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校長先生にご記入をお願いします。 

【【【【ⅠⅠⅠⅠ．．．．基本情報基本情報基本情報基本情報】】】】        

 

お答え頂く学校についての基本情報を下記の質問にしたがってご記入ください。 

 

QQQQ１１１１．．．．送付致送付致送付致送付致しましたしましたしましたしました封筒表面封筒表面封筒表面封筒表面にににに記記記記されているされているされているされているコードコードコードコード番号番号番号番号をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

                （  ）＿（   ）＿（   ） 

    

QQQQ２２２２．．．．学校名学校名学校名学校名 （           ） 

    

QQQQ３３３３．．．．学校種別学校種別学校種別学校種別                    

ア）小学校       

イ）中学校 

    

QQQQ４４４４．．．．児童生徒数児童生徒数児童生徒数児童生徒数をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください            （     ）人 

    

QQQQ５５５５．．．．教員数教員数教員数教員数についてごについてごについてごについてご記入記入記入記入くださいくださいくださいください    （     ）名 

    

QQQQ６６６６．．．．Q5Q5Q5Q5のののの教員数教員数教員数教員数のうちのうちのうちのうち、、、、副担任副担任副担任副担任ややややＴＴＴＴＴＴＴＴなどなどなどなどのののの学級担任学級担任学級担任学級担任のないのないのないのない教員教員教員教員のののの数数数数をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

                                                               （     ）人 

QQQQ７７７７．．．．介助員介助員介助員介助員、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア、、、、スクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラー等教員以外等教員以外等教員以外等教員以外にににに校内支援校内支援校内支援校内支援にににに関関関関わっているわっているわっているわっている

人人人人のののの数数数数をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。 

ア）介助員（      ）人 

イ）ボランティア（           ）人 

ウ）スクールカウンセラー（            ）人 

エ）その他（                                              ）（          ）人 

 

QQQQ８８８８．．．．設置設置設置設置しているしているしているしている特殊学級特殊学級特殊学級特殊学級についてごについてごについてごについてご記入記入記入記入くださいくださいくださいください（（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））。。。。        

(1)(1)(1)(1) 設置設置設置設置しているしているしているしている特殊学級特殊学級特殊学級特殊学級がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？    

 

ア）ある    

イ）ない 

 

     (2)     (2)     (2)     (2)特殊学級特殊学級特殊学級特殊学級のののの設置設置設置設置があるがあるがあるがある場合場合場合場合にににに、、、、そのそのそのその学級数学級数学級数学級数、、、、教員数教員数教員数教員数、、、、そのそのそのその他他他他のののの職員数職員数職員数職員数をごをごをごをご記入記入記入記入くだくだくだくだ

さいさいさいさい（（（（具体的具体的具体的具体的なななな数値数値数値数値でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします）。）。）。）。    

    

                         学級数    教員数   介助員等その他の職員 

    ア）知的障害           (        )     (        )人      (        )人 

   イ）肢体不自由         (        )     (        )人      (        )人 

   ウ）病弱・身体虚弱          (        )     (        )人      (        )人 
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   エ）弱視               (        )     (        )人      (        )人 

   オ）難聴               (        )     (        )人      (        )人 

   カ）言語障害           (        )     (        )人      (        )人 

キ）情緒障害           (        )     (        )人      (        )人    

 

QQQQ９９９９．．．．設置設置設置設置しているしているしているしている通級指導教室通級指導教室通級指導教室通級指導教室についてごについてごについてごについてご記入記入記入記入くださいくださいくださいください（（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））。。。。    

(1)(1)(1)(1)設置設置設置設置しているしているしているしている通級指導教室通級指導教室通級指導教室通級指導教室がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？    

 

ア）ある    

イ）ない 

 

     (2)     (2)     (2)     (2)    通級指導教室通級指導教室通級指導教室通級指導教室のののの設置設置設置設置があるがあるがあるがある場合場合場合場合にににに、、、、そのそのそのその教室数教室数教室数教室数・・・・教員数教員数教員数教員数・・・・そのそのそのその他他他他のののの職員数職員数職員数職員数におにおにおにお答答答答

えくださいえくださいえくださいえください（（（（具体的具体的具体的具体的なななな数値数値数値数値でおねがいしますでおねがいしますでおねがいしますでおねがいします）。）。）。）。    

        

               教室数     教員数    介助員等その他の職員 

     ア）言語障害         (        )       (        )人        (        )人 

     イ）情緒障害         (        )       (        )人        (        )人 

     ウ）弱視           (        )       (        )人        (        )人  

     エ）難聴             (        )       (        )人        (        )人 

     オ）肢体不自由       (        )       (        )人        (        )人 

カ）病弱・身体虚弱   (        )       (        )人        (        )人 

 

 

 

【【【【ⅡⅡⅡⅡ．．．．小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校のののの特別支援教育体制特別支援教育体制特別支援教育体制特別支援教育体制についてについてについてについて】】】】    

 

Q10Q10Q10Q10．｢．｢．｢．｢校内委員会校内委員会校内委員会校内委員会｣｣｣｣のののの設置方法設置方法設置方法設置方法についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

    

ア）新たな委員会として設置した （名称：                       ） 

    イ）既存の委員会を拡張して位置付けた （名称：                   ） 

ウ）既存の委員会を整理統合して位置付けた（名称：                ） 

→（統合した委員会：生徒指導  教務  保健  その他） 

エ）支援が必要な子どもがいた場合その度ごとに組織する（名称：        ） 

    オ）設置していない 

カ）その他 （                         ） 

    

