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特別支援教室制度研究会（以下，「研究会」という。
）は，小中学校における障害（発達障害
を含む）のある児童生徒の指導に関して，現行制度の枠内で学校の裁量を拡大することにより，
運用上「特別支援教室」に近い形で指導を行い，もって如何に障害のある児童生徒一人一人の
教育的ニーズに応じた適切な指導を行っていくかを，また，特別支援教室の制度化に向けた課
題等を検討することを目的として，平成18年５月に設立されました。
研究会では，①特別支援学級に在籍する児童生徒への支援のほかに，特別支援学級担当教員
が通常の学級に在籍するＬＤ等を含めた障害のある児童生徒への支援方法を探ること，②通級
による指導の担当教員が対象児童生徒以外のＬＤ等を含めた障害のある児童生徒への支援方法
を探ること，③同時に，校内や校区内における協働・支援体制づくりや校内における交流及び
共同学習を適切かつ効果的に行う方法を探ることの３点について実践的な研究を行ってきました。
実際には，独立行政法人国立特別支援教育総合研究所と７市の教育委員会（栗原市教育委員
会・あきる野市教育委員会・横浜市教育委員会・上越市教育委員会・長野市教育委員会・湖南
市教育委員会・宇治市教育委員会）が指導・助言を行いながら，21校の研究協力校において様々
な取組が行われてきました。
研究初年度である平成18年度には，各研究協力校の実践を通して次のような地域ごとの特徴
が見えてきました。①校内の特別な支援を必要とする対象児童と必要な支援時間を割り出し，
特別支援学級担当教員・通級指導教室担当教員がその対応を行うとともに，校内の全職員から
支援時間を捻出した地域，②通級による指導（言語・情緒）において通常の学級の特別な支援
が必要な児童への支援を行ったり，通級指導担当教員がティームティーチング（以下，ＴＴと
する。
）を行ったり，要請があった他校を訪問し，通級の対象と考えられる児童の学級において
ＴＴを実施している地域，③校内に学習支援室，校内及び地域内に特別支援教室を設置し，特
別支援学級担当者や特別支援教育コーディネーター等が支援にあたっている地域などです。
そして，研究協力校が１校増え21校となった平成19年度は，初年度の実践から明らかとなっ
た課題を踏まえて，①通常の学級に在籍する支援を必要とする児童生徒のための支援に必要な
時間数をあげる根拠，②より効果的な「特別支援学級」や「通級による指導」の弾力的な運用
の在り方，③弾力的な運用による支援の効果の測定方法，④特別支援教育補助員等の効果的な
活用の在り方の４点について実践を通して検討を行ってきました。
また，国立特別支援教育総合研究所においては，本研究と並行する形で平成16年度から本年
度までの４カ年計画で，プロジェクト研究「小・中学校における障害のある子どもへの『教育
支援体制に関する在り方』及び『交流及び共同学習』の推進に関する実際的研究」に取り組ん
できました。そして，その成果として今後その制度化が期待される「特別支援教室」の特性や
実態調査から想定される３つのタイプを示すとともに，制度化に向けた課題等を明らかにしま
した。
本研究は２年次をもって終了となりますが，今後は，これらの研究成果も踏まえながら，特
別支援教室制度の実現に向けて更なる取組を続けていかなければなりません。本報告書を教育
に携わる多くの方々に読んでいただき，忌憚のないご意見をいただきますことを期待しており
ます。
平成20年３月


特別支援教室制度研究会
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Ⅰ 「特別支援教室制度」の研究について
１「特別支援教室制度」の研究について
「特別支援教室制度研究会」では平成18・19年度「学
校運営の裁量拡大」 の視点で，
「特別支援教室制度」
に向けた様々な工夫や方法の研究に取り組んできた。
研究体制は，次のとおりである。
研究体制
(1) 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（代表）
(2) あきる野市教育委員会（東京都）
(3) 宇治市教育委員会（京都府）
(4) 栗原市教育委員会（宮城県）
(5) 湖南市教育委員会（滋賀県）
(6) 上越市教育委員会（新潟県）
(7) 長野市教育委員会（長野県）
(8) 横浜市教育委員会（神奈川県）
平成18年度（第１年次） の研究成果は， すでに報告
を行ったところである（国立特別支援教育総合研究所）
。
http://www.nise.go.jp/projects/project4/H18houkoku.pdf
平成19年度の研究の主題は，文部科学省からの指導
を受けながら，
「特別な支援を必要とする児童生徒へ
の支援率の向上」を柱として，２つの観点を公表（平
成19年６月７日New Education Expo 2007）して研究
に取り組んだ。
（観点１）
支援を必要としている対象の児童生徒に，必ず，専
門性ある指導者が関与できること
（観点２）
地域・学校内の「特別な指導・支援を必要とする総
時間数（計画）
」に対して，結果として支援ができな
い時間を残さないためにはどうするか方法を工夫する
こと

けて，研究を行った。平成19年度からは，国からの特
別支援教育支援員の地方財政措置が行われたため，学
校や地域の人的な配置に変化も生じてきている。
２「特別支援教室制度」の検討の経緯
小・ 中学校における制度の見直しとして，
「特別支
援教室（仮称）
」の検討は，
「今後の特別支援教育の在
り方について」の調査研究協力者会議の最終報告（平
成15年３月）第４章３(3)(4)(5)(6)の提言に端を発し
ている。その内容は次のとおりである。

『New Education Expo 2007』紹介内容
「特別支援教室制度研究会」
平成17年12月の中央教育審議会答申「特別支援教育を
推進するための制度の在り方について」において，特別
支援学級や通級指導教室について，その学級編制や指導
の実態を踏まえて，障害の多様化を踏まえた柔軟かつ弾
力的な対応が可能となるような制度の在り方の検討が必
要なことが示されました。このことについて，今までの
障害のある児童生徒の指導に加えて，通常の学級に在籍
するＬＤ・ ＡＤＨＤ・ 高機能自閉症等の支援をどのよ
うに行うかについて，研究所の分析と，７市（教育委員
会及び研究指定校20校）で取り組んだ，「特別支援学級」
や「通級指導教室」等の弾力運用の取組，検討結果，課
題を発表します。

以上を踏まえ，研究１年次よりもより進んだ形で，
学校運営の裁量拡大に視点をおき，支援率の向上に向
－－

４章３ 学校内における特別支援教育体制の確立の必要性
(3) 特殊学級は， 盲・ 聾・ 養護学校の対象でない比較
的障害の軽い児童生徒に対して適切な教育を行う場とし
て設けられたが，この特殊学級については，特定の児童
生徒に対する専門的な指導が可能であるという点を評価
する意見がある一方で，その在り方については検討すべ
き点があるとする指摘もある。例えば，障害のない児童
生徒との交流の重要性に鑑み多くの時間を交流学習にあ
て通常の学級に在籍する児童生徒と共に学習する機会を
設けている実態を踏まえれば，必ずしも，固定式の教育
の場を設ける必要はないのではないか，障害のある児童
生徒の発達や障害等について専門的な知識や技能を有す
る特殊学級の担当教員は，小・中学校において重要な役
割を担うべき者であり，通常の学級に在籍する障害のあ
る児童生徒の教育のためにはもちろん，関係機関との連
絡・調整役となるコーディネーター役として活用される
べきではないか，特殊学級に蓄積された指導上の知識及
び経験並びに設備及び機器は，通常の学級に在籍する障
害のある児童生徒の指導にも広く活かされるべきであ
り，特定の児童生徒のみの特別の場として位置付けるこ
とは適当ではない，というものである。このような指摘
を踏まえ，特殊教育の中で培われた資源を有効に活用し
てより質の高い教育的支援を行うということを念頭に特
別支援教育の在り方を考えていく中で，特殊学級の在り
方を検討することが必要である。
(4) 通級による指導は， 通常の学級に在籍する軽度の
障害のある児童生徒に対する特別の指導を行うための制
度として設けられ，近年，対象児童生徒数が増えている
ことからもそのニーズは高いといえる。しかしながら，
障害の状態の改善・克服を主たる目的としており，ＬＤ
のように特定の能力の困難に起因する教科学習の遅れを
補う指導が中心となる場合を想定していない，指導時間
数が１～３時間と短時間であり，ＬＤ，ＡＤＨＤ等につ
いては適切な対応が困難な場合がある，ということを踏
まえ通級による指導の制度の目的や指導時間について，
より弾力的な対応ができないか検討する必要がある。
(5) このため， 特殊学級や通級指導教室について， そ
の学級編制や指導の実態を踏まえ必要な見直しを行いつ
つ，障害の多様化を踏まえ柔軟かつ弾力的な対応が可能

となるような制度の在り方について具体的に検討してい
く必要がある。
この際，単に，特殊学級や通級指導教室の教員のみで
対応するのではなく，学校内の教員全体の理解の促進と
支援体制の構築，非常勤講師や特別非常勤講師，高齢者
再任用制度による短時間勤務の教員等の活用，「特別支
援学校（仮称）
」 や福祉， 医療等関係機関， 都道府県等
の設置する特殊教育センターに相談し，指導や助言が受
けられるような体制を構築して総合的に対応するための
仕組みづくりに取り組むことが重要である。
(6) 特殊学級の機能として， その制度の本来の趣旨を
尊重し，盲・聾・養護学校の対象とはいえない程度の教
育的ニーズを有する障害のある子どもを教育する機能を
今後も持たせることが適当であり，この場合には，これ
までの交流学習等の実践でも明らかなように，他の子ど
もと共に学習すること，又は，生活する時間を共有する
ことが有効であると考えられる。
このため，小・中学校に在籍しながら通常学級とは別
に，制度として全授業時間固定式の学級を維持するので
はなく，通常の学級に在籍した上で障害に応じた教科指
導や障害に起因する困難の改善・克服のための指導を必
要な時間のみ特別の場で教育や指導を行う形態（例えば
「特別支援教室（仮称）」） とすることについて具体的な
検討が必要と考える。

④ 特殊学級の教員が，障害のある児童生徒に付き
添って通常の学級に入り，特殊学級の児童生徒の
指導等に加えてＬＤ等の児童生徒の支援をする。
⑤ 特殊学級の児童生徒とＬＤ等の児童生徒が一緒
の場で，指導を受ける。
⑥ 特殊学級担当教員が，通常の学級に教科指導に
行き，当該教室に在籍するＬＤ等の児童生徒を視
野に入れて丁寧な授業を行う。
⑦ 加配教員がＬＤ等の児童生徒への個別指導を行う。
⑧ 加配教員が通常の学級への支援（個別の配慮を
行うＴＴ的動き）を行う。
⑨ 加配教員が全体の教科指導を行い，ＬＤ等の児
童生徒の状態をよく知る担任が当該児童生徒の支
援を行う。
これらの９つのパターンを， さらに分析し検討を
進め， 平成17年５月31日に， 中央教育審議会初等中
等教育分科会特別支援教育特別委員会 の 第 ５ 資料
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo3/
siryo/016/05071102/005.htm)として「特別支援教室
（仮称）
」
（案） を提出した。 中央教育審議会への報告
の内容は次のとおりである。
Ⅰ 現行制度における特殊学級・通級指導教室の概念図
について

＊「今後の特別支援教育の在り方について」（最終報告）
平成15年３月より引用

Ⅱ

平成16年度 プロジェクト研究の調査結果
１「特殊学級の担当教員から通級による指導を受け
ている児童生徒数」（平成15年５月１日）
２ 特殊学級における弾力的な運用に関する実態集計
（43都道府県平成16年11月～平成17年３月）

この最終報告での「特別支援教室（仮称）
」 の記述
が，わが国での最初の「特別支援教室」構想へ向けて
の出発点となっている。
３ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所からの
「特別支援教室（仮称）
」
（案）の研究の取組
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所では，
「今後の特別支援教育の在り方」の報告を受け，平成
16年度から「特別支援教室（案）
」 についての実際的
な調査に着手した。 そして全国171校の先進的な取組
を行っている学校の実態調査から，通常の学級に在籍す
るＬＤ等の児童生徒への教育的支援について次の９つ
の基本的なパターンを明らかにした。
① 特殊学級担当教員が在籍児童生徒の指導を果た
した上で，放課後等の時間に個別指導を行う。
② 特殊学級の在籍児童生徒が交流及び共同学習に
行くことで，特殊学級担当教員の週の時間割に空
きが生じて個別指導を行う。
③ 特殊学級に他の教員が指導に来るため，特殊学
級担当教員の週の時間割に空きが生じて個別指導
等を行う。

Ⅲ 実態調査から得た「特殊学級の弾力運用」の観点で
のＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の児童生徒への支
援パターン
１ 教員の加配を行わない場合
２ 加配教員が活用されている場合
Ⅳ 現状からみた特別支援教室の具体的運用タイプ
１ Ａタイプ：一人一人の児童に対して多くの時間を
指導する「特別支援教室」の場合
２ Ｂタイプ：一人一人の児童に対して数時間の指導
をする「特別支援教室」の場合
３ Ａタイプ＋Ｂタイプの混合タイプ
Ⅴ

平成17年度の研究の方向
校内支援体制から地域内支援体制の構築について

この報告の後，特別支援教育特別委員会の検討を経
て，最終の答申がまとめられていった。

－－

４「特別支援教育を推進するための制度の在り方に
ついて（答申）
」での「特別支援教室」の記述
平成17年12月８日に，
「特別支援教育を推進するた
めの制度の在り方（答申）
」がまとめられた。その中
では，
「特別支援教室（仮称）
」の構想については，以
下のように示された。
第４章３(2)「特別支援教室（仮称）」の構想について
協力者会議最終報告においては，「特殊学級や通級指
導教室について，その学級編制や指導の実態を踏まえ必
要な見直しを行いつつ，障害の多様化を踏まえ柔軟かつ
弾力的な対応が可能となるような制度の在り方について
具体的に検討していく必要がある」 とともに，「制度と
して全授業時間固定式の学級を維持するのではなく，通
常の学級に在籍した上で障害に応じた教科指導や障害に
起因する困難の改善・克服のための指導を必要な時間の
み特別の場で行う形態（例えば「特別支援教室（仮称）」）
とすることについて具体的な検討が必要」との提言が行
われた。

「特別支援教室（仮称）」の構想が目指すものは，各学
校に，障害のある児童生徒の実態に応じて特別支援教育
を担当する教員が柔軟に配置されるとともに，ＬＤ・Ａ
ＤＨＤ・高機能自閉症等の児童生徒も含め，障害のある
児童生徒が，原則として通常の学級に在籍しながら，特
別の場で適切な指導及び必要な支援を受けることができ
るような弾力的なシステムを構築することであると考え
られる。
この考え方は，小・中学校における特別支援教育を推
進する上で，極めて重要であり，また，すでに特殊学級
と通常の学級との交流教育という形で弾力的な運用が行
われている例があることも踏まえれば，「特別支援教室
（仮称）」の構想が目指しているシステムを実現する方向
で，制度的見直しを行うことが適当である。
具体的な「特別支援教室（仮称）」 のイメージについ
ては，ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等を含め，障害の

地域内での支援体制づくり

－－

ある児童生徒が，原則として通常の学級に在籍し，教員
の適切な配慮，ティーム・ティーチング，個別指導や学
習内容の習熟に応じた指導などの工夫により通常の学級
において教育を受けつつ，必要な時間に特別の指導を受
ける教室として， 例えば以下のような形態が想定され
る。いかなる形態の特別支援教室をどのように配置して
いくかについては，地域の実情，個々の児童生徒の障害
の状態， 適切な指導及び必要な支援の内容・ 程度に応
じ，柔軟かつ適切に対応することが重要である。
○特別支援教室Ⅰ
ほどんどの時間を特別支援教室で特別の指導を受ける
形態
○特別支援教室Ⅱ
比較的多くの時間を通常の学級で指導をうけつつ，障
害の状態に応じ，相当程度の時間を特別支援教室で特
別の指導をうける形態
○特別支援教室Ⅲ
一部の時間のみ特別支援教室で特別の指導を受ける形態
これらの形態は， あくまで例示としてのイメージで
あって，当然のことながら形態の中間的なものやこれら
の形態を組み合わせたものなども考えられる。
なお，設置者である市町村教育委員会においては，各
小・ 中学校の「特別支援教室（仮称）」 が有するそれぞ
れの専門性を前提にしながら，特別支援教育のセンター
的機能を有する特別支援学校（仮称）及び関係機関との
連携協力を進めるなど，各地域におけるニーズに応じた
地域社会における総合的な支援体制を構築することが重
要である。
＊「特別支援教育を推進するための制度の在り方につい
て（答申）
」平成17年12月８日より引用

す，小・中学校で学習する障害のある児童生徒の自立
と社会参加を含めた重要な役割を担う可能性がある。
そのため，特別支援学級に在籍している児童生徒の交
流及び共同学習が，より適切に遂行されるために必要
な事柄を検討する状況になっている。
平成17年12月の答申を受けて，特別支援教育の推進
のための法改正等が進められることとなった。
５ 平成18年３月31日の「学校教育法施行規則等の一
部改正について」
この改正では， 現行制度としての「通級による指
導」の対象者として，学習障害者及び注意欠陥多動性
障害者を加え，これらに該当する児童生徒についても
通級による指導を行うことができることとすることが
定められた。
（改正規則による改正後の学校教育法施
行規則（以下「新規則」 という。
） 第73条の21第６号
及び第７号関係）
また，旧規則第73条の21第２号に規定される情緒障
害者については，
「障害のある児童生徒の就学につい
て」
（平成14年５月27日付け14文科初第291号初等中等
教育局長通知）において「一 自閉症又はそれに類す
るもので，通常の学級での学習におおむね参加でき，
一部特別な指導を必要とする程度のもの」又は「二
主として心理的な要因による選択性かん黙等があるも
ので，通常の学級での学習におおむね参加でき，一部
特別な指導を必要とする程度のもの」に該当する者を
対象としてきたところであるが，これらの障害の原因
や指導法が異なることから， 上記一に該当する者を
「自閉症者」 とし， 上記二に該当する者を「情緒障害
者」 として分類することが示された。
（新規則第73条
の21第２号及び第３号関係）

(

及び改正に伴い，旧規則第73条の21各号の規定
を整備すること。
（新規則第73条の21第４号，
第５号及び第８号関係）

)

この答申での「特別支援教室（仮称）
」 の構想は，
大筋において，独立行政法人国立特別支援教育総合研
究所の報告が活用されており，
「地域内支援体制」 に
さらに，学校教育法施行規則第73条の21第１項の規
ついても，
「地域内における総合的な支援体制」 とし
定による特別の教育課程について定める件に関して
て広がりをもったまとめがなされている。
（平成５年文部省告示第７号）も一部改正が行われた。
また，本答申では，小・中学校における制度的見直
改正内容は，通級による指導において行なわれた。
しの基本的な考え方の中に，平成16年６月４日に公布
特別の指導については，障害の状態の改善又は克服を
された障害者基本法の一部改正をうけて，
「障害のあ
目的とする指導及び障害の状態はそれぞれについて授
る児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学
業時数の標準を定めているところであるが，併せて上
習」についてふれ，このことを積極的に進めることで， 限８時間， あるいは必要なら単独でも実施可能とな
相互理解を促進しなければならないことにも言及がな
り， これを年間35単位時間から280単位時間までとす
されている。
ることと定められた。
「特別支援教室（仮称）
」は，基本的には通常の学級
そして，新たに通級による指導の対象となる学習障
に在籍して必要な時間だけ特別のニーズに対応した指
害者及び注意欠陥多動性障害者については，月１単位
導を受けるというシステム構造であり， 今後ますま
時間程度の指導も十分な教育的効果が認められる場合
－－

があることから，これらの児童生徒に対して通級によ
る指導を行う場合は， 年間10単位時間から280単位時
間までとすることが定められた。
（改正告示による改
正後の学校教育法施行規則第73条の21の規定による特
別の教育課程について定める件２関係）
６

平成18年６月15日の「学校教育法等の一部改正」
特別支援教育に関する検討が進められる中で，平成
18年６月15日に開催された衆議院本会議において，政
府提案の「学校教育法等の一部を改正する法律案」が
可決・ 成立し， ６月21日に公布された。 改正法は，
昨年12月８日にとりまとめられた中央教育審議会答申
「特別支援教育を推進するための制度の在り方につい
て」の提言を踏まえ，現在の盲・聾（ろう）
・養護学
校の区分をなくし特別支援学校とし，特別支援学校の
教員の免許状を改めるとともに，小中学校等において
特別支援教育を推進するための規定を，法律上に位置
づけたものである。
「特別支援教室」 への制度改正に
ついては， ひとまず「特殊学級」 を「特別支援学級」
とし，
「特別支援教室制度」 の研究を継続する運びと
なった。

国において法改正が進められる中で，国立特別支援
教育総合研究所では，
「特別支援教室（仮称）
」の機能
についての分析を進め，第44回日本特殊教育学会にお
いて「小・中学校における障害のある子どもへの教育
支援体制に関する研究(3)」として「特別支援教室（仮
称）
」の機能について発表した。
（http://www.nise.go.jp/blog/2006/06/post_611.html）
研究内容は，平成17年の中央教育審議会で報告した
「特殊学級の弾力運用」の９パターンの方法について
さらに検討を進めた。さらに「特殊学級・通級の活用」
「個別指導」
「習熟度」の現状から，一人一人の教育的
ニーズの対応状況に着目し，考察上，特別支援の教育
的ニーズは連続したものであることを踏まえた上で，
「多い・中程度・少ない」の３タイプに便宜上の分類
をして，
「特別支援教室（仮称）
」への道筋を，案とし
て図１に整理した。

７ 「特別支援教室(仮称)」の機能の検討について

(1) 図１「特別支援教室（仮称）
」への道筋について
ここでいう「特別支援教室（仮称）
」 は， 対象と
なる児童生徒が通常の学級に在籍した上で，障害の
特性に応じた教科指導や，障害に起因する困難の改
善・ 克服のための指導を，
「特別支援教室（仮称）
」
で行う形態をさしている。図１の①～⑤について次

図１ 「特別支援教室（仮称）
」への道筋
－－

に説明を述べる。①②．発達障害児への学級担任等
の気づきから，個々の教育的ニーズを把握する。③．
個別の教育支援計画や学習指導要領をもとに，個別
の指導計画を作成し，指導時間や内容，方法等を考
慮して， 教育課程を編成する。 例えばＡ君の対応
は，④- １・２・３が考えられ，現行では特別支援
学級等での指導や，個別指導，習熟度別指導等で対
応が行われている。Ａ君に④の対応を行うには，⑤
のように特別支援学級や通級指導教室の担当教員，
ティームティーチング，学級担任等の人的な対応方
法を検討し，具体的な指導を開始する。以上の実態
分析から，下段の「特別支援教室（仮称）
」
（案）の
イメージを想定している。
「特別支援教室（仮称）
」案の特性と課題として，
本制度研究会の「特別支援教室（仮称）
」 案では，
「支援や指導時間（多～少） の柔軟な対応」 や「特
別な指導に対応できる」機能が必要であることが分
かる。 しかしながら，
「特殊学級」 や「通級指導教
室」が障害種別ごとに設置・開級されてきた歴史的
な経緯を踏まえると，障害種別ごとの指導の専門性
の継承について検討課題を残していることが明らか
になっている。 そこで地域内支援体制について，
様々な専門性との連携指導体制を模索する重要性が
懸案となってきている。
８ 文部科学省新教育システム開発プログラム
「特別支援教室制度研究会」の発足
中央教育審議会の答申，学校教育法等の改正が進む
中で「特別支援教室」に関する検討をさらに進めるた
めに，平成18年度から「特別支援教室制度研究会」
（国
立特殊教育総合研究所・上越市教育委員会・横浜市教
育委員会・長野市教育委員会・宇治市教育委員会・栗
原市教育委員会・あきる野市教育委員会・湖南市教育
委員会）を立ち上げ，文部科学省新教育システム開発
の研究の取組に着手した。検証すべき事項は，次のと
おりである。
小中学校における障害（発達障害を含む）のある児童
生徒への指導等については， 現行制度では「特殊学級」
及び「通級指導教室」の二本立てで行っておりそれぞれ
に制限はあるが，これを，学校の裁量を拡大し「特別支
援教室」の形態で柔軟な指導を行えば，障害のある児童
生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導が可能
であるといわれている。
本研究では，このことを現行制度の枠内で運用上特別
支援教室に近い形で実践的に研究するとともに，具体的
な制度化にむけた課題等についても検討する。

「特別支援教室制度」 の検討においては， 国立特別

支援教育総合研究所で積み上げてきた研究結果を踏ま
え，研究協力機関として７市の教育委員会，並びに７
市が設置している小中学校を研究協力校として，実践
的な研究を推進してきた。
研究開始初年度の18年度は，現行制度の枠内で運用
上特別支援教室に近い形で実践的に研究するため，以
下の３点を中心に取り組んだ。
平成18年度
１ 特殊学級に在籍する児童生徒の他に，特殊学級担当
教員が，通常の学級に在籍するＬＤ等を含めた障害の
ある児童生徒の支援方法を探る。
２ 通級による指導の担当教員が，対象児童生徒以外の
ＬＤ等を含めた障害のある児童生徒への支援方法を探
る。
３ 校内や校区外における教師間連携・支援体制づくり
や，校内における交流及び共同学習を適切かつ効果的
に行う方法を探る。

平成19年度は，18年度の課題を解決するため次の点
を明確にして研究に取り組んだ。
平成19年度
１ 支援を必要としている対象の児童生徒に，必ず，専
門性ある指導者が関与できること。
２ 地域・学校内の「特別な指導・支援を必要とする総
時間数（計画上）」 に対して， 結果として支援ができ
ない時間を残さないためにはどうするか，方法を工夫
すること。
３ 校内支援体制の構築と充実を目的に，特別支援学級
に在籍する児童生徒の交流及び共同学習を適切かつ効
果的に行う方法を探る。
４ 校内，校区外における教師間の連携・支援体制づく
りにおいて成果と課題を明らかにする。

９

特別支援教室の特性
新教育システム開発研究での研究が進む一方で，国
立特別支援教育総合研究所のプロジェクト研究の結果
から，
「特別支援教室」 の特性に関する見解が報告さ
れた（平成20年１月25日 国立特別支援教育総合研究
所セミナー１）
。そこでは，①「特別支援学級」の在
籍児童生徒の交流及び共同学習と，②通常の学級に在
籍する児童生徒の通級による指導（図２）について，
特別な教育的ニーズに対応と現行制度を踏まえた「特
別支援教室」の概念が示された（図３）
。
そして，特別支援教室の特性としては，次の２点が
示された。
① 支援の程度や時間（多～少）に柔軟に対応でき
ること
② 特別な指導を行う専門的な運営ができること
以上の特性は現行の通級による指導に近似している

－－

が指導時間の上限（８時間）の制約がない形態として
提案された。現在の通級による指導は核となる障害種
別ごとの専門性の対応が担保されているが，現段階の
研究所の特別支援教室（案）は，障害種別の対応につ
いての検討は十分ではなく，課題が残されていること
も提起されている。
以上が，
「特別支援教室制度」 の検討に関わる経緯
である。本報告書は，新教育システム開発プログラム
として取り組んだ研究内容の結果を，報告としてまと
めたものである。

図２ 「特別支援学級」と「通級指導教室」

図３ 「特別支援教室（仮称）
」

－－

Ⅱ

２年間の取組と課題

平成18年度の取組
研究開始初年度は，現行制度の枠内で運用上特別支
援教室に近い形で実践的に研究するため，以下の３点
を中心に取り組むこととした。
① 特別支援学級に在籍する児童生徒の他に，特別
支援学級担当教員が，通常の学級に在籍するＬＤ
等を含めた障害のある児童生徒の指導方法を探る。
② 通級による指導の担当教員が，対象児童生徒以
外のＬＤ等を含めた障害のある児童生徒への指導
の方法を探る。
③ 校内や校区外における教師間連携・支援体制づ
くりや，校内における交流及び共同学習を適切か
つ効果的に行う方法を探る。
７市教育委員会と研究協力校の取組から，それぞれ
の地域の特徴を生かした実践内容がみえてきた。各地
域の特徴をあげると以下の通りである。
① 校内の特別支援を必要とする対象者と必要な指
導・支援時間を出し，対象児童への対応を特別支
援学級担当教員・通級指導教室担当教員の弾力的
運用・校内の全職員から指導・支援時間を捻出し
た地域
（宇治市・長野市・湖南市）
② 通級による指導（言語・情緒）において，校内
における通常の学級の特別な支援が必要な児童へ
の指導，通級担当教員によるＴＴの実施，校外に
おける通級児童の在籍学級でのＴＴの実施，要請
があった他校の学級を訪問し，通級対象と考えら
れる児童の学級でのＴＴを実施する地域

（あきる野市）
③ 校内に学習支援室，校内及び地域内に特別支援
教室を設置し担当教員を置く，または特別支援学
級担当者の兼務による指導の地域，校内に特別支
援教室を設置し，特別支援学級担当者・特別支援
教育コーディネーター・養護教諭等が指導にあた
る地域
（栗原市・上越市・横浜市）
以上の取組の中，①③地域は本研究における支援担
当補助員を配置しながらの支援体制であった。

③ 弾力運用による指導・支援の効果の測定方法を
検討する。
④ 特別支援教育支援員等（補助員含む）の効果的
な活用の在り方を検討する。
以上のことを踏まえ，この２年間の取組を検討した。
検討に際しては，次の３つの視点で整理を行った。
１ 支援の必要な時間を把握する取組
２ 市教育委員会のマネジメントによる学校の裁量拡大
の取組
３ 特別支援教育補助員の効果的な活用

１

支援の必要な時間を把握する取組
７市教育委員会の取組を類型化すると，次の通りで
ある。
(1) 調査から検討をはじめた市の事例
① 支援を必要とする児童生徒の週あたりの指
導・支援時間の実態調査
（宇治市）
② より専門的かつ客観的な判断ができるような
実態調査の方法と校内体制の在り方の確認

（栗原市）
③ 通常の学級に在籍する発達障害を疑われる児
童生徒の中で，
「特別支援教室（仮称）
」を活用
するニーズがある児童生徒の実態把握を行い，
実務担当者会議を開催し「特別支援教室」
（仮
称）での指導実践を参観したり指導効果を評価
しながら指導・支援時間を検討
（上越市）

平成19年度の取組
平成18年度の取組経過から，19年度は以下の３点
を，市教育委員会・研究協力校が取り組むこととした。
① 通常の学級に在籍する特別な指導・支援を必要
とする児童生徒のため，指導・支援の必要な時間
数をあげる根拠を検討する。
② 効果的な「特別支援学級」
「通級による指導」
の弾力的運用の在り方を検討する。
－－

(2) 通常学級に在籍する支援の必要な児童生徒の
発見と適切な支援の内容と方法を明らかにする
過程の中で，指導・支援の必要な時間を明確に
した市の事例
① 市内小学校１，４年生全員を対象に読み書き
チェックを実施し，全市体制による早期発見の
取組，ことばの教室担当者の巡回指導から，学
級における効果的な指導の内容や方法の具体化
の取組， 市主催の特別支援教育コーディネー
ター連絡会議から各校の取組への支援
（湖南市）
② 特別な支援を必要とする児童生徒への担任の
「フットワーク」
， 関係機関を含めた「ネット
ワーク」による適切な指導・支援の実施，その
ための人と場所の確保，特別支援教室運営委員
会による検討（支援の必要な時間を把握するプ
ロセス）
（長野市）
③ 市の巡回相談事業による，巡回相談員や特別

支援推進担当が学校を訪問し，各校より抽出さ
れた児童生徒について学習や行動のアセスメン
トを実施し， 指導に必要な指導時間数の協議
と，特別支援指導補助員の活用等の校内体制整備

（あきる野市）
(3) 小中学校における発達障害児童生徒への教育
的支援のためのガイドラインを策定した市の事例
① 特別な教育的支援の必要な児童生徒について
「気づきから支援」 までの一連の流れを示し，
モデル校による実践事例を紹介
（横浜市）
次に，研究協力校21校の具体的な取組実践を紹介し
ながら，支援に必要な時間の把握方法について検討する。
研究協力校の多くが取り組んだのは支援の必要な時
間を把握するプロセスを明確にしていったことであ
る。そのプロセスを幾つか紹介する。
このプロセスの中で，支援の必要な時間が決定され
ていくが，具体的に項目を決めて評価している学校も
ある（宇治市平盛小， 宇治市槇島中）
。 支援の必要な
時間が決定されていくプロセスは，ほとんどの研究協
力校は類似しており，外部の専門家（巡回相談員・通
級指導教員等）をうまく活用しながらの実践である。
(4) あきる野市西秋留小の場合
① 担任・保護者等の気づき
② 校内委員会へ報告
③ 通常学級担任による行動観察・指導・助言
④ 学習・行動アセスメントシートの作成
⑤ 巡回相談員による行動観察
⑥ 巡回相談員によるコンサルテーション
⑦ 個別の指導計画の作成
通級指導教室と相談
⑧ 個別の指導計画の保護者への提示
⑨ 巡回相談 特
 別支援が必要な教科・領域指導
時間数を明確にする支援の必要な
時間数の明確化
⑩ 巡回相談員 コ
 ンサルテーション
個
 別の指導計画の見直し，理想と
する特別支援の内容，指導体制，
指導時間を明らかにし，個別の指
導・支援の概要を作成
⑪ 専門家委員会によるケース会議
(5) 宇治市南小倉小の場合
① 年度末，担任によるチェックリストによる対
象児童の絞り込み
－－

② 新年度，個人ファイル（経年指導経過・個別
指導計画と評価引き継ぎ）
③ 特支援継続児童の時間割編成
④ 担任と特支部員で，気になる子の検討会
⑤ 特支部員の児童観察
⑥ 特支援対象児童を確定し検討
ア 課題の明確化
イ 個別指導か小集団指導か
ウ 課題に対する支援体制の選択（通級指導・
別室指導・通常級配慮
エ 課題を達成するための必要な時間数
⑦ 時間割を確定し，指導開始
⑧ 期間をおいて，個別の指導計画を検討
⑨ 個々の週必要時間の再検討
⑩ 学期ごとに個別の指導計画にまとめる
(6) 宇治市平盛小の場合
① 校内支援体制の充実
 特別支援教育部（14名 教育相談部と重点
部，養護教諭との連携強化）と校内委員会（７名）
② 実態把握
ア 発達障害が想定される児童
イ 学習困難さが著しい児童
③ アセスメント票と個別の指導計画の作成
ア 支援が必要な児童の再確認
イ 個別の指導計画の作成
ウ 新たに支援が必要と思われる児童の把握
エ アセスメント票の追加記入
オ 必要な支援時間算出のための項目検討
④ 個別の指導計画の追加記入
⑤ 学力実態把握
⑥ 個別の指導計画の評価
必要な支援時間の算出項目
・検査結果
・支援すべき学習内容
・行動調整力
・社会性，コミュニケーション能力
・運動調整力
・家庭環境

