
－103－

国立特殊教育総合研究所研究紀要 第30巻 2003

Ⅰ．はじめに

平成12年度に文部科学省の「学習障害児（LD）に対する

指導体制の充実事業」が15地域に委嘱され，平成13年度に

は全都道府県に委嘱された。この事業では，小・中学校の

中の校内委員会の設置，外部の専門家による巡回指導，外

部の教育・心理・医学の専門家による専門家ティームの設

置及び相互の協力のもとに学習障害のある児童生徒への支

援体制が構築されてきている。

このような動向の中で，小・中学校の学習障害のある児

童生徒への指導体制が徐々に整備されていけば，学習障害

や注意欠陥／多動性障害（ADHD）といった診断名をもち，

小・中学校で個別に配慮された支援を受けた経歴のある児

童生徒が，高等学校に入学するようになる可能性がある。

数年後には，高等学校でこのような生徒に対して公的に支

援を行うのか否か，どのような支援が必要なのかという課

題が生じるだろう。

一方，近年の高等学校に関する動向では，学力不振の生

徒や不登校の生徒，中退者の増加等への対応が重要な課題

となってきている。「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸

問題に関する調査」によると，高等学校の中退者数は

109,146人であり，37.4％が「学校生活・学業不適応」となっ

ている７）。この中には，軽度発達障害の生徒も含まれてい

る可能性がある。

「高等学校教育の改革に関する推進状況」８）によれば，教

育相談の充実や学力不振の生徒や不登校の生徒，中退者の

増加等多様なニーズに対応するための一つの手段として，

単位制の定時制高等学校や通信制高等学校の設立が検討さ

れてきている。東京都では，３部制の単位制の定時制高等

学校であるチャレンジスクールが設立され13），またエンカ

レッジスクールという学力不振の生徒や不登校の生徒に対

応するための全日制の高等学校14） や引きこもり等多様な

ニーズに対応し，何らかの理由で通学できない生徒の学習

機会の確保を目指したトライネットスクールという通信制

の高等学校が設立される動向もある15）。しかしながら，こ

のような取組みは，軽度発達障害のある生徒に対応するた

めの施策として打ち出されているものではない。それにも

かかわらず，生徒の多様な学習のニーズに対応することを

目的とした高等学校であり，軽度発達障害のある生徒をも

支援できる要素が含まれていると思われる。

その他の動向としては，大阪府では，平成13年度から公

立の高等学校４校が府の教育委員会から研究指定を受け，

軽度知的障害のある生徒を正式に受け入れた。鹿児島県に

ある私立の高等学校では軽度知的障害のある生徒を対象と

したコースが平成11年に設立された。広域制通信制・単位

制のある私立高等学校やこの高等学校と技能提携を結んで

いる後期中等教育機関では，軽度発達障害のある生徒を受

け入れているといった取組みがある12）。

また，後期中等教育段階における学習障害のある生徒の

進路状況について，藤本（2001）は，2000年７月に全国LD

親の会における会員の子どもの構成調査を行った結果を紹

介している１）。この調査結果によると，合計270人の内，公

(調査資料)

