属久里浜養護学校大

学附属桐が丘特別支援学校） 

(2) 音声入力がスイッチとして利用できるパソコンソ

フトの利用（推薦：北海道八雲養護学校） 

(3) ベッドサイド学習の児童生徒が，ＷＥＢカメラを

使ったストリーミング配信や双方向通信の事例

（推薦：北海道八雲養護学校） 

(4) 併設の国立病院機構八雲病院で当事者による支援

機器の評価を行っておりそれらの活用(レッツチ

ャット，携帯電話補助等)（推薦：北海道八雲養護

学校） 

(5) ＰＳＰを活用したコミュニケーション（ＰＥＣＳ

など）（推薦：筑波大学附属久里浜特別支援学校） 

(6) PowerPoint を活用した学習事例 ATAC カンフ

ァレンス 2008 京都「パワーポイントで生まれる

教材」（推薦：筑波大学附属久里浜特別支援学校） 

(7) 長野県飯田養護学校 学校行事等の音楽や映像が

タッチパネル式のモニタに触れることで再生され，

それをコミュニケーションの機会として活用して

いる事例（推薦：長野県稲荷山養護学校） 
 

アシスティブ・テクノロジーの活用事例について，

導入の根拠と具体的な検討方法，関連する個別の指

導計画，個別の教育支援計画に関する情報を整理す
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るために，次のようなフォーマットを決定した。 

対象，目的，方法，期間などが読み取れる

タイトルとする。 

年齢，性別，障害やニーズ，検査結果など

必要と思われる範囲で記述する。（研究協議

会における事例資料の配布を含め，個人情

報の保護について留意する。特に，希少疾

患などは，病名を記述すると，学校や地域

が限定されることで，対象児童生徒が特定

される可能性がある。） 

支援機器の名称については，活用事例に取

り上げるべき機器については，必要に応じ

て「映像マニュアル」研究報告書にある機

器などを参考とする。 

支援機器の活用に至った動機や期待を記述

する。明確な理由が書きにくい場合には，

その支援機器を選定した動機や期待した効

果を含めて記述する。 

支援機器の選定の過程について記述する。

使用機器やその使い方などについての検討

方法（検討チームや手法など）についても

記述する。 
 

個別の指導計画等について記述する。 

指導期間，場所，人数，学級構成，教科，

単元，内容，ねらい，教師の支援の在り方，

実際の支援機器等の使い方について記述す

る。指導略案があれば添付する。 

支援機器の使用効果について記述する。そ

の評価手法については，評価指標や到達度

を含めて記述する。さらに定量的な記述に

加えて，指導者の印象や児童生徒の様子な

ど，さらに満足度のような主観的な評価を

含めて記述する。 

全体のまとめと課題について記述する。そ

の際に，今後，同様の指導を行う者の参考

となる実践のポイント，配慮などを含めて

記述する。 
 

次ページより，現時点において，わが国の先進的

と理解される学校における事例 45 件（研究パート

ナー機関の４事例は第７章に記載）について報告す

る。 

なお，このデータから得られる知見と米国のアシ

スティブ・テクノロジーの品質指標（QIAT）との

比較を含めたまとめは，次章（第５章）で行う。 
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