項目に沿っ
て， 校内委
員会で支援
時間の検討
↓
担任と再度
検討

(7) 宇治市槇島中の場合
① 実態把握
ア 社会性，コミュニケーション，行動面に課題
イ 学習に課題
(ア) 国語
ａ 勝手読みがある

ｂ 助詞や長音，拗音，促音に聞き違いが
ある
ｃ 小３程度の漢字の細かい部分を書き間
違える
ｄ 文法的に誤りの多い不完全な話し方を
する
ｅ 小３程度の教科書の文章の読みとりが
できない
(イ) 数学
ａ 四則計算で間違いがある
ｂ 正負の数，文字式で評価「１」である
ｃ 定規を適切に使ったりグラフの読み取
りや作図ができない
ｅ 計算について順序立てて問題解決に向
かうことができない
（二つ以上の操作ができない）
(ウ) 英語
ａ アルファベッドが正確に書けない
ｂ ローマ字の読み書きができない
ｃ ４文字以上の単語が読めない
ｄ 簡単な文（３語文）を読んで意味が理
解ができない
ｅ 単語や短い文をまねて言えるが，時間
をおくと言うことができない

成し，支援に必要な時間数を決定する。

(8) 湖南市三雲小学校の場合
① 担任・保護者の気づきのキャッチ
② 担任の捉えた子どもの学習上，生活上の状況
のチェックリスト記入
③ 支援委員会で支援の方向性決定
④ 担任と保護者懇談，教育相談（ＷＩＳＣーⅢ）
の勧奨
⑤ 巡回相談員による検査実施，その後保護者と
の懇談
（この巡回相談員との教育相談が大前提）
⑥ 今後の支援について方針を決定し， 支援形
態・方法・内容等の検討，指導計画の作成
学習のツールとしての読み書きの背景である「認知
心理的な能力」 のレディネス課題，
「教科内容の理解
や技能」のレディネス課題，行動上の課題によって，
支援内容・形態等を検討する。
(9) 上越市大潟町小の場合
校内委員会の一つである「特別支援教育学年研修
会」において，教科・学習内容・必要な時間等具体的
に明らかにし，こべつの支援教室用ニーズ調査票を作
－10－

(10) 長野市三本柳小の場合
① 支援 を 要 す る 児童 に つ い て， 担任 の 行動
チェック，支援のニーズの明確化
② 個別の指導計画の作成（必要な支援時数，支
援内容の明確化）
③ 巡回相談員の支援過程における積極的な参加
④ 支援の経過分析から，支援の必要時間・支援
基準を見つけ出す
ア 本人は大きな不適応感はもっていないが障害から
くる行動が不利益となっている児童

↓
週に１時間，支援室においてソーシャルスキルト
レーニング

イ 一斉学習の中では集中して学習することや学習の
定着が困難な児童

↓
週に１から２時間，支援室において個別指導
週10時間，特別支援学級において国語算数の学習

ウ 学習面に大きな問題はないが， 本人が不適応感を
強くもつ児童

↓
週に１時間支援室において，ソーシャルスキル・
トレーニング・心理的安定を図る活動
週５～８時間，支援室・特別支援学級において心
理安定と教科学習

エ 発達障害に伴う情緒的な不適応が強く， 集団の中
で落ち着いて学習することが困難な児童

↓
１日３時間（週15時間）， 特別支援学級または支
援室において，国語・算数の指導と心理的安定を
図る(就学指導を勧める）

(11) 横浜市滝頭小の場合
支援時間の決定
① 担任の気づき，保護者の相談
② コーディネーターと保護者面談
③ 担任・コーディネーター・外部機関の見取り
ア 個人シート（チェックシート）
イ 特別支援児童名簿作成

ウ
エ

アセスメントシート（個別教育計画）作成
支援計画の作成

２ 市教育委員会のマネジメントによる学校の裁量拡
大の取組
７市の取組の実施状況をみてみると
① 地域内支援体制の構築（上越市）
② 校内支援体制の整備（宇治市・湖南市）
③ 非常勤講師の配置（横浜市）
④ 校内支援体制の整備と補助員の配置（栗原市・
長野市）
⑤ 地域全体を見通した「通級による指導」等の運
用（あきる野市）
という特徴がある。
これらは，方法は地域の実情に応じて異なるが，校
内支援体制の整備を行い，学校の状況に応じて教員の
協力体制と補助員等の配置からの支援をするという基
本的な様相が理解できる。
(1) 地域内支援体制による取組（上越市）
中学校区（ブロック内） において， 各学校での

弾力運用では対応しきれない児童生徒の実態や指導
の内容がある。このような状況に対応するため，ブ
ロック内の専門性を学校間で生かし合う，提供し合
う支援体制を学校間の裁量拡大で連携し整えている。
そこでは，次のような調整が行われている
① 特別支援学級担任が他校の特別支援教室に提
供できる指導時間の調整
② ①の結果とニーズ調査の結果を照らし合わせ
て他校の特別支援教室へ出向く曜日と時間を作成
③ ブロック内の担当者の動きを作り出し，指導
時間割を作成
安塚小のＴ教諭が上杉小の特別支援教室へ指導支
援に出向いたときには，市の介護員がその後の支援
に入ることができるよう市教育委員会がサポートを
行っている。
(2) 補助員の配置や特別支援学級の弾力的運用か
らの取組
① 補助員が配置されていないため，特別支援学
級担当教員による指導
（宇治市南小倉小）
ア 特別支援学級３クラスの合同時間に，別室
で個別指導
イ 特別支援学級在籍児童が交流及び共同学習
に行く時間に，通常の学級の児童の個別指導
ウ 全校一斉放課後学習会の時間も，特別支援
の時間として活用
② 特別支援教育加配教員（府費）と特別支援学
級担当教員による指導
（宇治市平盛小）
ア 特別支援教育加配教員
ステップルームの設置
個
別
グループ
学級補助

12時間
５時間
５時間

取り出し児童

23名

学習の困難さが著しい児童
ＬＤおよびＬＤの疑い
高機能自閉症の疑い
ＡＤＨＤの疑い

イ

14名
６名
２名
１名

特別支援学級担当教員
 交流及び共同学習に行く時間を活用して，
通常の学級に在籍する児童の個別・グループ
指導
 コミュニケーション能力の育成のため，
特別支援学級在籍児と支援を要する児童と
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一緒にグループ指導
③ 新教育システム研究予算の支援補助員（ス
キップルームの設置）と特別支援学級・通級指
導教室・教育相談室（コスモルーム）による指
導・支援
（宇治市宇治小）
ア 支援補助員・校内体制から教員の確保
特別支援教室（スキップルーム）の設置
個別 ９名（週１から５時間の通級）
イ 特別支援学級担当教員
特別支援学級への通級
３名（国語，算数を中心に週３時間から10時間）
ウ 教務・大学院生・管理職
教育相談室（コスモスルーム）８名
エ 通級指導教室
発
 達障害の特性に合わせた，より専門的な
指導
13名（週１時間）
支援している児童33人／支援の必要な児童56人
58.9％（支援率）
④ 新教育システム研究予算の支援補助員と市費
の支援員，特別支援学級による指導・支援
（長野市三本柳小）
ア 支援補助員
支援室 個別的支援（算数・国語・自立活動）
７人 11時間
ＴＴに入っての個別的支援（算数）
４学級 ９時間
イ 市費支援員
支援室 個別的支援（算数・国語）
10時間
特別支援学級補助
８時間
教材作り・教材準備
２時間
ウ 特別支援学級担当教員
特別支援学級の弾力的運用
エ 特別支援学校（盲学校）相談員・市巡回相
談員
２週間に１度 ＬＤ児の視知覚訓練
月２回 市巡回相談員 支援室での支援
支援している児童10人／支援の必要な児童25人
40％（４月）
支援している児童15人／支援の必要な児童20人
75％（12月）
⑤ 特別支援教室①②③を設置し支援
（横浜市滝頭小）
ア 特別支援教室① 個別支援学級に設置
個別支援学級担当が指導
イ 特別支援教室② 学習ルームに設置
特
 別支援教育コーディネーター，学習ルーム
専任，担任等が指導

 学級担任が学年で相談し，週１時間（学年
１名の輪番制）学習ルーム指導
ウ 特別支援教室③ 保健相談室に設置
 一時的に興奮状態になり授業が受けられな
い，不登校気味の児童の一時避難場所的な機
能の部屋
 管理職・ 養護教諭・ アシスタントティー
チャー等が指導・支援
エ 通常の学級で，個別的に指導を受ける
 学年ＴＴ，少人数指導担当，アシスタント
ティーチャーが指導・支援
オ 市費非常勤講師（週24時間） がコーディ
ネーターの後の指導を担当
コーディネーターが学習ルームの指導
⑥ コーディネーターによる校内支援体制の構
築，段階に応じた支援の工夫を実施
（横浜市寺尾小）
ア 学級担任による教室内での指導の工夫
きらきらルームの４月当初からの運用
イ 特別支援学級の弾力的運用
ウ 校内研修を行い，体制の説明や支援の共有化



(3) 補助員の専門性や支援の質的な内容に視点を
当てた取組
① 湖南市三雲小の取組
ア 実態把握の視点の充実
イ 学習上，生活上の状況の分析と共有
ウ 支援内容・形態とゴールの明確化，共通理解
オ 取り出し指導による支援の長所，短所の確
認と把握
② 湖南市三雲東小の取組
ア 支援委員会での子どもの実地把握の充実
イ 子どもの学び方，わかり方によるグループ化
３

特別支援教育補助員の効果的な活用
教育委員会として，特別支援教育補助員を学校に配
置するとき，①補助員の専門性②学校運営の中での組
織的，計画的な活用の２点をあげている。
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(1) 専門性の確保
① 障害や障害に対する対応について，理解と経
験ある補助員の活用は，特別なニーズのある児
童にとって効果的である。そのため，補助員の
資質向上のため研修会参加，担任や特別支援教
育コーディネーターとの面談を通して，児童理
解力の向上を図る。
（あきる野市）
② 補助員に専門性を求める場合，個別の指導計

画に基づいた焦点化した支援が可能になる。正
規職員が教育課程内で取り出して指導するため
に，正規職員の本来の授業を請け負うことで，
その時間を確保する場合は，特に特別支援教育
に特化した専門性は必要ではない。（湖南市）
(2) 組織的・計画的な活用
① 個別の指導計画や個別の教育支援計画を立案
する際に，補助員の活用について明確に位置づ
け，振り返りと評価をとおして，改善を図る。

（あきる野市）
② 支援は，内容とタイミングと関係性が重要な
条件の一つである。そのため，関係者との連絡
調整の機会，支援の継続性とストラテジーの蓄
積，児童との良好な関係と支援についてを検討
したうえでの補助員活用を行う。 （湖南市）
③ ブロック内の支援体制に基づいて，特別支援
教育コーディネーターが他校の特別支援教室へ
出向いて指導するためには，補助員や介護員の
支援は欠かせない。補助員等の役割は ア．特
別支援教育コーディネーターの補充的役割
イ．学校間を移動しながら特別支援教室の支援
にあたる ウ．特別な支援を要する児童生徒が
在籍する学級の担任をサポートする。

（上越市）
④ 特別支援教育に関わる非常勤講師は，特別支
援教育コーディネーターが不在の場合の支援，
ＴＴによる指導，個別的な指導である。

（横浜市）





担任が通常の学級ＴＴに出向く時間の支援，個
に応じた教材教具作りの補助，授業場面におけ
る行動の観察シートに記録。
（上越市大潟町小）
⑤ 優先的に支援を必要としている児童がいる学
級への支援。
（長野市川中島小）
⑥ アシスタントティーチャーとして支援，ＴＴ
支援
（横浜市滝頭小）
⑦ 定期的にきらきらルームで支援，教科指導で
の支援， 通常の学級の給食指導， 各行事のサ
ポート，保護者との面談。 （横浜市寺尾小）

４

次に研究校における補助員の活用状況をまとめた。
① 支援の必要な児童が２人以上いるクラスは，
１人の補助員を入れて支援する。教師が補助員
との話し合いで指導の方向性を検討。関わって
みて児童の変容を的確に把握し補助員の入り方
を構築。常に全校の実態をつかみ，より補助の
高い児童に入れるよう柔軟性をもたせる。
（あきる野市西秋留小）
② 支援児童の状態と基本的な対応についての理
解，巡回相談の際に補助員も参加，学級担任が
学級の状態，学習内容や支援を連絡，補助員の
配置調整を行う。
（あきる野市前田小）
③ 長期的，短期的な児童個々の指導計画を確認
し，一時間ごとの児童の変化と指導方法につい
て確認するため，相談時間の設定を行う。特別
支援学級の補助。
（湖南市三雲東小）
④ 通常の学級の教科指導の補助，特別支援学級
－13－

２年間の研究の取組からの課題
(1) 学校において確立すべき課題
学校は，支援を要する児童生徒の気づきから支援
までのプロセスを確立することが必要である。この
プロセスの中で重要なことは，教師の気づきに専門
性が必要なこと，実態把握を多くの教員の協働で行
うこと，そして外部の専門家（巡回相談員等）との
連携から総合的に判断していくことである。この総
合的に判断していく内容は，以下の点である。
① 児童生徒の学習上，生活上の状況（実態把握）
② 支援の方法
ア 支援の内容
イ 支援に必要な時間数
ウ 支援の場
エ 支援する担当者
③ 個別の指導計画の作成と活用
④ 評価と実践
以上のことを，学校全体の支援の必要な児童生徒
の総数と支援の量を検討したうえで，個々の児童生
徒の支援について判断していくことが必要である。
特別支援教室の支援時間を，客観的に検証していく
上で，重要な点である。
(2) 支援する教員の工夫
支援する教員の工夫としては，特別支援学級担当
者の弾力的運用による指導（取り出し・通常学級で
のＴＴ等）
， 通級指導教室教員・ 専科教員・ 教務・
管理職等による指導等がある。
次の段階が，特別支援教育補助員の配置と活用で
ある。その中で，補助員の役割を明確にしていくこ
とが必要である。学校の実態，支援を要する児童生
徒と教員の数と専門性，外部からの専門家との連携
等との関係から，役割を明確にしていく必要がある。
(3)

今後の課題

支援の必要性があると判断される際に，取り出し
指導する場合の客観的な評価に基づく対象児童の
割り出しが必要と考える。現在までの研究の取組と
して，評価と心理アセスメント等から，支援の必要
な時間の割り出し方法の確立が課題として残ってい
る。また，特別支援教育補助員の効果的な活用の在
り方や，そのために求められる諸条件（支援員の専
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門性，校内体制等）についても，支援を必要とする
児童生徒全体をカバーする支援率の向上の視点から
の検討が必要である。
特別支援教室の制度を考えるとき，対象者と支援
時間の把握において客観性が必要であることは明白
なことであり，この点を明らかにすることも残され
た課題と言える。

○教育委員会名
○所在地
○電話番号
１

①

特別支援指導補助員配置事業
 通常の学級に在籍して特別な教育的なニーズ
がある児童・生徒について，教室や別室での指
導を担当する特別支援指導補助員（市非常勤職
員）を派遣し，市教委と学校の指導のもとに，
児童・生徒の課題の克服に向けた支援を実施する。
② 巡回相談事業
 市の教育相談所に常駐する臨床心理士等が巡
回相談員として，年間５回程度市内全小・中学
校を巡回訪問し，校内委員会から申し出のあっ
た特別な教育支援が必要と思われる児童・生徒
についての行動観察及び支援体制・方法につい
て協議する。
③ 特別支援学校との副籍交流事業
 市内に在住する特別支援学校(都立校)の小学
部・ 中学部に通学している児童・ 生徒に対し
て，市立の小・中学校を地域指定校として副次
的に学籍を置き，学齢簿の備考欄に地域指定校
名を記載するとともに，具体的な取組として学
校だより等の交換や授業・行事等での交流及び
共同学習を進める。
④ 幼稚園・保育園との就学支援シート
 小学校就学前に幼稚園・保育園で受けていた
支援情報について，保護者の了解のもとに入学
する小学校に引継ぎ，入学期からの支援を可能
にするために幼稚園・保育園での支援情報（配
慮事項）について，園が記入し，記載内容を保
護者が確認した上で，教育委員会を通じて，市
内の小学校に引き継ぐ。
 引き継がれた支援情報を基に，小学校は保護
者等との連携を図り，入学期の体制作り等をス
ムーズに実施する。

あきる野市教育委員会
東京都あきる野市二宮350
042(558)1111（代）

あきる野市の概要
(1) 人口・面積・地域の特徴
① 人口 80,841人
② 面積 73.34平方㎞
③ 地域の特色
あきる野市は， 東京都心から40 ～ 50km圏に位置
し， 秋川と平井川の二つの川を軸として， 比較的
緩やかな秋川丘陵・羽村草花丘陵に囲まれる平坦部
と，奥多摩の山々に連なる山間部からなる東京都で
ありながら自然豊かな地域である。
このような自然と歴史を背景に，地域では伝統・
文化の行事が盛んに行われている。学校教育への関
心も高く，ＰＴＡをはじめとする地域の各種団体の
連携・協力体制が整っている。
特別支援教育については，平成16年度より３年間
東京都の地域指定を受け， 特別支援教育体制など
を研究・実践し，市の教育の重点的な取組の柱とし
て意欲的に推進している。特に特別支援学校在籍児
童・生徒と通常の学級との副籍交流事業や幼稚園・
保育園との連携を図った就学支援シートの取組は，
大きな成果をあげている。
(2)

学校及び児童・生徒，教員等の状況(12月１日)
小学校

中学校

12校

６校

4,825人

2,174人

特殊学級設置数及
び在籍数

６学級
41人

４学級
28人

通級指導教室数及
び指導対象者数

６学級
69人

１学級
８人

269名

141名

学校数
義務教育就学者数

教職員数

２

(3) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校（数と種別）
都立あきる野学園養護学校

（知的障害・肢体不自由併設）１校
都立立川ろう学校

（聴覚障害）
１校
(4)

市独自の特別支援教育に関する事業等
－15－

平成19年度，市教育委員会における取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児
童・ 生徒の「支援の必要な時間」 を把握する市
教育委員会の取組
研究協力校の３校を含めて，市の事業としての巡
回相談の実施により，市教育委員会から派遣された
巡回相談員（臨床心理士等）及び特別支援教育推進
担当が学校を訪問し，校内委員会から抽出された児
童・生徒について学習や行動のアセスメントシート
に基づく行動観察を実施し，校内委員会との検討会
をとおして，指導に必要な時間数を協議し，特別支
援指導補助員の活用等の校内体制を整備している。
研究協力校においても，同様に巡回相談員による
行動観察に基づく支援時間を把握している他に，研

究協力校の「通級による指導」を実施する担任が，
校内のコーディネーターとなり校内の特別な支援を
必要としている児童の実態把握を行い，支援に必要
な時数について，市教委と連携を図りながら算出する。

③

組織的・計画的な特別支援指導補助員の活用
 特別な教育ニーズに対して，個別指導計画や
個別の教育支援計画に基づく， 意図的・ 計画
的・組織的な支援を行うことは，指導の一貫性
や児童の状況に応じた適切な支援につながる。
 個別指導計画や個別の教育支援教育を立案す
る際に，特別支援指導補助員の活用について明
確に位置付け，振り返りと評価をとおして，改
善を図る。
④ 特別支援指導補助員の支援の評価
 個別指導計画に示された中期的・長期的な支
援について，特別支援指導補助員の活用を含め
て的確に評価し，支援のあり方についての評価
を的確に実施する。
 評価結果を受けて，児童の実態に応じて個別
指導計画及び個別の教育支援計画の見直しを実
施する。

(2) 弾力運用等による支援率を上げるために教育
委員会が採った方法
研究協力校の３校は「通級による指導」を実施し
ている学校であるが，校長の裁量による弾力的な運
用により，次の２点を実施している。
① 通級による指導対象外の障害種別の児童に対
しても，校内の支援体制の一つとして，通級に
よる指導学級での支援を実施できることとしたこ
と。
② 研究協力校については，市の事業や本研究に
関する特別支援指導補助員の活用について，市
の巡回相談員による行動観察及び検討会等を経
ずに活用することができるようにしたこと。
３
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
（補助員を活用した地域のみ）
① 特別支援指導補助員の資質の向上
 障害に対する対応について，理解と経験のあ
る特別支援指導補助員を活用することは，特別
な教育ニーズのある児童にとっては効果的である。
 市教育委員会主催の特別支援教育コーディ
ネーター養成研修や配置校の特別支援教育や児
童理解に関する研修会に参加し，資質の向上を
図る。
② 特別支援指導補助員の児童理解力の向上
 支援にあたる児童の実態を的確に把握し，適
切な支援を行うことは，効果的に特別支援指導
補助員を活用するために重要なポイントである。
 支援にあたる児童の担任や特別支援教育コー
ディネーターとの面談等をとおして，児童理解
力の向上を図る。

平成19年度（研究２年次）に残された課題
１年次に引き続き，校内における支援体制，必要総
時数算出の中で，一人一人の支援体制が具体化し，支
援の方向性及び課題を明確化することができてきてい
る。
校内における指導対象児童以外でＬＤ等の障害のあ
る児童や学習に著しい遅れが見られる等の特別な教育
ニーズのある児童に対して，校長の裁量による弾力的
な運用により， 特別な支援を実施することができた
ケースも見られた。
しかし，
「通級による指導」 を受ける児童数の増加
に伴い，研究を推進するための時数を確保することが
難しくなってきている。
新しい「通級による指導」を実施する学級等を新設
し，弾力的な運用（校内や校外における在籍学級での
ＴＴ等の指導や担任や特別支援指導補助員への指導・
助言）を実施できる体制を作ることが重要になる。
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○学校名
○所在地
○電話番号
１

あきる野市立西秋留小学校
東京都あきる野市上代継292
042(558)1127

学校の概要
(1) 学校周辺地域の特色
都心より50km離れた本校は， 秋川の清流にのぞ
み，風光明媚な地にある。
子どもたちは，素直で明るく伸び伸びと育ってい
る。保護者の教育に対する期待と関心が高く，地域
も，自分達の学校という意識が強く，協力を惜しま
ない。地域活動も活発で，たくましい青少年の育成
に力を入れており，学校・ＰＴＡ・地域の連携が密
に保たれ，その効果を上げている。
(2) 在籍者数・学級数
在籍者数 431名 学級数

14学級

(3) 特別支援学級設置数
０学級
(4) 通級指導教室数
２学級（情緒障害，23名）
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
盲・聾・養護学校（数と種別）
都立あきる野学園養護学校１校（知的・肢体）
(6) 学校独自の取組等
① 人権教育総合推進地域事業
② 地域ぐるみの学校安全体制推進事業
③ 豊かな体験活動推進事業
２

平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
の「支援の必要な時間」を把握する学校での取組
① 担任・保護者等の気づき
一斉指導や日常生活における不都合さについ
て，具体的な場面やその状況を記録し，校内委
員会への報告を準備する。
② 校内委員会への報告
具体的事実をもとに校内委員会に報告し，通
級指導学級や巡回相談員による行動観察，個別
指導計画の作成の見通しを立てる。
③ 通級学級担任による行動観察・指導・助言
学習・行動アセスメントシートの作成に当た
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り，通級指導学級担任が行動観察を行い，学級
担任と指導上の課題等について相談する。
④ 学習・行動アセスメントシートの作成
アセスメントシートの項目に従って，支援を
必要としている行動傾向を明らかにし，巡回相
談時の行動観察の視点，支援の手立てを探る視
点を絞る。
⑤ 巡回相談員による行動観察
巡回相談員及びコーディネーター， 管理職
が，学習・行動アセスメントシートをもとにし
た行動観察を行う。
⑥ 巡回相談員によるコンサルテーション
校内委員会あるいは全体会において，巡回相
談員による行動観察結果を基にした指導・助言
を進める。
⑦ 個別指導計画の作成
通級指導学級担任と相談しながら，個別指導
計画の様式に従って現状と課題を整理し，指導
目標や指導・支援の方法，体制等を明らかにす
る。
⑧ 個別指導計画の保護者への提示
面談や家庭訪問等の機会を用いて，個別指導
計画を提示しながら現状及び指導・支援の見通
しについて共有する。
⑨ 巡回相談員による行動観察
特別な支援が必要な教科・領域，指導時間数
を明確にすることに焦点を絞って実施する。
⑩ 巡回相談員によるコンサルテーション
個別指導計画の見直しを図りながら，理想と
する特別な支援の内容及び指導体制，指導時間
数を明らかにし，個別の指導・支援の概要を作
成する。
⑪ 専門委員会におけるケース検討
必要に応じて，専門委員会において検討し，
障害の判定や指導・支援に関する助言を得る。
(2) 弾力的運用等による支援率を上げるために各
学校が採った方法
① 新教育システムの予算とは別の特別支援指導
補助員の予算確保。
② 通級指導学級担任による補助員の研修， 指
導，助言。
③ 支援の必要な児童が２人以上いるクラスは，
１人の補助員が指導を補助する。
④ 校内職員の障害理解を促進するための研修。
⑤ 保護者の個別学習に対する必要性の理解促進。
⑥ 巡回相談員による助言，指導。

(3) 特別支援指導補助員の効果的な活用の在り方
① 支援の必要な児童が２人以上いるクラスは，
１人の補助員で指導を補助する。
② 補助員との話し合いを通して指導の方向性を
検討。
③ 関わってみて児童の変容を的確に把握し，補
助の入り方の再構築。
④ 限られた予算・人材のため，常に全校の実態
をつかみ，より補助の必要度の高い児童に入れ
るよう柔軟性を持たせている。
３

平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 校内における支援の必要な児童に関する教員
間の共通理解， 障害理解の向上。
（特に担任の
障害理解が無いと， 補助員をつけることが難し
い。
）
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(2)通級指導学級に在籍する児童数が増加している
ので， 弾力的運用の実施が厳しい状況にある。
特別支援学級（通級・情緒）の新設または，補
助員の時間数の増加が必要である。
(3) 学習補助以外に行動面での支援が必要な児童
は， 限られた予算の中でどの時間帯に補助員を
配置したらよいのか，判断が難しい。
(4) 補助員と特別支援教育コーディネーター， 通
級指導学級担任の話し合いをする時間を確保す
る。
(5) 補助員を利用する際の保護者の理解を促す。
(6) 発達障害に関する専門性のある補助員の育成
と人材確保。
(7) 指導を担当しない特別支援教育コーディネー
ターを配置し，児童のアセスメントをし，担任
や補助員に助言をする。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

あきる野市立前田小学校
東京都あきる野市野辺92
042(559)7611

学校の概要
(1) 学校の特色
市の東南部に位置し， 自然環境には比較的恵ま
れ，商店や工場が少なく，落ち着いた住宅地域にあ
る。今年度，創立30年を迎えた。周辺の宅地化が進
むと共に，集合住宅も増え，都市化が進んでいる。
保護者・地域は学校に対して協力的で，読み聞か
せや様々な行事に対して，ボランティアとして活躍
している。
(2) 在籍者数・学級数
在籍者数 295名 学級数

11学級

(3) 特別支援学級設置数
０学級
(4) 通級指導教室数
２学級（言語障害）30名
(5) 特別支援教室制度に関する研究に， 連携可能
な特別支援学校
都立あきる野学園養護学校 １校（知的・肢体）
(6) 学校独自の取組等
① 人権教育推進のための調査研究事業
② 地域ぐるみの学校安全体制推進事業
③ あきる野市研究協力校(道徳)
２

平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
① 年度の初めに，特別支援教育にかかる全体会
を開催し，以下の児童について，全職員で情報
交換を行い，児童の実態把握と支援の確認を行
う。
ア 年度末に，支援の成果と今後の課題を整理
し，支援継続の必要が確認された児童。
イ 幼稚園保育園から就学支援シートで支援を
引き継いだ新１年児童。
（今年度対象児）
ウ 新体制の下，新たに担任や保護者の気付き
から，要支援児童として挙げられた児童。
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② 全ての支援児童について担任は，個別指導計
画を作成する。
（学習・ 行動アセスメントシー
ト，チェックシート）
③ 支援児童全員に対して巡回相談を実施する。
ア 巡回相談員と校内委員会メンバー（管理
職， コーディネーター， 言語通級学級担任）
が学習・行動アセスメントシートをもとにし
た授業観察を行う。
イ 観察後，専科担任，医療機関，通級指導学
級等，関係機関からの情報，各種心理検査結
果（言語通級指導学級担任実施）等を参考に，
具体的な支援内容（教科，場面，取り出し指
導の必要性，時間数等）について検討する。
ウ 補助員による個別支援の必要が認められた
時，具体的な支援内容，支援場面，形態，時
間数等を検討する。
エ 学期毎に巡回相談を実施し，支援による児
童の変容，支援の成果と課題を整理し，個別
指導計画の見直しを行う。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるための各学
校が採った方法
① 校内委員会を月１回定例開催
コーディネーターを中心に，校内の児童の状
態を把握し，児童のニーズにあった支援が組織
的に，スムーズに行われるようにする。
ア 特別支援全体会の開催（学期毎）
イ 特別支援研修会の開催
 今年度は講師を招聘し，講師と共に，支援
児童の在籍する全教室を回り，教室における
環境設定の工夫（掲示物と掲示方法，小黒板
の利用，座席の配慮等）
，学習場面での工夫，
個別対応の工夫等について研修を行った。
② 巡回相談の活用
授業観察後，相談員より指導・助言を得る。
③ 情緒通級指導学級との連携
情緒通級指導学級担任による授業観察，連絡会
の開催等
④ 医療機関との連携
担当医との連絡会の開催等
⑤ 保護者との連携
児童への支援の必要性について，共通理解し
連携を図る。
※
個別指導計画は，面談等において保護者に提
示し，指導・支援内容の確認。
※
面談には校内委員会メンバーが同席し，支援
は校内体制の中で行うことを明確にする。

⑥ 言語通級指導学級担任が，取り出しでの個別
指導や在籍学級でのＴＴの支援を行う。
ア 情緒学級への通級が適当と思われる児童に
対して，保護者の了解の下，言語通級指導学
級での個別指導（相談通級）と，ＴＴによる
支援を実施。心理検査，巡回相談で児童の課
題を明らかにし，情緒通級指導学級への通級
が開始された。通級開始後も言語学級での支
援を継続している。
イ 特別支援学級(固定・知的)への就学が適当
であると判断された児童に対して，言語通級
指導学級での個別指導（相談通級）
， 言語通
級指導学級担任によるＴＴの実施。
ウ 登校渋りのある児童に対して，言語通級指
導学級で，個別の学習支援と適応指導の実施。
⑦ 補助員制度の有効的な活用
教科支援指導補助員(市費)，特別支援指導補
助員(市費)，新教育システムによる指導補助員
を，適正配置する。
⑧ 補助員，言語通級指導学級担任が学級に入っ
て支援を行う際に，同じクラスに在籍する支援
児童に対しても，可能な範囲で支援を行う。
(3) 特別支援補助員の効果的な活用の在り方
① 補助員に，支援児童の状態（言語理解や行動
特性等）と，基本的な対応方法について十分理
解してもらう。
② 巡回相談の際に，支援の様子を観察し，授業
観察後の話し合いに補助員も参加する。
（必要
支援時間として換算）
③ 学級の状態，学習内容と具体的な支援につい
て，学級担任が連絡できるようにする。
④ 支援児童に関して，週案簿への記入等，簡単
な指導記録の交換を通して，適宜情報交換し，
支援の状態を把握する。
⑤ 支援の必要度の高い児童を優先させながら
も，個別支援が必要な全ての児童に対して，支
援が行えるように，補助員の配置調整をする。
３

平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 特別支援教育および発達障害に関する， 教職
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員の理解推進と意識の向上。
支援に関する実践的研修を充実させ，教職員が
発達障害についての理解を深めると共に，児童に
とって学びやすい学級の環境整備，学習場面の工
夫，補助員との連絡，保護者との連携等，学級担
任が主体的に行えるようにする。
支援児童について全教職員が共通理解し，場所
や人が変わっても，同一の支援が行えるようにす
る。
(2) 個々の児童の，教育的ニーズに柔軟に対応し，
支援が，計画的に継続して行えるよう，校内支
援体制の充実を計る。
ア 校内委員会の機能性を高める工夫。
イ 学年および，低・中・高学年ブロック単位で
のグループ学習指導の検討。
ウ 教員の空き時間を使ってのＴＴ実施の検討。
(3) 補助員の有効活用
ア 補助員の適正配置
イ 支援児童の障害理解や具体的な対応等に関す
る情報提供，話し合い時間の確保と支援状況の
把握方法の工夫。
ウ 補助員への研修会の開催。
(
4) 児童の学習のつまずきに対応した教材・ 教具
が準備され，安心して学習に取り組むことがで
きる，取り出し指導を行う場の環境整備。
(5)

言語通級指導学級の弾力的運用のさらなる工夫。

(6) 情緒通級指導学級， 特別支援学級（固定・ 知
的）
，医療機関等との連携の推進。
有効な指導方法，教材・教具の活用等について
情報を得る。
(7)

幼稚園，保育園との連携の推進。
スムーズな支援の引き継ぎと，適正就学の推進。

(8)

保護者への理解啓発の推進
保護者の気付きを増やし，よりよい支援に繋げる。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

③ ７月の個人面談にて（その後は随時）
， 状態
像の共有を図る。保護者との共通理解が得られ
た場合には，改めて，通級担任も同席しての面
談を行う。生育暦の聞き取り，発達検査（ＷＩ
ＳＣ－Ⅲ）等，アセスメントの実施。その後，
保護者への戻しと， 具体的な支援の提案を行
う。
（必要に応じて， 通級への入級， 補助員の
配置，医療機関の受診を提案）
④ 学期ごとの変容と課題，支援体制の見直しを
行う。

あきる野市立増戸小学校
東京都あきる野市伊奈1173
042(596)0240

学校の概要
(1) 学校周辺地域の特色
東京都の西部に位置し豊かな自然に囲まれている
かつては農業が盛んな地域であったが，近年は新興
住宅地へと変わりつつある。
(2) 在籍者数・学級数
在籍者数 545名 学級数

(2) 弾力的運用等による支援率を上げるために各
学校が採った方法
① 積極的な通常学級担任による，保護者との教
育相談活動。
② 教育相談部を中心とした，チームとしての対
応の活性化。
③ 特別支援補助員の予算確保。
④ 通級担任を講師とした，校内職員の障害理解
を促進するための研修。
⑤ 不登校，学級不適応が著しい児童に対し，通
級時間の上限８時間を上回る指導の実施。
⑥ 巡回相談員による指導・助言。
⑦ 通級指導学級担任による，在籍学級での通級
指導学級及び，通級児童についての理解授業の
実施。
⑨ 通級担任が教育相談機能の重点化を図り，発
達検査を実施することによる，円滑な相談体制
の構築。
⑩ 医療機関との密な連携による，円滑な相談体
制の充実。