軽度発達障害のある生徒に対する後期中等教育段階の

教育的支援に関する調査研究

佐 藤 克 敏 ・ 徳 永 豊

（知的障害教育研究部）

要旨：都道府県及び政令指定都市の教育委員会と教育センターに対し，軽度発達障害のある生徒の後期中等教育段階にお

ける教育的支援について調査研究を行った。教育委員会に対する調査の結果から，通常の高等学校における軽度発達障害の

生徒の在籍状況が把握されておらず，支援を行っている機関は少ないことが明らかとなった。教育センター等に対する調査

の結果から，「高等学校の教員が研修に参加している」または「研修に対する要望がある」と回答した件数が比較的多く，こ

れらの教員の研修に対するニーズが高いこと，一部のセンターでは教育相談の件数も比較的多いことが明らかとなった。こ

れらの結果を基に，後期中等教育段階における軽度発達障害のある生徒に必要な教育的支援を，軽度発達障害のある児童生

徒及び後期中等教育段階に関わる取り組みの近年の動向と関連づけながら考察した。

見出し語：軽度発達障害，後期中等教育段階，質問紙調査，教育的支援



－104－

立高等学校が23％，私立高等学校が28％，養護学校高等部

が24％，通信制高等学校が10％となっており，約60％の子

どもがいわゆる高等学校に在籍していることが示されてい

る。図１に平成４年度から12年度までの過去10年間の「学

校基本調査」６） における中学校特殊学級卒業者の進学状況

を示した。障害種別は特定されていないが，約20％前後の

卒業生が高等学校に進学しており，割合はこの10年間変

わっていない。

これらの報告から，現時点においても後期中等教育段階

における軽度知的障害や学習障害等の生徒（以下両者を合

わせて軽度発達障害のある生徒と呼ぶ）が高等学校に進学

していることが推測される。

しかしながら，わが国の軽度発達障害のある生徒に関す

る養護学校，高等養護学校以外の後期中等教育機関におけ

る取組みや教育的支援について，検討した研究はほとんど

ない。軽度発達障害のある生徒が高等学校に進学する可能

性を考えると，この段階における軽度発達障害のある生徒

に必要な教育的支援に対する研究を蓄積することは，重要

な課題であると思われる。本研究の目的は，都道府県及び

政令指定都市の教育委員会，教育センターへのアンケート

調査を通して，後期中等教育段階における軽度発達障害の

ある生徒に対する教育的支援の取組みの現状について検討

し，今後の方向性について考察することである。

Ⅱ．調査１ 教育委員会における実態把握について

１．目 的

都道府県及び政令指定都市の教育委員会を調査対象と

し，後期中等教育段階の軽度発達障害のある生徒について，

養護学校，高等養護学校，高等学校における在籍状況及び

特別な配慮の把握状況，制度的対応の有無と内容を明らか

にし，現段階での取組みについて検討する。

２．方 法

(1) 対 象

都道府県及び政令指定都市

の教育委員会の合計59機関を

調査対象とした。質問紙は担当

する指導主事宛に送付し，回答

を依頼した。

(2) 調査内容・方法

調査用紙の構成を表１に示

した。なお，具体的な調査用紙

を参考として末尾に示した。調

査は，平成13年９月18日付けで

郵送し，10月初旬に返送するよ

うに依頼した。

３．結果と考察

調査の回答を依頼した教育委員会のうち，46機関から回

答があった。回収率は78.0％であった。

図２に対象生徒の在籍状況について，公立高等学校，私

立高等学校，高等養護学校，養護学校高等部別に「全て把

握している」から「全く把握していない」までの4件法によ

り回答を求めた結果を割合で示した。それぞれの学校の総

回答数は，公立高等学校46件，私立高等学校42件，高等養

護学校16件，養護学校高等部43件であった。なお，本調査

では，学習障害等のある生徒と軽度知的障害のある生徒の

数を同時に尋ねているため，障害別の人数を把握すること

はできなかった。

養護学校高等部もしくは高等養護学校の軽度発達障害の

ある生徒の在籍については，「全て把握している」もしくは

「だいたい把握している」と回答している機関が多いのに比

べ，公立高等学校や私立高等学校では，「あまり把握してい

ない」もしくは「全く把握していない」と回答している機

関が多かった。教育委員会においては高等学校担当者と特
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表１ 教育委員会に対する調査用紙の構成

１．学習障害等を含む軽度知的障害の生徒の在籍状況

・在籍状況の把握

・在校数，生徒数 (平成12年度実績)

・５年前からの変化傾向 (自由記述)

２．各教育機関における特別な配慮

・特別な配慮の把握

・把握している配慮の具体的内容 (自由記述)

３．制度的対応の有無と内容

・対応の有無

・具体的な対応の内容 (自由記述)

４．今後の制度的対応 (自由記述)

図１ 中学校の特殊学級卒業生の進路状況
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殊教育担当者が異なっており，本調査の多くの回答者が特