Q11Q11Q11Q11．．．．Q10Q10Q10Q10でででで「「「「オオオオ））））設置設置設置設置していないしていないしていないしていない」」」」以外以外以外以外をおをおをおをお答答答答ええええ頂頂頂頂いたいたいたいた方方方方におたずねにおたずねにおたずねにおたずねしますしますしますします。。。。    

    

 (1) (1) (1) (1)校内校内校内校内委員会委員会委員会委員会のののの構成構成構成構成についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

    

    ア）校長 

    イ）教頭（        名） 

    ウ）特別支援教育コーディネーター（        名） 
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    エ）教務主任（        名） 

    オ）生徒指導主事（        名） 

    カ）保健主事（        名） 

    キ）通常学級の担任（        名） 

    ク）特殊学級の担任（        名） 

    ケ）通級指導教室の担当者（        名） 

    コ）養護教諭（        名） 

    サ）その他（      ）（        名） 

    

  (2)  (2)  (2)  (2)校内校内校内校内委員会委員会委員会委員会のののの役割役割役割役割についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

    ア）特別支援教育の立案・計画 
    イ）校内の児童生徒全体の実態把握 
    ウ）個別の教育支援計画の策定 

    エ）個別の指導計画の作成 

    オ）校内研修の企画・実施 

  カ）専門家チームとの連携 

  キ）巡回相談員との連携 

  ク）保護者との連携 

  ケ）その他（                                             ） 

 

 (3) (3) (3) (3)校内委員会校内委員会校内委員会校内委員会がががが行行行行っているっているっているっている児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの実態把握実態把握実態把握実態把握のののの方法方法方法方法はどのようなものですかはどのようなものですかはどのようなものですかはどのようなものですか。。。。    

  （複数回答可） 

    ア）授業などでつまづきがあった児童・生徒の情報について話し合う 

  イ）それぞれの児童・生徒について、校内で作成したチェックリストを用いてチェック

する 

  ウ）定まった方法はない 

  エ）その他 

    

Q12Q12Q12Q12．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育にににに関関関関わるわるわるわる内容内容内容内容でででで、、、、他機関他機関他機関他機関とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡・・・・調整調整調整調整がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合、、、、どなたがどなたがどなたがどなたが関係機関係機関係機関係機

関関関関とのとのとのとの連連連連絡絡絡絡・・・・調整調整調整調整をおこなっていますかをおこなっていますかをおこなっていますかをおこなっていますか？？？？    

 

ア）校長 

イ）教頭 

ウ）教務主任 

エ）通常の学級担任 

オ）特別支援コーディネーター 

カ）養護教諭 

キ）スクールカウンセラー 

ク）決まっていない 

ケ）その他（                                             ） 

 

Q13Q13Q13Q13．．．．個別個別個別個別のののの教育支援計画教育支援計画教育支援計画教育支援計画のののの策定策定策定策定はははは行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？        

ア）行っている 

イ）今年度中に行う予定である。 

ウ）17年度から行う予定である。 

エ）行う予定はない。 

    

 Q14 Q14 Q14 Q14．．．．支援支援支援支援がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思われるわれるわれるわれる児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒にににに気付気付気付気付いたいたいたいた時時時時のののの対応対応対応対応についについについについてててて、、、、重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思われるわれるわれるわれる
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ものをものをものをものを３３３３３３３３つつつつつつつつ選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください（（（（３３３３つつつつ回答回答回答回答））））。。。。    

 

ア）教員が個人的に他の教員に相談する 

イ）教員が同学年の教員や学年主任等に相談する 

ウ）教員が校長に相談する 

エ）教員が特別支援教育コーディネーターに相談する 

オ）教員が養護教諭に相談する 

カ）教員がスクールカウンセラーに相談する 

キ）校内委員会等で相談する 

ク）生徒指導担当に相談する 

ケ）その他（                                             ） 

    

Q15Q15Q15Q15．．．．全全全全てのてのてのての方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。スクールカウンセラスクールカウンセラスクールカウンセラスクールカウンセラーーーーについておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

    

(1)(1)(1)(1)スクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラーがががが特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育にににに関関関関わっていますかわっていますかわっていますかわっていますか？？？？    

    

  ア）関わっている →（週        時間） 

  イ）関わっていない  

 

        (2) (2) (2) (2) 上記上記上記上記(1)(1)(1)(1)でででで「「「「アアアア」」」」関関関関わっているわっているわっているわっている」」」」とごとごとごとご記入頂記入頂記入頂記入頂いたいたいたいた場合場合場合場合ににににおおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

    スクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラーのののの機能機能機能機能をををを特別支援教育上特別支援教育上特別支援教育上特別支援教育上どのようにどのようにどのようにどのように活用活用活用活用しているかしているかしているかしているか    

    おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。（（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

 

 ア）教員が児童・生徒の対応に困った時に相談する 

 イ）教員が児童・生徒の学習指導に困った時に相談する 

 ウ）教員が児童・生徒のアセスメントをしてほしい時に相談する 

 エ）教員が保護者への対応に困った時に相談する 

 オ）児童・生徒にスクールカウンセラーに相談するように紹介する 

 カ）保護者にスクールカウンセラーに相談するように紹介する 

 キ）教員自身の悩みについて相談する 

 ク）校内で話しあい（校内委員会等）をする時に参加してもらう 

 ケ）他機関の紹介や情報提供をしてもらう 

 コ）研修会を開いてもらう 

 サ）あまり活用していない 

 シ）スクールカウンセラーはいない 

 ス）その他（                          
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【【【【ⅢⅢⅢⅢ．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターについてについてについてについて】】】】    