18学級

(3) 特別支援学級設置数
０学級
(4) 通級指導教室数
２学級(情緒障害等，19名)
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
盲・聾・養護学校（数と種別）
都立あきる野学園養護学校１校（知的・肢体）
(6) 学校独自の取組等
① 二期制
② 読書活動に関する研究（文部科学省）
③ 小・中連携に関する研究（あきる野市）
２

平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
の「支援の必要な時間」を把握する学校での取組
① 年度の初めに，特別支援教育にかかる全体会
を開催し，以下の児童について，全職員で情報
交換を行い，児童の実態把握と支援の確認を行
う。
・
年度末に，支援の成果と今後の課題を整理し，
支援継続の必要が確認された児童。
・
幼稚園，保育園から就学支援シートで支援を引
き継いだ新１年児童。
（今年度対象児１名）
・
新体制の下， 新たに担任や保護者の気付きか
ら，要支援児童として挙げられた児童。
（
「どの
子もすこやかに」生活指導全体会開催）
② 要支援児童について随時，通級担任，巡回相
談員を中心に授業観察，担任，専科教員からの
聞き取りと当面の対応を協議する。
（必要に応
じて個別指導計画の作成）

(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
① 同様の課題の見られる児童について，一人の
補助員による複数児童への個別的支援。
② 通級児童の増加に伴う，個別指導の充実を図
るための，通級指導学級での補助員の活用。
③ 通級指導学級担任による補助員への指導・助言。
④ 指導記録による，担任との状態の共有と連携。
３
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 校内における支援の必要な児童に関する教員
間の共通理解，障害理解の更なる向上。
(2) 通級学級に在籍する児童の増加に伴う， 教室
等，施設面の整備。
(3) 教育相談活動の積極的な実施に伴う通級担任
の負担増。

(4) 専任のコーディネーターの配置の必要性
(5) 発達障害があり， 不登校， 保健室登校をして
いる児童への通級指導学級担任としての関わり
方。及び，適応指導教室との連携，固定制の情
緒障害等学級の設置。
(6) 補助員と特別支援教育コーディネーター， 通
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級担任との話し合いをする時間の確保。
(7) 発達障害に関する専門性のある補助員の育成
と人材確保。
(8) 保護者， 学童等関係機関， 地域への特別支援
教育，発達障害等に関するの理解・啓発。

○教育委員会名
○所在地
○電話番号
１

た適切な指導・助言及び必要な支援を行い，加
えて校（園）内の特別支援教育の支援体制の確
立を推進することを目的とする。
ア 巡回相談
 医師，学識経験者，心理学の専門家，教員，
委員会委員等からなる専門家チームにより，
保護者や幼稚園，小・中学校 などからの申
し出に応じて，特別な教育的支援を必要とす
る幼児児童生徒への適切な教育的対応等を示
す巡回相談を行う。
イ コーディネーター育成事業
 特別支援教育コーディネーターを養成し，
実践的指導力をつけるためコーディネーター
会議，事例研究会を開催する。
ウ 特別支援連携協議会の開催
 宇治市地域における障害のある子どもの
ニーズに応じた教育的支援を適切に行うため
のネットワークの構築として，学識経験者，
医療， 福祉， 学校（園）
， 行政関係部局によ
る特別支援連携協議会を開催する。
② 特別支援教育研修講座の実施
ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症等を含め，特
別な教育的支援を必要とする児童生徒一人一人
の教育的ニーズに応じた具体的支援に関する研
修を深め，教職員の資質向上を図る。
ア 特別支援教育研修講座
 幼稚園，小・中学校の教職11年目21年目31
年目の教職員を対象として，新教育システム
開発プログラム研究協力校校長による「特別
支援教育の現状」についての講演の実施
イ 幼児教育研修講座
 幼稚園教諭，保育士，保健師を対象として，
臨床発達心理士による「集団保育で大切にす
べきこと」について講演の実施

宇治市教育委員会
京都府宇治市宇治琵琶33
0774(21)1879

市の概要
(1) 小学校数，中学校数，義務教育就学者数（小・
中）
，教員数（小・中）
① 学校数・学級数・児童生徒数・教員数
学校数

児童生徒数

教員数

小 学 校

22

11,162

501

中 学 校

9

4,858

275

計

31

16,020

786

②

特別支援学級
小学校では22校中19校に29学級（知的障害学
級19， 情緒障害学級９， 視覚障害学級１）
，中
学校では，９校すべてに知的障害学級（９学級）
及び併設学級として情緒障害学級（３学級）が
設置されている。
③ 通級指導教室
通級指導教室として，
「ことばの教室」 を４
校に５教室，
「ことば・ きこえの教室」を１校
に１教室設置している。
「ことばの教室」 はことばに障害のある児童
生徒に，
「ことば・ きこえの教室」 はことばと
聴力に障害のある児童生徒に対して，その障害
の程度や状況に応じた指導と支援を行うほか，
ＬＤ，ＡＤＨＤを含めた障害についての指導，
教育相談，検査なども行っている。また，ＬＤ，
ＡＤＨＤ，高機能自閉症等の生徒に対し，通級
による指導・援助を行うため，中学生対象の通
級指導教室を１校に設置している。
(2
) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校
① 特別支援学校： ５校<京都府立桃山養護学校
（知）
・ 南山城養護学校（知， 肢）
・ 城陽養護学
校（知，病，肢）
・向日が丘養護学校(肢，知）
，
京都教育大学附属特別支援学校(知)>
② 盲学校：１校<京都府立盲学校（視）>
③ 聾学校：１校<京都府立聾学校（聴）>

２

(3) 市独自の特別支援教育に関する事業
① 宇治市特別支援教育推進委員会
宇治市における特別な教育的支援を必要とす
る幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ
－23－

平成19年度，市教育委員会における取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する市教育
委員会の取組
① 支援を必要とする児童生徒の週あたり支援時
間の実態調査の実施
ア 目的
 全校教職員協同体制の下，児童生徒一人一
人の教育的ニーズに応じた教育支援方法の確
立を図る。
イ 通常の学級に在籍する対象児童生徒の支援
の在り方

(ア) 小学校低学年に配置されている指導補
助員による支援
(イ) 指導方法加配教員による休憩時間・放
課後時間での支援
(ウ) 児童生徒支援加配による支援
(エ) 特別支援学級担任による取り出し指導
(オ) いきいき支援員による支援
(カ) 宇治市適応指導教室による支援
(キ) 京都府特別支援教育充実事業非常勤講
師配置による支援
（ク）
 肢体不自由児や別室登校対象児童生徒
は全校体制による支援
ウ 課題
 ５ ％ の児童生徒が支援を必要とするが，
学級担任や教科担任による指導の中で現状を
補っている。
② 支援対象者の取り出し指導の基準についての
研究
ア 研究開発校の成果を全市的に広める。
イ 特別支援教育研究指定校12校で実施

を図る。
(ア) 学校の組織力の強化が求められる。
(イ) 教職員の授業力の向上や自信へと繋げる。
(ウ) 児童生徒の学力向上をめざす。
イ 研究開発校の取組例の報告
（ア）
「特別支援教室（仮称）
」の在り方
（イ）
「特別支援学級」の弾力的運用
（ウ） 特別支援教育の対象者の指導の実態
② 学校訪問による指導
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
① 本指定事業「補助員」の活用による場合
１校
② 京都府指定事業「非常勤講師」配置による活用
６校
③ 学生支援員の活用による場合
１校
３

(2) 弾力運用等による支援率をあげるために市教
育委員会が採った方法
① 特別支援教育コーディネーター会議の開催
ア 方針の説明
 特別支援教育コーディネーターを核にした
全校教職員協同体制の下，児童生徒一人一人
の教育的ニーズに応じた教育支援方法の確立
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 学校体制の組織化を図り，児童生徒へ の支援
を計画的に実施する。
(2) 教育支援計画， 個別の指導計画を作成し， 児
童生徒の学力向上をめざす。
(3) 教職員の資質向上に努め， 教育的ニーズに応
じた適切な指導を進める。
(4) 特別支援教育について保護者の理解と認識を
深めるための啓発に努める。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

２

京都府宇治市立神明小学校
京都府宇治市神明石塚32番地
0774(39)9114

学校の概要
(1) 学校の特色
京都市の南端に接する宇治市の中央部に位置し，
近くには平等院等の歴史的文化遺産が多く点在す
る教育環境の整った地域であるとともに，児童の安
心・安全の確保を含み，比較的に地域の教育力の高
い校区である。
(2)

在籍者数（平成19年５月１日現在）
学
年

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

障
級

計

男

49

54

57

41

38

55

2

296

女

57

48

56

52

39

41

1

294

106 102 113

93

77

96

3

590

計

(3) 特別支援学級設置数
種別：知的障害 １学級（在籍児童数３名）
(4) 通級指導教室
種別：聴覚障害 １教室（通級児童数27名）
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校
種別：養護学校２校 盲学校１校 聾学校１校
(6) 学校独自の取組等
① 校内特別支援教育委員会を充実する。
特別支援教育コーディネーターを中心に特別
支援教育部長， 通級指導教室担当(以下： 教室
担当)， 特別支援学級担任(以下： 学級担任)，
生徒指導部長，教育相談部長，養護教諭，等の
構成により定期的な会議を持ち，個々の対象児
童の支援内容を検討する。
不登校等，生徒指導及び教育相談に関わる課
題を持つ児童についても，発達障害との複合型
もあるので各担当部とも検討していく組織とし
ている。
② また，より充実した円滑な校内委員会の開催
を目指し，毎週金曜日６校時に特別支援教育小
委員会を開催し，事前協議を実施する。
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平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の｢支援の必要な時間｣を把握する学校での
取組
① 昨年度に実施した「軽度の発達障害のある児
童」のチェックリスト票による実態調査により
リストアップされた個々の児童の＜学習・生活
状況と支援のあり方＞について，昨年度内に校
内委員会が文書整理した。
② 本年度入学の児童については，１学期間の学
習及び生活の実態を担任よりの報告を受け，支
援を必要とする児童の整理を行った。
② 夏季休業中に，校内委員会として各学年学級
の教員とリストアップされた全ての該当児童に
ついて，
「ケース会議」 を開催し， より具体的
な支援の内容・方法を検討するため，児童のよ
り詳細な実態を把握することに努めた。
③ 従来より具体的な支援の方法を検討している
児童に加えて，新たに特別な支援を必要とする
児童に対する具体的な支援の方法の検討を進め
てきた。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるために各学
校が採った方法
① 特別支援学級での通級指導
通常の学級に在籍する該当児童においては，
発達の状況から学習全体に丁寧な指導が必要で
ある。
特に， 算数科におけるつまずきが大きいた
め，個別の学習指導を進めることが特別な支援
として有効であると考える児童に対しては，特
別支援学級で毎日１時間の学習活動を進めてい
る。
② 担任外教員による個別指導
通常の学級に在籍する該当児童においては，
発達状況から学習全体に丁寧な指導と励ましが
必要である。
特に，国語科及び算数科におけるつまずきが
大きいため，個別の学習指導を進めることが特
別な支援として有効であると考える児童に対し
ては，別室において担任外教員により毎日１時
間の学習活動（国語科週２時間，算数科週３時
間）を進めている。
③ 非常勤講師による学習支援
特別支援のために配置された支援員により，
臨時的に特別な支援の必要な児童に対して，学
習活動の支援を進めている。

特に，肢体不自由児の体育科の学習活動補助
として，週２時間の支援を進めている。
④ 少人数指導加配による算数科の学習支援
 少人数指導加配の算数科の学習指導におい
て，特別支援に必要な児童に対して，習熟度に
応じた指導を進めている。
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
＊本年度は補助員の配置はなし。

オ 在籍児童以外の発達障害児等の支援時間 ４時間
カ 校務（委員会・部会・学年会等） １時間
キ 教育相談
０時間
ク その他の時間（クラブ活動・教材研究）
２時間
※
「ア・カ・ク」において週28時間の授業時間
内の活動であり，
「オ」 の４時間は「ア」 に
含まれる。
３

(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童生徒の｢交流及び共同
学習｣の方針
ア 特別支援学級と通常の学級との日常的な交
流や，学校行事（運動会，遠足，等々）や遊
び時間の取組， 給食， 清掃等の設定（計画）
された時間での交流及び共同学習を積極的に
行う。
イ 地域の各小中学校の特別支援学級在籍の児
童・生徒と各校の児童会・生徒会等の児童・
生徒，特別支援学校の児童・生徒が集う『地
域学校』での取組を通して，市内の小中学校
や特別支援学校の児童生徒との交流を行う。
ウ 本校区在住で特別支援学校に通学する児童
と，本校該当学年及び特別支援学級の児童が
『居住地交流』の取組を通じて交流を行う。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況
ア １年男児 特支学
14時間／週
通常学級 ９時間／週
＊給食指導 ３回／週（要介護）
イ ４年女児 特支学級 17時間／週
通常学級 10時間／週
クラブ等 11時間／週
＊給食指導 ３回／週
ウ ６年女児 特支学級 17時間／週
通常学級 10時間／週
クラブ等 １時間／週
＊給食指導 ３回／週
※通常学級での学習は，殆ど介助不要である。
③ 在籍児童生徒が｢交流及び共同学習｣を行って
いる時の特別支援学級担任の状況
※別紙様式５「週日程」参照
ア 在籍児童の指導の時間
25時間
イ 在籍児童の交流に付添う指導時間 ０時間
ウ 在籍児童が交流のため指導の無い時間 ０時間
エ 在籍児童以外の通常学級の教科指導時間 ０時間
－26－

平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 特別支援学級の弾力的運用については， 一貫
性のある支援活動が困難である。
昨年度は在籍児童が１名だったので，通常の学級
児童の通級指導の受け入れが可能であったが，本年
度は在籍児童が３名で学年も分かれていることか
ら， 通級指導や通常の学級での支援指導が困難と
なった。
(2) 特別支援教育に関する会議や相談時間の確保
が困難である。
月に１回の校内委員会では不十分であるため，毎
週金曜日１時間の小委員会を開催するが，時間的に
も回数的にも十分ではない。
(3) コーディネーターを学級担任がすると活動が
困難である。
相談・観察・指導等の活動を進めるためには，学
級担任では時間的にも精神的にも動きがとりにく
い。
(4) 全教職員の特別支援教育に対する共通理解や
一致した取組を推進が困難である。
特別支援教育に関する研修を実施しているが，発
達障害に関する理解や位置づけ等が，まだ不十分で
ある。
(5) 個々の支援計画を作成する時間が十分でない。
児童への学習指導，学校行事等の教育活動や教職
員の会議・研修等のある中で，個々の児童の障害の
実態・程度等の分析や協議の時間を設定することが
かなりに困難である。
(6) 特別な支援を進めるスタッフが足りず，継続
的な支援が困難である。
宇治市教育委員会の配置する非常勤講師が支援活
動を進めているが，計画的・継続的にならない状況
である。

(7) 保護者の理解を得ることが困難である。
児童の実態把握を進める中で，特別な支援が必要
である児童に対して，その保護者に理解を求め，特
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別な支援の必要性を説くが，通級指導においても抵
抗を示す場合がかなり多く，理解を得ることが困難
である。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

宇治市立南小倉小学校
京都府宇治市小倉町南浦40-1
0774(39)9131

学校の概要（平成19年度）
(1) 学校の特色
創立30年を迎えた本校は，宇治市西部の巨椋池干
拓地跡に位置し，昭和40年代の大規模な住宅開発に
伴い，昭和53年に西小倉小学校から分離，新設され
た。児童数は最高時1,043名に達したが，現在は313
名と激減している。
校区は，約１平方kmの範囲内におさまり，市立図
書館分館，消防署，福祉施設等が近くにある。
(2)
学

在籍者数・学級数
年

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支学級

計

在籍児童数

61

58

47

55

39

49

4

313

学 級 数

2

2

2

2

2

2

3

15

(3)

特別支援学級設置数（設置種別及び在籍数）
種

別

知

在籍児童数

(4)

１

的

情

緒
２

視

覚

計

１

４

通級指導教室
通級指導教室数

開級障害種別

指導対象者数

２

言語障害

40

(5) 特別支援制度に関する研究に， 連携可能な特
別支援学校（視覚障害・聴覚障害等）
京都府立桃山養護学校 京都府立盲学校
(6) 学校独自の取組等
小規模校でありながら通級教室を２つ持ち，視覚
障害学級を含む３特支学級という特別支援の人員構
成もあり，全職員の研修と従前からの異年齢活動を
重視する校風から，全職員で一人一人の子どもを丁
寧に見ていく取組を続けている。
２

平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
－28－

① 年度末､担任のチェックリストによる対象児
童絞り込み
② 新年度､個人ファイルの引継ぎ（経年指導経
過・個別指導計画と評価）
③ 特支継続児童の時間割編成（暫定）
④ 担任と特支部員で，気になる子の検討会
⑤ 特支部員の児童参観
⑥ 特支対象児童を確定し，以下を検討
ア 課題の明確化
イ 個別指導か小集団指導のどちらが必要か
ウ 課題に対する支援体制の選択（通級指導か
別室指導か通常級支援なのか）
エ 課題を達成するために，週に何時間必要か
⑦ 時間割を確定し，指導開始
⑧ 期間をおいて，個別の指導計画を検討
⑨ 個々の週必要時間数の再検討
⑩ 保護者との相談
⑪ 学期毎に個別の指導計画にまとめる。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるために各学
校が採った方法
① 保護者への本校特別支援教育の啓発を，学校
便り等で月１回程度行う。
② 支援対象者を増やすために
ア 日常的に通常の学級担任と児童の様子につ
いて交流を行う。
イ 年度当初把握できなかった１年生の実態を
把握し保護者と相談を行う。
ウ 校内研修で作成したアセスメント票をもと
に，個人懇談で相談を進める。
③ 支援時間数を増やすために
ア 特支学級３クラスの合同授業時間に，別室
で個別支援の時間をとる。
イ 特支学級児童が交流学級で学習する時間
に，特支学級担任が通常の学級児童の個別支
援を行う。
ウ 全校一斉放課後学習会の時間も，特別支援
の時間として活用する。
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
（補助員を活用した地域のみ）
本校では支援員の配置がなく，活用できなかった。
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組（特別支援学級設置校のみ）
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流及び共同
学習」の方針

ア 児童の実態と障害の状況に配慮し，保護者
の承認を得て，交流する学習内容，時間，共
同学習の内容，時間，体制を決定する。
イ 交流学級での学習は，特支学級在籍児童が
好ましい人間関係を維持，発展するのに有効
であると認められるものであること。
ウ 交流学級での学習は，基本的に付き添いな
しで学習に支障ないものとする。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況
（各子どもの交流時間，付き添い等の状況）
ア 知的学級在籍児童３年･･音楽週２時間（付
添なし）
体育週２時間（ＴＴとして授業支援）
書写週１時間（付添有り）
イ 情緒学級在籍児童１年･･音楽週２時間（付
添なし）
ウ 情緒学級在籍児童３年･･音楽週２時間（付
添なし）
 体育週２時間（付添なし） 図工週１時間
（付添なし）
書写週１時間（付添なし）
エ 視覚学級在籍児童３年･･国語週３時間（付
添有り）
 算数週２時間（付添有り） 社会週１時間
（付添有り） 理科週１時間（付添有り） 音楽
週２時間（付添有り）
 総合週１時間（付添有り） 道徳週１時間
（付添有り）学活週１時間（付添有り）
③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ている時の特別支援学級担任の状況
（付き添い，交流に行かない子どもの授業，教

材研究，ＬＤの支援，通級指導等）
ア 知的学級担任
月

火

水

特支支援

付添Ａ

木

イ

月

火

水

木

金

１
２

個の授業

３

個の授業

４

個の授業

５

個の授業

６

ＬＤ支援

ウ

出

張

１

特支支援 ＬＤ支援 特支支援

火

水

木

付添Ｂ

２

金
付添Ｂ

付添Ｂ

３

付添Ｂ

４

付添Ｂ

５

付添Ｂ

６

特支支援

視覚障害学級担任
月

付添Ｂ

付添Ｂ

付添Ｂ

付添Ｂ

付添Ｂ

付添Ｂ

特支支援 特支支援

※／は担任としての指導時間外（放課後）を示す
無印：担任児童の指導
付添Ａ：
体育のＴ２として通常学級の支援を必
要とする児童の指導に当たりつつ，担
任児童の支援も行う
付添Ｂ：
担任児童の支援をし，通常学級の支援
を必要とする児童の指導も行う。
特支支援
：交流学級外の通常学級の支援対象者
に個別の学習支援を行う。
（放課後の
時間も記入）
出 張：
年 間20回以上の出張が予定されてい
る。出張のない時は，付添Ｂとして扱う。
個の授業
：２名の内１名が交流学級で学習する
間に担任児童個別の課題を指導する。
ＬＤ支援
：通常学級のＬＤ児童に個別の学習支
援を行う。
（放課後の２時間）

金

１
２

情緒学級担任

３

３

４
５
６

付添Ａ

出

張

特支支援
特支支援 特支支援

付添Ｂ
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 指導者の力量の向上（児童理解， 指導内容，
指導方法，保護者との相談，担任との相談等）
(2) チームとしてカンファレンスする機会を確保
する。
（アセスメント票や個別の指導計画を基に
児童実態や有効な指導方法の検証など）
(3) 取り出し指導の時間確保が困難（行事や出張
など）
(4) 日常的に通常学級担任と児童について交流する。

(5) 特別支援を行うことで自尊感情を傷つけたり，
教科学習進度の遅れを伴わないような指導内容
や方法の検討
(6) 児童の身近にいる発達障害など課題のある児
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童について，理解し仲よく過ごせる集団作りを
進める。
(7) (1) ～ (6)の取組を通して支援率の向上を図る。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

法工夫改善加配（２名）等が配置され，支援体
制の充実を図っている。

京都府宇治市立平盛小学校
京都府宇治市大久保町平盛91-3
0774(39)9140

２

学校の概要
(1) 学校の特色
本校は宇治市の南西部に位置し， 主に府営団地
が校区となっている学校である。昭和57年に日本語
教室を開設し，中国残留帰国児童の受け入れや国際
理解教育を進めている。空き教室をデイサービスセ
ンターとして利用し， 学校と併設している。
「心に
響き合う特色ある体験活動」 として「国際理解教
育・福祉教育・特別活動・食育」の４つの分野にお
いて活動を行っている。
(2) 在籍者数・学級数
在籍数：294名
学級数：14学級
(3) 特別支援学級設置数
特別支援学級（知的）１学級
特別支援学級（情緒）１学級

平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
① 校内支援体制の充実
特別支援教育部（14名）
毎月１回定例会議
教頭
特別支援教育コーディネーター２名
特別支援学級担任
各学年１名
少人数担当
学びアドバイザー
養護教諭
日本語教室担当
校内委員会（７名）
週１回定例化
教頭
特別支援教育部長
特別支援教育コーディネーター２名
特別支援学級担任
特別支援教育加配
学びアドバイザー

在籍数：４名
在籍数：２名

(4) 通級指導教室
言語通級指導教室 １学級
対象者数：28名（うち自校通級14名）
(5) 特別支援制度に関する研究に連携可能な特別
支援学校
京都府立盲学校 １校
京都府立聾学校 １校
養護学校
３校
京都府立南山城養護学校
京都府立桃山養護学校
京都府立城陽養護学校
(6) 学校独自の取組等
①
「
『聞く』
『書く』
『話す』 といった基礎的な力
を身につけ，楽しく学び合う子をめざして」と
いう重点研究のテーマに基づき，少人数指導や
小中連携授業，読み書き計算タイム，学びタイ
ム（ペア学年）
， 図書ボランティアによる読み
聞かせ会などを行っている。
② 特別支援教育加配（京都府の特別支援教育充
実事業による措置）
， 学びアドバイザー（京都
府学習習慣確立支援事業による措置）
， 指導方
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今年度より特別支援教育部に養護教諭，日本
語教室担当，学びアドバイザーも加え，教育相
談部や重点部，養護教諭等との連携を強め，学
校全体として児童の実態把握がより細やかにで
きるような体制にした。また，教育相談部との
連携を密にするために，校内委員会のメンバー
が教育相談部を兼務する体制を作った。
週１回校内委員会を定例化することにより，
全校児童の把握やケース検討を行うことができ
た。
② 実態把握
発達障害と思われる児童については特別支援
教育部が中心となり，３年ほど前から実態把握
を積み重ねてきている。

かな把握が必要である。３学期には，学力の実
態把握をより細かく行うために全校で漢字の読
みと計算のテストを実施する予定である。

発達障害が想定される児童の実態把握
特別支援教育部で気になる児童の交流
↓
校内委員会で検討
↓
アセスメント票の作成
↓
保護者との相談
↓
心理検査
↓

実施時期

平成20年１月

ねらい

一人一人の学習の習熟度を把握する。
支援の在り方を探り，授業の工夫に生かす。

実施内容 漢字の読みテスト
四則計算テスト
（ともに当該学年より２学年下の内容で実施。
）

③

専門家チームや巡回相談の活用
↓
個別の指導計画の作成

アセスメント票・個別の指導計画作成

月

本校の実態から学習の困難さが著しい児童に
対する支援の必要性は大きく，今年度は学習の
困難さが著しい児童も「支援が必要な児童」と
捉え，実態把握を行った。

取り組み

４月

支援が必要な児童の再確認。
特別支援教
ステップルーム活用児童の確認。ア 育研修会
セスメント票に基づいて個別の指
導計画を作成。

５月

新たに支援が必要と思われる児
童について把握。（年間）

特別支援教
育部

個別の指導計画の追加記入

校内委員会

アセスメント票の追加記入
個別の指導計画の評価
後期の目標と支援の手立ての記入

特別支援教
育研修会

８月

学習の困難さが著しい児童の実態把握

場

チェックリスト（ＬＤ）を実施（全員）
↓

必要な支援時間算出のための項目 校内委員会
検討
一人一人のファイルを作成。
(ア セ ス メ ン ト 票・ 個別 の 支援計
画・指導計画を綴じる)
必要な支援時間の算出
個別の指導計画の評価の追加記入

二次チェックを実施
（２学年下の習熟度の実態を把握）
↓
校内委員会で検討し，精査
↓
担任と協議
↓
アセスメント票の作成
↓
保護者との相談
↓
心理検査
↓
個別の指導計画の作成

12月

個別の指導計画の追加記入

校内委員会

１月

学力実態把握

校内委員会

２月

アセスメント票の追加記入
個別の指導計画の評価

特別支援教
育研修会

④

必要な支援時間の算出
校内委員会で項目を検討

ア

学力の困難さが著しい児童について，一人一
人の学力の実態把握が不十分なことが，アセス
メント票や個別の指導計画を作成する中でわ
かってきた。本校の課題として，支援を必要と
する児童が多いことが，細かな把握のできにく
さにつながっているものと考えられる。一人一
人の支援を有効に行うためにも一人一人の細や

イ
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①

検査結果

②

支援すべき学習内容

③

行動調整力

④

社会性・コミュニケーション能力

⑤

運動調整力

⑥

家庭環境

項目に沿って，一人一人の支援時間を検討
（校内委員会）

ウ

校内委員会の資料を基に，担任と再度検討

(2) 弾力運用等による支援率をあげるために各学
校が採った方法
① 交流学習に行く時間を活用して，特別支援学
級担任が通常の学級に在籍する児童の個別・グ
ループ指導を行う（表中のＡ）
② 特別支援学級担任がコミュニケーション能力
の育成をねらいとして，特別支援学級の児童と
一緒にグループ指導を行う（表中のＢ）
特別支援学級担任による取り出し授業
月

火

水

金

Ｂ（特：６）
（通：１）

１
２

木

(3) 特別支援教育加配（京都府の特別支援教育充
実事業による措置）の効果的な活用の在り方
① 特別支援教育加配の動き（ステップルーム）

Ｂ（特：６）
（通：１）

月

Ｂ（特：６） Ｂ（特：６）
（通：１） （通：１）

１

火

水

木

学級補助 学級補助

金
個別指導

３
Ｂ（特：４）
（通：１）

４

Ｂ（特：６）
（通：１）
Ｂ（特：２）
（通：１）

５

特：特別支援学級在籍児童数
通：通常の学級在籍児童数
③

通級指導教室における指導
現在14名が通級（自校のみ）

④

特別支援教育加配による指導
23名がステップルームを利用

⑤

平成19年12月における支援率

グループ グループ
グループ
指
導 指
導 個別指導 個別指導 指
導
（２名） （２名）
（２名）

３

グループ
個別指導 個別指導 指
導 個別指導 個別指導
（２名）

４

個別指導 学級補助 個別指導 個別指導 指導記録

５

グループ
個別指導 個別指導 学級補助 指
導 学級補助
（３名）

Ａ
（通：２名）

６




２

ア 特別支援教室（ステップルーム） を設置
し，個別・グループ指導等の取り出し指導を
行う。
学習の困難さが著しい児童
取り出
ＬＤ及びＬＤと推察される児童
し児童
高機能自閉と推察される児童
23名
ＡＤＨＤと推察される児童

14名
６名
２名
１名

イ 通常の学級への支援（Ｔ・Ｔ）を行う。

（５時間）
ウ 校内委員会が中心となって個別の指導計画
を作成し，担任が検討を行う。それに基づい
て支援を行う。
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童の「交流及び共同学
習」の方針
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ア 個々の発達の状況にあわせて，交流内容を
検討する。(その際保護者や本人の意思も尊
重しながら決定する)
イ 交流学習を行うに当たって，交流学級児童
に理解を得るため理解教育を行う。
ウ 在籍児童の障害についての理解を深めるた
め，年間を通して，全学年との交流学習の機
会を設定する。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況
ア 知的障害学級
Ａ（１年）音楽２ｈ 図工２ｈ
Ｂ（３年）音楽２ｈ 図工２ｈ
Ｃ（３年）音楽２ｈ
Ｄ（５年）音楽２ｈ 図工２ｈ 体育２ｈ
イ 情緒障害学級
Ｅ（２年）音楽２ｈ
Ｆ（２年）音楽２ｈ
ウ 全員週１回給食交流（火曜日）
③ 在籍児童が「交流及び共同学習」を行ってい
る時の特別支援学級担任の状況
ア 交流に行かない在籍児童の指導
イ 特別な支援を必要とする通常学級在籍児童
の個別指導
ウ 交流に行かない児童と，特別な支援を必要
とする通常学級在籍児童との合同学習指導
エ 特別支援教育研究会への参加
オ 通常の学級在籍児童の実態把握
カ 給食交流時は通級指導担当らとの児童の実
態交流
３

平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 必要な支援時間算出基準や時間の妥当性の検証
今年度校内委員会で，必要な支援時間算出のため
の項目を検討した。その項目が妥当であるか，他に
必要な項目等がないかの検討が必要である。また，
必要な支援時間を項目に基づいて算出した。支援時
間を算出するためには，支援内容を細かく把握して
おくことが必要である。そのためにも一人一人のア
セスメント票の作成や個別の指導計画の作成がより
重要となってくる。
今後は算出した支援時間等について，妥当かどう
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かの検討を深めていく必要がある。
(2) アセスメント票や個別の教育支援計画， 個別
の指導計画作成のための工夫
一人一人の支援内容を把握するためにも個別の指
導計画の作成の必要性は高く，校内委員会が中心と
なって作成している。今後は担任が中心となって作
成できることが目標である。学級担任の多忙さの中
でどのように時間を確保していくのが課題である。
特別支援教育部の研修会の中に作成の時間を確保す
るなどの工夫をしている。今後も負担感を少なくし
て作成できるようなシステムや工夫を考えていくこ
とが必要である。
(3) 取り出し指導における支援の有効性の検証
特別支援教育加配による取り出し指導の支援の方
法や内容等について個別の指導計画に基づいて検証
することが必要である。週１回の校内委員会を設定
しているが，人数も多く支援について十分検討でき
ていないのが現状である。有効な支援を行うために
も取り出し指導における支援内容を検討していく必
要がある。
(4) 取り出し指導を行った場合の評価の在り方
今年度はステップルーム（加配による取り出し指
導）における指導内容や変容について保護者宛の文
書を通して伝えている。しかし，今後支援体制が整
い，一人一人のニーズに対応することができるよう
になると，支援時間の増加が想定される。その時の
評価の在り方が今後の課題である。
(5) 特別支援教室の担当者の専門性
現在は，校内委員会が中心となって，個別の指導
計画を作成し，
「どのような課題をどのように支援
したらいいのか」を担当者（加配）に伝え，それに
基づいて支援をおこなっているが， 十分には伝え
きれていない面も見られる。特に行動上の課題やコ
ミュニケーションの課題をもつ児童への対応は苦慮
することが多く，担当者の専門性が望まれるところ
である。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

京都府立城陽養護学校
京都府立向日が丘養護学校
京都教育大附属特別支援学校

宇治市立宇治小学校
京都府宇治市五ヶ庄三番割27
0774(39)9145

学校の概要
(1) 学校の特色
本校は明治５年６月に宇治郡第４小学校として
創立された135年の歴史と伝統のある市内最古の小
学校である。宇治市東部の丘陵地に位置し，近隣に
は黄檗山萬福寺をはじめとする文化財や豊かな自然
に囲まれる恵まれた地域である。徒歩数分でＪＲ奈
良線や京阪宇治線の駅もあり，利便性にも優れてい
る。
児童の増加に伴って分離したが， 現在も児童数
800名を越える大規模校である。親子４代にわたっ
て通学している家庭もあり，地域は教育活動に対し
て大変協力的で，地域に支えられている学校と言え
る。しかし，マンションや新興住宅地の開発による
他市町村からの転入で，近年は保護者層も大きく変
化し，家庭教育の啓発や地域コミュニティづくりが
本校においても課題となってきている。
また，不登校や相談室登校，通常の学級における
支援を要する児童等，児童の状況も年々厳しくなっ
ており，それぞれの課題に対するきめ細やかな指導
と対応が求められている。
(2) 在籍者数・学級数
在籍者数：平成19年12月１日現在
学 級 数：25学級

809名

(3) 特別支援学級設置数（設置種別及び在籍数）
知的障害学級 １学級 在籍 ３名
情緒障害学級 １学級 在籍 ４名
(4) 通級指導教室数（主たる開級障害種別及び指
導対象者数）
主たる開級障害種別：
言語通級指導教室（ことば
の教室）１学級
指導対象者数：28名（自校15名・他校13名）
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校（視覚障害・聴覚障害等）
京都府立盲学校
１校
京都府立聾学校
１校
特別支援学校
４校
京都府立桃山養護学校
－35－