殊教育担当者であった。そのため，公立高等学校や私立高

等学校の軽度発達障害のある生徒の在籍状況を「あまり把

握していない」もしくは「全く把握していない」と回答し

た部分もあったと推測される。

図３に対象生徒の在籍校と在籍生徒数の実数について，

把握している範囲で公立高等学校，私立高等学校，高等養

護学校，養護学校高等部別に回答を求めた結果を示した。

「だいたい把握している」もしくは「あまり把握していな

い」と回答した教育委員会においても実数を記入した機関

があり，生徒数が回答されていた。

生徒の在籍状況について，５年前と比べて，変化がある

かどうか，変化があればどのような傾向があるのかという

質問に対して，自由記述で回答を求めた。この結果では，

46機関中13機関が，軽度知的障害のある生徒の養護学校高

等部もしくは高等養護学校へ進学する者の数の増加傾向が

あるという回答があった。このような回答は，養護学校高

等部または高等養護学校における在籍数の枠を拡げたもし

くは新設したと付記述されているところもあり，軽度知的

障害も含む知的障害のある生徒の養護学校高等部や高等養

護学校での受け入れ体制が整備されていることと関係があ

ると思われる。

図４に軽度発達障害のある生徒に対する特別な配慮につ

いて，把握しているかどうかを，「全て把握している」から

「全く把握していない」までの４件法により公立高等学校，

私立高等学校，高等養護学校，養護学校高等部別に回答を

求めた結果を割合で示した。それぞれの学校の総回答数は，

公立高等学校37件，私立高等学校34件，高等養護学校14件，

養護学校高等部39件であった。また，表２に自由記述によっ

て回答された特別な配慮の種類を示した。特別な配慮の把

握は，在籍状況の把握と同じで，養護学校高等部と高等養

護学校については，「全て把握している」もしくは「だいた

い把握している」と回答している機関が多いのに比べ，公

立高等学校や私立高等学校では，「あまり把握していない」

もしくは「全く把握していない」と回答している機関が多

かった。特別な配慮の種類は，高等養護学校及び養護学校

高等部が「個別の指導計画の作成」，「個別指導や個別の対

応」，「複数担当」をあげているのに対して，公立高等学校

では，「個別指導や個別の対応」，「専門家等のアドバイス」

があげられた。

我が国の個別の指導計画は，平成11年３月に告示された

盲・聾・養護学校の学習指導要領で自立活動の指導におい

て作成することが明示された5）。近年では小・中学校に在籍

する軽度発達障害のある児童生徒に対して，通級指導教室

や特殊学級において個別の指導計画が作成されてきてい

る。先進的な取組みを行っている広域制通信制・単位制の

ある私立高等学校等は，個別の指導計画を作成しており３），

この段階の軽度発達障害のある生徒の支援を検討する上で

も重要な手段となると思われる。また，複数担当による授

業は，学習障害を含む学習困難のある児童生徒を指導する

際に有益であることが指摘されている２）10）11）。公立高等学

校や私立高等学校においては，軽度発達障害のある生徒に

対応するために，個別の指導計画の作成や複数担当による

授業の実施とその際に配慮すべき事項について検討するこ

とが求められるだろう。

軽度発達障害のある生徒の支援に関して，制度的な対応

が「ある」と回答した教育委員会は，５件であった。自由

記述の内容を見ると，３件は「養護学校もしくは高等養護

学校に職業学科を設置する」もしくは「２校指定で職業教

育推進事業を行う」というものであった。他には，「公立高

等学校への対応として，必要があれば非常勤講師の配置を

行っている」というものや「学校種に関わらず，幼稚園か

ら盲・聾・養護学校まで広く対応する学習障害，注意欠陥・

多動性障害等学習上特別な配慮を要する生徒に係る相談指

図２ 教育委員会における対象生徒の在籍状況の把握

図３ 各教育委員会における対象生徒の在籍校数及び

在籍生徒数の把握
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導」であった。また，制度的な対応については，「ない」と