 

Q16Q16Q16Q16．．．．コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの校務校務校務校務へのへのへのへの位置位置位置位置づけについてづけについてづけについてづけについておたずねおたずねおたずねおたずねしますしますしますします。。。。    

    

(1)(1)(1)(1)    貴校貴校貴校貴校ではではではでは，，，，特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター（（（（学校内及学校内及学校内及学校内及びびびび関係機関関係機関関係機関関係機関やややや保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの連絡調連絡調連絡調連絡調

整役整役整役整役としてのとしてのとしてのとしてのコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター的的的的なななな役割役割役割役割をををを担担担担ったりったりったりったり，，，，センターセンターセンターセンター的機能的機能的機能的機能のののの中核中核中核中核となったとなったとなったとなった

りするりするりするりする人人人人））））をををを学校学校学校学校のののの校務校務校務校務にににに位置付位置付位置付位置付けていますかけていますかけていますかけていますか？？？？        

    

ア）指名している                    

    イ）今年度中に指名する予定である。   ア）イ）ウ）の方は → 下記 Q16.(２２２２))))へへへへ  

ウ）１７年度に指名する予定である 

エ）指名する予定はない               エ）の方は → Q22. Q22. Q22. Q22.    へへへへ     

    

(2) (2) (2) (2) 特別特別特別特別支援教育支援教育支援教育支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターにににに指名指名指名指名されているされているされているされている方方方方のののの立場立場立場立場をごをごをごをご記入下記入下記入下記入下さいさいさいさい。。。。    

                                                                                                                                （（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

  ア）教頭（副校長） 

    イ）教務主任 

ウ）生徒指導主任 

エ）保健主事 

オ）学級担任 

カ）特殊学級担任 

キ）通級指導担当者 

ク）養護教諭 

  ケ）その他（                               ） 

 

Q17. Q17. Q17. Q17. Q16Q16Q16Q16のののの(1)(1)(1)(1)でででで「「「「アアアア．．．．指名指名指名指名しているしているしているしている」，｢」，｢」，｢」，｢イイイイ．．．．今年度中今年度中今年度中今年度中にににに指名指名指名指名するするするする予定予定予定予定であるであるであるである｣｣｣｣    

                    「「「「ウウウウ．．．．17171717年度中年度中年度中年度中にににに指名指名指名指名するするするする予定予定予定予定であるであるであるである」」」」をををを回答回答回答回答されたされたされたされた場合場合場合場合におにおにおにお答答答答ええええ下下下下さいさいさいさい。。。。 

 

        (1)(1)(1)(1)指名指名指名指名したしたしたした（（（（するするするする））））人数人数人数人数をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。  （    ）人 

    

(2)(2)(2)(2)特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの配置配置配置配置をするをするをするをする際際際際にににに、、、、どのどのどのどの様様様様にににに時間的時間的時間的時間的なななな配慮配慮配慮配慮をををを行行行行っていっていっていってい

るかるかるかるかおたずねおたずねおたずねおたずねしますしますしますします。。。。なおなおなおなお複数複数複数複数ののののコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターをををを配置配置配置配置しておりしておりしておりしており，，，，且且且且つそれぞれにつそれぞれにつそれぞれにつそれぞれに

よってよってよってよって異異異異なるなるなるなる場合場合場合場合はははは，，，，それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの人数人数人数人数をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

    

ア）授業や他の校務を担当させず指名している →（    ）名 

イ）授業の時数の軽減や校務の軽減等の配慮を行っている→（     ）名 

ウ）特に配慮は行っていない →（     ）名 

エ）相対的に時間に余裕がある者を配置している → （   ）名 

オ）その他（                                         ） →（    ）名 
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   (3)   (3)   (3)   (3)そのようなそのようなそのようなそのような位置位置位置位置づけにしたづけにしたづけにしたづけにした理由理由理由理由をををを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

 

ア）特別支援教育コーディネーターが動きやすいように配慮したため 

イ）特別支援教育コーディネーターへの配慮をする人的な余裕がないため 

ウ）校内での授業等が優先であり，特別支援教育コーディネーターは付加的な職務で 

あるため 

エ）その他（                                          ） 

 

Q18. Q18. Q18. Q18. 特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの役割役割役割役割はどのようなものですかはどのようなものですかはどのようなものですかはどのようなものですか？？？？    

    
   ア）特別支援教育の立案・計画 
   イ）校内の児童生徒全体の実態把握 
   ウ）個別の教育支援計画の策定 

   エ）個別の指導計画の作成 

   オ）校内研修の企画・実施 

 カ）専門家チームとの連携 

 キ）巡回相談員との連携 

 ク）保護者との連携 

 ケ）その他（                                                 ） 

 

Q19. Q19. Q19. Q19. 指名指名指名指名にににに際際際際してしてしてして重視重視重視重視したしたしたした（（（（するするするする））））ことはなんですかことはなんですかことはなんですかことはなんですか？？？？    

   

   ア）既存の校務分掌で担当していた職務内容    → 5555．．．．へへへへ 

  イ）個人の資質や技能                           → 6666．．．．へへへへ 

  ウ）その他 （                             ）   

 

Q20. Q19.Q20. Q19.Q20. Q19.Q20. Q19.でででで「「「「アアアア））））既存既存既存既存のののの校務分掌校務分掌校務分掌校務分掌でででで担当担当担当担当していたしていたしていたしていた職務内容職務内容職務内容職務内容」」」」をををを回答回答回答回答されたされたされたされた場合場合場合場合におにおにおにお答答答答えくえくえくえく