(6) 学校独自の取組
① 校内支援委員会と連携した特別支援教育部の
活動
校長，教頭，生徒指導部，教育相談部，特別
支援教育部，養護教諭等で構成する校内支援委
員会でケース会議を持ち，教育的支援の必要な
児童に対して対応する部を決めながら取組を進
める。その中で発達障害が疑われる児童につい
ては，特別支援教育部が担当して支援を行う。
② 全校職員の共通理解と通常の学級での支援
校内研修で発達障害についての共通理解，月
１回の職員会議での児童の実態や交流等を通し
て全職員の児童理解や研修を深め，通常の学級
に在籍する支援を必要とする児童に対して全校
職員で支援を進める。
③ ティーチャートレーニングの実施
ＡＤＨＤ傾向のある児童を担任する教師を中
心にティーチャートレーニングを実施。通常の
学級での児童への支援を進める。
④ スクールサポート推進事業を利用した取組
京都教育大学の学生が本校で実地演習を行う
事業（スクールサポート推進事業）を利用し，
支援の必要な児童が在籍する学級に当該学生を
配置する。 通常学級担任やコーディネーター
から，支援方法の指導・助言を受けながら関わ
り，支援を行う。
⑤ 通級指導教室（ことばの教室）における支援
指導）
個々の実態を踏まえ，１対１の個別の支援や
２～３名のグループ指導も取り入れながら発達
障害の特性に合わせた指導・支援を行う。
⑥ 特別支援教室（スキップルーム）の開設
通常の学級に在籍する教育的支援を必要とす
る児童に対して， 週１時間から５時間の取り
出し指導を行い，発達障害の特性に合わせた指
導・支援を行う。
⑦ 学力充実部での学力実態分析
少人数授業加配 を 中心 と し て， 担当学年
（５・６年）の算数科における学力分析を行う。
特にＡＤＨＤ傾向にある児童の学力の定着度が
悪いことに着目し，指導の改善や支援の方策を
練る。

２

平成19年度の取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
の「支援の必要な時間」を把握する取組
① 児童実態の把握
ア 担任・関係教師（少人数授業加配・専科担
当等）とコーディネーターを中心に，児童の
実態を交流し，アセスメントを行う。
イ 保護者の了承が得られた児童については，
検査を実施する。
② 個別の指導計画を作成
アセスメントを基に個別の指導計画を作成す
ると共に指導目標を設定する。通級指導教室へ
の取り出し指導する児童については，具体的な
指導内容について通級教室担当とコーディネー
ター・担任で検討し，支援に必要な時間を設定
する。実際に指導する中で見直しを図る。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるために採っ
た方法
① 特別な支援を必要とする児童（特別支援学級
在籍児童７人を含む）
56人／ 809人（約6.9％）
（内訳）
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

通常の学級で
支援の必要な
児童

９

特別支援学級
在籍児童

１

１

１

２

１

１

７

10

10

９

10

８

９

56

合

計

９

８

８

７

８

４月～９月

１

１

１

１

１

５

10月～

３

２

２

１

１

９

ウ

通級指導教室（ことばの教室）の活用
 発達障害の特性に合わせた，より専門的な
指導を目的に週１時間程度の通級を実施す
る。
（内訳）
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計
通級児童数

３

２

２

２

２

２

13

エ

特別支援学級への通級指導を実施
 知的障害があり，特別支援学級への入級も
視野に入れた支援が必要な児童について通級
をすすめた。在籍児童の指導にも効果がある
と考えられるケースについて実施する。
（国
語， 算数を中心に週３時間から10時間の通
級）
（内訳）
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

通級時間数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

49

ア

特学通級

援教室への通級を実施する。
（週１時間から
５時間の通級）
(ア) ４月～９月の支援状況
 校内体制の中から指導者を確保し，指導
に当たった。授業のない時間を利用したも
ので，限られた時間の指導にならざるをえ
なかった。
(イ) 10月からの支援状況
 10月からは，本研究の予算を活用した支
援補助員が１名配置され，運営に当たるこ
とができ，新たに４名の児童が通級を開始
できた。
（通級の内訳）

１

１

１

３

8 ～ 10 8 ～ 10 3 ～ 5

イ

特別支援教室（スキップルーム）の開設
 実態把握する中で，取り出しをして個別の
指導支援が効果的と思われる児童について支
－36－

教育相談室（コスモスルーム）への登校
 通常学級への登校が困難になった児童につ
いて，別室を確保し，登校を促し心理的な安
定を図ると共に課題解決の方策を探ってい
く。
（内訳）
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計
通級児童数

１

１

５

１

８

教育相談室（コスモスルーム）の運営
月

火

水

２

教 務 教 務
フリー フリー

３
４
給食

教 務 教 務 教 務
フリー フリー フリー

５

教務フリー

金

月

火

水

木

１

文教大学大学院臨床心理実習の学生

１

文教大学大学院心理臨床実習の学生

朝の会

教 務 教 務
フリー フリー

木

【特別支援教室（スキップルーム）時間割】

２

６年Ｉ

６年Ｉ

６年Ｉ

３年Ｄ

６年Ｉ

３年Ｅ

１年Ｂ
１年Ｃ

４年Ｆ

３年Ｅ

３年Ｄ

１年Ａ
１年Ｂ

３年Ｅ

５

教材研究

４年Ｇ

１年Ａ

６

５年Ｈ

４

６

教 務 教 務
フリー フリー

教務フリー

教 務
フリー

教務フリー

教 務
フリー

教育相談室には，毎日３～５名の児童が登校
して来る。各自，状況に合わせて通常の学級の
授業に参加する場合もあるが，相談室には常時
児童が在籍している。そのため，教務フリーを
中心に大学院の臨床心理学実習生や管理職が分
担し，児童の支援・指導を行っている。
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
特別支援教室（スキップルーム）を開設し，個別
に指導を必要とする児童に対して支援を行った。ま
た，通級児童の個人懇談会に通常の学級担任と共に
保護者と懇談をし，支援の様子や成果・課題を報告
することができた。
成果として，次の点が挙げられる。
① 個々の課題に合わせた支援が丁寧に行えた。
② 細かな実態把握をした中での課題設定がで
き，児童の「できる」自信につなげることがで
きた。
③ 個別の支援で自信をつけた部分は，通常の学
級での学習の意欲につなぐことができた。
④ 保護者との連携ができた。

－37－

１年Ａ
４年Ｆ

３

教 務 教 務
フリー フリー

金

週予定作成
３年Ｅ

⑤ 支援率
ア 支援人数の状況
全校の支援の必要な児童数
実際に支援をしている児童数
33 ／ 56（58.9％）

56人
33人

６年Ｉ

打ち合わせ

イ

各学年の支援時間数の状況
（特別支援学級在籍児童・ 相談室登校児童
は除く）

２年生：音楽２時間，体育２時間
４年生：体育２時間
③ 在籍児童が「交流及び共同学習」 を行って
いるときの特別支援学級担任の状況
ア 交流に行かない児童の指導
イ 通常の学級から通級してくる児童の指導
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 発達障害についての研修が進み， 担任の気づ
きや相談が増えてきている。コーディネーター
がその事に対応できる時間的な保障が十分では
ない。今後更に，支援の必要な児童へのコーディ
ネートを充実させていく上では，コーディネー
ターの位置づけや活動時間の保障をしていくこ
とが必要となる。
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(4) 校内の特別支援学級在籍児童の交流及び共同
学習の取組
① 特別支援学級在籍児童の「交流及び共同学
習」の方針
ア 同じ生活年齢の集団での交流を図る。
イ 特別支援学級でつけた力を交流学級で，よ
り確実な力にしていく。
ウ 該当学年の学習を集団の中で受ける。
② 特別支援学級に在籍する児童の状況
在籍７名について， 教科学習に参加する時
は，原則的に付き添いはしないで交流学級に通
級する。 各自教科学習の時間に通級する以外
に， 学級でのお楽しみ会や学年での行事（遠
足・運動会・学習発表会等）にも参加する。状
況に合わせて付き添う場合もある。
ア 情緒障害学級
３年生：音楽２時間
４年生：
音楽２時間，体育２時間，社会・
理科で単元により交流学級で学
習。週２～３時間
５年生：音楽２時間
６年生：音楽２時間，体育２時間
イ 知的障害学級
１年生：音楽２時間

－38－

(2) 19年度特別支援教育が完全実施される中で，
保護者の意識や関心が高くなってきた。 相談件
数が多くなると共に， 相談内容が多様化してき
ている。 保護者の相談に丁寧に対応していくた
めの専門性や，保・幼・小・中・高の連携，福
祉・医療等，幅広い視野でのネットワークが必
要になってきている。
(3) 丁寧な実態把握を進める中で， 指導時間の多
少はあるにしても，個別の取り出し指導が効果
的と思われる児童がいることが，はっきりして
きた。 特別支援学級や通級指導教室の弾力的運
用で対応していくだけでは十分とは言えない。
特に特別支援学級での対応は， 在籍児童の実態
によって大きく変化せざるをえない。 責任を
持った指導・支援をしていくためには，安定し
た人的保障と人材の育成が望まれる。
(4) 相談室登校児童のアセスメントを進めると共
に，個別の指導計画を作成し，支援できる担当
者の確保が早急に望まれる。
(5) 全ての児童に対応する特別支援教育を充実さ
せていくために， 全職員の更なる研修と重点研
究部との連携した取組が必要である。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

ティア７名が，通常の学級に入り，支援の必要
な児童に個別的な支援を行っている。

京都府宇治市立木幡小学校
京都府宇治市木幡赤塚４番地
0774(39)9154

２

学校の概要（平成19年度）
(1) 学校の特色
宇治市の北部にあり，校区の周辺をＪＲ奈良線地
下鉄，京阪宇治線が通っている。1005年に藤原道長
が先祖を供養するために建てた「浄妙寺」跡に本校
は建てられている。
年間を通して転出入が少なく落ち着いた地域で保
護者や地域の学校教育に対する関心は高く，下校時
の見守り活動や社会人講師など協力的である。
(2) 在籍者数・学級数
① 在籍者数
473名
② 学級数
16学級
(3) 特別支援学級設置数
① 知的障害学級 １学級
② 在籍数
３名
(4) 通級指導教室
① 言語通級指導教室
② 指導対象者数

１室
31名

(5) 特別支援制度に関する研究に， 連携可能な，
特別支援学校
① 桃山養護学校
② 種別 知的障害
(6) 学校独自の取組等
① 通級指導教室「ことばの教室」における支援
「ことばの教室」 はことばに障害のある児童
に対して，その障害の程度や状況に応じて指導
と支援を行うほか，ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自
閉症を含めた障害についての教育相談，検査な
ども行っている。
② 学校体制としての支援
特別支援委員会が中心となり，大学教授，医
師，発達相談員らの指導を受けながら，個別の
指導計画を作成し，その児童に応じた支援を模
索している。
③ 非常勤講師や臨床心理学専攻の大学院生，学
生ボランティアによる支援
非常勤講師１名，大学院生２名，学生ボラン
－39－

平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
① 特別支援を必要とする児童に関する実態把握
個別のアセスメント表により， 検査結果・ 学
力・行動・社会性・言語コミュニケーション・
家庭環境等の実態把握を行う。
② 特別な支援が必要な時間の検討
ア ＬＤ，ＡＤＨＤ等の程度を検討する。
イ 学級での各教科の学習状況から，情緒面や
躓きの状況を明らかにする（下学年の学習が
適当であるとか，不登校傾向である等）
。
ウ どの教科の，どの時間に，どのような支援
を行うことが有効か検討する。
③ 支援内容と方法の検討
特別な支援が必要な時間をもとに，時間割や
支援者の状況から， 支援可能な時間を検討す
る。
④ 保護者や本人の同意を得る
保護者のニ－ズや児童の学習意欲を把握しな
がら，支援方法についての理解を得る。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるために各学
校が採った方法
① 校内支援体制の整備
ア 特別支援委員会と担任とが毎月定期的に会
議を設定し，誰を・どの程度まで支援可能か
を探り，指導計画等校内協働支援体制のシス
テム化を図った。
イ 通級指導担当教員，臨床心理専攻大学院生
学生ボランティアの支援可能時間に，誰を・
どのように支援できるのかを調査し，実施し
がら連携がスム－スに行われるように改善を
行った。
ウ 担任のスキルアップ
 いろいろな立場の講師による支援方法の研
修や指導助言を受けながら取り組んできたこ
とや先進校視察や研修会などに積極的に参加
し，担任のスキルアップに努めてきた為，担
任の許容範囲が広まった。
エ 保護者連携
 保護者，関係機関，学校の三者で連携を取
りながら取組を進めてきたことから，保護者

の理解も深まり，特別支援に対して難色を示
すこともなくなり，別室指導に対しても理解
が得られるようになった。
オ 学生ボランティアの採用
 臨床心理学専攻の大学院生や学生ボラン
ティアを増やすため，積極的な募集を行い，
支援の量の確保を図った。

は教材研究の時間に充てているが，状況により
特別支援学級児童のクラブに付き添っている。
３

(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
特別支援教育補助員なし
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流及び共同
学習」の方針
ア 一人一人の違いを認め合える人間関係作り
や集団作りを行うことにより理解教育を推進
する。
イ 学級集団生活で適応していけるよう社会性
を身につけさせる。
ウ 特別支援学級児童を取り巻く周囲の人との
関わり合いを広げる。
エ 通常の学級や他の集団に関わることで言語
環境を豊かにする。
オ 交流及び共同学習
(ア) 通常の学級での授業
 教科の中で図工・体育・音楽など通常の
学級で学習可能なものを通常の学級で行う。
(イ) 中学校ブロックでの特別支援学級合同
学習
 年間で15日程度，迎える会や卒業生を送
る会などの行事に向けた練習を合同で行っ
たり，宿泊学習などを合同で行う。
(ウ) 居住地交流
 本校の学区に居住する桃山養護学校児童
との交流学習を年間３回行う。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況
基本的に図工・体育・音楽などを週４～６時
間程度と週２回の給食を通常の学級で行ってい
るが，付き添いは行っていない。ただし，情緒
的に不安定で支援が必要な場合は，他の支援員
が支援を行っている。
③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ている時の特別支援学級担任の状況
空き時間が週４時間あるが，その内２時間は
特別支援学級担任の研修出張で，あとの２時間
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 人的補助と力量向上
研究１年目より様々な専門家に支援の方法やカリ
キュラム作りに指導助言を頂きながら研修や実践を
積み重ねてきた結果， 各教師の力量アップにつな
がり， 包容力もついてきたが， 支援の必要な児童
は年々増加し，それに伴う支援時間も増加傾向にあ
る。個別対応の必要な児童の増加は教師力向上だけ
では遺憾ともしがたく，公的な支援員のいない本校
では支援時間の確保をボランティア学生に求め，各
大学に求人しているが，十分な確保はかなわない状
況にある。
(2) 桃山養護学校（特別支援学校）との連携
居住地交流や学年の障害児理解教育としての交流
はあるが，特別支援教育としての連携ができていな
い。今後どう連携を図っていくかが課題である。
(3) コーディネーターの任命
コ－ディネ－タ－の業務の負担を考えると担任以
外を任命したいところではあるが，特別支援の知識
があり，力量などを考慮するとほんの一部の教員に
限られる。特別支援委員会をリ－ドし，その役割を
担える担任を任命したが，学級業務とコ－ディネ－
タ－との両立はかなりハ－ドであった。人的にゆと
りのない本校では大きな課題として残された。
(4) 支援の必要な児童の絞り込み
人的な問題から，支援を行える児童の数が限られ
ている現状から，時間や支援内容などを考慮し，週
の計画表を作成したが，学年の時間割変更時など必
要な時間に必要な人数がそろわず，スケジュ－ル調
整に苦労があった。また，児童を絞り込む際に各担
任とアセスメント表をもとに調整を行ったが，必要
数が多く絞り込みにも苦労があった。
(5) 保護者の過度な要求
個別支援の有効性が実証されるに従い保護者の支
援への期待度も大きくなり，要求も大きくなる。し
てもらって当たり前と考える保護者にどう理解を求
めて行くかも課題になってきている。また逆に，支
援の必要性を認めようとしない保護者に理解を求め
ることもまだまだ課題として残っている。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

宇治市立槇島中学校
京都府宇治市槇島町本屋敷35-1
0774(39)9162

学校の概要
(1) 学校周辺地域の特色
本校は，昭和57年４月，宇治市立北宇治中学校の
生徒増により分離し市内８番目に開校した中学校
で， 京都市伏見区の南端と接する場所に位置する。
校区内は，京都市のベットタウンとして発展して現
在に至っており，中小企業の工業団地や，旧国道24
号線沿の飲食・小売の商業地，マンションや低層住
宅の専用住宅地などが雑然と混在している。学校周
囲は，開発の結果，ほとんど緑が見られない状況と
なっていたが，環境整備の一環として，校舎周辺の
緑化推進に力を入れ，開校26年目の現在，緑の大木
が校庭に力強く根を張っている。
(2) 在籍者数・学級数
335名・10学級 (特別支援学級を含む)
学

年

在籍生徒数
学

級

数

１年

２年

３年

特支学級

計

112

116

117

5

350

3

3

3

1

10

(3) 特別支援学級設置数
１学級 知的障害 ５名
(4) 通級指導教室数
１学級 ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症等
本校４名，他校６名
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別
支援学校 １校（桃山養護学校）
(6) 学校独自の取組等
平成18年度，京都府下の中学校（10校）に初めて
発達障害のある生徒対象の「通級指導教室」が設置
され宇治市においては本校が指定を受けて取組を進
めている。
２

平成19年度の取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校の
取組
① 「支援の必要な時間」の把握の手順
ア ２，３年生の支援の必要な生徒のアセスメ
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ント票の作成（前年度中）
イ ４月 職員研修会
「発達障害の気づきの視点と支援について」
ウ ５月を生徒観察月間と位置づけ，全職員に
よるスクリーニング
エ ６月 スクリーニングを受けて，学年会で
生徒の実態の交流と当面の方針
オ 校内委員会で，学年会からの報告と当面の
支援方針の確認
カ １年生の支援の必要な生徒のアセスメント
票作成
キ 校内委員会小委員会で「支援の必要な時
間」の算出，校内委員会で検討
ク 学年会を中心に「個別の指導計画」の作成
ケ 空き時間を利用した通常の学級の授業にお
けるＴＴによる支援と生徒状況の把握
コ 11月 「個別の指導計画」中間総括
サ 上記の取組と平行して， 生徒との教育相
談，保護者との相談，諸検査，巡回相談
②「支援の必要な時間」の算出の基準
ア 社会性，コミュニケーション，行動面に課
題がある場合
 医療機関，巡回相談等の関係機関の助言を
踏まえ月１時間から週８時間の間で通常の学
級の教科との兼ね合いを考慮して算出
イ 学習に課題がある場合
 以下の課題がある場合，当該学年の各教科
の時間数を「必要な時間数」として算出
(ア) 国語
ａ 勝手読みがある。
ｂ 助詞や，長音，拗音，促音に書き間違
いがある。
ｃ 小３程度の漢字の細かい部分を書き間
違える。
ｄ 文法的に誤りの多い不完全な話し方を
する。
ｅ 小３程度の教科書の文章の読み取りが
できない。
(イ) 数学
ａ 四則計算で間違いがある。
ｂ 正負の数，文字式で評価「１」である。
ｃ 定規を適切に使ったりグラフの読み取
りや作図ができない。
ｄ 計算について順序立てて問題解決に向
かうことができない。
（二つ以上の操作ができない。
）
(ウ) 英語

ａ アルファベットが正確に書けない。
ｂ ローマ字の読み書きができない。
ｃ ４文字以上の単語が読めない。
ｄ 簡単な文（３語文）を読んで意味が理
解できない。
ｅ 単語や短い文をまねて言えるが，時間
をおくと言うことができない。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるために本校
が採った方法
① 通級指導教室の活用
発達障害を対象として設置された趣旨を踏ま
え，相談活動に要する時間以外の全ての時間を
支援の必要な生徒のための時間として活用し，
支援率は昨年度より上がった。
（現在自校から
の生徒数４名，指導時間合計19時間。他に１名
が通級指導教室を活用していたが，年度途中よ
り特別支援学級へ転籍）
② 特別支援学級の活用
今年度の特別支援学級は，通常の学級の生徒
を受け入れることが難しい状況であったが，通
級指導教室との合同授業の取組は，通常の学級
の生徒にも特別支援学級の生徒にも成果を見る
ことができた。但し，特別支援学級の生徒の状
況によっては，合同授業を断念しなければなら
ない場合があった。特別支援学級の弾力的運用
を今後も進める場合には，特別支援学級在籍生
徒の状況への配慮とともに集団の人数及び指導
者の人数への考慮が必要である。
(3)

ア

次の３つのパターンがある。
(ア) ２，
３年生の男子３名
「体育」
（柔道，器械体操，保健を除く週
２時間）
「音楽」
（週１時間）
「総合的な学
習の時間」
（週２時間）
「行事」
（全時間）
(イ) ３年生の男子１名
「交流及び共同学習」は昼食交流のみ
(ウ) １年生の女子１名
「体育」
（週２時間）
「音楽」
（週１時間）
「総合的な学習の時間」
（週２時間）
「行事」
（全時間）
イ 学年の初めは担任が付き添うこともある
が，ほとんど付き添わない。時々，観察を行う。
③ 在籍生徒が「交流及び共同学習」を行ってい
る時の特別支援学級担任の状況
ア 交流に行かない生徒の授業
イ 不登校生徒のための相談室での学習支援
ウ 校内パトロール（生徒指導）
エ 特別支援教育・教育相談部会
オ「交流及び共同学習」 を行っている生徒の
状況観察
カ 総合的な学習の時間に校外学習を行う場合
の付き添い
３

特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
活用しなかった。

(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍生徒の「交流及び共同学
習」の方針
ア 特別支援学級在籍生徒一人一人の実態に応
じて「交流及び共同学習」を行う。
イ 特に問題がない場合は，
「体育」
「音楽」の
授業と「総合的な学習の時間」
「行事」 にお
いて「交流及び共同学習」を行うことを基本
とする。
ウ 評価については，特別支援学級在籍生徒と
して行う。
エ 全学級と昼食交流を定期的に行う。
② 特別支援学級に在籍する生徒の状況
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 特別支援学級の弾力的運用
具体的には，以下の点についての研究を進める。
① 通級指導教室に通級している生徒の学習のう
ち，集団があることで教育的効果が期待できる
内容においては，特別支援学級の状況に配慮し
ながら，特別支援学級での指導に移行すること
② 特別支援学級の教科に専門の教科担当を配す
ることで特別支援学級担任の持ち時間数を軽減
し，特別支援学級担任が，空いた時間に通常の
学級に在籍する生徒の支援を行うこと
(2)「支援の必要な時間」算出の基準が適正かどう
かの検討
(3) 取り出し指導がスムーズに進むための基盤作り
① 保護者，地域への啓発
② 一人一人が大切にされる学級経営
③ 個に応じた指導がなされる授業
④ 落ち着いた学習環境作り
⑤ 生徒の自己理解を進める教育相談
⑥ 通級指導教室の指導の充実と成果の蓄積

(2) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校
宮城県立金成養護学校(知的障害)

○教育委員会名 栗原市教育委員会
○所在地
宮城県栗原市築館高田二丁目１番10号
○電話番号
0228(23)2225

(3) 市独自の特別支援教育に関する事業
① 学習支援室の設置
宮城県で取り組んでいる「学習システム整備
モデル事業」 を実施するにあたり， 通常の学
級での一斉指導では十分に対応できない障害に
よって生ずる教育的ニーズに的確に対応するた
めに設置されている。文部科学省が「特別支援
教育を推進するための制度の在り方」
（答申）
で示している「特別支援教室」
（仮称） の機能
を考慮している。
② 特別支援教育補助員の配置
幼稚園，小・中学校の通常の学級や特別支援
学級に在籍している障害のある児童生徒に対す
る学習支援や介助を目的として，補助員や看護
師を配置している。幼稚園に配置している補助
員は保育士または幼稚園教諭の免許を有してい
るが，小・中学校に配置している補助員は教員
免許を有していない。

１ 市の概要
【はじめに】
栗原市は，宮城県の内陸北部に位置し，面積の８
割近くが森林や原野，田畑で占められた岩手・秋田
両県に接する自然豊かな田園都市である。
面積は800平方キロメートルを超え， 県内最大を
誇っている。市内北部には，標高約1,627メートル
の栗駒山がそびえ，東西には迫川が貫流し，大地を
潤している。
気候は，冬場の降雪量に大きな差があり，栗駒山
に近い北西部は雪が多く，大崎平野に連なる南東部
では雪が少なく温暖である。
昭和の大合併といわれた昭和30年ごろには，町村
合併や区域の編入，村から町になるなど，栗原市の
前身である築館町・若柳町・栗駒町・高清水町・一
迫町・瀬峰町・鴬沢町・金成町・志波姫町・花山村
の栗原郡10町村の形が，ほぼできあがった。
栗原郡10町村は，平成の大合併で平成17年４月１
日に合併し，栗原市として現在に至っている。
〈栗原市の人口〉
：80,009人
男性：38,593人，女性：41,416人
24,729世帯（2007年10月末現在）
(1) 小学校数，中学校数，義務教育就学者数（小・
中）
，教員数（小・中）特別支援学級設置数及び
在籍数，通級指導教室及び指導対象者数
小
学

校

数

義務教育就学者数
教

員

数

特別支援学級設置数

29校

学

校

分校２校

中
10校

学

411名

196名

36

19
17
13
４
２

知的
情緒
肢体
病虚
難聴

特別支援学級在籍数

49名

25名

通級指導教室数

７

０

通級指導教室
指導対象者数

162名

０名

配

置

数

配置人数

８園

12名

小学校

14校

15名
（看護師１名）

中学校

５校

５名

８園，19校

32名

計

２

分校１校

2,146名

種

幼稚園

合

校

3,906名

知的
情緒
病虚
肢体

校

９
６
２
１
１

平成19年度，市教育委員会における取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する市教育
委員会の取組
① 特別支援を必要とする児童の実態把握のため
の適切な調査方法の検討
ア より専門的且つ客観的な判断ができるよう
な実態調査の方法と，校内体制の在り方を確
認した。実態調査の方法は，宮城県教育庁特
別支援教育室から示されている「通常の学級
に在籍する特別な教育的支援を必要とする児
童生徒に対する実態調査手順」を使用して，
・チェックリストＡ（学習面）
・チェックリストＢ（行動面ー不注意，多動性，
衝動性）
・チェックリストＣ（行動面ー対人関係やこだ
わり等）
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行うことにした。
イ 実態調査の校内体制としては， チェ ック
時に担任プラス担任以外の教員の複数の目で
見るようにし，判断は特別支援教育コーディ
ネーターや教頭等と協議して行い客観性を高
めるようにした。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるために市教
委育委員会が採った方法
① 宮城県教育委員会指定「学習システム整備モ
デル事業」との関連の再構成。
ア これまでの経緯
 宮城県教育委員会から指定を受け， 平成
17年度から３年間に渡って進めてきた「学習
システム整備モデル事業」は，宮城県障害児
教育将来構想の基本理念「障害の有無によら
ず，全ての子供が地域の小・中学校で共に学
ぶ教育を子供や保護者の希望を尊重し展開す
る」を実現するため，共に学ぶための新しい
学習システムづくりをモデル的に実施し，シ
ステムの構築を図ることが目的である。
「学習システム整備モデル事業」 の対象と
する児童は，従来であれば特別支援学級在籍
が相当とされる障害のある児童である。そう
したことから，18年度～ 19年度当初は，
「新
教育システム開発プログラム」と「学習シス
テム整備モデル事業」の対象児童を分け，担
当教員も分けて支援してきた経緯がある。
 この「学習システム整備モデル事業」では，
４人の加配教員が配置され，そのうち３人が
学習システム配置教員として学習システム整
備モデル事業の４人の対象児を担当し，残る
一人を学習支援室に配置し，新教育システム
開発プログラムの対象児５人の指導も行った。
イ 校内体制の変更
 前述した形で研究を推進してきたが，対象
児や担当者を分けていることは，学校全体と
して必要な支援時間の把握や支援率向上の上
で課題があると考えた。
 そこで，より効果的な校内体制を構築する
ため研究協力校と協議し，19年度途中から対
象児を分けないで「学習システム整備モデル
事業」で配置されている４名の加配教員を弾
力的に活用した支援体制を再構築した。

(3)

平成19年度の主な取組

実施時期
５月中旬

５月28日
６月
８月２日
10月１日
10月10日

10月25日

11月15日

12月下旬
１月９日
２月中旬
３月12日

３
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取

組

の

内

容

○「新教育システム開発プログラム～特
別支援教室制度に関する研究～」 実施
計画書の作成
○「新教育システム開発プログラム」 に
かかる研究協議会参加
○研究予算の検討と予算書の作成，提出
○研究協力校（若柳小学校）との協議会
○特 別支援教育総合研究所担当者との協
議（県教委，市教委）
○「新教育システム開発プログラム」 特
別支援教室制度研究会にかかる研究協
議会参加（市教委）
○「新教育システム開発プログラム」 特
別支援教室制度研究にかかる学校訪問
（特別支援教育総合研究所，県教委，市
教委，研究協力校）
○「新教育システム開発プログラム」 特
別支援教室制度研究会にかかる研究協
議会参加（市教委，研究協力校）
○報告書の作成
○報告書の提出
○成 果発表会に向けた打合せ及び来年度
の計画について
○「新教育システム開発プログラム」 特
別支援教室制度に関する研究にかかる
成果発表会参加

平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1)「学習システム整備モデル事業」との関係を深
めながら整合性を図るとともに， 学習支援室に
配置される教員の弾力的な運用を図り， 支援率
を向上させる。
(2) 学習支援室担当教員を中心として， 通常の学
級担任と配置教員の連携を一層図り， 児童生徒
一人一人に的確で効率的な指導体制を築いてい
く。
(3) 取り出し指導と入り込み指導の成果について
検討するとともに，取り出し指導への保護者の
理解を深めるための啓蒙活動を行う。
(4) 地元の特別支援学校の地域支援部とのより一
層の連携を図り，指導・支援の在り方を充実さ
せる。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

応する新たな学習の場「学習支援室」の設置や指導
体制の在り方など，学習システム作りをモデル的に
実施し，システムの構築を図ることを目的として取
り組んでいる。
「学習支援室（本校における特別支
援教室の名称）
」 を設置し， 学習支援室担当教員及
び学習システム配置教員（以下「配置教員」
） が配
置されている。この学習支援室担当教員及び配置教
員が，学習支援室を活用して，学習に困難を示して
いる児童を対象に個別指導等を実施している。

栗原市立若柳小学校
宮城県栗原市若柳字川北塚原55
0228(32)2134

学校の概要
(1) 学校の特色
本校は，宮城県北部に位置し，岩手県境と接して
いる地域にある。学区内は，商業地域と農業地域が
混在する自然豊かな地域である。保護者の学校教育
に対する関心は高く，ＰＴＡ活動も盛んである。ま
た，地域住民の積極的な協力も見られる。
学校経営方針として，次の点を上げて取り組んで
いる。
① 確かな学力を身に付けさせる取組を進める。
② 「共に学ぶ教育」の推進を図る。
③ 地域に開かれた特色ある学校をつくる。
④ 生命尊重を基本とした思いやりの心を育てる。

２

(2) 在籍者数・学級数
① 在籍者数 403名
(平成20年１月１日現在)
② 学級数
14学級
(3) 特別支援学級設置数 １学級
① 情緒障害特別支援学級 在籍者数２名
(4) 通級指導教室数 １教室
① 主たる開設障害種別 言語障害
② 指導対象者数 自校30名
他校通級10名

平成19年度の本校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
① 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
の抽出
ア 個別の支援を実施するまでの手続き
（個別の指導計画作成までの手続き）
 実態把握の期間を４月から５月上旬までと
設定し，各学級担任が学習面と行動面につい
て個別の支援が必要と思われる児童について
実態把握を行った。
 実態把握を基に個別の支援が必要と思われ
る児童を抽出した。 その中から， 学習支援
室担当教員及び配置教員が指導に当たること
のできる時間数等を考慮しながら，今年度，
個別の支援を実施する児童を決定した。個別
の支援を実施する児童の保護者と教育相談を
行いながら，各児童の個別の指導計画を作成
し，支援を実施した。
（図１）
【図１

個別の支援を実施するまでの手続き】

(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校
① 校数 １校
② 種別 養護学校
(6) 学校独自の取組等
本校では，平成17年度より３年間の計画で，宮城
県が策定した宮城県障害児教育将来構想の「障害の
有無によらず，全ての子どもが地域の小・中学校で
共に学ぶ教育を子どもや保護者の希望を尊重し展開
する」 という理念の実現を図るための，
「学習シス
テム整備モデル事業」の実践に取り組んでいる。学
習システム整備モデル事業は，障害のある児童生徒
と障害のない児童生徒が通常の学級に在籍して共に
学ぶために，障害によって生ずる教育的ニーズに対
－45－

イ

児童の実態把握の仕方
 通常の学級に在籍する個に応じた支援を
必要とする児童の実態把握は， 次のような
実態把握シートを使い， 児童の学習面と行
動面についての実態をとらえるようにして

いる。 学習面については（図２「チェ ック
リストＡ」
）
，
「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」
「計算する」
「推論する」の６領域について観
察を行っている。 行動面については（図３
「チェックリストＢ」
・図４「チェックリスト
Ｃ」
）
，
「不注意」
「多動性－衝動性」
「対人関
係やこだわり等」 の３領域について観察を
行っている。各領域で該当項目数の多い児童
について，個別の支援が必要と思われる児童
として抽出をしている。

②

通常の学級に在籍する支援を必要とする児童数
ア 実態把握を基に抽出した個別の支援を必要
とする児童数：23名
イ 今年度支援を実施した児童数：10名
ウ 支援率 0.43
（支援実施児童数÷支援を要する児童数）
③ 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
の内，支援を実施した児童への支援時間
ア 個別の支援を実施した児童に必要な支援時
間数：142時間
イ 個別の支援を実施した時間数：103時間
ウ 支援率：0.73
（支援実施時間数÷要支援時間数）
－46－