回答した教育委員会で，「私立の高等学校で軽度の知的障害

に対応するコースがある」という自由記述が１件認められ

た。

今後の制度的対応について考えているかという質問に対

して，自由記述で回答を求めた結果，８件の回答があった。

内容としては，「今後の教育体制のあり方を検討する必要が

ある」というものが３件，「実態調査や巡回指導等に取り組

む予定」としたものが１件，「研修のあり方を検討中であ

る」というものが１件，「知的障害養護学校高等部への職業

コースや職業学科の設置を検討している」が１件，「高等養

護学校の設置」が１件，「知的障害のある生徒の受け入れに

係る調査研究を開始した」が１件であった。

Ⅲ．調査２ 教育センター等における

研修・相談・研究について

１．目 的

都道府県及び政令指定都市の教育センター等（研究所，

研修所等も含む）の研修・相談・研究における取組みの現

状について検討する。

２. 方 法

(1) 対 象

都道府県及び政令指定都市の教育センター（研修セン

ター，研究所含む）計71機関を調査対象とし，調査用紙は

機関長宛に送付した。なお，特殊教育センター（もしくは

養護教育センター等）が独立して存在する都道府県及び政

令指定都市については，特殊教育センターと通常の教育セ

ンターそれぞれに回答を依頼した。

(2) 方 法

調査用紙の構成を表３に示した。なお，具体的な調査用

紙を参考資料として末尾に示した。調査は，平成13年９月

18日付けで郵送し，10月初旬に返送するように依頼した。

３．結果及び考察

調査の依頼をした教育センターのうち，56機関から回答

を得た。回収率は78.9％であった。

表４に後期中等教育段階の軽度発達障害のある生徒の指

導等に対応した研修の実施と小・中学校の教員を対象とし

た研修や講演への高等学校の教員の参加に対する回答の結

果を示した。また，表５に平成12年度及び12年度以前の同

研修や講演について，参加者数の回答があった教育セン

ター等の数と軽度発達障害のある生徒に対応した研修や講

演に，高等学校や養護学校の教員で要望があると回答した

教育センター等の数を示した。

後期中等教育段階の軽度発達障害をテーマとした研修を

行っている教育センター等は，より広いテーマの中に含め

て行っていることも含めると56機関中25機関（44.6％）で

あった。また，小・中学校の教員を対象とした研修・講演

に高等学校の教員が参加していると回答があった教育セン

ター等は，28機関（50.0％）であった。表５において，研

修や講演に参加した教員があると回答した内訳を教育機関

別にみると，公立高等学校や養護学校の教員が参加してい

ると回答した教育センター等が多く，要望についても同様

であった。平成12年度に開催したいずれかの研修や講演の

参加者数を回答したセンター等をみると，公立高校では28

機関（50.0％）が参加者数を回答しており，私立高校では

３機関（5.4％），高等養護学校及び養護学校高等部では31

機関（55.4％）であった。このような結果から，高等養護

学校及び養護学校高等部の教員だけでなく，公立高等学校

の教員も研修・講演に対するニーズは比較的高いと考える

ことができる。

表６に後期中等教育段階の軽度発達障害のある生徒の指

導等に対応した研修の実施と小・中学校の教員を対象とし

佐藤・徳永：軽度発達障害のある生徒に対する後期中等教育段階の教育的支援に関する調査研究

表２ 各後期中等教育機関における特別な配慮について

公 立
高等学校

私 立
高等学校

高等養護・
養護学校高等部

個別指導・対応

複数担当

個別の指導計画

補習

教育相談

グループ編成

専門家等アドバイス

その他

６

３

－

２

１

１

４

３

－

－

－

－

－

－

－

２

13

13

18

－

－

５

６

４

図４ 対象生徒に対する特別な配慮の把握
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た研修や講演で，研修の内容と方法について自由記述によ