ださいださいださいださい。。。。それはどのようなそれはどのようなそれはどのようなそれはどのような職務内容職務内容職務内容職務内容ですかですかですかですか。。。。    

 

ア）学校の運営にかかわる教務的な内容に関すること 

イ）生徒指導に関すること 

ウ）保健・安全指導に関すること 

エ）地域や他機関との連携に関すること 

オ）研究や研修に関すること 

カ）教科指導に関すること 

キ）不登校に関すること 

ク）その他（                                             ） 

 

Q21Q21Q21Q21．．．．Q19.Q19.Q19.Q19.でででで「「「「イイイイ））））個人個人個人個人のののの資質資質資質資質やややや技能技能技能技能」」」」をををを回答回答回答回答されたされたされたされた場合場合場合場合におにおにおにお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

        それはどのようなそれはどのようなそれはどのようなそれはどのような資質資質資質資質やややや技能技能技能技能ですかですかですかですか（（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））。。。。    

 

ア）協力関係を推進するための情報収集，情報の共有を進める力 
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イ）校内での連携を進める力 

ウ）障害のある児童生徒の発達や障害全般に関する一般的な知識 

エ）ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症等の支援に関する知識や技能 

オ）障害のある子どもや家族を支援する福祉制度等に関する知識 

カ）個別の指導計画，個別の教育支援計画に関する知識 

キ）児童生徒，保護者，担任等の相談に対応するカウンセリングマインド 

ク）他機関との連携を進める力 

ケ）その他（                                            ） 

    

Q22. Q16(1)Q22. Q16(1)Q22. Q16(1)Q22. Q16(1)でででで「「「「エエエエ））））指名指名指名指名するするするする予定予定予定予定ははははないないないない」」」」をををを回答回答回答回答されたされたされたされた場合場合場合場合におにおにおにお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター的的的的なななな機能機能機能機能についてについてについてについて、、、、現在現在現在現在のののの校内校内校内校内のののの様子様子様子様子をおをおをおをお答答答答ええええ    

くださいくださいくださいください((((複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可))))。。。。    

    

ア）学年主任が学年全体について同様の機能を担っている 

イ）教務主任が学校全体について同様の機能を担っている 

ウ）教頭が学校全体について同様の機能を担っている 

エ）学級担任が個別に児童生徒に対応している 

オ）コーディネーターを校務に位置づけてはいないが、同様の機能を担う教員がいる 

     カ）その他（                                              ） 

 

    

 

【【【【ⅣⅣⅣⅣ．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育およびそれをおよびそれをおよびそれをおよびそれを支支支支えるえるえるえる基本的基本的基本的基本的なななな内容内容内容内容についてについてについてについて】】】】    

 

特別支援教育を推進する上での意識についておたずねします。以下の質問について，次の

いずれかでお答えください。 

 

①とても思う， ②思う， ③あまり思わない， ④思わない 

 

Q23Q23Q23Q23．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの推進推進推進推進においてにおいてにおいてにおいて，，，，教員教員教員教員のののの意識改革意識改革意識改革意識改革はははは進進進進んでいるとんでいるとんでいるとんでいると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

    

Q24Q24Q24Q24．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの推進推進推進推進においてにおいてにおいてにおいて，，，，学校長学校長学校長学校長ののののリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップがががが特特特特にににに重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？

        

Q25Q25Q25Q25．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの役割役割役割役割はははは，，，，校内校内校内校内でででで十分十分十分十分にににに認識認識認識認識されているとされているとされているとされていると思思思思いますいますいますいます

かかかか？？？？    

    

Q26Q26Q26Q26．．．．    特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの認知度認知度認知度認知度はははは，，，，保護者保護者保護者保護者のののの中中中中でででで高高高高まってきたとまってきたとまってきたとまってきたと思思思思いますいますいますいます

かかかか？？？？    

    

Q27Q27Q27Q27．．．．個別個別個別個別のののの教育支援計画教育支援計画教育支援計画教育支援計画についてについてについてについて，，，，教員教員教員教員はははは十分十分十分十分にそのにそのにそのにその必要性必要性必要性必要性をををを理解理解理解理解しているとしているとしているとしていると思思思思いますいますいますいます



 -  - 36 

かかかか？？？？    

    

Q28Q28Q28Q28．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育をををを推進推進推進推進するにあたってするにあたってするにあたってするにあたって，，，，貴校貴校貴校貴校のののの地域地域地域地域ではではではでは広域特別支援連携協議広域特別支援連携協議広域特別支援連携協議広域特別支援連携協議会会会会がががが十分十分十分十分

にににに機能機能機能機能しているとしているとしているとしていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

    

Q29Q29Q29Q29．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの推進推進推進推進にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような課題課題課題課題があるとおがあるとおがあるとおがあるとお考考考考えですかえですかえですかえですか？？？？以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからからおおおお

選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。                                                                        （（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

 

ア）従来の業務だけでいそがしく、手が回らない 

イ）必要性は感じられるが、具体的な方法がとりにくい 

ウ）対象となる児童生徒がいない 

エ）その他（                      ） 

  オ）課題は感じられない。 
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    以下の質問については、 

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの設置設置設置設置をををを行行行行っておらずっておらずっておらずっておらず、、、、コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター的的的的なななな教員教員教員教員もいないもいないもいないもいない 

          場合場合場合場合ににににお答えください。    

    

    