(2) 弾力運用等による支援率を上げるために本校
が採った方法
① 校内の特別支援を実施している対象者数と学
校全体で実施している支援時間
ア 対象者数（特別支援学級在籍，通級による
指導，通常の学級に在籍する特別な支援を受
けている児童）
(ア) 特別支援学級在籍者数：２名
(イ) 通級による指導を受けている児童数：
30名
(ウ) 通常の学級に在籍する特別な支援を受
けている児童数：10名
イ 対象者に実施している支援時間
(ア) 特別支援学級在籍者：週54時間
(イ) 通級による指導を受けている児童：週
30時間
(ウ) 通常の学級に在籍する特別な支援を受
けている児童：週103時間
② 学習支援室担当教員と配置教員の連携支援
今年度は，学習支援室担当教員１名と配置教
員３名が， 一人で複数の児童の指導を担当す
る，一人の児童に対し複数の教員が指導に当た
るといった工夫を行うことによって，支援を実
施する児童数と時間数の確保に努めた。その結
果，昨年度と比較し，支援を実施する児童数と
各児童の実施支援時間数を増やすことができ
た。
ア 学習支援室担当教員の支援の動き
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水

木

金
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配置教員Ａの支援の動き
月

火

水

木

金
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国
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国
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国
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国
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配置教員Ｂの支援の動き（５年児童担当）
月

火

水

木

金

１

音

国

算

国

社

２

算

国

体

家

理

３

国

算

図

理

図

４

体

社

理

算

５

家

総

総

道

体

ク・委

学

６

エ

総

火

水

木

学習支援室及び在籍学級での支援の実施
昨年度，学習支援室で個別の支援を行ってい
た児童が在籍学級教室での学習にも適応でき
るように，学習支援室担当教員や配置教員が指
導を実施している児童の在籍学級に入り，集団
学習の中でその児童に対する個別の支援を行っ
た。そのことにより，支援を受けている児童が
教室での集団学習に適応できるようになるとい
う成果が得られた。また，支援に入った学級に
在籍する個別の支援を必要とする他の児童の支
援も同時に行うことができた。

金
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６年Ｄ ２年Ｆ
国
国

２

１年Ｊ ６年Ｄ ６年Ｄ ６年Ｄ ６年Ｄ
算
体
国
国
算

３

６年Ｄ ６年Ｄ ２年Ｆ
算
理
国

４

６年Ｄ ６年Ｄ ６年Ｄ ６年Ｄ ６年Ｄ
音
算
総
体
図

５

６年Ｄ ６年Ｄ ６年Ｄ ６年Ｄ
家
学
理
総

６

④

配置教員Ｃの支援の動き
月

③

４年Ｂ
理

ち着いて学習に取
り組むことができ
るように，学習環
境を整備した。
 こうした環境整
備によって，１教
室で同時間に複数の児童に対する個別の支援
を実施することができた。
イ 教材・教具の工夫
 個々の児童の障害の特性や学習の理解の程
度に応じて，学習プリントや掲示資料の工夫
を行った。特に，視覚的効果の高い図を提示
したり，具体物を操作させたりすることによ
り，学習の理解を図るようにした。

６年Ｄ
総

６年Ｄ ６年Ｄ
算
国

【学習支援室での支援】

６年Ｄ
図

６年Ｄ
体

学習支援室の環境整備と教材・教具の工夫
ア 学習支援室の環境
 学習支援室内をパーティションで区切り，
個々の児童に対し，障害の特性や学習の理解
の程度に応じた指導ができるように，また落
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【在籍学級での支援】

③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ている時の特別支援学級担任の状況
今年度は，自閉症の児童２名が在籍している
ため，一方の児童の交流学習に付添が不要な時
間は，もう一方の児童の学習指導や交流学習の
付添に当たった。
月

火

水

木

金

１

(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流及び共同
学習」の方針
ア 交流学級の生活や学習の実態に応じた児童
相互の触れ合いによる学習活動を通して，人
間関係や生活経験の拡大を図ると共に，社会
生活への適応力を育てる。
イ 児童相互の触れ合いの中で障害のある児
童の立場を理解させると共に，様々な人に対
する思いやりの気持ちや豊かな人間性を育て
る。
ウ 障害のある児童の実態に応じ，努力するこ
との尊さや向上心を育てる。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況
ア 特別支援学級在籍児童の交流及び共同学習
の時間
(ア) ３学年児童：週９時間
体育科：週３時間 音楽科：週２時間
図工科：週１時間 学級活動：週１時間
総合的な学習の時間：週２時間
(イ) ４学年児童：週11時間
理 科：週１時間 体育科：週３時間
音楽科：週２時間 図工科：週２時間
学級活動：週１時間
総合的な学習の時間：週２時間
イ 特別支援学級担任の交流及び共同学習にお
ける付き添いの状況
(ア) ３学年児童：週５時間
体育科：週３時間 図工科：週１時間
総合的な学習の時間：週１時間
(イ) ４学年児童：週３時間
音楽科：週２時間 図工科：週１時間

３年国語
学習指導

２

３

４

５

６

３
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４年総合
付添不要
３年体育
付
添

３年国語 ３年国語
学習指導 学習指導

４年理科
付添不要

４年体育 ４年総合
付添不要 付添不要

３年総合 ３年総合 ３年学活 ３年体育
付
添 付添不要 付添不要 付
添
４年体育 ４年国語 ４年国語 ４年国語
付添不要 学習指導 学習指導 学習指導
３年理科 ３年音楽 ３年体育 ３年音楽 ３年図工
添 付添不要 付
添
学習指導 付添不要 付
４年体育 ４年音楽 ４年学活 ４年音楽 ４年図工
付添不要 付
添 付添不要 付
添 付添不要

４年図工
付
添

平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 実態把握をもとに抽出した個別の支援を必要
とする児童の内， 支援を実施できなかった13名
の児童に対する支援を， 来年度どのように実施
可能にしていくのか， 学習支援室担当教員及び
配置教員だけでなく， 特別支援学級担任や通級
指導担当教員の弾力運用による支援率の向上の
工夫を考えていく必要がある。
(2) 学習支援室でのより効果的な個別指導や， 在
籍学級教室での集団学習の適応指導の仕方をさ
らに工夫する必要がある。

○教育委員会名
○所在地
○電話番号
１

２

滋賀県湖南市教育委員会
滋賀県湖南市石部中央1-1
0748(77)7011

市の概要（平成19年度）
(1) 小学校数 ９校 中学校数 ４校
義務教育就学者数 小学校 3,450名
中学校 1,616名
教員数
小学校
204名
中学校
137名
(2) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校・・・滋賀県立三雲養護学校
(3) 市独自の特別支援教育に関する事業
①「ＬＤ／ＡＤＨＤ等にかかる教育振興事業」
ア 専門家チーム会議
 年間８回の会議を開催。 構成員は医師(大
学講師)， 巡回相談員( ３名)， 保健師(発達
支援室)， 担当指導主事である。 主として，
以下の内容について審議している。
・
事例について医療連携の必要性の可否も
含めた事例検討
・
医療情報等の整理と教育・福祉・保健の
情報の相互に分かりやすい解説説明
・
特別支援教育や発達支援の視点から，乳
幼児期から就労までの支援の在り方につ
いて，多様な事案を通した関係者への提
言など
 このように教育・ 福祉・ 医療の連携の中
で，湖南市の特別支援教育をどう進めるかに
ついても指導的な役割を果たしている。
イ 巡回相談の実施
 巡回相談員が，市内各校園を月数回程度訪
問し，保育参観・授業参観を行うとともに，
校園内研修の講師を務めたり校内委員会や
ケース検討会で助言を行ったりする。また必
要に応じ発達検査の実施や保護者面談を行い
個別の指導計画の作成の指導助言もおこなう。
② 「特別支援教育のための市費負担講師の配置」
各小中学校に市費負担講師（常勤・ 非常勤）
を２ ～ ３名を配置し， 特別支援教育の推進を
図っている。
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平成19年度湖南市教育委員会における取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する市教育
委員会の取組
① 市ことばの教室(通級指導教室)による取組
市内の小学校１年生と２年生の全員に対し
て， 市ことばの教室による読み書きチェック
(スクリーニングテスト)を実施し，全市体制に
よるつまずきの早期発見に努めてきた。読み書
きチェックの結果，気になる子どもの比率は，
少ない学校で３％，多い学校で９％くらいにな
る。
また，市ことばの教室は，その結果を特別支
援教育コーディネーターを通じて各校に通知
し，個々の状況は勿論のこと，学校全体として
の傾向や問題を提起するなど，各校における早
期の支援の充実を喚起するための情報提供や指
導を行った。
さらに，年間二回，市ことばの教室が市内小
中学校を訪問し，指導員が担当している児童生
徒の状況についてことばの教室の「個別の指導
計画」 や指導内容等の情報提供を行うととも
に，個々の事例について学校や担任教師と連携
し，学級でのより効果的な支援の内容や方法の
具体化に努めた。
② 各校における支援体制の充実に向けて
市教育委員会は， 年間６回の特別支援教育
コーディネーター連絡会議を開催し，学校体制
の工夫により，支援が必要な児童生徒に対する
支援を充実させるための校内支援体制の整備強
化について，以下のことを中心に研修を重ねて
きた。
・
三雲小学校の取組をモデルとした，担任や
保護者の気づきのキャッチの方法
・校内支援委員会へのつなぎ方
・校内支援委員会の持ち方，運営方法
・保護者との相談等の関わり方
・校内の役割をコーディネートすることの意義
・市ことばの教室の教育相談の活用の仕方
(他機関との連携)
・
医 療機関へのつなぎ方とその後のケース
ワークについて
・湖南市発達支援システムについて など
上記のとおり， 特別支援教育コーディネー
ターが自らの役割や責任の果たし方について，
具体的な動きを学ぶことを通して，その力量を
高め，通常学級等に在籍する支援を必要とする

児童生徒に対する校内支援体制の充実に資する
よう図った。
また，特別支援学級担任者会においても以下
のことを中心に積極的に研修を行った。
・
「特別支援学級における個別の指導計画」
個々の学び方やニーズに基づく具体的な支

援と教育課程について
・
「心理検査の演習とその活用」
ＷＩＳＣ－Ⅲの検査の意義，検査の方法，

検査結果の見方
・
「心理アセスメントの個別の指導計画への
生かし方」
支援を必要とする児童生徒の日頃の様子と検
査結果を総合して考えられる適切な支援の内容
や方法に関すること
・
「自立活動の意義と内容」
自立活動の内容を理解し個々の事例にどう

仕組んでいくのかを具体的な事例を通して
考えた
・
「校内支援体制と学級経営」
校内における特別支援学級の在り方と弾力

的運用の具体的な内容と実践のあり方
これらのことを通して，支援が必要と考えら
れる児童生徒の発達上の課題を的確に把握し，
学び方や認知様式の特徴を明確にし，個別の指
導計画の充実に努めた。
上記①②の取組を通して，通常学級に在籍す
る支援の必要な児童生徒の発見に努め，適切な
支援の内容と方法を明らかにする過程の中で，
「支援の必要な時間」を明確にできるよう，研
究を推進してきた。
(2) 弾力的運用等による支援率を上げるために市
教育委員会が採った方法
①就学指導と個別の指導計画の充実
必要な支援の内容や方法を明らかにしていく
中で，補充的な学習が必要な児童生徒，学習内
容そのものを変えて取り組む必要がある児童生
徒，学習や情報の与え方に工夫が必要な児童生
徒等，さまざまなタイプの支援が明らかになっ
てくる。また，支援の内容によっては，学習の
場そのものについて配慮が必要な児童生徒もい
る。
本市においては，乳幼児期から発達に支援の
必要な子どもに対して個別の指導計画を作成し
適切な支援を行ってきた。これは子育て支援で
もあり保護者が子どものことを理解し支援して
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いくことになる。就学という節目に「個別の指
導計画」に基づいて支援の内容や形態が就学指
導委員会で議論され，公教育における責任の果
たし方として，学校における支援の形態等が提
案される。しかし，就学指導委員会の答申が理
解され納得されなかったために，特別支援学級
がその役割のバランスを崩し，授業や学級経営
に大きな課題をもつことになるケースが散見さ
れる。そして特別支援学級の弾力的運用も大変
難しくなっている状況が生まれている学校も少
なくない。
こういった状況を改善するためには，まず，
早期から支援ニーズの把握と個別の指導計画を
作成し共感的理解のもと進めていくことが重要
である。そのためには教育相談等で適切な「障
害観」のもと「できないことの分類」から「で
きることの把握とどんな支援が今必要か」を整
理しつつ保護者の子育ての不安を受容しそれを
軽減していくことが必要である。
その次の段階で就学指導を積極的に推進する
ことが必要になる。そのためには，学校と保護
者の双方が，適切な支援の内容や方法について
共通理解し，納得して支援を進めることが肝要
であり，そのことの根拠となる個別の指導計画
の一層の充実に取り組んできた。
具体的には，１．
（３）①で述べた，ＬＤ／
ＡＤＨＤ等にかかる教育振興事業により，各校
の要請に基づき巡回相談員が訪問し，個別の指
導計画の作成にかかる校内研修の講師を務めた
り､あるいは，授業参観・児童観察やケース会
議を通して，指導支援について助言し，個別の
指導計画に生かすなどして， その充実に努め
た。
② 情緒障害特別支援学級の弾力的運用の実際に
かかる研修会の開催
三雲小学校の情緒障害特別支援学級で行われ
ている弾力的運用を市全体で学ぶ研究会を実施
した。
具体的には，
・
通常学級に在籍して，情緒障害特別支援学
級での支援を必要とする児童の状況
・
情緒障害特別支援学級での取り出し指導に
つなぐまでのコーディネーターの動き方
・
情緒障害特別支援学級の取り出し指導で実
施した指導の計画と内容
・取り出し指導の成果
・
弾力的運用を円滑に進めるための時間割や

教室経営の工夫
などについて研修を進めていった。
③ 夏季教職員全員研修会と管理職研修会の取組
一人ひとりの教育的ニーズをとらえ，個に応
じた適切な支援を行うためには，まず，教師が，
実際に支援を必要としている子どもたちが数多
くいることを認識すること，そして，その学習
上，生活上の状況に気づき，寄り添い，温かく
援助していくことの大切さを知ることから始め
なければならない。
わかっていて当たり前ということではなく，
さまざまな事例にふれ，特別支援教育の意義や
その重要性についての理解を一層深めるため
に， 今年度も，
「特別支援教育の現状と課題」
と題して品川裕香氏を招いて湖南市教職員・保
育士全員研修会を実施した。他に，特別支援教
育の周辺領域である不登校をテーマとした研修
会も行った。
また，弾力的運用の推進のためには，さらな
る学校運営の工夫が求められることとなり，支
援体制の充実のためには，校内の人事配置や時
間割の工夫，弾力的運用を実施する場所の確保
等，従前の考え方では成り立ちにくいことへの
認識が不可欠であることから，
「特別支援教育
と学校運営」と題して，宇治小学校長 藤谷幸
彦氏を招いて管理職に対する研修会も実施し
た。

実で解決される部分もあると考えられる。
また，これを受けて学校側の課題も以下のように
指摘された。
① 正規教員が支援を必要とする児童生徒に対す
る指導を長中期的展望にたって計画的に行うこ
とが望ましい。
② 情緒障害特別支援学級など特別支援学級の弾
力的運用をするための補助的な活用には適さな
い。
上記の指摘を受けて検討と実践を進めた結果，
ア 補助員に特別支援の専門性を求めるのか，
イ 学校運営での特別支援教育を推進するため
の補助員とするのか，という補助員の位置づ
けにより活用の仕方が異なるという結論を得
ることができる。
アの場合は，特別支援教育に専門化した人材と
して支援の役割を分担することができ，個別の指
導計画に基づいた焦点化した支援も期待できる。
イの場合は，正規教職員が教育課程内で取り出し
て指導するために，正規教職員の本来の授業を請
け負うことでその時間を確保する人材であるり，
この場合特別支援教育に特化した専門性は特に必
要ではない。
３

(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
支援は内容とタイミングと関係性が重要な条件の
一つであると考えている。年間を通じての段階的な
活用方法を検討してきたが以下の点で課題が指摘さ
れた。
①「関係者との連絡調整の機会」
勤務等の時間差で連絡調整の機会を作ること
が難しい。
②「支援の継続性とストラテジーの蓄積に関して」
補助員は基本的には年度ごとの交代要員であ
り，継続しての支援を期待することが困難であ
る。
③「良好な関係と支援」
児との関係づくりがなかなかスムーズにいか
ないなどの課題が指摘された。
このように，補助員の勤務態様の問題・人的課題
をあげることができるものの，しかし個別の指導計
画に基づく継続した取り組みの観点からすれば支援
方法や内容について，その多くはストラテジーの充
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 十分な支援を行うための人員の不足
従来 の 特殊教育 の 対象児 を 遙 か に 越 え る 最大
6.8％への支援が「特殊教育の時代のルール」 によ
る人員配置で賄いきれるはずはないと考えつつも校
内支援体制のやり繰りを行っている。しかし，現行
法下での弾力的運用という支援形態は，支援が必要
な児童の数だけ教師がいるわけではないということ
を考えると多くを示唆してくれるものがある。それ
は支援員の位置づけ活用に見ることができる。
どこまで学級で支援(授業内支援等)し，どこまで
学校の組織として支援できるか，役割分担とチーム
ワークによる連続的な支援の実現。その最大容量が
現行法下，弾力的運用等の取り組みでどこまで可能
なのか。そういう意味で具体的な「人員不足差」を
出せるようにしたい。ただ，どこで線引きをするの
かは，適切な支援が受けられない状況にある事例が
少なからずある(これからもなくなることはないで
あろう)現状の中では，厳密に大変難しいと予測さ
れる。
(2) 支援の効果の具体的な測定方法
それぞれの支援ニーズを把握するためのツールは

あるが，担任により学習上，生活上の状況の把握に
ブレがある。ブレを少なくしていくこと，またゴー
ルの設定を具体的な行動目標にすることが重要であ
る。
特別な支援を受けた子どもの自己評価，保護者に
よる評価，読み書きチェックの再チェック，国語・
算数の総合的学力テストの実施とデータの蓄積等に
ついての検討が充実した支援につながっていくと考
える。確実に実践に移していきたい。
(3) 自立活動としての取り出しの研究と実践
情緒障害・発達障害への支援の内容・方法は，ま
だまだ具体化されている段階にはない。本研究が，
支援の内容は対象としていないとはいえ，
「支援の
必要な時間」を明確にするためにも，以下のことを
念頭におきたい。
① 学習のツールとしての読み書きの背景である
「認知心理的な能力」のレディネスの課題
② 「教科内容の理解や技能」のレディネスの課題
③ 行動上の課題
などによって支援内容，支援形態に違いがでてく
る。また，個別に取り出す場合，教科で取り出すの
か，スキルの習得で取り出すのかによってその時間
数が変わってくる。
上記のことについては，アセスメントから支援内
容の吟味に至る過程で，児童への支援内容や児童や
保護者との関係への支援についての助言等，通級指
導教室が中核的な役割を果たしつつある。その成果
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を生かしつつ，現場における支援の方法や内容につ
いての一層の研究研修が必要である。
(4) 研究協力校の取組を全市的な取組へと
特別支援教育の取組状況については，残念ながら
学校間の格差が存在しているのが現状である。
この状況を改善するためには，以下のような課題
の認識が必要であると考える。
一つ目は，特別支援教育コーディネーターの動き
をサポートするいくつものチームワークができてい
ることが重要である。このことのためには，管理職
のリーダーシップが欠かせない。
二つ目は，小規模校では支援体制が組みにくいと
いう状況があるが， 支援は内容とタイミングであ
り，とりわけタイミングは支援体制うんぬんという
問題であってはいけないという意識が極めて重要で
ある。
三つめは，中学校における弾力的運用の在り方で
ある。教科担任制をひく中学校における支援体制の
組み方は容易ではない。また，中学校で重要なのは
情緒障害特別支援学級の弾力的運用であり，高機能
自閉やＡＤＨＤへの具体的な支援や学級経営の在り
方についての研究研修の推進と校内体制の整備が喫
緊の課題である。
こういった課題を踏まえつつ，協力校の取組の成
果をモデルとして，市全体で特別支援教育の益々の
充実を期す必要がある。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

保護者が子どもとどう向かい合うかのひとつ
のきっかけにもなっている。
③ 「巡回相談の活用」
子どもの学習上，生活上の状況をキャッチし
たときには，チェックリストに記入するととも
に， 巡回相談を利用している(校内の通級指導
加配教員が市の巡回相談員を兼ねている)。 授
業の様子を観察した後，子どもの様子について
話し合い，担任の授業の進め方・学級経営に改
善点はないか，助言を受けることになる。
④ 「保護者を交えた定期的なケース検討」
保護者に個別の指導計画を提示しながら定期
的に支援について情報交換(懇談)を行ってい
る。集団の中での学習や行動に大きな課題があ
る児童について，個別の指導計画に基づいた支
援内容や形態について具体的に示すことで，双
方の取り組みの積み上げにもなり信頼を深める
ことができた。
⑤ 「不適応行動への理解と支援」
状況やしなければならない行動が分かりにく
く不安になることから， ついカッとなって大
きなトラブルを起こしやすい児童がいる。クー
ルダウンした後，紙に書いて説明し本人が納得
することを大事にしている。具体的に書くこと
により，自分のしたことを振り返ることができ
る。そして，そのトラブルのもととなった出来
事がはっきりわかれば，それに教師が十分共感
することで，冷静に自分のふるまい方のまずさ
に気づくことができる。
⑥「説得ではなく納得。 納得の向こうに連携・
協力がある」
入級へなかなか進まない保護者には，結果を
急がないことにしている。 入学前から入級を
指摘されているケースでも，
「２年になるとき」
や「２年の夏休みごろ」に，やっと納得して了
解する保護者も少なくない。揺れる保護者の心
に寄りそって，十分納得するまで時間をかけて
丁寧に話をしていくことが重要である。そうす
ることがそれ以降の連携・協力の充実につながる。

滋賀県湖南市立三雲小学校
滋賀県湖南市夏見1857
0748(72)0025

学校の概要（平成19年度）
(1) 学校の特色
本校は，明治７年（1874年）に開校し，歴史と伝
統のもと，今年は創立134年目となる。
「仲間を大切にし， 何事も最後までやりぬく子ど
もの育成」を目標に，学習や生活での基礎・基本の
徹底を図りながら，自ら学ぶ力を育成し，恵まれた
環境のもとで生きる力を育んでいる。
(2) 在籍者数・学級数
在籍者数596名 学級数22学級
(3) 特別支援学級設置数（設置種別及び在籍数）
情緒障害（１）
・・・７名
知的障害（２）
・・・13名
(4) 通級指導教室
種別 言語障害
指導対象者数 12名（三雲小学校より通級)
16名（他校より通級）
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校（視覚障害・聴覚障害等）
滋賀県立三雲養護学校（知的障害・肢体不自由）
(6) 学校独自の取組
①「校内の支援体制のシステム化」
学校の支援体制は，教育相談，生徒指導，人
権・同和それぞれの推進委員会を同時に月一回
開き，それをもとに校内支援委員会，さらに職
員会議と進めている。子どもの困り感をどう把
握し，どこへ繋ぐか，どのような道筋で支援を
具現化していくのかが，全職員にしっかり共通
理解できてきた。
② 「支援内容と支援形態の検討」
特別支援教育推進の基本の一つに，就学指導
がある。 これは「個別の指導計画の基づく支
援内容と支援形態の検討」でもある。現行法の
ルールでどこまで支援できるかを考えていくこ
とは重要である。曖昧なままにしていると特別
支援教育に必要な支援要員の数に大きな違いが
生じてくる。

２
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平成19年度の本校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
① 担任・保護者の気づきをキャッチする。
② 担任のとらえた子どもの学習上，生活上の状
況をチェックリストに記入する。

③ 支援委員会で支援の方向性を決める。
④ 担任と保護者が懇談し，教育相談（ＷＩＳＣ
－Ⅲ等）を勧める。
⑤ 巡回相談員による検査をし，その後，保護者
との懇談を行う。
＜この巡回相談員との教育相談が大前提！＞
⑥ 今後の支援について方針を決定し， 支援形
態・方法・内容等を検討して，指導計画を作成
する。
このとき①学習のツールとしての読み書きの背
景である「認知心理的な能力」のレディネスの課
題か②「教科内容の理解や技能」のレディネスの
課題か③行動上の課題か， などによって支援内
容，支援形態に違いがでてくる。また，個別に取
り出す場合，教科で取り出すのか，スキルの習得
で取り出すのかによってその時間数が変わってく
る。何を軸に支援していく必要があるのか，個人
内の優先順位を議論することが必要である。
(2) 弾力的運用等による支援率を上げるために本
校が採った方法
① 「実態把握の視点の充実」
結果的な見方でなく， できにくさに目をや
り，子どもの学習上，生活上の状況に寄りそう
ようにした。担任する学年の学習内容でポイン
トになる課題や間違い方などを共通理解し，授
業中や学習の成果物，作品等から子どもを見る
視点の向上をめざしてきた。
② 「学習上，生活上の状況の分析と共有」
低学年での早期の課題への気づきは重要であ
る。困り観を分析し，本人・保護者へ支援の必
要性をこまめに話していくことを大事にしてき
た。とくに，１年生担任の保護者への日々の対
応が大切で，まずは，子どもが努力しているこ
とと，それによる変容などをこまめに伝え，や
りきれないことへの支援の実態も徐々に伝え，
全貌を浮き彫りにしていく。子育て支援という
観点からも安定した親子関係が確保できるよう
に支援していくことが重要である。
③「支援内容・形態とゴールの明確化，そして，
共通理解」
保護者との懇談を充実させることで，保護者
の理解や協力を得て，取り出し指導等の支援が
実現することが多くなり，支援への道筋が明確
になってきた。
④「取り出しによる指導の長所・ 短所の確認と
把握」 クラスでの子どもの行動や学習での変
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化が見え始め，取り出し指導のメリットを周囲
が認識しだし，利用者が増えてきているという
相乗効果・好循環が起こり始めている。教師に
とっても保護者にとっても，取り出し指導が一
般化してきている。
取り出しの際には，一方的な指導でなく利用
者の納得を確認しながらの取組であることが重
要である。
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
① 補助員Ａ（週６時間） ･･･新教育システムの
予算より
ア ２年男子 ２時間（知的）
イ ３年女子 ２時間（知的）
ウ ５年男女 ２時間（知的）
② 補助員Ｂ（週６時間）･･･市費より
ア ２年男子 １時間（知的）
イ ２年女子 ２時間（知的）
ウ 情緒学級 ３時間（ＴＴとして）
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流及び共同
学習」の方針
ア 特別支援学級での学習や活動を通して，集
団での規律や自己コントロール力を身につけ
たり，学級内での仲間意識を育てたりする。
イ 特別支援学級に在籍する児童の自立や社会
参加をめざして，交流学級で共に活動する経
験を広げたり社会性を身につけたりするため
に，通常学級での交流学習を進める。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況（各
子どもの交流時間，付添等の状況）
ア 情緒学級（１年～６年・7名）
基本は付添なし
国算自立以外は交流している児童 …５名
国算図自立以外は交流している児童…１名
国算理自立以外は交流している児童…１名
イ 知的学級Ａ（１年～３年・６名）
基本は付添なし
国算生単以外は交流している児童 …５名
国算図生単以外は交流している児童…１名
ウ 知的学級Ｂ（４年～６年・7名）
国算生単以外は交流している児童 …２名
国算理社図以外は交流している児童…３名

（その内１名の体育には付添あり）
国算社生単以外は交流している児童…２名

③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ている時の特別支援学級担任の状況（付添，交
流に行かない子どもの授業，教材研究，ＬＤの
支援，通級指導等）
ア 交流に行かない子どもの授業
イ 在籍していない子どもの取り出し授業
ウ 在籍していない子どもの自立活動的な支援
エ 付添
オ 教材研究
カ １年生の下校指導
３

平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 「支援は内容とタイミングが大切である」
取り出しに積極的に取り組んでいくための人員不
足や教室不足の課題を抱えつつ，
「出番と活動」 を
どう仕組んでいくのか。個別の指導計画と実践の関
係が根拠に基づくものであることを随時確認しなが
らおこなっていく。
(2) 「良好な関係があってこその支援」
特別な支援を必要とする児童の指導を，時間講師
にお願いした場合，児との関係がなかなか作れず，
うまく支援できない場合がある。時間講師という形態
かストラテジーなどの人的課題か検討する必要がある。
(3)「支援のストラテジーの蓄積，人材をどうする
のか。
」
外部の人材を利用することで支援は一定充実する
が， それを授業内支援等の校内での支援に生かし
にくいこと，支援のスキルが内部に蓄積しないこと
が懸念される。お任せではなく自らが経験すること
こそが支援や指導の充実につながると考えられる。
よって，成員の配置により組織内での人材育成がお
こなわれることが重要である。
(4)「個別の指導計画の内容を行動分析の視点の充
実させ， 児童の行動変容と周囲の大人の行動変
容を目指す」
行動分析で自分たちの行動を整理し，具体的な行
動目標を設定することが重要である。それを行うこ
とで，観念的な相談・助言内容ではなく，具体的な
行動で助言することが可能になり，安心につながり
それぞれの関係が良好なものになっていくことを経
験した。加えて関係者のストラテジーが豊かになり
蓄積されることになる。また，保護者の子育て支援
についても，具体的な行動で押さえていくというこ
とで同様な効果が得られた。
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(5)「どの子も同じように支援が必要であるがゆえ
に， 従来までの支援の優先順位にこだわると支
援体制が崩れる。(意識を変えていく必要)」
特別支援学級である以上，在籍児童が優先される
ことになる。交流学級担任の「児童を受け止める意
識」に差が感じられる。
「自分の担当はここまで！」
という境があるようなケースが見られる。 特別支
援教室に移行する前に，チームワークを組んで課題
解決するという視点を持った動きができていないと
「特別支援教室」の存在は生かされないと考える。
(6)「読み書きの学習に学習レディネスなどの発達
や認知心理学の視点を加える」
読み書きの定着を図る初期段階の取組として，１
年生での音韻の学習といったところを国語科の教育
課程に位置づける必要がある。できるできないとい
う結果的なとらえ方ではなく，学習レディネスの視
点で課題を遡って把握できることが重要であり，早
期の読み書きのスクリーニングを支援の一環として
位置づけていくことが肝要である。
(7)「教科学習における認知心理学，行動分析の視
点を加える。そのことを知らないことは児童に
対して罪である。
」
児童の行動を把握し理解する上で「発達障害」の
視点を持つことは偏見でも何でもない必須の検討項
目である。この視点を持たずして児童と対峙するこ
とはあってはならない。
加えて「行動分析」の視点で行動変容を考えるこ
とを支援内容や方法に取り入れていくことが必要で
ある。
新規採用職員がこれからどんどん増え続けると考
えられるが，現時点では大学時代に特別支援教育あ
るいは発達障害についての講義を受けないまま教壇
に立つケースがほとんどである。そのために，赴任
していきなり学級経営につまずいたりしてしまうこ
とがある。今後は，発達障害や特別支援教育にかか
る学習の単位取得の位置づけが必要である。
(8) 「学校経営内容の継続性を担保すること」
校長が替わることで校内の支援体制に変更がある
と，
「個別の指導計画の継続性」 が支援形態で担保
されるのか懸念される。支援形態によって支援内容
が影響を受けることもあわせて懸念される。
学校経営についても引継がなされ，年々充実し洗
練されていくことを目指したい。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

を必要とする児童に関わって，
「特別支援学級」 の
弾力的な運用を図ることは困難な現状にある。各学
級担任以外には教務，児童生徒支援加配，少人数加
配，養護教諭の４名が全校児童に関わっているが，
それぞれの分掌の中で時間的なゆとりは少ない。そ
んな中ではあるが， 一昨年度より「取り出し指導」
を開始し，週４時間を教務の時間割に位置付けて取
り組んでいる。昨年度５名に留まった取り出し指導
も本年度は対象を９名に拡充し推進している。
また昨年度から新教育システム推進に係る指導
補助員がついたことで，
「取り出し指導」 の時間に
チームを組み，子ども一人ひとりに対して充実した
対応が可能になってきた。

滋賀県湖南市立三雲東小学校
滋賀県湖南市三雲3100
0748(72)4616

学校の概要
(1) 学校の特色
本校区は湖南市の南東部にあり，旧東海道と野洲
川の横田の渡しを中心に発展してきた街道町で緑豊
かな田園地域である。また本校は，国道１号線及び
ＪＲ草津線三雲駅を交通の起点とする， 京阪神の
ベッドタウンとして，新しい住宅地の造成にともな
う人口急増地域で昭和59年に三雲小学校より分離開
校した創立24年目の学校である。近年では三雲トン
ネルの開通により交通の便も更によくなり国道１号
線を中心として産業の発展も目覚ましい。
行政区は三雲区と妙感寺区の２地区からなってお
り三雲東学区人権まちづくり会議が中心となって，
人権同和問題の解決に向けての積極的な取り組みが
なされ，本校の職員の多数が懇談会等の啓発活動の
中で連携している。
さらに人権同和問題を本校の重点課題として取り
あげ開校時より地域と密着した取り組みを進めている。
近年においては，独居老人訪宅や地域での職場体
験，学校農園ボランティアさんとの年間を通したふ
れあい活動等，地域連携の活性化により力を入れて
いる。
(2) 在籍者数・学級数
在籍者数 301名 学級数

12学級

(3) 特別支援学級設置数
知的障害 １学級 在籍数
情緒障害 １学級 在籍数

３名
４名

２

(4) 通級指導教室
無し
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
盲・聾・養護学校
滋賀県立三雲養護学校
(6) 学校独自の取組等
本校の「特別支援学級」には，生活自立のたのス
キルの習得そのものが課題になっていて，常時目を
離すことが難しい児童が各学級に２名在籍してい
る。そのために，通常の学級に在籍する特別な支援
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平成19年度の本校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
① 学級の中での子どもの実態を担任が把握する。
② 気になる子に対してより詳しく学習上，生活
上の状況を把握する。
③ チェックリストや心理検査によって個々の子
どもごとの学び方，わかり方を把握する。
④ 支援委員会で個別の指導計画を検討し，
「支
援の必要な時間」を個々の児童について検討する。
 特にここでは，児童にとって必要な時間を見
極めることに重点を置く。
⑤ 支援の必要な時間の内，授業内支援でできる
事例と取り出しの必要な事例を見極め，支援体
制の整理を行う。
⑤ 取り出しの必要な児童への支援形態，支援内
容の詳細な検討を行う。
⑥ 長期的な指導計画と， 短期的な指導計画を
持って実際に取り出しによる指導を行い，個々
の児童にとって有効な指導方法か検証する。
⑦ 指導を進める中で児童にとって本当に必要な
支援の方法と時間を見極める。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるために本校
が採った方法
① 支援委員会での子どもの実態把握の充実
１ヶ月に１回，まず学年部会で，児童の実態
を出し合い，それに基づいて校内支援委員会で
支援の必要な児童について常に実態把握を行う。
現在の取り出し指導の状況をふまえ，支援の
方法や体制を協議し，まず支援が必要とされる
時間や内容を把握する。その上で対応の限界を