り回答を求めた結果から，研修や講演のテーマとした障害

のタイプを分類した結果を示した。研修の対象となった障

害は，学習障害が最も多いが，要望としては，学習障害，

行動障害（高機能自閉症，ADHD等），分類なし（特別な配

慮を要する子どもや軽度発達障害等）の回答が同程度あり，

特定の障害に特化しない軽度発達

障害に対する研修や講演のニーズ

があるものと考えられる。また，研

修の内容について自由記述の結果

をみると，理解や支援の方法がほ

とんどであり，研修方法は講義が

最も多かった。しかしながら，後

期中等教育段階の軽度発達障害に

対応した研修においても，事例や

実践研究を取り上げたセンター等

が２機関あった。

表７に後期中等教育段階の生徒

の在籍先毎に教育相談を実施した

センターの数及び延べ相談件数，

表８に後期中等教育段階の生徒の

教育相談を行ったセンター等にお

ける教育相談申込者，相談の形態，

相談内容を示した。教育相談の実

績は平成12年度のものである。

教育相談において公立高等学校

からの相談があると回答した教育

センター等は16機関あり，また延べ相談件数としては194件

であった。ただし，この延べ相談件数は３つの教育センター

等で77件，45件，34件と回答されており，これら3機関の数

値が大きく影響している。このような各教育センター等に

よる相談件数のばらつきは，私立高等学校からの相談にお

いても示された。一方，養護学校，高等養護学校からの相

表３ 教育センター等に対する調査用紙の構成

１．後期中等教育段階の軽度発達障害のある生徒に対応した研修の有無と内容

・研修の有無

・教員の参加者数

・内容と方法 (自由記述)

・今後の研修及び講演予定の有無

２．小学校及び中学校段階の軽度発達障害のある生徒に対応した研修や講演に対する後期中等教育段階の教員の参加状

況と内容

・参加の有無

・教員の参加者数

・内容と方法 (自由記述)

３．後期中等教育段階の教員における軽度発達障害のある生徒に対応した研修や講演の要望

・要望の有無

・要望のあった教員の所属機関

・要望の内容 (自由記述)

４．軽度発達障害のある生徒に関する教育相談の有無と件数とその内訳 (申込者，相談形態，相談内容)

５．当該生徒を対象とした研究の有無と内容

・研究の有無

・研究のテーマ (自由記述)

・研究の予定とそのテーマ (自由記述)

・研究の必要性 (自由記述)

表４ 研修・講演の実施状況及び参加状況

後 期 中 等 教 育 段 階 を
テーマとした研修もし
くは講演について

行っている
より広いテーマの中に
含めて行っている

行っていない

11 14 31

小中教員対象の研修も
しくは講演への高等学
校の教員の参加につい
て

参加している
可能だが参加する教員
はいない

受け入れていない

28 10 17

無回答

１

表５ 参加者の所属機関別研修・講演を実施している教育センター等の数と

要望があると回答した教育センター等の数

参加者の所属

平成12年度 平成12年度以前

要望
後期中等教育
段階対象

小中教員対象
後期中等教育
段階対象

小中教員対象

公 立 高

私 立 高

高等養護

養 護 高

そ の 他

無 回 答

14

１

３

19

２

０

23

３

５

22

４

０

７

０

２

９

１

12

15

０

２

11

１

９

17

３

５

12

－

２
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談においては，このような教育センター等間の大きな差は