Q30Q30Q30Q30．．．．在籍児童生徒在籍児童生徒在籍児童生徒在籍児童生徒のののの支援支援支援支援のためにのためにのためにのために、、、、どのようなどのようなどのようなどのような機関機関機関機関とととと連絡連絡連絡連絡・・・・調整調整調整調整しましたかしましたかしましたかしましたか？？？？    

        ないないないない場合場合場合場合はははは「「「「セセセセ))))連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整はしていないはしていないはしていないはしていない」」」」をををを選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください（（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））。。。。    

 

  ア）幼稚園、保育所 

  イ）小学校 

  ウ）中学校 

  エ）高等学校 

  オ）盲・聾・養護学校 

  カ）医療機関 

  キ）福祉機関 

  ク）労働機関 

  ケ）行政機関 

  コ）研究機関 

  サ）親の会等 

  シ）民間相談機関・施設 

  ス）その他（                                             ） 

 セ）連絡調整はしていない 

 

Q31Q31Q31Q31．．．．盲盲盲盲・・・・聾聾聾聾・・・・養護学校養護学校養護学校養護学校をををを除除除除いたいたいたいた各機関各機関各機関各機関にににに連絡連絡連絡連絡をするをするをするをする際際際際にににに、、、、目的目的目的目的となるのはとなるのはとなるのはとなるのはどのようなことどのようなことどのようなことどのようなこと

ですかですかですかですか？？？？    

 

ア）今後の指導や支援の助言・援助を受けるため 

イ）個別支援計画をたてるため 

ウ）入学以前の児童、生徒の情報を得るため 

エ）卒業後の児童、生徒の進路を考えるため 

オ）児童、生徒の状態像や実態を把握するため 

カ）その他（                                             ） 

    

Q32Q32Q32Q32．．．．盲盲盲盲・・・・聾聾聾聾・・・・養護学校養護学校養護学校養護学校とととと連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整するするするする場合目的場合目的場合目的場合目的となるのはとなるのはとなるのはとなるのは、、、、どのようなことですかどのようなことですかどのようなことですかどのようなことですか？？？？（（（（複複複複

数回答可数回答可数回答可数回答可））））    

    

    ア）個別のケースへの対応に関すること 

   イ）学校全体のコンサルテーションに関すること 

   ウ）教材・教具の貸し出しに関すること  

   エ）施設・設備の提供に関すること 

   オ）情報提供等に関すること 

   カ）校内研修会の案内・研修会講師に関すること 

   キ）保護者や地域の障害に関する理解・啓発に関すること 

   ク）巡回相談や専門家チームの一環としての対応に関すること 

    ケ）保護者の申し入れによる小・中学校への支援に関すること 

   コ）その他（                   ） 
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Q33Q33Q33Q33．．．．盲盲盲盲・・・・聾聾聾聾・・・・養護学校養護学校養護学校養護学校でででで、、、、地域地域地域地域のののの支援支援支援支援のののの必要必要必要必要なななな児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに対対対対してしてしてして支援支援支援支援をををを行行行行ううううセンターセンターセンターセンター的機的機的機的機

能能能能がががが行行行行われはじめていることをごわれはじめていることをごわれはじめていることをごわれはじめていることをご存存存存じですかじですかじですかじですか？？？？    

    

ア）知っている 

イ）知らない 

 

Q34Q34Q34Q34．．．．貴校貴校貴校貴校のののの近近近近くにくにくにくに盲盲盲盲・・・・聾聾聾聾・・・・養護学校養護学校養護学校養護学校がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？    

  

ア）同じ市町村内にある。 

   イ）ない 
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特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの方方方方にごにごにごにご記入記入記入記入をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

    

【【【【ⅤⅤⅤⅤ．．．．コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの役割役割役割役割とととと資質資質資質資質にににに関関関関してしてしてして】】】】    

    

    

Q35Q35Q35Q35．．．．どのようなどのようなどのようなどのような校務分掌校務分掌校務分掌校務分掌をををを兼務兼務兼務兼務していますかしていますかしていますかしていますか？？？？    （（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

    

ア）校長 

イ）教頭（副校長） 

ウ）教務主任 

エ）生徒指導主任 

オ）進路指導主事 

カ）保健主事 

キ）学級担任 

ク）特殊学級担任 

ケ）通級指導担当者 

コ）養護教諭 

サ）兼務していない 

シ）その他（                                      ）        

    

Q36Q36Q36Q36....    コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの指名指名指名指名・・・・配置配置配置配置にににに際際際際してしてしてして重視重視重視重視されたされたされたされた（（（（とととと思思思思われるわれるわれるわれる））））ことについてことについてことについてことについておおおお

うかがいしますうかがいしますうかがいしますうかがいします。。。。    

    

（（（（１１１１））））全全全全てのてのてのての方方方方ににににおたずねおたずねおたずねおたずねしますしますしますします。。。。どのようなことをもとめられてどのようなことをもとめられてどのようなことをもとめられてどのようなことをもとめられて特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディコーディコーディコーディ

ネーターネーターネーターネーターにににに指名指名指名指名されたとされたとされたとされたと思思思思いますかいますかいますかいますか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

 

   ア）指名される前に校内分掌で担当していた職務内容  → Q36 の(２)へ 

   イ）個人の資質や技能                              → Q36 の(３)へ 

   ウ）その他（                     ） 

 

    

（（（（２２２２））））Q36Q36Q36Q36（（（（１１１１））））でででで「「「「アアアア））））指名指名指名指名されるされるされるされる前前前前のののの校内分掌校内分掌校内分掌校内分掌でででで担当担当担当担当していたしていたしていたしていた職務内容職務内容職務内容職務内容」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方