検討し，授業内支援を行うのか，取り出し指導
を行うのかを協議する。この話し合いを行うこ
とで，実際に取り出しを行わなくても，対象に
なった児童に対して学級内支援が今までより充
実して出来るようになった。
② 子どもの学び方，わかり方によるグループ化
本校では，取り出しを行える指導者が教務と
補助指導員の２名しかいない。そのため，複数
の児童に対して一斉の指導をしなければならな
い。しかし児童の学び方，わかり方は異なって
おり一斉に指導をすることはあまり有効な支援
の方法ではない。
そこで子どもの学び方，わかり方を把握，類
型化し，同じ学び方の児童でグループを作り，
教務と補助指導員が分かれて指導・ 支援にあ
たった。
こうすることで，支援の必要な多くの児童に
一度に対応することができ，指導の充実が見ら
れると考えた。実際，児童同士の交流も活発に
なり，意欲が高まり積極的に課題に取り組むこ
とができた。
しかし，グループの人数にも限界があり，あ
まり多人数だと個別への対応が不十分になって
しまう。

イ 心身に障がいのある児童への理解と認識を
深め，仲間意識と人間尊重の精神を育てるよ
うにする。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況
（各子どもの交流時間，付添等の状況）
・Ａ児（交流時間２時間／週 付添必要）
・Ｂ児（交流時間２時間／週 付添必要）
・Ｃ児（交流時間12時間／週 付添不要）
・Ｄ児（交流時間12時間／週 付添不要）
・Ｅ児（交流時間12時間／週 付添不要）
・Ｆ児（交流時間６時間／週 付添必要）
・Ｇ児（交流時間２時間／週 付添必要）
③ 在籍児童が「交流及び共同学習」を行ってい
る時の特別支援学級担任の状況
・
付添が必要な子どもが交流を行っている時は
付き添う。交流に行かない学級の子どもたち
は，隣の支援学級担任が指導する。
・
付添不要の子どもが交流を行っている時は教
室に残った子どもを集中的に指導する。
３

(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
① 相談時間の設定
限られた支援時間をできるだけ動いてもらえ
るように時間割を組んだが，十分な相談時間が
確保できていなかった。相談の時間を確保する
ことで取り出しの支援も充実したものになる。
長期的，短期的な児童個々の指導計画を確認
してもらうこと，１時間毎の児童の変化と指導
方法の確認等，相談時間を確実に設定したい。
② 特別支援学級への補助
取り出し授業だけでなく，特別支援学級への
補助に入ることで学級内での小集団の授業が可
能になり多様な支援形態が実現することになる。
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童の「交流および共同学
習」の方針
ア 障がいのある児童の学習や生活などの経験
を広げ，社会性を養い，好ましい人間関係を
育てる。対象の児童について支援方法を話し
合い，取り出しの必要性についても検討する。
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 支援委員会で取り出しを必要とする児童は多
人数になってきた。 しかし実際に取り出しを
行っている児童は一部である。 授業内支援で対
応している児童が多いがその分担任の負担は大
きい。
できるだけ多くの取り出しを行いたいが，校内
の指導者の人数に限りがある。 補助指導員の人
数や勤務時間を増やすことで対応できればいい
のだが困難なことが多い。
(2) 取り出し授業における保護者の理解は深まり，
取り出し授業を受けることでその効果や意味を
理解してもらえたのだと思う。 今後は支援委員
会で十分に検討し，取り出しを行う根拠やねら
いを明確にして指導を深めていきたい。
(3) 各担任が個別の指導計画を作成し， その計画
に沿って指導を行うようになってきた。ケース
会議等の資料としてだけではなく日常の授業や
活動にも活用していきたい。
(4) 取り出し授業には人的な限界があり，どうし
ても担任対応が多くなってくる。
 よって， 日常の授業の工夫や改善が必要に
なってくる。支援の必要な児童に視点を当てた
授業の展開を考え実施していきたい。

○教育委員会名
○所在地
○電話番号

中
 学校８人（８校）の合計30人を通常の
学級に配置
(イ) 介護員の配置
 小学校42人（26校）
， 中学校12人（７
校） の合計54人を特別支援学級に配置。
資格は問わない。

上越市教育委員会
新潟県上越市下門前593
025(545)9264

１

市の概要（平成19年度）
(1) 小学校数，中学校数，義務教育就学者数（小・
中）
， 教員数（小・中）

※平成19年５月１日現在
小学校
学

中学校

数

54

22

義務教育就学者数

11,840

5,820

953

508

教

校

員

数

２

(2) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校（数と種別）
・上越市 県立高田養護学校（知的障害）
県立上越養護学校（肢体不自由）
県立新潟盲学校高田分校（視覚障害）
・柏崎市 県立柏崎養護学校（病弱）
・妙高市 市立にしき養護学校（知的障害）
(3) 市独自の特別支援教育に関する事業
① 上越市特別支援教育巡回相談事業
ア 目的
(ア) 通常の学級に在籍する特別な支援を要
する児童生徒に対して，巡回相談員が定
期的にその学校を巡回して支援体制を整
備する。
(イ) 中学校区を１つのブロックとし， ブ
ロック内での事例研修等を通して，各ブ
ロック内の支援体制を確立していく。
イ 内容
(ア) 学校訪問による巡回相談の実施
(イ) 各ブロック内の研修の実施
ウ 期間 平成18年４月から平成19年３月まで
② 学習指導支援事業
ア 目的
 学習障害，注意欠陥多動性障害及び高機能
自閉症などの発達障害のある児童生徒のきめ
細かい指導を行う。
イ 内容
(ア) 教育補助員の配置
教
 員免許を所有した職員， 小学校22人
（21校）
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市教育委員会における取組（平成19年度）
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する市教育
委員会の取組
①「特別支援教室（仮称）
」の活用に伴う児童生
徒の教育的ニーズに関する実態把握調査の実施
本研究の第２年次を進めていくにあたって，
第１年次の終わり（平成19年２月） に「
『特別
支援教室（仮称）
』 の活用に伴う児童生徒の教
育的ニーズに関する実態把握調査」
（以下，ニー
ズ調査）を実施した。
本調査の目的は，通常の学級において，ＬＤ，
ＡＤＨＤ，高機能自閉症等が疑われる児童生徒
の中で，
「特別支援教室（仮称）
」 を活用する
ニーズがある児童生徒を把握することである。
研究指定校の大潟町小学校と， 研究指定ブ
ロック内の６小・中学校すべてを対象に，次の
ような手順で実施した。
図１

ニーズ調査の手順

この調査から，表１のような結果を得た。そ
のうち，大潟町小学校では「こべつの支援教室」
を活用する児童が10人，研究指定ブロックでは
「特別支援教室」 を活用する児童生徒が27人と
なった。平成19年２月の調査結果である。
＜研究指定校（大潟町小学校）＞
◆「こべつの支援教室」活用ニーズ該当者 20人
20人のうち，
・
「こべつの支援教室」通室児童 10人
・
各学級学年で十分配慮しての指導が欠かせな
いと判断した児童 10人
＜研究指定ブロック（安塚中区・三和中区）＞
◆「特別支援教室」活用ニーズ該当者 33人
33人のうち，
・
「特別支援教室」通室児童生徒 27人
・
保護者の応諾が得られなかったり，学級での
十分な配慮により支援可能と判断した児童生
徒 6人
② 本研究に関する実務担当者会議の実施
ニーズ調査後，次のような目的で実務担当者
会議を定期的に開催した。 この実務担当者会
議を実施する中で，
「特別支援教室」 での指導
実践を参観したり指導効果を評価したりしなが
ら， 児童生徒一人一人の「支援の必要な時間」
の検討を重ねてきた。
ア
「特別支援教室（大潟町小はこべつの支援教
室，以下，同じ）
」の運営協議
イ
「特別支援教室」での指導支援の実際につい
ての協議
ウ
「特別支援教室」での指導支援の評価方法に
ついての協議
担当者会議

内

第６回担当者会議
（６月29日）

①授業参観（会場：上杉小学校）
②指導効果の評価について

第７回担当者会議
（10月４日）

①授業参観（会場：上杉小学校）
②指導効果に用いる各種シートの
検討協議

第８回担当者会議
（12月19日）

①授業参観（会場：大潟町小学校）
②指導効果の把握方法
③指導内容の選定方法

第７回と第８回の担当者会議での指導の様子
を写真１と２に示した。 写真１は， 上杉小学
校に設置された特別支援教室で，里公小学校の
特別支援学級担任が指導支援にあたっている場
面である。写真２は，大潟町小学校に設置した
「こべつの支援教室」 で， 自校の特別支援教育
コーデイネータがソーシャルスキルトレーニン
グを小集団で指導している場面である。
このような授業を参観した後，指導の効果は
どうであったか，その効果を把握する方法は適
切であったか，さらには，その指導方法は適切
であったかなどについて検討を行った。また，
「支援の必要な時間」 は今現在の時間でよいの
かどうかについても協議を行った。
写真１

特別支援教室（上杉小）での指導の実際

容

第１回担当者会議
（２月28日）

①ニーズ調査の結果報告
②利用児童生徒の実態の情報交換
③指導体制や必要時間数の検討

第２回担当者会議
（３月17日）

①
特 別支援教室の基本的な運営方
針について

第３回担当者会議
（３月28日）

①
特 別支援教室担当者の指導時間
と指導内容について

第４回担当者会議
（４月19日）

①
特 別支援教室担当者のブロック
内支援体制について

第５回担当者会議
（６月６日）

①利用児童生徒の個別の指導計画
②指導効果の評価方法について

写真２「こべつの支援教室」（大潟町小）での指導の実際
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(2) 弾力運用等による支援率を上げるために市教
育委員会が採った方法
①研究指定校の支援体制の確立
研究指定校の大潟町小学校では，学校裁量の
拡大により，
「こべつの支援教室」 を校内に設
置し，その担当者を特別支援教育コーデイネー
タとした。 校内に特別支援学級が３学級ある
が，在籍児童の障害の状態や程度が特別支援学
校相当であったり，多人数であったりするため
に，弾力運用を実行するにも限界があった。そ
こで， 学校裁量により，
「こべつの支援教室」
を設置した。
ニーズ調査の結果で10人の児童が利用するこ
ととなったが，その指導時間については，次の
ような手順で設定した。そして，通常の学級に
おいて特別な支援を要する児童に対して，必要
な内容を必要な時間のみ指導できるように指導
体制を整備した。
・
前年度末に「こべつの支援教室」での担当者
の指導時間を確保する。
・
利用する児童の時間割と照らし合わせて，児
童一人一人の指導時間を設定していく。
・
その結果として，表２のような担当者の指導
時間割を作り上げた。

の専門性を学校間で生かし合い，提供し合うブ
ロック内の支援体制を学校間の裁量拡大で整え
た。研究指定ブロックとしては，安塚中学校区
と三和中学校区の６つの小・中学校に指定した。
研究指定校の大潟町小学校のような手順で
は，表２のような指導時間割を作成することは
困難である。そのために，次のような手順で担
当者の指導時間割を作成した。
ア 特別支援学級担任が他校の特別支援教室に
提供できる指導時間の調整
イ アの結果とニーズ調査の結果を照らし合わ
せて，他校の特別支援教室へ出向く曜日と時
間を作成
ウ ブロック内の担当者の動きを作り出し，指
導時間割を作成（図１及び表２を参照）
図１

ブロック内の支援体制

表１「こべつの支援教室」担当者の指導時間割
限

月

火

水

木

金

1

こべつ
２人

こべつ
１人

こべつ
２人

こべつ
２人

こべつ
２人

2

こべつ
１人

こべつ
1人

こべつ
１人

こべつ
１人

こべつ
１人

こべつ
こべつ
通常学級 通常学級
SST ３人 SST ３人

3
４

通常学級
教科指導

５

通常学級 通常学級 通常学級 通常学級 通常学級
教科指導 教科指導 教科指導 教科指導 教科指導

６



初任研
指 導

通常学級
教科指導

表２

各担当者の指導時間

通常学級
教科指導
支援

通常学級
教科指導

※平成19年４月現在
② 研究指定ブロック内の支援体制の確立
前述した実態把握調査から，各小・中学校に
おいて，校内の弾力運用では対応しきれない児
童生徒の存在が明らかになり，さらに適切な支
援を行うためには，児童生徒の教育的ニーズに
対する専門的な指導支援が必要になってきた。
このような状況に対応するために，ブロック内



－60－

※平成19年４月現在

表２に示したように，安塚小のＴ教諭が上杉
小の特別支援教室へ指導支援に出向いたときに
は，市の介護員がその後の支援に入るという体
制で行っている。指導補助員２人についても，
同様に活用している。
② 特別支援教室での指導効果について
支援率を上げるためには，特別支援教室での
指導の効果が明らかになることが必要である。
そのことにより，保護者や本人を含めた関係者
が，今後特別支援教室において，必要な指導支
援を望むようになると考えられたからである。
そのために， 個別の指導計画をもとに，
「効
果観点シート」
「授業計画シート」
「評価シート」
を市教育委員会から各学校へ提示した。 そし
て，指導効果を的確に把握しようと試みてきた。
図２

らに，評価した結果を評価シートに記載してい
き，数値によって指導効果を把握しようとした。
今後は，評価シートの記載内容をグラフ化し
たり表にしたりすることで，指導効果を視覚的
にまとめるようにしていきたい。
図３

授業の指導計画

効果観点シート

図４

このようなシートは，第２年次の後半から取
り組み始めた。特別支援教室での目標を明確に
し，
「なにを」
「いつ」
「だれが」
「どこで」
「ど
のように」評価するのかを明らかにした。そし
て，特別支援教室での授業場面の，どの学習活
動において指導効果を評価するのか，何で評価
するのかを授業の指導計画で明確にした。 さ
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評価シート

(3) 特別支援教育補助員の効果的な在り方
本研究の予算で，指導補助員２人を大潟町小学校
と研究指定ブロックの里公小学校及び美守小学校へ
配置した。さらに，市の学習指導支援事業で雇用し
ている介護員1人を三和中学校と安塚小・ 中学校に
配置した。配置の状況を表２に示した。安塚小のＴ
教諭が上杉小へ出向いて指導支援にあたっている
間，その後の支援として，介護員が安塚小へ行くと
いうような業務を行っている。また，指導補助員Ａ，
Ｂのように特別支援教室を利用している児童生徒が
在籍している学級へ入り，学級担任のサポートする
役割も担っている。
特に，ブロック内の支援体制に基づいて，特別支
援教育コーデイネータが他校の特別支援教室へ出向
いて指導支援を行うためには，指導補助員や介護員
のような人的支援は欠かせない。
今後，本研究が終了してた後にも，次のような役
割で学校やブロックに配置していきたいと考える。
・
特 別支援教育補助員が特別支援教育コーデイ
ネータの補充的な役割を行う。
・
特別支援教育補助員が学校間を移動しながら特
別支援教室での支援にあたる。
・
特別な支援を要する児童生徒が在籍する学級の
担任をサポートする。
３

平成19年度（研究２年次）に残された課題
第２年次の研究を進めてきた結果，次のような課
題が明らかになった。
(1) 弾力運用等によるブロック内（校内） の支
援体制
(2) 指導効果の把握
(3) 必要時間数の算出基準
(1) 弾力運用等によるブロック内（校内） の支援
体制
本研究において， 当市では学校裁量の拡大とし
て， 研究指定校の大潟町小学校では，
「こべつの支
援教室」 を校内に設置し， 特別支援教育コーデイ
ネータをその指導者にあててきた。
このことによって，校内の通常の学級に在籍する
特別な支援を要する児童に対して， 一人一人の教
育的ニーズに応じた指導を行うことができてきて
いる。しかしながら，
「こべつの支援教室」への指
導のニーズが高まり，利用する児童が増えることに
よって， 教室指導者の指導時間は増えることにな
る。この増えた指導時間は，通常の学級での担当教
科の指導時間を削減して捻出している現状があり，
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「こべつの支援教室」 を利用する児童が増えれば，
すなわち支援率を上げるのであれば，教室指導者の
指導時間を確保することが大きな課題となってくる。
一方，研究指定ブロックである安塚中学校区と三
和中学校区では，各学校に「特別支援教室」を設置
し， 特別支援教育コーデイネータがその指導にあ
たっている。 さらに， Ａ小学校の「特別支援教室」
の指導者としてＢ小学校の特別支援教育コーデイ
ネータを派遣して，指導対象児童生徒のニーズに応
じたより専門的な指導を行っている。すなわち，Ｂ
小学校の特別支援教育コーデイネータが自分の専門
性を生かして，Ａ小学校の児童生徒へ必要な支援を
行っている。
しかしながら， 本研究を進める中で，
「支援でき
る指導者の人数と可能な指導時間」 によって，
「支
援の必要な時間」を決めざるを得ない状況が明らか
になってきている。より専門的な指導支援を求める
児童生徒に対して，他校の指導者の指導時間をどの
くらい確保し提供できるかといったことが大きな課
題である。
(2) 指導効果の把握
(1)で明らかになった課題は， 指導効果を上げて
いくことで解決可能ではないかと考える。
少ない指導時間であっても，その指導効果が上が
れば，
「支援に必要な時間」は少なくて済む。そし
て，必要ならばより多くの児童生徒を，特別な指導
の場（＝特別支援教室）で指導することができ，結
果的に支援率の向上に結びついていくと考えられる。
しかし，本研究から特別支援教室での指導効果を
把握する有効な方法を見出すことができなかった。
今後は，特別支援教室を利用している児童生徒一人
一人に対して，次のような考え方にしたがって評価
を進めていきたい。
①「いつ」
「どこで」
「何を」
「どのように」指導
の効果を評価するか
② 評価した結果をどのように「必要な支援の時
間」の決定に生かしていくか
③ 特別支援教室を引き続き利用するか，それと
も通常の学級で配慮しながら指導することで十
分なのかの決定にどう生かしていくか
(3) 必要時間数の算出基準
特別支援教室を利用する児童生徒を把握するため
に，ニーズ調査を実施した。この調査の中に「どん
な内容が」
「どのくらいの指導時間が必要か」 の項
目がある。 そのうち，
「どのくらいの指導時間が必

要か」については，普段の学習状況や保護者及び担
任の教育的ニーズに基づいて回答することにしてい
た。しかし，明確な算出基準や根拠を示してはいな
いため，妥当性や信頼性に乏しい。研究指定ブロッ
クであれば，各学校同じ基準や根拠によって必要な
指導時間を導き出すことは重要である。
また，今回のニーズ調査の結果のように，特別支
援教室を利用する児童と利用しない児童が出てくる
可能性がある。例えば，児童Ａは特別支援教室でそ
の障害特性に応じた必要な指導を行い，児童Ｂは在
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籍する学級で個別の指示を出したり学習環境を整え
たりする配慮で対応するということである。このよ
うな場合についても，どのような教育的ニーズがあ
る児童生徒が特別支援教室を利用し，どのような教
育的ニーズであれば在籍学級での配慮で対応するよ
うになるのか，その基準や見極める根拠が必要となる。
今後，特別支援教室を利用することになった基準
や根拠を，今年度の事例から導き出し，次年度以降
に生かしていきたい。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

・
平成13年度，交流教育の実績が認められ，第32
回博報賞（特殊教育部門）を受賞。
・
平成17年４月，特別支援教育コーディネーター
として級外担当者の指名配置。
・
平成18年９月，通常の学級在籍児童２名を対象
に「こべつの支援教室」を開設。主な指導者は
特別支援教育コーディネーターと特別支援学級
担任。
・
同年９月，特別支援学級担任３人，言語通級教
室担当２人， 介護員３人， 教育補助員１人，
養護教諭１人，大潟幼児ことばの相談室主任１
人，特別支援教育コーディネーター１人，計12
人のスタッフ会議「はなまるの会」発足。
・
平成19年５月，
「こべつの支援教室」 には１年
生から６年生まで通常の学級在籍児童10名が通
室。
・
平成20年１月現在，
「こべつの支援教室」 には
１年生から６年生まで通常の学級在籍児童14名
が通室。
「こべつの支援教室担当者」 と特別支
援学級担任が，この14名に対する取り出し指導
を行っている。この他，ニーズのある児童８名
に対しては，教育補助員と指導補助員と特別支
援学級担任が，通常の学級に入り込んでのＴＴ
指導や支援を行っている。

上越市立大潟町小学校（研究指定校）
新潟県上越市大潟区土底浜1621番地
025(534)2028

学校の概要（平成19年度）
(1) 学校の特色
本校は，教育課程を「こころ育て」と「からだ育
て」の２本柱に据え「学校・地域・家庭の融合によ
るこころの教育」に取り組んでいる。平成13年文部
省指定道徳推進事業実践校として研究発表を行って
以来，一貫して心の教育の充実を重視してきた。近
年は「学力向上・ 道徳授業・ どんどタイム(生活・
総合)」 の３領域を有機的に関連させた「こころ育
て」を推進してきている。この中核となるのが「こ
ころ育て年間カリキュラム」である。３領域を絡み
合わせ，段階的・重層的な取組が展開できるように
学習活動の配置・配列をしているのが大きな特徴で
ある。特に，授業協力者を招いての学習では，３領
域の縦と横のつながりから，互いにリンクさせた取
組を重視している。学力向上では「少人数学習大潟
町小方式」を構築し，自己認知力・自己評価力を高
め，学ぶ喜びと意欲，そして自ら学ぶ力を育んでき
た。ここで培われた基礎学力を根底にして，どんど
タイムと道徳授業をリンクさせることで，より一層
豊かな情操を育み，ひびき合ったこころ育てが可能
となっている。この功績が認められ，平成18年度に
は第37回博報賞（教育活性化部門）を受賞した。
(2) 在籍者数・学級数
・在籍者数 560人 ・学級数

２

21

(3) 特別支援学級設置数(設置種別及び在籍数)
・知的障害学級
1
在籍数 ４名
・情緒障害学級
1
在籍数 ５名
・肢体不自由学級 1
在籍数 １名
(4) 通級指導教室
・言語通級指導教室

２

指導対象者数

38人

(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校(視覚障害・聴覚障害等)
・上越市 知的１ 肢体不自由１ 視覚障害分校１
・柏崎市 病弱１（上越市隣接）
・妙高市 知的１（上越市隣接）
(6)

学校独自の取組
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平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
本校では，次の①～⑤まで５段階の手続きを踏ん
で支援の必要な時間を明らかにした。
① 担任や関わる教師の気付きから，特別支援教
育コーディネーターに相談する。
② 担任，学年指導チーム，入級担当等，複数の
目で実態把握票を記入し，
「ＬＤ傾向」
「ＡＤＨＤ
傾向」
「ＨＦＡ傾向」の有無を調べる。
③「児童の学習と行動のチェックリスト」 で各
観点別達成度を測定し，支援の対象とする項目
を洗い出し，学力テストやＱ－Ｕ学級集団アセ
スメントなどの客観的資料等も併せた基礎デー
タを作成する。
④ 対象児童の課題をより明確化するため，特別
支援教育コーディネーターや特別支援学級担任
が分担し，該当児童担任に対して機能的アセス
メントインタビューを実施する。
⑤ 校内委員会の一つである「特別支援教育学年
研修会」において，
「どんな教科の」
「どんな学

習内容が」
「新たにどのくらいの時間」
「何曜日
の何時間目に」必要なのかを具体的に明らかに
し，
「こべつの支援教室活用ニーズ調査票」 を
作成し必要な時間数を決定する。
(2) 弾力的運用などによる支援率を上げるために
各学校が採った方法
① 昨年度に引き続き，校舎の中央棟に「こべつ
の支援教室」を置き，教科補充やソーシャルス
キルトレーニング， 学習スキルトレーニング
等，個のニーズに応じた指導を行った。担当者
は特別支援学級担任以外からの確保を継続し，
指導効果が支援率の向上に結びつくよう指導形
態や課題構成を工夫した。
図１

こべつの支援教室担当者の動き（20.1.8現在）

限

月

火

水

木

金

1

こべつ
1人

こべつ
２人

こべつ
２人

こべつ
３人

こべつ
２人

2

こべつ
３人

こべつ
1人

こべつ
２人

こべつ
２人

こべつ
２人

3

こべつ
1人

４

通常学級
教科指導

教育相談

通常学級
教科指導

５

通常学級 通常学級 通常学級 通常学級 通常学級
教科指導 教科指導 教科指導 教科指導 教科指導

６

こべつ
こべつ
SST ４人 SST ３人

通常学級
教科指導

通常学級
教科指導

ア 特別支援教育コーディネーターは「こべつ
の支援教室」での指導を週当たり13時間（昨
年度比＋７時間）行う他に，通常の学級の教
科指導を９時間（昨年度比－４時間）
， 残り
時間は不登校傾向の児童の適応教室的役割
等，校内でのさまざまな突発事案に対応する
時間として確保し，支援の拡大と充実に努めた。
イ「こべつの支援教室」 の運営や指導は， 在
籍学級での学習や生活に確実に活かせるかど
うかを最重点にし，次のような取組により指
導の効果をあげるよう努めた。
・
少 人数グループ指導（在籍学級での一斉
指導場面を想定し，最小限の支援をする中
で，本人が要求や報告等の言動を自主的に
表現する練習）
・
自学自習できる課題の構成（在籍学級で取
り入れ実行できるよう，１人で取り組む課
題を設定）
・
「こべつの支援教室」の宿題課題の処理（保
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図２

護者と在籍学級担任が必ず目を通して励ま
す手立て)
特別支援学級担任３人の動き（20.1.8現在）

限

月

火

水

木

金

１

自学級児童

自学級児童

通常学級
ＴＴ指導

自学級児童

通常学級
ＴＴ指導

２

自学級児童

３

自学級児童

自学級児童

自学級児童

自学級児童

通常学級
教科指導

４

自学級児童

自学級児童

自学級児童

通常級児受入
共同学習

通常学級
教科指導

５

自学級児童

自学級児童

自学級児童

通常級児受入
自学級児童
共同学習

６

通常級児受入 通常級児受入
自学級児童
共同学習
共同学習

通常学級
ＴＴ指導

（委員会）

自学級児童

通常級児受入
共同学習

ウ 特別支援学級担任３人は，通常の学級に入
り込んでのＴＴ指導を週当たり合計３時間
（本年度から新たに開始）
，通常の学級児童の
受け入れを週当たり合計５時間（昨年度比＋
２時間）行い，ニーズのある児童に対する支
援を柔軟に行うよう努める一方，通常の学級
の教科指導を週当たり合計２時間（昨年度比
－２時間）に減らし，専門的な指導・支援に
専念できる運用に努めた。
 共同学習の時間を増やした支援を必要と
す る 通常学級在籍児童（入学時就学指導 で
「Ｃ・ 情緒」 の判断有，
「こべつの支援教室」
で個別指導）は，昨年度以上の手厚い指導体
制の中で落ち着いて学習に取り組むように
なった。 また， 特別支援学級の児童と競い
合ったり，互いの長所を認め合ったりするよ
うになり，本人のニーズに応じた適切な学習
の場への移行が進みつつある。
②「こべつの支援教室」 担当者の指導時間の確
保，特別支援学級担任が通常の学級ＴＴに出向
く時間の後の支援，通常の学級での指導補助，
教材教具の作成， 指導記録の蓄積等を行うた
め，指導補助員を外部から配置した。
③ 担任や保護者が一番困っている本人の課題を
最優先に取り上げ，解決に向けて直接的・間接
的に指導・支援を行い，効果を実感してもらう
ことにより，児童理解を発達障害の視点からア
プローチする有効性をアピールすることができ
た。 この結果，
「こべつの支援教室」 活用児童
が増えた。
（昨年度スタート時点比＋11名）
④ ニーズのある児童に対する支援率を上げるた
めには，教職員や保護者の発達障害に関する意

識や特別支援教育に対する理解が重要な鍵とな
る。今年度はこうした点に焦点を当て，以下の
ような試みを行った。
ア グランドデザインの根幹に特別支援教育を
明示した。本校の優先課題として特別支援教
育を位置づけ，支援の必要な児童をサポート
する体制づくりや人的配置に努めていること
を教職員や保護者に説明した。
図３

図４ 「個のニーズに応じた授業改善ツール」
トップページ

グランドデザインの一部

イ 特別支援教育に関係する全ての教室（特別
支援学級３学級， 言語通級指導２教室，
「こ
べつの支援教室」
） の授業公開と授業研修会
を実施し，全職員で個のニーズに応じた指導
方法や授業改善， 教室環境等について学び
合った。
ウ こうした研修を基に「個のニーズに応じた
授業改善ツール集」を作成した。特別支援教
育の視点から日々の教育活動を見直し，個の
特性に応じた指導という観点から授業や子ど
もへの接し方，学習環境等を見直し工夫した
ことを，全職員が一実践としてまとめたもの
である。最近ではこうした実践集がたくさん
出版されているが，大潟町小職員が目の前の
子どもたちの実態に基づいて実践し，互いに
紹介し合ったという点で大きな意味がある。
さらにホームページ上で公開することによ
り，こうした取組が校外にも広がり，市内や
県内外で互いの実践を交換できるようになれ
ば保護者や教職員にも役立つのではないかと
考えている。
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(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
① 通常の学級の教科指導の補助として活用する
ことで，
「こべつの支援教室」 担当者や特別支
援学級担任の専門的な指導時間を確保すること
ができた。
② 特別支援学級担任が，通常の学級ＴＴに出向
く時間の後の支援として活用することにより，
特別支援学級児童に対して，支援を維持するこ
とができた。
③ 通常の学級のＴＴ的な支援者として活用する
ことにより，通常の学級担任の負担が軽減する
とともに，該当児童への支援を行うことができ
た。
（昨年比＋４時間）
④ 個の特性に応じた教材教具作りの補助をする
ことにより， ニーズに合った教材を作成した
り，児童の興味関心を引きつける教具を準備す
ることができた。
⑤「授業場面における行動の観察シート」 に記
録してもらうことにより，個別の指導計画の目
標設定や評価に活かすことができた。
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流及び共同
学習」の方針
 特別支援学級在籍児童一人一人の実態に応じ
て，教科等の学習内容，時数を決めて交流を進
める。特別支援学級の児童にとっては，学年へ
の所属意識を高め，社会性を養い，好ましい人
間関係を育てる場とする。また通常の学級の児
童にとっては， 思いやりやいたわりの心を育
て，多様な友達の存在を認める場となり，自然

に交流する姿を求めていく。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況（各
子どもの交流時間，付添等の状況）
図５

図６

特別支援学級担任の状況

特別支援学級在籍児童の状況

※
「知的１」 とは，
「知的障害学級に在籍して
いる１年生」であることを表している。
 当校の特別支援学級に在籍している10人の児
童のうち，
「情緒２」 の２人と「肢体６」 の児
童は，特別支援学校相当という市就学支援委員
会の判断である。したがって，交流及び共同学
習のときには，介護員もしくは学級担任等の付
き添いが必要である。また，他の児童にあって
も，教科等によっては介護員や学級担任の付き
添いが必要な状況である。
 全体的に，学年が上がるにつれて，交流及び
共同学習の時間数が減少している。
「生活単元
学習」や「日常生活の指導」など，領域・教科
を合わせた指導を多く取り入れながら，中学校
進学を見据えた教育課程を編成している。
③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ているときの特別支援学級担任の状況

特別支援学校相当と判断を受けた児童２人が
在籍するため， 情緒障害特別支援学級の担任
は，
「通常の学級での指導時間」 及び「在籍児
に付き添っての通常の学級での指導時間」はな
く，特別支援学級での指導時間がほとんどである。
一方，肢体不自由学級の担任は「在籍児に付
き添っての通常の学級での指導時間」は７時間
設定されている。音楽や体育など教科に関する
技能への支援が必要なため，付き添って指導支
援を行っている。
また，弾力運用などによる支援率向上のため
に，知的障害特別支援学級の担任と情緒障害特
別支援学級の担任が，通常の学級に在籍する要
支援児を特別支援学級で一緒に指導している。
「こべつの支援教室」 指導者による要支援児へ
の指導支援のみではなく，３学級ある特別支援
学級担任の指導時間も活用しながら，指導支援
にあたっている。
３
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1)「こべつの支援教室」指導者については，特別
支援学級担任以外からの人員の確保や継続が課
題である。年々，児童数・学級数が減少する中
で，別枠に確保することが難しくなっている現
状がある。 しかし， 本校のように児童数500名
以上の規模の学校では， 特別支援教育コーディ
ネーターを級外として確保し， 特別支援教室指
導者として学校全体を見渡しながら支援体制
づくりを行うことで，大きなメリットや成果が
期待できる。 児童人数比に対する特別支援コー
ディネーターの加配など， 教員定数の改善が望

まれる。
(2) 通常の学級在籍児童への特別な支援を， 特別
支援教室で取り出し指導で行う場合の教育課程
の編成，及び評価についてのガイドラインが課
題である。教科補充の場合には比較的容易だが，
ソーシャルスキルの指導については，通常の学
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級の道徳の時間の一部を充てるという変則的な
方法をとらざるを得ない現状である。通級に準
じた扱いにするのか， 特別支援学級の教育課程
編成に準じるのか，戸惑いながら実践を積み重
ねている。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

・上越市

新潟県上越市立安塚小学校
（研究指定ブロック代表校）
新潟県上越市安塚区安塚2575番地
025(592)2017

・柏崎市
・妙高市

研究指定ブロックの概要（平成19年度）
(1) 研究指定ブロックの特色
研究指定ブロックは，安塚中学校区と三和中学校
区の２つの中学校区から構成されている。
安塚中学校区には，小学校１校，中学校１校が設
置されている。 安塚区は， 標高60 ～ 450mに30の集
落が点在する純農村地帯で，冬には平地で２ｍ，山
間部の集落で４ｍの積雪がある豪雪地帯でもある。
現在は，この雪を利活用した取組が盛んであり，民
間資本とスクラムを組んだスキー場や温泉を起爆剤
に観光振興を進め， 年間50万人が訪れる。
「雪のふ
るさと安塚」を合言葉に地域づくりが意欲的に進め
られている。
三和中学校区は，小学校３校と中学校１校が設置
されており，安塚区と隣接している。ほぼ上越市の
中央に位置しており，
“新潟米” の主要穀倉地帯を
有する平地農村地帯である。近年は兼業農家がほと
んどであり， 区内に産業団地の造成分譲を行うな
ど，農業と工業のバランスのとれた産業振興を推進
している。特産の米と酒をテーマに，区の歴史や文
化を紹介する博物館や観光施設などが賑わいを呈し
ている。
(2)

在籍者数，学級数

(3)

特別支援学級設置（種別及び在籍者数）
在籍者数

学級数

特別支援学級(人数)