示されなかった。教育相談への申し込みは，保護者や担任

によるものが多いが，本人が申し込むケースもあり，７機

関から回答があった。相談内容として偏りはあまり認めら

れず，多様な内容となっていた。

表９に後期中等教育段階の軽度発達障害をテーマとした

研究の有無と今後の研究予定，表10に研究の必要性と課題

について自由記述において回答されたものを示した。これ

までの研究及び今後の予定としても多くの教育センター等

では「ない」と回答している。11機関が研究を実施してい

ると回答しているが，自由記述によって回答されたテーマ

をみると，その内の半数程度は進

路指導や移行教育に関するもので

あった。また，今後に研究予定が

「ある」と回答した教育センター等

の自由記述の回答内容は，「就労前

教育」，「センター機能に含めて」，

「連携の研究」であった。しかしな

が ら，予 定 は「な い」，も し く は

「未定」と答えている機関も含め

て，必要性を課題としてあげてい

る機関は37機関あった。内容とし

ては，「移行教育」や「就労支援」，「教育内容と方法」に関

するものが比較的多くを占めていた。

Ⅳ．総合考察

教育委員会を対象として行った調査研究の結果から，軽

度発達障害のある生徒の在籍状況や特別な配慮について

は，養護学校や高等養護学校に比べ，公立や私立の高等学

校の状況はあまり把握されていないことが明らかとなっ

た。把握されている範囲での特別な配慮の種類は，高等養

護学校及び養護学校高等部が「個別の指導計画の作成」，「個

別指導や個別の対応」，「複数担当」をあげているのに対し

て，公立高等学校では，「個別指導や個別の対応」，「専門家

等のアドバイス」があげられた。制度的な対応では，「職業

学科の設置」等の回答が目立った。

教育センターを対象として行った調査研究の結果では，

高等学校の教員が軽度発達障害のある生徒の指導等に対応

した研修や講演に参加することが比較的多く，同時に要望

もあることがわかった。教育相談においても，公立高等学

校に在籍している軽度発達障害のある生徒の相談が，他の

機関に在籍している生徒に比べ比較的多かった。教育セン

ター等の研究事業においては，移行教育や就労支援に関す

るものが比較的多かった。

これらの調査結果では，高等学校の教員が軽度発達障害

のある生徒に関する研修や講演に参加する，研修や講演に

対するニーズがあると回答された反面，公立や私立の高等

佐藤・徳永：軽度発達障害のある生徒に対する後期中等教育段階の教育的支援に関する調査研究

表６ 研修・講演のタイプ別テーマについて

後期中等教育段階対象 小中教員対象 要 望

学習障害

知的障害

行動傷害

分類なし

15

３

８

12

23

４

８

12

14

３

９

10

表７ 教育相談を実施したセンター等の数と延べ相談件数

生徒の在籍先
相談を実施した
センター等の数

延べ相談件数

公 立 高

私 立 高

高等養護

養 護 高

そ の 他

16

８

３

13

３

194

47

11

52

５

表８ 教育相談のあったセンター等における教育相談申込者，相談形態，相談内容

相談申込者 保護者 本 人 担 任 管理職 担任以外 その他

実施機関数 20 ７ 17 ６ ４ １

相談形態 来 所 電 話 メール 巡回・出張 その他

実施機関数 24 15 ０ ５ ０

相談内容 学 業 進 路 友人関係 不登校 問題行動 その他

実施機関数 14 13 10 ９ 13 ６

表９ 研究の有無と今後の予定

研究の有無 今後の研究予定

ある

ない

未定

11

45

－

３

37

５

表10 研究の必要性と今後の課題

必 要 余裕無し 記述無し

37 11 ７

移行・
就労支援

中学進路
支援

他機関連携
教育内容・
方法

その他

13 ４ ２ ９ 13
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学校における軽度発達障害のある生徒の在籍状況や特別な