ににににおたずねおたずねおたずねおたずねしましましましますすすす。。。。それはどのようなそれはどのようなそれはどのようなそれはどのような職務内容職務内容職務内容職務内容ですかですかですかですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

 

   ァ）在籍児童生徒の校内での指導の充実に関すること 

   イ）在籍児童生徒の進路指導や生涯学習に関すること 

   ウ）在籍児童生徒の心身の健康面への配慮・支援に関すること 

   エ）地域の障害のある子どもの支援に関すること 

   オ）在籍児童生徒の地域との交流に関すること 

   カ）地域での理解啓発や他機関とのネットワークづくりに関すること 

   キ）研究や研修に関すること 

   ク）学校の運営にかかわる教務的な内容に関すること 

   ケ）学校全体又は各学部等での職員間の連絡・調整に関すること 

   コ）その他（                     ） 

 

（（（（３３３３））））Q36Q36Q36Q36（（（（１１１１））））でででで「「「「イイイイ））））個人個人個人個人のののの資質資質資質資質やややや技能技能技能技能」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方ににににおたずねおたずねおたずねおたずねしますしますしますします。。。。    
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それはどのようなそれはどのようなそれはどのようなそれはどのような資質資質資質資質やややや技能技能技能技能ですかですかですかですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

 

   ア）協力関係を推進するための情報収集，情報の共有を進める力 

   イ）交渉能力や人間関係を調整する力 

   ウ）障害のある児童生徒の発達や障害全般に関する一般的な知識 

   エ）ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症等の支援に関する知識や技能  

   オ）障害のある子どもや家族を支援する福祉制度等に関する知識  

   カ）個別の指導計画，個別の教育支援計画に関する知識  

   キ）児童生徒，保護者，担任等の相談に対応するカウンセリングマインド  

   ク）ネットワークを構築する力  

   ケ）養護学校等，他機関での勤務経験 

力）その他（                  ） 

 

Q37Q37Q37Q37．．．．全全全全てのてのてのての方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。教員教員教員教員がががが支援支援支援支援がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思われるわれるわれるわれる児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒にににに気付気付気付気付いたいたいたいた時時時時

のののの対応対応対応対応についてについてについてについて、、、、重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思われるものをわれるものをわれるものをわれるものを３３３３３３３３つつつつつつつつ選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください（（（（３３３３つつつつ回答回答回答回答））））。。。。    

    

ア）校内委員会等で相談する 

イ）校長に相談する 

ウ）特別支援教育コーディネーターに相談する 

エ）同学年の教員や学年主任等に相談する 

オ）生徒指導担当に相談する 

カ）養護教諭に相談する 

キ）個人的に他の教員に相談する 

ク）スクールカウンセラーに相談する 

ケ）その他（                                             ） 

 

    

Q38Q38Q38Q38．．．．盲盲盲盲・・・・聾聾聾聾・・・・養護学校養護学校養護学校養護学校でででで、、、、地域地域地域地域のののの支援支援支援支援のののの必要必要必要必要なななな児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに対対対対してしてしてして支援支援支援支援をををを行行行行ううううセンターセンターセンターセンター的機的機的機的機

能能能能がががが行行行行われはじめていることをごわれはじめていることをごわれはじめていることをごわれはじめていることをご存存存存じですかじですかじですかじですか？？？？    

    

ア）知っている 

イ）知らない 

 

Q39Q39Q39Q39．．．．貴校貴校貴校貴校のののの近近近近くにくにくにくに盲盲盲盲・・・・聾聾聾聾・・・・養護学校養護学校養護学校養護学校がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？    

    

 ア）同じ市町村内にある。 

 イ）ない 

 

Q40Q40Q40Q40．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターがががが担担担担っているっているっているっている役割役割役割役割・・・・機能機能機能機能についてについてについてについて、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

    

(1)(1)(1)(1) . . . .全全全全てのてのてのての方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。現在現在現在現在、、、、特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネータコーディネータコーディネータコーディネータがががが担担担担っているっているっているっている役割役割役割役割・・・・

機能機能機能機能をををを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。（（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

    

ア）在籍児童生徒への支援 

イ）保護者に対する相談窓口 
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ウ）保護者や地域への特別支援教育の理解啓発（講演会・パンフレット等） 

エ）校内の支援の必要な児童生徒の全体（実態）把握 

オ）児童生徒の支援のための学校内の関係者との連絡・調整 

カ）児童生徒の支援のための関係機関との連絡・調整（盲・聾・養護学校を除く 

キ）校内の教員への助言や情報提供 

ク）特別支援教育に関する年間計画とその評価を行う 

ケ）特別支援教育に関する校内職員の理解・啓発（校内研修・情報提供） 

コ）盲・聾・養護学校との連絡・調整 

サ）他校（所属校以外）への支援 

シ）その他（                                         ） 

 

(2) (2) (2) (2) ．．．．Q40 (1)Q40 (1)Q40 (1)Q40 (1)でででで「「「「アアアア」」」」在籍児童生徒在籍児童生徒在籍児童生徒在籍児童生徒へのへのへのへの支援支援支援支援」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。    

                    それはどのようなそれはどのようなそれはどのようなそれはどのような内容内容内容内容ですかですかですかですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

 

   ァ）校内での授業等の充実に関すること 

   イ）進路指導に関すること 

   ウ）入学或いは転入児童生徒の支援に関すること 

   エ）心身の健康面への配慮・支援に関すること  

   オ）個別の教育支援計画作成に関すること 

   カ）学校の運営にかかわる教務的な内容に関すること 

   キ）その他（                                                ） 

 