安塚小

145

７

情緒障害（１）

安塚中

79

４

情緒障害（１）

里公小

178

８

知的障害（３）

上杉小

95

６

なし

美守小

98

７

情緒障害（３）

三和中

185

７

知的障害（４）



(6) ブロック独自の取組等
① 安塚中学校区
安塚中学校を中心に，財団法人社会経済生産
性本部エネルギー環境情報センターからエネル
ギー教育実践校の研究指定を受けて，安塚小学
校とも連携しながらエネルギー環境教育に取り
組んでいる。雪や自然を活かしたエネルギー利
用や暮らしを知り，雪や自然を活かした省エネ
ルギーやリサイクルについて，実践している。
② 三和中学校区
上越市教育委員会委嘱事業の食育研究指定を
三和中学校区が受け，昨年度までの２年間実践
的研究に取り組んできた。
「望ましい食習慣を
身につけた， 健康な児童生徒の育成」 を研究
テーマに掲げ，
「三和区食育計画」 を見直し作
成してきた。指定研究終了後も，継続して食育
に取り組み，家庭や地域に発信し続けている。
２

※平成19年５月１日現在
(4)

通級指導教室

県立高田養護学校（知的障害）
県立上越養護学校（肢体不自由）
県立新潟盲学校高田分校（視覚障害）
県立柏崎養護学校（病弱）
市立にしき養護学校（知的障害）

設置なし

(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校
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平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
第２年次の研究体制を構築するために，平成19年
２月に「特別支援教室（仮称）の活用に伴う児童生
徒の教育的ニーズに関する実態把握調査（以下，
ニーズ調査）
」 が行われた（市教委の報告表１を参
照）
。
この調査では，本人，保護者，そして，在籍学級
担任それぞれから教育的ニーズを聞き取り，
「どん
な指導内容が」
「どのくらいの指導時間」 必要なの
かについてまとめられた。この結果に基づき，特別
支援教室（仮称）で要支援児童生徒の人数と指導時
間を設定した。さらに，学校ごとに次のような資料
等から「支援の必要時間」を把握した。
① 安塚中学校区
ア 安塚小学校
 ＮＲＴ（全国標準診断学力検査）の偏差値，
心理検査（ＷＩＳＣ－Ⅲ）の検査結果，通常
の学級における国語・算数のワークテストの
得点，上越市のスクリーニングのチェック結
果を基に，児童の実態や課題から，国語と算

数あるいはＳＳＴ指導等の支援の必要な時間
を校内委員会で協議し，保護者との面談で決
定した。
イ 安塚中学校
 小学校からの引継ぎ情報資料や上越市のス
クリーニングのチェック結果，心理検査（Ｗ
ＩＳＣ－Ⅲ）の検査結果，学級担任や教科担
任からの情報を基に，校内委員会で協議し，
本人と保護者との面談で決定した。
② 三和中学校区
ア 里公小 イ 上杉小 ウ 美守小
 アからウまでの３小学校では，いずれもＮ
ＲＴ（全国標準診断学力検査）の偏差値，心
理検査（ＷＩＳＣ－Ⅲ）の検査結果，通常の
学級における国語・算数のワークテストの得
点，上越市のスクリーニングのチェック結果
を基に，支援に必要な時間を校内委員会で協
議し保護者との面談を行った上で決定した。
エ 三和中学校
 ＮＲＴ（全国標準診断学力検査） の偏差
値，心理検査（ＷＩＳＣ－Ⅲ）の検査結果や，
各種テストの結果及び教科担任の把握によっ
て学習内容への取組がおよそ２割以下を基準
に，校内委員会で協議し保護者面談を行った
上で決定した。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるために各学
校が採った方法
ニーズ調査で明らかになった「支援の必要な時
間」 と， 特別支援教室担当者（特別支援学級担任）
が他校へ出向いて指導支援が可能な時間とを照らし
合わせて，下図１（上越市教育委員会の報告書に掲
載）のようなブロック内の支援体制を作り上げた。
また，表２は，担当者等が他校へ出向いて指導する
ときの指導時間表である。
この支援体制を基にしながら，さらに各学校では
次のような弾力運用等の方法を実施した。

図１

ブロック内の支援体制（再掲）

① 安塚中学校区
ア 安塚小学校
 特別支援学級担任や級外職員，教頭あるい
は校長が通常の学級に在籍する支援を要する
児童への指導支援にあたっている。また，安
塚中学校の特別支援学級担任が週１日（金曜
日の午後）
， 当校に出向いてきて専門性に基
づいた指導支援を行っている。
表１

担当者等の指導時間（再掲）

 このような支援体制を整えるために，年度
当初， 各通常の学級の時間割を決める段階
で，特別支援学級担任が通常の学級の児童を
支援できる時間をまず確保した。そして，該
当児童の学級の国語と算数の時間数を調整し
て特別支援学級担任が指導支援できるよう，
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校内全体の時間割編成を工夫した。
イ 安塚中学校
 ニーズ調査で把握した生徒については，本
人の希望があり，特別支援教室での指導支援
は行っていない。しかしながら，定期テスト
前の放課後の補習学習や科学年の内容を中心
とした学習を，通常の学級担任や各教科担任
等が個別指導を実施している。
三和中学校区
ア 里公小学校
 特別支援学級担任が通常の学級の児童を支
援できる時間をまず確保した。そして，該当
児童の必要な教科内容の時間数を調整して，
学年構成を考慮しながら特別支援学級担任が
指導支援できるよう，校内全体の時間割編成
を工夫した。
イ 上杉小学校
 特別支援学級がない学校であるため，通常
の学級に在籍する特別な支援を要する児童に
対して，その特性に応じた専門的な指導支援
が困難な状況にある。したがって，里公小学
校の特別支援学級担任が週１日（木曜日の午
後）と，安塚小学校の特別支援学級担任が週
１日（金曜日の午前中）
， 当校に出向いてき
て専門性に基づいた指導支援を行っている。
担任の指導時間との調整があるため，支援率
を上げることに限度がある。 学校全体とし
て，該当児童の必要な学習内容を調整し，他
校の担任が極力指導支援できるよう，時間割
編成を工夫している。
ウ 美守小学校
 特別支援学級担任や級外職員，教頭が通常
の学級に在籍する支援を要する児童への指導
支援にあたっている。他校と同様，通常の学
級の時間割を決める段階で，特別支援学級担
任が通常の学級の児童を支援できる時間を確
保するために，特別支援学級担任の指導時間
を全校で検討工夫している。
エ 三和中学校
 国語，数学，英語の３教科で，少人数学習
が可能になるように職員の配置や時間割の編
成を行ってきた。また，美守小学校の特別支
援学級担任が，週１日（金曜日の午後）当校
に出向いて，専門的な立場から個別指導を実
施したり，学級担任及び教科担任へ指導の方
策など具体的なアドバイスを提示していたり

している。
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
本研究に伴い，指導補助員２人と上越市嘱託職員
である介護員１人を下表のように配置し活用した。
また，図１のように，他校の特別支援教室へ出向い
た後の支援や，通常の学級でのＴＴ的な支援者とし
て活用している。
配置校(曜日・時間)

配置校(曜日・時間)

指導補助員Ａ

里公小(水１・２）

大潟町小(月・午前)

指導補助員Ｂ

美守小(木５・６)

大潟町小(金・午前)

介護員

安塚小・中（金）

三和中 (火５・６)

②
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①

安塚小学校
ア 特別支援学級担任が，金曜日に他校の特別
支援教室へ出向くため，特別支援学級での支
援を１時間担当した。
イ 通常の学級で特別な支援を必要とする児童
の授業場面での行動観察の記録や，必要に応
じて支援指導の補助に３時間当たった。
② 安塚中学校
ア 特別支援学級担任が，金曜日に他校の特別
支援教室へ出向くため，特別支援学級籍生徒
の支援を２時間担当した。
 毎回「学習予定表と連絡・記録用紙」を活
用し，授業担当者との情報交換に役立ててい
る。
③ 里公小学校
ア 特別支援学級での教科学習の際に，ＴＴ的
な支援者としてあたっている。特に，１年生
の学習支援を担当しており，基礎的基本的な
内容の定着に効果を挙げている。
④ 美守小学校
ア 特別支援学級での教科学習などのときにＴ
Ｔ的な支援者として対応したり，通常の学級
において，特別な支援を要する児童に対して
ＴＴ指導で支援にあたったりしている。その
結果，当該学級の学習への集中度が高まった
り， 基礎的基本的な内容の定着に効果が上
がったりしている。
⑤ 三和中学校
ア 特別支援学級担任が他校へ指導支援に出向
いた後，介護員が特別支援学級在籍の生徒の
学習活動を支援している。毎回「学習予定表
と連絡・記録用紙」を活用し，授業担当者と
の情報交換に役立てている。

(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組（特別支援学級設置校のみ）
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流及び共同
学習」の方針
ア 安塚中学校区
(ア) 安塚小学校
ａ
交流学級児童とともに活動することの楽
しさを感じさせ，社会性を育てる。また，
児童とのかかわりを通して集団生活への
適応力を高める。
ｂ
交流活動を通し友だちのよさを認め，お
互いに思いやる気持ちを育てる。
ｃ
教職員や保護者の協力を得て，学校体制
で交流教育が行えるようにする。
(イ) 安塚中学校
ａ
交流を通して，集団の中で生活を共にし
たり，自己表現したりしながら社会生活
への適応力を育てる。
ｂ
特別支援学級の教室を開放し，通常の学
級の生徒との交流等を通して相互理解を
深め，協力し合いながら差別や偏見をな
くす。
ｃ
共同学習では，生徒の実態に応じた指導
内容を精選し，教科によっては教科担任
と特別支援学級担任がＴＴ指導で授業を
実施する。
イ 三和中学校区
(ア) 里公小学校
ａ
交流及び共同学習を通して，集団活動に
参加することの楽しさを味わい，社会性
を育てる。
ｂ
国語と算数以外は，交流学級で学習する
ことを基本とする。
(イ) 美守小学校
ａ
特別支援学級で身につけた他者とのかか
わり方や集団での活動及び学習の仕方を
実践する場であると考える。
(ウ) 三和中学校
ａ
共同学習では，生徒の実態に応じた指導
内容を精選し，通常の学級の生徒との交
流等を通して相互理解を深めていく。
ｂ
交流を通して，集団の中で生活を共にし
たり，自己表現したりしながら社会生活
への適応力を育てる。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況（各
児童生徒の交流時間や，付添等の状況）
安塚中学校区と三和中学校区の特別支援学級
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に在籍する児童生徒の状況を， 表２に示した。
特別支援学級においては，国語や算数・数学と
いった主要教科を学級担任が指導することが多
い。特別支援学級での指導時間が多い児童生徒
が，交流及び共同学習で交流学級へ行くときに
は， 学級担任等が付き添っている場合が多い。
また，音楽や体育などの教科では担任等が付き
添って，障害特性に応じた指導支援をしている。
表２

特別支援学級に在籍する児童生徒の状況

③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ている時の特別支援学級担任の状況（付添，交
流に行かない児童生徒の授業，教材研究，ＬＤ
等の児童生徒の支援，通級指導等）
図２は，研究指定ブロック内の特別支援学級
担任の指導時間を示している。５人の特別支援
学級担任は，いずれも１から３時間程度「特別
支援教室【他校】での指導時間」がある。他校
の特別支援教室（仮称）へ出向き，各担当の専
門的知識や技能を発揮しながら，通常の学級に
在籍する特別な支援を要する児童生徒の指導支
援にあたっている時間である。
在籍児に付き添っての通常の学級での指導時
間は，里公小の担任を除いて指導時間に設けら
れている。例えば，交流学級に行った際に，そ
の学級に在籍している特別な支援を要する児童

への教科指導などを行っている。
図２

図３－３

美守小

図３－４

安塚中

図３－５

三和中

特別支援学級担任の指導時間

５人の特別支援学級担任の指導時間の内訳
を，図３－１から図３－５に示した。
図３－１

図３－２

安塚小

里公小

このように， 一人一人の特別支援学級担任
は，在籍児童生徒への指導の他に，通常の学級
での教科等の指導や，交流学級において支援が
必要な児童生徒への指導を実施していることが
わかる。 また， 自校に設置した特別支援教室
（仮称）でも指導を行っている。そのような状
況の中，他校の特別支援教室（仮称）へも，専
門性を発揮しながら支援が必要な児童生徒への
指導に取り組んでいる。このような取組が，本
研究におけるブロック内支援体制の基盤を成し
ている。
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３

平成19年度（研究２年次）の課題
研究指定ブロックにおける取組から，次の６つの
課題が明らかになった。今後，これらの課題を解決
すべく，より効果的なブロック内支援体制を整備し
ていきたい。

(1) 小規模校の教員数が限られている中での特別
支援教室運営の難しさがある。実際は，
「支援で
きる教師の人数と可能な時間」によって，
「支援
の必要な時間」 を決めざるを得ない状況が実状
である。 次年度に向けて， 指導時間や要支援児
童生徒の実態把握等， 早急な支援体制作りが求
められる。
(2) 特別支援学級在籍の児童生徒が複数の学年に
またがったり，在籍数が増えたり，あるいは障
害の程度や状態が重度重複化することによって，

－74－

自校や他校の特別支援教室での支援が難しく
なってくる。 ブロック内支援体制における弾力
運用のさらなる工夫が求められる。
(3) 通常の学級の担任と， 学習内容や授業の進め
方などについての打ち合わせが大変重要である。
自校では，時間を作り工夫しながら，関係する
職員との校内委員会も随時行うことが可能であ
るが，ブロック内支援体制においては，特別支
援教室（仮称） を利用する要支援児童の学級担
任と打ち合わせをする時間の確保が困難である。
 今年度の後半には， ブロック内の特別支援教
育コーデイネータが集まる担当者会議を月１回
開催した。 このような定期的な検討協議の場を
設定し，そこでの情報の共有などが今後ますま
す必要となってくる。

(3) 市独自の特別支援教育に関する事業
① 特別支援教育運営委員会（特別な教育的支援
を必要とする児童生徒に対する，総合的な支援
体制のあり方を検討する。委員10人）
（平成19年度は部会で検討）
ア 部会
(ア) 巡回相談員連絡会委員会
(イ) 特別支援教育コーディネーター連絡会
運営委員会
(ウ) 個別の教育支援計画作成委員会
(エ) 特別支援教室運営委員会
② 巡回相談員（発達障害に関する専門的な知
識，指導経験を有する巡回相談員が学校を訪問
し指導内容等について指導助言をし，指導体制
の整備と指導の充実を図る。相談員８人）
③ 教育相談センター（学校生活になじめない児
童生徒に関する教育相談，巡回相談。指導員９
人）
④ 教育相談室（幼児・児童・生徒・保護者の教
育相談を行う。相談員７人）
⑤ 特別支援教育に係る連携会議（庁内）
（幼児・
児童・生徒の一貫した支援のあり方を検討する
教育・医療・福祉の関係各課会議）
ア 部会
(ア) 福祉ネットこども部会（主務：福祉部）
(イ) 視覚障害支援者研修会実行委員会
⑥ 教員補助員・特別支援教育支援員の配置
ア 補助員 12人を19校に配置（４月から）
イ 支援員 16人を32校に配置（10月から）
⑦ 教職員研修会
ア 長野市教育センターにおける研修講座６講
座を実施。

○教育委員会名 長野市教育委員会
○所在地
長野県長野市鶴賀緑町1613番地
○電話番号
026(226)4911
１

市の概要（平成19年度）
(1) 小学校数，中学校数，義務教育就学者数（小・
中）
，教員数（小・中）

学校数（校）

就学者数（人）

教員数（人）

特殊学級数（学級）

在籍者数（人）

通級指導教室数（教室）

指導対象者数（人）

54

21,749

1,220

83

263

6

64

中学校

23

10,294

741

44

172

０

０

77

32,043

1,961

127

435

6

64

合

小学校

表１ 特別支援学級設置数及び在籍数，通級指導教室
数及び指導対象者数（表１）

計

＊１

 校数： 小学校に分校２校あり。
学
（学校数に
は含めない）
＊２ 
教員数： 校長・ 教頭・ 教諭・ 講師（本務の
み）
・養護教諭・養護助教諭。
（指導主事等・
兼務講師・市費講師等を除く）
＊３ 特別支援学級数
(1) 知的障害学級（小：43，中：20，計：63）
(2) 情緒障害学級（小：39，中：24，計：63）
(3) 難聴学級
（小：１，中：０，計：１）
＊４ 通級指導教室
(1) 言語障害通級指導教室（小４校，５教室）
(2) 学習障害等通級指導教室（小１校，１教室）

２

(2) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校
① 盲学校
：１校
② ろう学校 ：１校
③ 養護学校 ：４校
（知的障害には信州大学教育学部附属養護学校を
含む）
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平成19年度，市教育委員会における取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する市教育
委員会の取組
① 長野市特別支援教育「さんさんプラン」構想
（案）の推進。
ア プラン１：特別な支援を必要とする児童生
徒への担任等の「フットワーク」
， 校内教職
員・ 保護者の「チームワーク」
， 関係機関等
を含めた「ネットワーク」により，適切な指
導及び必要な支援を行うことで， 長野市立
小・中学校における特別支援教育の充実を図
る。
イ プラン２：適切な指導及び必要な支援を行

うために，その子の教育的ニーズに添った，
内容（含む， 指導の時間）
・ 人・ 場所を用意
する。
(ア) その子に必要な内容と時間を用意する。
(イ) その子への指導・支援に適切な人（支
援者）を用意する。
(ウ) その子への指導・ 支援に適切な場所
（用具・教材を含む）を用意する。
② 特別支援教室運営委員会において適切な指
導・必要な支援の内容と時間を決めだす基本的
なプロセス及び留意事項について検討する。
ア「支援の必要な時間」 を把握するプロセス
（案）と留意事項。
(ア) 気づき・実態把握
ａ 気づきの３観点
ｂ 担任等の主観が出発点
(イ) 指導・支援内容の決めだし
ａ 個別の指導計画は支援の的確性と支援
の一貫性の立場から
(ウ) 指導・支援の実践
ａ 学校の実情を考慮して
ｂ プラン２の具体化を
(エ) 評価・見返し
ａ
「支援の必要な内容・時間」を決めだす
観点の的確さへ
③ 中間報告会において，協力校における「支援
の必要な内容・時間」を決めだす実践例と困難
点を紹介する。
(2) 弾力運用等による支援率を上げるために市教
育委員会が採った方法
① 長野市特別支援教育推進体制の推進。
（図１）
特に教員補助員及び特別支援教育支援員の配置
ア 市立小・中学校における支援を必要とする
児童生徒の実態把握。
イ 人を付けて支援をする必要のある児童生徒
のスクリーニングをする。
ウ 28人を51校に配置。
② 協力校における実践的研究
ア 校内の人的ソースの活用
(ア) 校内の専門性を活用する
ａ 特別支援学級担任・通級指導教室担当者
ｂ 特別支援学校経験者
ｃ 専科教員・加配教員を活用する
イ 教育計画等の工夫
(ア) 特別支援学級の学級編制の工夫
(イ) 特別支援学級間の共同学習の実施

③ 中間報告会において，協力校における「支援
率を上げる」ための実践例と現時点の困難点を
紹介する。
④ 協力校における支援率の現状
ア 支援率１：支援を必要とする総児童数に対
する，実支援児童数の割合。
(ア) Ｓ校：
（５月）10/25（40％）→（12月）
15/20（75％）
(イ) Ｋ校：
（５月）７/19（37％）→（12月）
21/22（94％）
イ 支援率２：支援を必要とする時間数に対す
る，実支援時数。
（12月現在）
(ア) Ｓ校：100 ％： ９ 人，60 ％： ３ 人，
50％：１人，40％：２人，０％：５人
(イ) Ｋ校：100 ％： ５ 人，80 ％： １ 人，
75％：１人，60％：３人，40％人：７人，
25％：１人，20％：３人，０％：１人
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
（補助員を活用した地域のみ）
（指導・ 支援内容
については協力校のみ）
① 配置人数と内容
ア 特別支援教育指導補助員 １校 １人を配置。
(ア) 三本柳小学校配置
(イ) 20時間／週
(ウ) 指導・支援内容
ａ 支援室での個別的支援
ｂ ＴＴでの個別的支援
イ 教員補助員
19校 12人を配置。
（Ｈ19．４．
１～）
(ア) ８時間／日，４時間／日
ウ 特別支援教育支援員
34校 16人を配置。
（Ｈ19．10．１～）
(ア) ４時間／日
(イ) 指導・支援内容
ａ 支援室での個別的指導・支援
ｂ ＴＴでの個別的支援
ｃ 支援学級指導補助
ｄ 教材づくり
② 教員免許を取得しているか否かにより支援内
容が異なる。
なお，補助員等の効果的な活用の在り方につい
ては，現段階で明らかになっていない。
３
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平成19年度（研究２年次）残された課題
(1) 特別支援教室（仮称）制度構想に係る課題
① 長野市における特別支援教室（仮称）におい

ては，ほとんどの時間を特別支援教室で特別の
指導を受ける形態も必要である。
② 特別支援教育コーディネーターの役割の重要
さからすると， 専任化が望ましい。
（数校の兼
務も検討する必要がある。
）
③ 専門性の高い教員の確保は必要であるが，特
別支援教育を推進していくためには通常の学級
等の教員の力量向上が欠かせない。
④ 特別支援学級在籍者の指導・支援を保障し，
これまで培ってきた特殊教育の成果を活かす視
点を大事にする必要がある。
(2) 専門性の高い教員による支援システムの課題
① 特別支援学級（含む通級指導教室）在籍者の
障害の程度や人数により， 特別支援学級担任
（含む通級指導教室担当） の， 適切な指導・ 必
要な支援が可能となる内容や時間が大きく異な
る。
② 近隣学校（中学校区）の教員の活用を図る必
要がある。
（平成20年度実施予定）
③ 中学校における適切な指導・ 必要な支援の

図１

実践的研究が急務である。
（平成20年度実施予
定）
④ 学校運営上の工夫が更に必要である。
（特別
支援学級間の共同学習や交流及び共同学習の
工夫）
(3) 適切な内容・時間の把握
① 巡回相談員等学校外支援者の指導・ 助言を
受ける効果的なタイミング。
② 個別の教育支援計画（含む個別の指導計画）
を作成する効果的なタイミング。
支援の一貫性を確保するための補助員・ 支援
員の効果的活用との関連。
(4) その他
① 管理職研修の重要性（平成20年度実施予定）
② 該当児童生徒の保護者との協働やＰＴＡ理
解を深める方策。
（巡回相談員の活用）
③ 学級集団を育てる中での支援の重要さと学
級担任等の力量の向上。

長野市特別支援推進体制
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○学校名
○所在地
○電話番号
１

生かし，通常学級の要支援児童への支援も行っ
ている。
③ 多くの校外の専門機関，専門家の力を借り，
児童自身への支援， 保護者や担任への支援も
行っている。
・特別支援学校との連携
児童の実態把握，専門的な支援
・巡回相談員・学校訪問相談員
児童の実態把握，専門的な支援
保護者・担任へのアドバイス・支援
・スクールカウンセラー
保護者，担任へのアドバイス・支援

長野市立三本柳小学校
長野県長野市三本柳東2-1
026(284)3599

学校の概要
(1) 学校の特色
本校は，平成５年４月，県都長野市の南部に開校
された学校である。 豊かな犀川の水流を北に背負
い，広々とした田園の緑，明るい陽光に包まれた，
美しい学校である。
長野冬季オリンピックの「一国一校運動」を契機
にボスニア・ヘルツェゴビナとの交流が始まり，民
族紛争や地雷に苦しむ人々の学習を通じ，世界平和
に目を向けた学習が展開されている。
また，特別支援教育の推進，清掃教育，保護者・
地域との連携にも力を入れている。

２

(2) 在籍者数・学級数
853名 32学級

平成19年度の取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」を把握する取組
① 支援を要すると判断される児童について，担
任が行動チェックを行う。支援の必要な児童の
支援のニーズを明確にする。

(3) 特別支援学級設置数（設置種別及び在籍数）
知的障害児学級 ２学級（在籍９名）
情緒障害児学級 ２学級（在籍14名）
(4) 通級指導教室
なし
(5) 特別支援制度に関する研究に連携可能な特別
支援学校
盲学校 １
ろう学校 １
養護学校 知：２ 肢体：１ 病：１
(6) 学校独自の取組等
① 特別な支援を必要とする児童の増加にともな
い，
「特別支援室」 を設置し， 個別のニーズに
対応できるようにしている。 落ち着いたカー
ペット敷きの小さな部屋に， 箱庭セット， ブ
ロックなどを置き，１対1でゆったりと過ごせ
る部屋にしてある。児童のニーズに合わせ「ス
ペシャルタイム」を設け，週に１～５時間程度，
この部屋でゆったり遊んだり，自分のペースで
学習をしたりしている。
② 特別支援室に加え，本年度は特別支援学級が
４学級となった（知障２学級 情障２学級)。
支援学級同士の共同学習，交流学習を積極的に
すすめながら，特別支援学級の担任の専門性を
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・
チェックした結果をレーダーチャートにあら
わし，その傾向から，その子の支援の必要性
や必要とされる支援の内容を予測し，支援の
方向を導き出していく。
・
支援が必要と判断された児童については保護

者との懇談，発達検査や教育相談につなげ，
支援を進める。
② 個別の指導計画を作成し，必要な支援時数，
支援内容を明確にして支援に当たる。学期末等
に評価をし，支援の成果や，次の支援時間や支
援内容を見直しながら支援を進める。



個別指導（教科・視知覚訓練等）
→週10時間 特別支援学級に通級

国語・算数の学習
ウ 学習面に大きな問題はないが，本人が不適
応感を強くもつ児童
→週１時間 支援室

ソーシャルスキルトレーニング

心理的安定を図る活動
→週５～８時間程度
支援室・特別支援学級

心理的安定 教科学習
エ 発達障害に伴う情緒的な不適応が強く，集
団の中で落ち着いて学習することが困難な児
童
→１日３時間（週15時間程度）

特別支援学級または支援室

国語・算数・心理的安定

（就学指導をすすめる）
(2) 支援率を上げるためにとった方法
① 特別支援学級在籍児童が交流及び共同学習に
行く時間を活用して，特別支援学級担任が通常
の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童
の個別・グループ別指導を行う。

※
特 に巡回相談員には， 支援の過程全体にかか
わっていただいている。
授業参観や面接による専門的な実態把握
保護者との懇談
支援会議に出席してもらって指導計画作成の助

言をもらう。
支援の様子を参観してもらい，児童の成長や支

援内容について助言をもらう。
③ ひとりひとりの児童への支援の経過を分析す
ることで，どのような支援ニーズをもつ子に，
どのような支援が何時間程度必要か，支援基準
を見つけ出す。
ア 本人は大きな不適応感をもっていないが，
障害からくる行動が不利益となっている児童
→週に１時間 支援室

ソーシャルスキルトレーニング
イ 一斉学習の中では集中して学習することや
学習の定着が困難な児童
→週１～２時間 支援室
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② 通常の学級の支援を必要とする児童が，特別
支援学級の教科学習・自立活動（心理的解放・
ＳＳＴ等）の学習を一緒に行う。

③

補助員が特別支援室で指導する。

⑥ 特別支援学級担任が学級の児童の交流及び共
同学習に付き添い，学級の児童の支援に加え，
通常の学級の支援の必要な児童を支援する。

⑦
④ コーディネーター・補助員・少人数学習担当
教諭が，特別な支援を必要とする児童の学級に
入り，ＴＴで個別支援を行う。

⑤ 特別支援学級同士の共同学習により生まれて
くる空き時間に，特別支援学級の担任が，通常
の学級の児童の支援をする。
ア 特別支援学級で個別指導にあたる。

イ

通常の学級にＴ・Ｔに入り，支援にあたる。

支援学校相談員・専門家による支援
・
盲学校相談員に２週間に１度来校していただ
き， ＬＤ児の視知覚訓練をしてもらってい
る。
・
市の巡回相談員・ 学校訪問相談員に， 月2回
程度支援室で支援にあたってもらう。(適応
状態等を把握してもらい，後で担任にアドバ
イス）

上記のような取組により，支援率が以下のよ
うに向上した。
（12月現在）
ア 支援率１
〔支援を実施した者/支援を必要とする者〕

10人/25人〔0.4〕→15人/20人〔0.75〕
イ 支援率２（個別）
〔支援を実施した時間/支援を必要とする時間〕

〔1.0〕
：9人 〔0.6〕:3人 〔0.5〕
：1 人
〔0.4〕
：2人 〔0.0〕
：5人
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用のあり方
① 教員補助員（新教育システム費） 週20時間
支援室における個別的支援 ７人 11時間
(算数 国語 自立活動)
ＴＴに入っての個別的支援 ４学級 ９時間
(算数)
② 支援員（市費）
週20時間
支援室での個別的支援
10時間
（算数・国語）
支援学級補助
８時間
教材づくり・教材準備等
２時間
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童の「交流および共同学
習」の方針
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学年

学級

ア 児童の実態や課題を特別支援学級担任と原
学級の担任とが共通理解し，指導計画に沿っ
て交流および共同学習の内容や時間を決めだ
し， それぞれの場で課題に添った学習をす
る。
イ 教科のみでなく，給食，清掃，特別活動な
ど，原学級の参加できそうな活動には積極的
に参加し，原学級の一員であるという意識や
集団参加能力を高める。
ウ 児童の状況については，日常的に担任同士
で連絡を取り合って指導を進める。学習内容
によっては特別支援学級担任が交流および共
同学習に付き添う。
② 特別支援学級に在籍する児童の状況
障害

授業
時数

交流
共同
時数

備

24

５

他 給食・特活
体育：内容により付き添い

２ 自

閉

24

２

他 特活
生活：内容により付き添い

２ 知

的

24

12

他

給食・特活

２ 知

的

24

12

他

給食・特活

２ 広汎性

24

12

他

給食・特活

３ 知

的

26

２

他

給食・特活

３ 知

的

26

２

他

給食・特活

３ 知

的

26

９

他

給食・特活

４ 知

的

28

３

他

給食・特活・クラブ

１ ＡＤＨＤ

23

12

他

特活

２ 情

緒

24

5

他

給食

２ 広汎性

24

13

他 給食
付き添い

３ ＡＤＨＤ

26

13

他

給食・特活

３ ＡＤＨＤ

26

15

他

給食・特活

４ 広汎性

28

22

他

特活

４ アスペ

28

14

他

特活

４ ＡＤＨＤ

28

15

他

給食・特活

４ 情

緒

28

18

他

給食・特活

４ 情

緒

28

27

他

給食・特活

28

18

他

給食・特活

６ ＡＤＨＤ

28

23

他

給食・特活

６

28

19

他

給食・特活

28

19

他

給食・特活

知

的

障
情
障

ＬＤ
ＬＤ

６ アスペ

３

考

２ 知

６

Ｙ学級担任
付き添い・他の学級児童の指導
Ｋ学級担任（コーディネーター）
支援児童の指導
他の学級児童の指導
教育相談等
Ｍ学級担任
付き添い
他の学級児童の指導
支援児童の指導
Ｈ学級
他の学級児童の指導
付き添い

③ 在籍児童が「交流及び共同学習」を行ってい
る時の特別支援学級担任の状況
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平成19年度に残された課題
(1) 支援が必要と思われる児童の実態把握のため
にチェックリストを利用したことは，支援ニー
ズを客観的にとらえる上で有効であった。また，
そこから，支援の方向もおよそ予測でき，支援
のきっかけとすることができる。しかし，その
子に早急に支援が必要かどうかは行動や学力の
みのチェックだけでなく，その子が学校生活を
楽しんでいるか，生き生きと取り組める活動が
あるかなど， 意欲や心情面の実態も把握する必
要がある。チェック項目の検討が必要と考えて
いる。
(2) 個別支援に対する， 先生方や保護者の意識が
かわってきていて，個別対応，個別支援を求め
るようになってきている。
 個別支援が進むと共に，その子に「何を」支援
するかが大きなテーマとなってきている。できな
いことの補充ではなく，
「できる体験」 を積み重
ねる中での「意欲」
「満足感」
「自尊感情」等の向
上をねらっていきたい。
(3) 多様な障害や実態に対応するには， 専門的な
知識やテクニックも必要であり， 支援者の専門
性を更に向上していく必要がある。また，１対

１での個別学習の形態だけでなく， １対小集団
という支援形態も考えていきたい。
(4) 支援の方向の決定， 支援内容の決定が，支援
者側におまかせ，ということになりがちである。
学級担任がその子の指導計画をつくり， 支援の
内容を支援者と共に考えていくような方向に
もっていきたい。
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(5) 特別支援学級児童の交流及び共同学習を進め
ていくためには， 特別支援学級と原学級の担任
の連携を更に進める必要がある。原学級でも「お
客さん」にならないために，指導計画を共通理
解し，日常的に連絡を取りながら指導をしてい
く必要がある。

○教育委員会名
○所在地
○電話番号
１

の児童の理解を図る活動が行われている。更に，秋
に行われる交流会では特別支援学級の児童が地域の
方や原学級の友達，先生方を招いて日ごろの学習の
成果を見ていただいたり，自分達の作ったカレーで
おもてなしをする活動もしている。
また，本年度から発達障害の通級指導教室が開設
された。まず校内支援体制づくりからはじめ，近隣
の学校との連携を図りながら，平成20年度より校外
からの児童の受け入れを開始する。

長野市立川中島小学校
長野県長野市川中島町上氷鉋172
026(284)412

学校の概要
(1) 学校周辺地域の特色
本校は市の中心部から南西に位置し，北に犀川が
流れ，その扇状地に発展してきた地域である。近隣
には，川中島合戦の古戦場，川柳将軍塚，森将軍塚
古墳等の史跡が多い。
学校は明治２年「日新館」として創立され，本年
度創立139年目を迎える長野県内で最も古い伝統あ
る学校である。長野冬季オリンピックを契機に学校
周辺も整備され，近くをバイパスや新幹線が通り，
商業地や新興住宅地もつくられ変貌してきた。特産
の川中島白桃の栽培も盛んであり，春には白桃の美
しいピンク色の花に学校が包まれる。
(2) 在籍者数
382名 ・学級数

２

平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援が必要な時間」 を把握する学校で
の取組
① 支援が必要な児童の「支援の必要時間」を把
握するプロセス
Ⅰ 担任・専科の気づき
【あれ？ 何か違うぞ】

ア

学習面
・学習課題，学習内容の理解の困難さ
・学習内容の習得，定着の困難さ
・
学年の発達段階に応じた学習内容の理解の
困難さ 等
イ 行動面
・落ち着いた行動ができにくい
・話を聞けない。指示が通りにくい。
・離席，友だちへの手出し，大声を出す 等