配慮に関しては，把握していないと回答されていた。これ

は，教育委員会における多くの回答者が特殊教育担当者で

あったことと関係があるかもしれないが，今後高等学校に

おける軽度発達障害のある生徒の在籍状況等実態を把握す

ることが必要となると思われる。

また，回答された範囲でこの段階における教育内容や教

育的支援において，近い将来検討される可能性の高いもの

を考えると，個別の指導計画の作成，複数担当制，教育相

談，就労支援や移行教育をあげることができるだろう。

養護学校高等部や高等養護学校は，もともと少人数学級

編制がとられており，かつ複数担当制によって教育が行わ

れている。さらに，重複障害や自立活動に限らず，個別の

指導計画が作成されている場合もある。近年では移行に向

けた教育や個別の移行支援計画の作成等の重要性が指摘さ

れている９）。

一方，高等学校については，前述したように東京都や大

阪府の一部の高等学校，鹿児島県のある私立高等学校，広

域制通信制・単位制の私立高等学校やこの高等学校と技能

提携を結んでいる後期中等教育機関等軽度発達障害に対応

可能な学校や対応している学校がある。これらの学校では，

少人数学級編制，複数担当制による教育，個別の指導計画

の作成，就労支援や移行教育の実施等のうちいくつかの取

組みがある13）12）。「高等学校教育の改革に関する推進状況」
８）によれば，教育相談の充実や学力不振の生徒や不登校の

生徒，中退者の増加等多様なニーズに対応するための一つ

の手段として，単位制の定時制高等学校や通信制高等学校

の設立が検討されてきており，これらの取組みの詳細な内

容を，少人数学級編制，複数担当制による教育，個別の指

導計画の作成，就労支援や移行教育等の観点から検討し，

軽度発達障害に対する対応の可能性について考える必要が

あると思われる。

さらに，今後高等学校で軽度発達障害のある生徒に対す

る教育が展開されるとすれば，現在小・中学校において学

習障害のある児童生徒の支援において展開している，校内

委員会の設置，外部の専門家ティームとの連携等，ティー

ムによるアプローチが必要となるかもしれない。この段階

の生徒に対する在学中及び卒業に向けた教育内容や支援体

制について，高等学校の形態を考慮しながら，内外の実践

の情報を収集しさらに詳細に検討する必要性がある。

柘植（2000）は，アメリカ合衆国のカリフォルニア地区

における調査研究において，ある高等学校に在籍する学習

障害のある生徒の40％がコミュニティー･カレッジに，2％

が大学に進学しており，45％が就職しているという結果を

示している16）。我が国においても，学習障害のある生徒が

大学に進学しているという話は見聞きするようになった

が，その数や支援体制等の実態は把握されていない。大学

への進学や大学における支援の展開も視野に入れながら，

軽度発達障害のある生徒の移行支援の在り方について検討

する必要がある。

一方，望月 (2001) は，通常教育を卒業した知的障害の

ある事例の多くが自分の障害について認識できず，その後

の職場適応や社会適応に課題をもつことを指摘している
４)。自分の不得意なところや得意なところ，加えて自分に

は周囲からのどのような支援が必要なのか等職業に関する

知識やスキルだけではない移行のための学習が特に高等学

校に在籍する生徒の場合には，必要となると思われる。こ

のような研究結果は，軽度発達障害のある生徒の多様性に

対応できる教育内容や教育的支援が必要であることを示唆

している。

３．まとめ

現在養護学校高等部や高等養護学校だけでなく，いくつ

かの高等学校で軽度発達障害のある生徒への後期中等教育

段階における教育が実践され始めている。しかしながら，

軽度発達障害のある生徒に関する多くの高等学校の取組み

はあまり把握されていない。高等学校教員の中には軽度発

達障害のある生徒に関する研修や講演に参加しており，こ

れらの研修や講演の実施に対する要望がある者もいる。同

時に教育センター等で高等学校に在籍している軽度発達障

害のある生徒の教育相談も実施されている。今後，養護学

校と高等学校両方の取組みから，軽度発達障害の生徒の教

育課程や授業における支援の内容・方法，卒業に向けた移

行支援，就職後の動向等，在学中だけでなく卒業後も含め

た後期中等教育段階において必要となる事項や課題をさら

に詳細に整理する必要があると思われる。
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This paper reports on a survey of educational administration

and education centers designated by government ordinance in all

prefectures and major cities in Japan. The survey was designed

based on a analysis of some practice about special educational

support for students with mild developmental disabilities in upper

secondary education. We found that educational administrators

were largely unaware of the number of students with mild

developmental disabilities in ordinary high schools and the

support services these students are offered.

Furthermore, we found (some?) teachers in ordinary high

schools had participated in inservice teacher training about

methods of assessment and special support education for students

with mild development disabilities, and that there was a demand

for that inservice training. Some education centersindicated that

there were many from teachers about how to cater for the needs

of students with mild developmental disabilities in ordinary high

schools.

Takng into account these results and current trends in

education policy, we propose that special educational support is

necessary for students with mild developmental disabilities in

upper secondary education.

Key words : mild developmental disabilities, upper secondary

education, questionnaire investigation, special educational

supports
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