(3)(3)(3)(3)．．．．Q40Q40Q40Q40（（（（１１１１））））でででで「「「「イイイイ」」」」保護者保護者保護者保護者にににに対対対対するするするする相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。    

                それはどういったようなそれはどういったようなそれはどういったようなそれはどういったような内容内容内容内容ですかですかですかですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

    

    ア）在籍児童生徒の保護者への情報提供等の対応に関すること 

   イ）地域の障害のある子どもの保護者への教育相談（カウンセリング）等を通した支援

に関すること 

   ウ）地域の障害のある子どもの保護者への理解・啓発に関すること 

    エ）保護者主体の研修会の講師等に関すること 

 

(4(4(4(4))))．．．．Q40Q40Q40Q40（（（（１１１１））））でででで「「「「オオオオ))))    児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの支援支援支援支援のためののためののためののための学校内学校内学校内学校内のののの関係者関係者関係者関係者とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡・・・・調整調整調整調整」」」」をををを選択選択選択選択しししし

たたたた方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。それはどのようなそれはどのようなそれはどのようなそれはどのような内容内容内容内容ですかですかですかですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

 

  ア）校内での授業等の充実に関すること 

  イ）進路指導に関すること 

  ウ）入学或いは転入幼児児童生徒の支援に関すること 

  エ）心身の健康面への配慮・支援に関すること 

  オ）個別の教育支援計画作成に関すること 

  カ）教務的な内容に関すること 

  キ）その他 （                         ） 

    

(5)(5)(5)(5)．．．．Q40Q40Q40Q40（（（（１１１１））））でででで「「「「オオオオ」」」」関係関係関係関係機関機関機関機関とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡・・・・調整調整調整調整」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。    

                どのようなどのようなどのようなどのような機関機関機関機関とととと協力協力協力協力してしてしてして支援支援支援支援をおこなっていますかをおこなっていますかをおこなっていますかをおこなっていますか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

 

  ア）幼稚園、保育所 

  イ）小学校 
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  ウ）中学校 

  エ）高等学校 

  オ）盲・聾・養護学校 

  カ）医療機関 

  キ）福祉機関 

  ク）労働機関 

  ケ）教育委員会・教育センター 

  コ）研究機関 

  サ）親の会・ PTA 

  シ）民間相談機関・施設 

  ス）その他（                                             ） 

 

(6)(6)(6)(6)．．．．Q4Q4Q4Q40000（（（（１１１１））））でででで「「「「オオオオ））））    関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡・・・・調整調整調整調整」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。各機各機各機各機

関関関関にににに連絡連絡連絡連絡をするをするをするをする際際際際にににに、、、、目的目的目的目的となるのはとなるのはとなるのはとなるのは、、、、どのようなことですかどのようなことですかどのようなことですかどのようなことですか？？？？    

 

ア）今後の指導や支援の助言・援助を受けるため 

イ）個別の教育支援計画を策定するため 

ウ）入学以前の児童、生徒の情報を得るため 

エ）卒業後の児童、生徒の進路を考えるため 

オ）児童、生徒の状態像や実態を把握するため 

カ）その他（                                             ） 

    

(7). (7). (7). (7). Q40Q40Q40Q40（（（（１１１１））））でででで「「「「キキキキ））））校内校内校内校内のののの教員教員教員教員へのへのへのへの助言助言助言助言やややや情報情報情報情報提供提供提供提供」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。

それはどのようなそれはどのようなそれはどのようなそれはどのような内容内容内容内容ですかですかですかですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

 

  ア）子どもの理解と実態把握 

イ）子どもへの対応についての具体的な支援 

  ウ）校内外の研修の場の提供 

  エ）保護者と教員間の調整（橋渡し） 

  オ）専門家と教員間の調整（橋渡し） 

  カ）その他（                           ） 

        

(8)(8)(8)(8)．．．．Q40Q40Q40Q40（（（（１１１１））））でででで「「「「ココココ) ) ) ) 盲盲盲盲・・・・聾聾聾聾・・・・養護学校養護学校養護学校養護学校とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡・・・・調整調整調整調整」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。

そそそそのののの場合目的場合目的場合目的場合目的となるのはとなるのはとなるのはとなるのは、、、、どのようなことですかどのようなことですかどのようなことですかどのようなことですか？？？？（（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

    

    ア）個別のケースへの対応に関すること 

   イ）学校全体のコンサルテーションに関すること 

   ウ）教材・教具の貸し出しに関すること  

   エ）施設・設備の提供に関すること 

   オ）情報提供等に関すること 

   カ）校内研修会の案内・研修会講師に関すること 

   キ）保護者や地域の障害に関する理解・啓発に関すること 

   ク）巡回相談や専門家チームの一環としての対応に関すること 

    ケ）保護者の申し入れによる小・中学校への支援に関すること 

   コ）その他（                   ） 

((((9)9)9)9)．．．．Q40Q40Q40Q40（（（（１１１１））））でででで「「「「ササササ))))他校他校他校他校へのへのへのへの支援支援支援支援」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。    

それはどのようなものですかそれはどのようなものですかそれはどのようなものですかそれはどのようなものですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    
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ア）幼稚園や保育所への支援に関すること 

イ）小学校への支援に関すること 

ウ）中学校への支援に関すること 

    エ）その他（                  ） 

 

 

Q41Q41Q41Q41．．．．全全全全てのてのてのての方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。研修研修研修研修、、、、工夫工夫工夫工夫・・・・課題課題課題課題についてについてについてについて、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

    

(1)(1)(1)(1)    ．．．．コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターとしてのとしてのとしてのとしての専門性専門性専門性専門性をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために、、、、どのようなどのようなどのようなどのような研修研修研修研修をををを受受受受けていますけていますけていますけています

かかかか？？？？    （（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

    

ア）校内研修 

イ）盲・聾・養護学校の主催する研修 

ウ）市町村教委の主催する研修 

エ）県教委の主催する研修 

オ）大学のセミナーによる研修 

カ）民間のセミナー等による研修 

キ）その他（                                  ） 

 

 

(2). (2). (2). (2). 今後今後今後今後のののの研修研修研修研修でででで必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思われるはどのようなことですかわれるはどのようなことですかわれるはどのようなことですかわれるはどのようなことですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

    

   ア）協力関係を推進するための情報収集，情報の共有を進める力を養う 

   イ）交渉能力や人間関係を調整する力を養う 

   ウ）障害のある児童生徒の発達や障害全般に関する一般的な知識を養う 

   エ）ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症等の支援に関する知識や技能を養う 

   オ）障害のある子どもや家族を支援する福祉制度等に関する知識を養う  

   カ）個別の指導計画，個別の教育支援計画に関する知識を養う 

   キ）児童生徒，保護者，担任等の相談に対応するカウンセリングマインドを養う 

   ク）ネットワークを構築する力を養う 

   ケ）養護学校等，他機関での研修 

コ）その他（                          ） 

 

(3)(3)(3)(3)    ．．．．特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中でででで課題課題課題課題となっているのはとなっているのはとなっているのはとなっているのは、、、、どんなことどんなことどんなことどんなこと

ですかですかですかですか？（？（？（？（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））    

    

ア）特別支援教育コーディネーターの役割が明確でない 

イ）担任等の校務との兼任で、コーディネーター業務まで手が回らない（専任でない） 

ウ）専門性を身に付ける時間的な余裕がない 

エ）業務に対する予算的な裏付けがない 

オ）他の教員の理解・協力を得ることが困難である 

カ）コーディネーターを支える（校内委員会等）組織が校内に存在しない 

キ）他機関との連携・協力体制ができていない 

ク）その他（                                        ） 

    

    

(4)(4)(4)(4)    ．．．．上記上記上記上記のののの課題課題課題課題にににに対対対対してしてしてして、、、、工夫工夫工夫工夫していしていしていしていることがありましたらることがありましたらることがありましたらることがありましたら、、、、ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    
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 （（（（課題課題課題課題をををを補補補補うためのうためのうためのうための工夫工夫工夫工夫などなどなどなど））））        

 

 

Q42Q42Q42Q42．．．．そのそのそのその他他他他のことについてのことについてのことについてのことについて、、、、全全全全てのてのてのての方方方方におたずねしますにおたずねしますにおたずねしますにおたずねします。。。。    

                そのそのそのその他他他他，，，，特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターにににに関関関関するごするごするごするご意見等意見等意見等意見等がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら，，，，ごごごご自由自由自由自由おおおお

書書書書ききききくださいくださいくださいください。。。。    

 

 

 

                                                                                                    ごごごご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    
    

    

    

＜＜＜＜おおおお願願願願いいいい＞＞＞＞    

＊ 校務分掌を示した図表や組織図等がありましたら、ご送付いただけると幸いです。 

＊ また、校内で特別な配慮を必要とする子どもに気づくためのチェックリストなどを 

ご使用でしたら、ご送付いただけると幸いです。 
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１）校内委員会 

学校内に置かれた LD,ADHD,高機能自閉症等のある児童生徒の実態把握及び支援の在り

方等について検討を行う委員会。 

 

２）LD,ADHD,高機能自閉症等の実態把握 

平成１１年７月の「学習障害児に対する指導（報告）」で示された LD の実態把握基準

（試案）及び平成１５年３月の「今後の特別支援教育の在り方にについて（最終報告）」

で示された ADHD,高機能自閉症の実態把握のための観点（試案）にてらして行った実態

把握 

 

３）特別支援教育コーディネーター 

学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓

口として、校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う者。 

 

４）個別の指導計画 

児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細やかな指導が行えるよう、学校にお

ける教育課程や指導計画、当該児童生徒の個別の教育支援計画等を踏まえて、より具

体的に児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法など

を盛り込んだ指導計画。 

 

５）個別の教育支援計画等 

障害のある児童生徒一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応し

ていくという考え方の下に、福祉、医療、労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳

幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行

うために、障害のある児童生徒一人一人について作成した支援計画。 

 

６）巡回相談 

LD,ADHD,高機能自閉症等に関する専門的知識・経験を有する者が小・中学校を巡回し、

教員にたいして、LD,ADHD,高機能自閉症等のある児童生徒に対する指導内容・方法に

関する指導・助言を行うこと。 

 

７）専門家チーム 

小・中学校に対して LD,ADHD,高機能自閉症等か否かの判断、望ましい教育的対応につ

いての専門的意見を示すことを目的として、教育委員会に設置された、教育委員会関

係者、教員、心理学の専門家、医師等の専門的知識を有する者から構成する組織。 

 

８）広域特別支援連携協議会 

支援地域における関係機関の円滑な連携のため、都道府県において教育委員会や福祉

等関係部局を含めた部局横断型の組織で、各支援地域の特別支援教育の推進体制を促

進するための企画・調整・支援等を行う。 
 

＊各項目の詳しい内容については平成１６年１月公表の「小・中学校における LD（学習障

害）、ADHD（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備

のためのガイドライン（試案）」をご参照ください。 