14学級

(3) 特別支援学級設置数
知的障害 １学級（在籍
情緒障害 １学級（在籍

５名）
２名）

(4) 通級指導教室
言語障害教室 １教室
発達障害等教室 １教室
(5) 特別支援教室制度に関する研究に， 連携可能
な特別支援学校
盲学校 １校
ろう学校 １校
養護学校３校（知：１ 病：１ 肢・知：１）
(6) 学校独自の取組等
「福祉教育」 として児童が障害のある人々を理解
する学習が学年に応じて大切にされている。３年生
では聴覚障害のある方と，４年生は視覚障害のある
方と交流し，５年生では車イス体験，６年生では学
校近くにある特別養護老人施設や知的障害者施設と
の交流をしている。また，校内の研修やＰＴＡ研修
等においても，障害のある方や巡回相談員を講師に
招いて教養講座として障害を理解するための啓発活
動も行われている。
特別支援学級との交流も盛んで，１年生が入学直
後「どうぞよろしく集会」を実施し，特別支援学級
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Ⅱ 支援が必要な児童のリストアップ
【どの子の どこが どう違う】

ア 特別支援コーディネーターへの相談
イ 担任からの報告に基づく児童のリストアッ
プ（校内委員会及び発達障害研究グループ）
Ⅲ リストアップ児童の実態把握
【確かめ・観察】

ア 担任 に よ る， ３ つ の 観点 か ら の「行動
チェック」と「行動チェックレーダーチャー
ト」の作成
・学習面 ・行動面 ・コミュニケーション面
イ 単元テスト，ＮＲＴ，ＣＲＴ等結果の客観
的資料の活用
ウ 巡回指導相談員，学校訪問相談指導員，ス
クールカウンセラーによる行動観察，心理検査
エ 校内委員会・校内就学指導委員会，研究グ

ループでの検討（適切な就学について）
オ 担任と相談員の支援会議及び保護者と相談
員の支援会議
Ⅳ

教育相談

【客観的検査】

ア
イ

保護者への教育相談の勧め・教育相談の実施
就学指導に基づく支援 「通級による指導」等

Ⅴ 個別の指導計画・支援計画
【指導内容・指導時間の計画】

ア「行動チェックリスト」
，行動観察，心理テ
スト等を生かした具体的支援内容の作成
イ 効果的な支援時間の設定（担任，特別支援
コーディネーター，校内委員会，研究部会等
の連携による）
ウ「取り出し」支援，
「入り込み」支援の決め
出し

【取り出し】
２年

ア
イ

その子にあった支援内容・支援時間での実践
支援内容の見直し・評価
・
行動記録，行動チェックリストの再チェッ
ク，単元テスト等
ウ 支援の継続又は新たな支援内容・支援時間
の設定
② 支援の内容・時間の基準化 －例－
ア【取り出し児童： 発達障害等通級指導教室
での指導】
ａ 集団の中で学習することに困難さ（離
席，学習内容の理解の困難さ等）がある児
童

Ａ児

→

特別支援学級
（情障学級）
担任の支援

Ｃ児

→

言語障害通級
指導教室担当
教員の支援

・
担任の必要感，保護者了解とニーズに基づ
いた指導
・
理解に困難さがある算数の時間で週５時間
指導（ことばの教室での個別学習）
・
時間割については，通級指導教室担当教員
の空き時間に設定する。
ウ【入り込みでの支援： 専科対応， 通級指導
教室担当教員対応】
ａ 広汎性発達障害のある児童
【入り込み】
専科教員配慮
６年

Ｄ児

←

発達障害等通
級指導教室担
当教員の支援

・
指示が通りにくい面があるために，安全性
を考慮し理科の時間に通級指導教室担当教
員が支援
・理科学習の時間週２～３時間支援
【取り出し】

【取り出し】
２年

→

・
担任の必要感，保護者了解とニーズに基づ
いた指導
・
理解に困難さがある算数の時間で週４時間
指導（情障学級での個別学習を生かした原
学級での一斉授業への参加１時間）
・
時間割については，特別支援学級担任の空
き時間を活用。 また特別支援学級の時間
割を可能な範囲でＢ児の学級の時間に合わ
せて調整（１時間目の国語⇔４時間目の算
数）した。
ｂ 個人内不適応傾向があり学習に集中でき
ない児童への支援
【取り出し】
２年

Ⅵ 指導の実践→見返し→新たな支援
【指導内容・時間の基準化】

Ｂ児

発達障害等通
級指導教室担
当教員の支援

・
担任の必要感，保護者了解とニーズに基づ
いた支援
・
理解に困難さがある算数の時間で週５時間
指導
イ【校内の弾力的運用： 特別支援学級での支
援・言語障害通級指導教室での支援】
ａ 他の児童から影響を受けてしまい，学習
に集中できない児童への支援
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６年

Ｄ児

→

発達障害等通
級指導教室担
当教員の支援

・
本人及び保護者の希望（社会科の学習内容
が理解しにくい為）により，社会科の授業
を「取り出し」指導する。
・社会科の時間 週２時間
エ 【入り込みでの支援：支援員対応】

ａ ＬＤ傾向があるＥ児
【入り込み】
担任配慮
４年

Ｅ児

←

員が「支援が必要な児童」が複数いる学級の児
童を受け入れ指導していく。
・
言語障害通級指導教室での「取り出し」指導
（２年 Ｃ児）
・
発達障害等通級指導教室担当教員の「取り出
し指導」
（２年 Ａ児 ６年 Ｄ児）及び「入
りこみ指導」
（４年生 ５年生）
⑥ 専科教員の支援への位置づけ
・
音楽や理科において特別支援学級担任（情障
学級）が入り込みをしていたが，専科教員の
配慮や支援員の入り込みで支援をすることに
より，特別支援学級担任が，他の児童の支援
に回ることが可能になった。
（３学期から６
年生に「入り込み」支援）
⑦ 支援対象児童数と支援率の推移
ア 支援が必要な児童の見直し〔支援率１
（％）
〕

特別支援教育
支援員による
支援

・
教育相談を受けておらず， また保護者の
「取り出し」指導の了解は得ていないため，
担任配慮での指導をしながら，支援員によ
る支援
・
指導は支援員の確保できる時間を考慮しつ
つ「入り込み」週２時間を理解に困難さが
ある算数で個別指導をしていく。
ｂ ＡＤＨＤ傾向の児童
【入り込み】
担任配慮
５年

Ｆ児

←

特別支援教育
支援員の支援

回数（回目）

・
緊張が途切れかける４時間目をめどにし，
「入り込み」により，落ち着かせる支援と
して算数の時間に支援員が個別指導で４時
間入る。
(2) 弾力的運用等による支援率を上げるために各
学校が採った方法
① 校内の支援体制の一覧表（別掲）を組み，特
別支援学級担任，発達障害等通級指導教室担当
教員，言語障害通級指導教室担当教員，専科教
員，学習習慣形成教員，特別支援教育支援員が
どの程度支援できる時間があるのかの見極めを
していく。
② ピックアップした支援が必要な児童全員につ
いて「行動チェ ックリスト」 をもとに担任が
チェックをし，その子の傾向性や実態を促え，
教科の指導や自立活動の指導等について，
「取
り出し」又は「入りこみ」指導，担任配慮等を
決めだしていく。
③「行動チェックリスト」
，児童の実態，時間割
等を考慮し，担任と関係する係で連絡調整しあ
い現時点での可能な支援時間を組む。
④ 特別支援学級担任が「支援が必要な児童」が
複数いる学級の児童を受け入れ支援する。
・
情緒障害学級での「取り出し指導」
（２年
Ｂ児）
・
情緒障害学級担任の「入り込み指導」
（６年
生３学期から）
⑤ 発達障害等及び言語障害通級指導教室担当教

１

２

３

４

５

５月

６月

７月

11月

12月

（人）

7 ／ 19

8 ／ 26

9 ／ 22

（％）

37

31

41

月

日

12 ／ 18 21 ／ 22
67

94

〔支援率１：支援を実施した者／支援を必要とする者〕
イ

支援時間の変化〔支援率２ （％）
〕

〔７月： ９人／ 22人〕
100％－２人
80％－２人
50％－２人
40％－１人

60％－２人
0％－13人

〔11月： 12人／ 18人〕
100％－３人
80％－４人
60％－２人
53％－１人
0％－６人

67％－１人
50％－１人

〔12月： 21人／ 22人〕
100％－５人
80％－１人
60％－３人
40％－７人
20％－３人
0％－１人

75％－１人
25％－１人

〔支援率２：支援を実施した時間／支援を必要とする時間〕
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ウ

支援率１・２の変化について
・
４月当初から何回か支援が必要な児童の見
直しが行われた（支援率１）
。 これは， 本
校の研究が１年目ということもあり，支援
が必要な児童の取り上げ方に曖昧さがあっ
たり，見直しに時間がかかってしまったこ
とによる。その後，スクリーニーングする
ことにより，支援率の向上と共に適正化が

図られてきた。
・
特別支援教育支援員が入ったことで，支援
を必要とする児童への支援がより多く出来
るようになってきた。また，専科教員の対
応により，特別支援学級担任が他の支援に
回ることも可能になった。
（２－(2)－⑥参
照）
・
支 援が必要な一人の児童の時間数が減少
することもあった。これは支援を通して成
果が見られ，時間数の見直しをしたこと，
また，特別支援教育支援員が入ったことに
より，今まで支援が出来なかった児童への
「入り込み」 指導が可能になったことにも
よる。
（支援率２）
(3) 特別支援教育支援員の効果的な活用の在り方
① 特別支援教育支援員の活用
ア 本校では10月から特別支援教育支援員が配
置された。
イ 特別に支援が必要な児童で，特に優先的に
支援を必要としている児童がいる学級への支
援体制（週当たり）を組んだ。
２年（５時間）

，４年（11時間）
，５年（４時
間）
，計 週20時間
※
ただし，学年行事等の実施や，学級・学年
の時間割の変更により週によって異なるこ
とがある。
※
毎日日報により支援学級を明記し，全校職
員へ周知徹底を図っている。
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流及び共同
学習」の方針
ア 音楽，体育の教科については原学級での活
動を優先し，共に活動する中から，歌や楽器
の技能の向上，運動能力の向上や集団の一員
として所属する等の交流及び共同学習をねら
う。
イ 行事（音楽会， 運動会など） の準備， 練
習を通して，自分の役割や分担に責任を持っ
て取り組み，やり遂げようとする力を付けた
り，協力し合う良さを感得する。
ウ 総合的な学習の時間においては，扱う題材
や素材（福祉活動，しめなわ作りなど地域講
師による学習，継続的な栽培活動等）担任と
協議し，交流及び共同学習が行えるようにし

ていく。
エ 原学級でのお楽しみ会，特別支援学級主催
の行事などは交流を主目的として実施してい
く。
オ その他，校外学習・宿泊学習など社会性を
培う，集団行動を学ぶ，係り活動を共有する
等の学習も大切にし，特別支援学級担任も参
加し，同じ内容を扱いながら学習を進めてい
く。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況（各
子どもの交流時間，付添等の状況）
週時間数 特別支援 原学級で 言語障害 対応方法
学級での の時間数 通級指導
時間数
教室
情
障

１年男子 23時間

12時間

10時間

１時間

一部介助

４年女子 28時間

14時間

13時間

１時間

一部介助

１年男子 23時間

20時間

３時間

―

一部介助

４年男子 28時間

22時間

６時間

―

交流は一人

５年女子 29時間

５時間

24時間

―

交流は一人

５年男子 29時間

22時間

７時間

―

交流は一人

６年男子 29時間

24時間

５時間

―

交流は一人

備 考

学習習慣形
成教員対応
理科学習で
支援員対応
学習習慣形
成教員対応

知
障

③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ている時の特別支援学級担任の状況（付添い，
交流に行かない子どもの授業， 教材研究，
「取
り出し」による支援 等）
ア 基本的に交流に行かない児童の指導を中心
に行っている。
イ 知障学級担任は在籍児童が５名いるため，
交流に行かない児童の指導を実施。
ウ 情障学級担任は２名であるが，交流に行か
ない児童の指導を実施したり，弾力的運用に
より支援が必要な児童を取り出しで指導。
３

－86－

平成19年度（研究１年次）に残された課題
(1) 支援が必要な児童のピックアップの適正化を
図る。
① 支援が必要な児童のスクリーニングをするこ
とで更に適正化を図る。
②「行動チェックリスト」等により，児童の実
態の客観的な把握をしていく。

(2) より望ましい支援体制の確立を図る。
① 全職員の発達障害に対する共通理解（意識改
革を含む）に基づく支援体制の確立を図る。
② 年度当初，時間割を考慮した，よりよい支援
体制を築いていく。
(3) より効果的な支援の実践を重ねていく。
① 記入しやすく，有効に活用できる「個別の指
導計画」及び「個別の支援計画」の工夫。
② 支援が必要な児童が在籍している学級での授
業改善を図る。
③ 支援の実践を積み重ね，その効果や成果を分
析し，通常の学級における「担任配慮」の指導
に生かす。
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④ 発問， 教材教具の工夫と授業での活用を図
る。
(4) 発達障害等通級指導教室の支援体制の確立と
実践を進めていく。
① 発達障害等通級指導教室での効果的な支援の
実践を進める。 →保護者の理解の向上
② 他校からの受け入れと校内支援体制の関連を
図り，環境面の改善も含め，よりニーズに応え
られる教室の構築を図る。
(5) 特別支援学級在籍児童の交流及び共同学習に
ついて研究を進め， 特別支援学級でのよりよい
支援のあり方を考える。

○教育委員会名
○所在地
○電話番号
１

相談や助言など学校支援を行う。
④ 発達障害指導者養成
・
各区の小・ 中学校長会から推薦された教員
（小２・中１）と，特別支援学校から推薦さ
れた教員を対象に，ＬＤ等の発達障害につい
て他の教職員への専門的な助言のできる教員
を養成する。
（２年間20回の研修）
・平成19年までに250名を養成予定。
⑤ アシスタントティーチャー
・
発達障害児の教育的ニーズに応じた支援と他
の児童生徒の学習を保証できるように教員の
アシスタントとして大学生のボランティアを
派遣する。
⑥ 学校支援事業
・
地域療育センターによる事業（こども青少年
局）
。 主に発達障害のある児童等への対応に
関する支援を趣旨として，小学校の要請に応
じて，コンサルテーション，研修等を行う。

横浜市教育委員会
横浜市中区港町1-1
045(671)3958

市の概要（平成19年度）
(1) 小学校数，中学校数，義務教育就学者数（小・
中）
，教員数（小・中）
小学校

学校数

中学校

347校

145校

191,127人

74,038人

9,702人

4,674人

346校

138校

特別支援学級設置学級数

771学級

301学級

特別支援学級在籍数

2,644人

1,013人

13校

2校

通級指導教室設置教室数

79教室

12教室

通級指導教室指導対象者数

1154人

145人

義務教育就学者数
教員数
特別支援学級設置校数

通級指導教室設置校数

※通級指導教室指導対象数にはろう特別支援学校の
通級指導教室（難聴・言語２教室）も含む
※特別支援学級は，知的障害，情緒障害，弱視の学
級を設置しており，設置率は小学校99.7％，中学
校95.1％と高い。

２

(2) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校
◇市立特別支援学校
（盲１，ろう１，知的２，肢体５，病弱１）

平成19年度，市教育委員会における取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する市教育
委員会の取組
①「横浜市の小･中学校におけるＬＤ， ＡＤＨ
Ｄ，高機能自閉症等の児童生徒への教育的支援
のためのガイドライン」
（横浜版ガイドライン）
の策定

【横浜版ガイドライン策定の趣旨】
市立小・ 中学校では児童生
(3) 市独自の特別支援教育に関する事業
徒の実態把握を行っているも
① 横浜市特別支援教育推進会議
のの，
『判断』や『観点』等で
・
学識経験者，福祉，保健，医療関係等による， 学校間に差があることや， 指
総合的な支援体制の構築に取り組む。
導・ 支援の方法に戸惑いがあ
・
小中学校等特別支援教育推進部会・特別支援
る学校もある。 このため， 平
学校再編・整備等検討部会で検討。
成19年度からの市立小・ 中学
② 特別支援教育実践推進校
校の特別支援教育の全校での
・
通常の学級に在籍するＬＤ等特別な教育的支
取組に向けて， 特別な教育的
援の必要な児童生徒が個別的な指導を受ける
支援が必要な子どもたちのた
ことができる「特別支援教室」を整備する。
めの指導資料として，
「横浜版ガイドライン」 を策定
・
平成19年度は小・ 中学校は107校。 平成20年
した。
度は200校，平成21年度は185校を整備し，３
年間で全校整備を目指す。
【横浜版ガイドラインの主な構成】
③ 専門家支援チーム派遣
特別な教育的支援の必要な児童生徒について「気づ
・
発達障害児の指導や対応に悩んでいる学校や
きから支援」までの一連の流れを示すとともに，特別
学級担任に対して，学識経験者，医師，臨床
支援教育指導体制モデル校（H16 ～ H18） の実践事例
心理士等で編成された支援チームを派遣し，
等を紹介。
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◇気づきから支援まで
気づきから支援までの主なポイント・留意点，個
別の教育支援計画の作成， 特別支援教育コーディ
ネーター，校内委員会の動き等
◇実践例
ケース会議の持ち方，実際の支援（普通教室，Ｔ
Ｔ等，特別支援教室）等，モデル校の実践を中心に
◇特別支援教育を支えるもの
ＬＤ等の特性と支援，学校を支える関係機関，通
級指導教室等を紹介

◇モデル校の実践事例
特別支援教育指導体制モデル校の取組から特徴の
ある10校の取組
◇書式と記入例
特別支援教育の取組で使われる各種シートと記入
例等を紹介。 書式等はそのままコピーして使用可
（http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/
shogaijiky/ldadhd/index.html)

中学校107校を委嘱。 取組の状況や成果につ
いては，区ごとに特別支援教育コーディネー
ター連絡協議会を開催し，報告している。
・
特別支援教育実践推進校（107校） の特別支
援教室の設置状況
余裕教室・・・・28％
既存施設・・・・50％
※会議室，保健相談室等
特別支援学級・・18％
その他・・・・・４％
③ 非常勤講師の配置
・
平成19年度より，県から特別支援教育に関わ
る非常勤講師の配置があり，特別支援教育実
践推進校に非常勤講師を配置した。
・
非常勤講師の配置により学校全体として，特
別支援教育指導体制が手厚くなり，支援率は
全体的に向上している。
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
・
特別支援教育に関わる非常勤講師は，特別支援
教育コーディネーターの後補充，ＴＴによる指
導，個別的な指導等で活用されている。
・
支援が充実するにしたがって，保護者から特別
な支援を希望する声が高まり，結果的に支援の
ニーズが高まる傾向もある。
３

(2) 弾力運用等よる支援率を上げるために市教育
委員会が採った方法
① 特別支援学級の整備
・特別支援教育の一層の充実の観点から特別支
援学級の整備を計画的に進めてきた結果，特別
支援学級の設置率は100％ に近くなっている。
また，交流および共同学習についても盛んに行
われており，普通学級の児童生徒が特別支援学
級で学習する形態も行われている。これまでの
施設や人的資源を活用しながら支援率の向上を
目指している。
② 特別支援教育実践推進校の取組
・
特別支援教育実践推進校として，新教育シス
テム開発プログラム協力校５校を含む，小・
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
ＴＴによる指導や特別支援教室での個別的な指導
を行うことで，心理的な安定が図られ，自信を持つ
ことができるようになり，学習への取組や生活態度
にも変化が出てきているという成果があがってい
る。さらに充実させていくためには次の点が課題と
して残されている。
・
特別支援学級が適当とされる児童生徒や知的障害
のある児童生徒，不登校等の児童生徒等を含めた
児童生徒への対応について，就学指導等との関連
を含めての整理。
・
個別的な指導を行うかどうかの基準及び個別的な
指導時間・指導内容の決定について，教育課程上
の整理を含めた検討。
・
個 別の教育支援計画の作成率の向上と内容の充
実。
・
特別な教育的支援の必要な児童生徒への普通学級
での支援の充実と教職員全体のスキルアップ。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

副校長も加わって複数で対応している。児童やその
保護者との面談や家庭訪問， 必要に応じて子ども
家庭支援センターや児童相談所など，外部専門機関
と連携していろいろな視点で改善方法を模索してい
る。
また，中部療育センター・横浜国大，スクールカ
ウンセラー等による児童に対する指導や支援，演習
なども実施している。

横浜市立太田小学校
横浜市南区三春台42
045(231)6890

学校の概要（平成19年度）
(1) 学校の特色
本校は，横浜市三春台という丘の上にある学校で
風が大変強い所である。第２次世界大戦の時には，
B29により爆撃され， 黄金町から三春台にかけて大
惨事にあった。現在の黄金町は，伊勢佐木町ブルー
スで有名な商店街の一角としてにぎわっている。
そのような歴史的背景のもと，親子代々この土地
に住んでいる一家が多く，祖父母，親，子と３代続
いている家庭もある。最近は，外国籍の児童も増え
ているのが現状である。

２

(2) 在籍者数・学級数
366人 14学級（うち知的障害学級・ 情緒障害学
級含む）
(3) 特別支援学級設置数（設置種別及び在籍数）
知的障害・・・３人
情緒障害・・・６人
(4) 通級指導教室数
なし
(5) 特別支援制度に関する研究に， 連携可能な，
特別支援学校（視覚障害・聴覚障害等）
なし
(6) 学校独自の取組等
個に応じた学習ができたり，落ち着いた学校生活
を送る事ができたりするように人的確保（特にＡＴ）
をする。 学習環境面で教室の整備（学習が集中で
きるような環境作り－「太田スタンダード」
） をす
る。学校便り，学年便り，懇談会などを通して保護
者の理解・啓発による指導体制の充実を図る。集団
のルール作りやリレーション作りを進め，ＱＵアン
ケートを実施し，学級集団の把握と一人ひとりの学
級生活の満足感を把握するために職員でアンケート
の結果を見合い話し合って，特別な支援を必要とす
る児童を受け入れ，共生していく学級集団作りの取
組をしている。
学級担任が中心であるが，担任ひとりで抱え込ん
でしまうことのないように児童指導担当，学校長，
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平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
学級担任が指導の中で，個別に指導したり取り出
しによる指導をしたりする必要があり，そうするこ
とで学習の定着が図られると感じていても，保護者
の理解が得られず学級内での支援にとどまっている
児童については，校長をはじめその児童に関わる本
校教職員の意見をもとに，日常の教室での学習だけ
でなく，作業を伴う学習や校外で行う学習について
も支援が必要な場面を把握し，人的な配慮をするよ
うにしている。
取り出し指導が可能な児童については，特別支援
教育補助員の時間割表（次項参照）をもとに行事等
を考慮し週案により確認している。

(2) 弾力運用等による支援率を上げるために各学
校が採った方法
通常の学級の中で特別な支援を必要とする児童
（医師，専門家などの判断が無くても，本校教職員
が必要と判断した児童）に対して，本校の特別支援
学級への通級制や空き時間の教師の派遣（ＴＴ）及
び学習ボランティア（ＡＴ）の支援を実施している。
「太田スタンダード」をベースに全教職員が共通し
た指導をすることで，教職員・学習ボランティアの
指導効果を高めることができた。
取り出し指導をするにあたっては，担任が日々授
業の中で学習の理解度や定着度から判断し，保護者
との話し合いによって決めている。この際，医師や
専門家による診断を待つことなく，児童の実態をも
とに判断していくことで，個別の支援を必要とする
多くの児童に素早く対応することができ，効果を上
げている。

(3)

特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方

慣の定着，安定」
「心身の安定」
「人間関係の安
定」の基礎作りを行い，児童の状況に合わせて
交流を行い，その結果を踏まえて学習ルームで
の指導をするという繰り返しをしている。一般
的には学年が上がると，交流時間も増える傾向
にある。
③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ている時の特別支援学級担任の状況
（付添い，交流に行かない児童の授業，教材研
究，ＬＤの支援，通級指導等）
行事や宿泊活動も含め， 交流の授業に付き
添っている。特に実技を伴う活動には必ず付き
添い，ＡＴの補助を付けるときもある。
時間の入れ替わりなどが多いため，クラス全
員の学習進度や状況などを三人の担任で密に連
絡を取り合い，どの児童に対しても個別指導が
行えるようにしている

パワーアップルーム時間割
月

火

水

木

金

６年
１名

４年
１名

４年
１名

３年
２名

１
２
３
４
５

５年
７名

２年２組
３名
５年
７名

２年２組 ２年２組
３名
３名
３年
２名

１年
１名

５年
７名

２年１組
２名

５年
７名

特別支援教育補助員（非常勤講師）は，上の時間
割表に従って算数の指導を行っている。内容は児童
の在籍学級と同じであり，個別に指導することで復
習に重点を置くことができた。
指導内容の確認など，担任教諭との連絡調整の時
間を確保することが難しいが，職場の良好な人間関
係の中で児童の状況についても情報交換することが
でき，それぞれの場で指導に有効に活かせた。その
児童にあった課題でゆっくり学習を進めることがで
き，その子の心の安定が保たれ充実した学習生活を
送れることができた。

３

(4) 校内の特別支援学級在籍児童の交流及び共同
学習の取組
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流及び共同
学習」の方針
障害の程度や発達段階に応じた指導を通して
できる喜びを味わい，苦手な事柄にも最後まで
取り組もうとする態度を育てると共に，児童の
もつ個性や能力を伸ばしたり，体験を広め社会
性や仲間意識を育てたりするために学校行事や
学級活動・教科活動などを，児童の状況に応じ
て可能な限り交流級で行う。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況
（交流時間，付添等の状況）
学習ルーム（特別支援学級） では，
「生活習
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
平成19年度は，特別な支援が必要な児童が，個別
指導の場面だけでなく，通常の学級の中でより満足
感がもてるようなより良い集団作りをすると共に，
「パワーアップルーム」を整備するなど特別支援の
体制を整えてきた。また，学習ボランティアなどの
増員や確保を確実にすることで，特別な支援を必要
とする児童への個別指導に効果をあげている。
今後の課題としては，基礎的な学力や生活習慣を
身につけさせるための，特別支援教育の在り方や，
より多くの児童に対応できるよう，組織を見直すと
共に「人・場所・物」の有効活用を工夫する必要が
ある。
また，空き時間に，他の学級のＴＴに入ることに
より，担任教諭の負担が大きくなってきている実態
にも配慮しなくてはならない。
そして，全ての児童が安心して落ち着いた学習が
できるよう，
「太田小スタンダード」 に基づく指導
の徹底と特別な支援が特別にならない学級経営の基
礎を培い，特別支援体制が円滑に継続して進められ
る学校体制の整備を進める。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

①

研究の流れ
平成16年度・17年度横浜市特別支援教育指導
体制モデル校として，特別な支援を必要とする
児童に対し その指導体制の研究を進めてきた。
昨年度からは本研究に加わり，横浜市の特別支
援教育実践推進校としても研究を進めている。
② 学習スペースの整備
本校では研究当初から，児童が個別に学習で
きる３部屋を各棟に確保しその部屋の学習環境
の整備を進めている。
環境整備としては，クールダウンをするため
のカーテンによる仕切り・ 移動できる畳・ 各
学年の学習ソフトが入ったパソコン・ホワイト
ボード・エアコン・扇風機などの設置をし，児
童が落ち着いて学習できるスペースを整備して
いる。限られた場所，予算の中での整備だが少
しずつ整ってきている。
学習スペースは，ステップアップ教室（特別
支援教室）と特別支援学級の小集団での一斉学
習の場に活用している。
③ コーディネータ－の複数配置
平成16・17年度は，１名のコーディネータ－
が，運営に当たっていた。平成18年度より毎年，
市のコーディネーター研修会で研究を受けた
コーディネーターが加わり，本年度は４名の教
師が，全教職員と連携しながら，以下のように
仕事を分担し校内委員会の運営をしている。そ
の内，２名は市で行われている発達障害指導者
研修を受講することにより発達障害に対する知
識やスキルを高めている。

横浜市立瀬谷小学校
横浜市瀬谷区相沢４丁目1-1
045(301)1025

学校の概要（平成19年度）
(1) 学校の特色
本校は，明治23年に創立し，横浜市瀬谷区内で最
も古い歴史をもつ学校である。
横浜駅より相鉄線で18分ほどの瀬谷駅の近くに立
地している。戦後，瀬谷駅周辺の土地は開発され，
住宅地が次々広がった。昭和34年に本校より横浜市
立南瀬谷小学校が独立，それをかわきりに周辺の小
学校が次々と独立した。現在では，瀬谷区小学校12
校の中心的な学校である。
学区は商業地域と住宅地域からなり，古くからの
住民も多く，横浜のベットタウンとして落ち着いた
地域である。
最近では児童の親たちも本校の卒業生が多くなり
地域住民から親しまれている学校になっている。
児童は「やさしさいっぱい 学び合い 笑顔であ
いさつ 元気な子」を目標にして，素直で落ち着い
た学校生活を送っている。
本年度からは，ヨコハマ・コミュニケーション･
タイム（仮）の準備校として，１年生から６年生ま
で英語活動をスタートしている。
(2) 在籍者数・学級数
813名 27学級（内特別支援学級３学級）
(3) 特別支援学級設置数（設置種別及び在籍数）
３学級 知的 ２学級 11名
情緒 １学級 １名
(4) 通級指導教室
なし
通級指導教室については，横浜市立平沼小学校と
横浜市立左近山第一小学校の２校に児童３名が通級
している。
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校（視覚障害・聴覚障害等）
横浜市立ろう特別支援学校
神奈川県立三ツ境養護学校
神奈川県立瀬谷養護学校
(6)

【４人のコーディネーターの主な役割】
コーディネーター①：
児 童全体を把握し， コーディ
ネーターの中心になり企画運営
をする
コーディネーター②：
養護教諭の立場から児童全体の
支援に当たる
コーディネーター③：
特別支援学級の担当教師で主に
特別支援学級の児童の支援にあ
たる
コーディネーター④：
高学年の児童全体を把握し，小
中連携にあたる
２

学校独自の取組等
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平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組

・
各担任作成のアセスメントシート・個別教育計
画から見られる，児童に支援が必要な教科等を
洗い出す。
・
市教育相談等の報告から見られる児童への有効
な支援方法の方向性を検討する。
・
担任・専科担当・コーディネータ－・補助員等
による指導・支援方法・適切な時間の検討をする。
(2) 弾力的運用等による支援率を上げるために各
学校が採った方法
① 全体の支援率を上げるために
・
学校説明会・学校だより等により保護者全体
に特別支援教育の理解と本校の研究の周知を
図る。
・
特別支援教育に関する教員研修を行い発達障
害のある児童への理解と支援方法の知識やス
キルを高める。
・
校内委員会で全教職員の共通理解と支援方法
の検討をする。
・
コーディネータ－の複数配置により，きめ細
かな児童の実態を把握する。
・
保護者に相談機関を紹介し，その結果をもと
に支援の必要性を理解してもらう。
② 個々の支援率を上げるために
・
アセスメントシート・個別指導計画の作成か
ら児童の支援方法の決定をする。
・
毎 月行われる校内委員会で， 対象児童の支
援経過を報告し，支援時間・方法の検討を進
め，支援内容の充実を図る。
・
相談機関・医療機関との連携を図り適切な支
援を探る。
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
（補助員を活用した地域のみ）
６月より週４日，教員経験者である非常勤講師が
個別指導にあたっている。指導方法としては，クラ
スの中に入っての個別指導とステップアップ教室
（特別支援教室） での個々の学習段階に応じた個別
指導を行っている。非常勤講師は定例の校内委員会
にも参加し，個々の児童の経過報告や指導の在り方
を全教師と共に話し合い支援の方向性を考え実践し
ている。
後期より（10月）より２名の大学生がアシスタン
トティーチャーとして半日ずつ勤務し， 支援に当
たっている。主に実習（家庭科や音楽，理科実験な
ど）を伴う教科を中心にクラスに入り対象児童への
支援を行っている。
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以上のような活用により個々の児童への指導時間
が多くなり，より充実した指導が行えるようになっ
た。
以前より精神的な落ち着きが出て学習面・生活面
とも安定してきた児童が増えている。
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組（特別支援学級設置校のみ）
① 特別支援学級児童生徒の「交流及び共同学
習」の方針
各教科に限らず総合的な学習の時間，特別活
動，道徳等すべての授業において，様々な経験
を通して相互理解を促進することが大きなねら
いである。
児童には通常の学級集団や活動場面に慣れ
て，適応していく範囲を広げて活動できること
を増やしていけるようにしたい。また，交流を
通して，通常の学級の児童に障害のある児童に
対する理解を深めさせたい。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況（各
子どもの交流時間，付添等の状況）
生活交流としては， 集団下校， 休み時間，
交流給食（週に２回）等日々の学校生活の中で
計画的に交流している。また，２年生は，特別
支援学級に給食交流（週に１回）に来て学級全
員が交流する。
学校行事としては，運動会，遠足，社会科見
学等校外学習， 愛川宿泊体験学習（１泊）
，日
光修学旅行（１泊）に参加する。
特別活動としては，クラブ活動，委員会活動，
児童朝会，集会活動に参加している。
教科交流としては，２年生は生活科・音楽・
図工など週４時間程度を年間通して交流してい
る。３年生は，理科が加わり週５時間交流して
いる。４年生は体育・社会が増え，週６～９時
間程度である。５年生はクラブ・委員会活動が
あるので週７～８時間を交流している。また，
行事によっては，総合的な学習の時間も交流し
ている。
６年生２名は車いすを使用しているので，保
護者または介助員が付き添いの活動とする。
③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ている時の特別支援学級担任の状況（付添い，
交流に行かない子どもの授業，教材研究，ＬＤ
の支援，通級指導等）
各担任と共に３名の児童を担任している。各
担任が担当する児童全員が同じ時間に交流に行

くことはなく，特別支援学級で交流に行かない
児童を指導している。
３

平成19年度（研究２年次）に残された課題
年度当初は人的配置が行われていなかったため，
継続した指導・支援ができなかった。その後，特別
支援の指導に当たる人的配置が行われ，前年度より
支援体制が充実した。来年度も４月当初より特別支
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援対象児童に対する個別指導対応の教師の増員が望
まれる。
そして，個々の児童の指導・支援をさらに充実す
るために幼稚園・保育所との連携と児童の進学先で
ある中学校との連携をより充実していきたい。
また，この研究を行うことで個々の児童への有効
な対応の在り方も研究していきたい。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

ター，学習ルーム担当で再検討する。
⑤ 外部講師に支援時間についてアドバイスを受
ける。

横浜市立滝頭小学校
横浜市磯子区丸山2-25-1
045(751)0344

学校の概要（平成19年度）
(1) 学校周辺地域の特色
本校は，横浜市の東側に位置し，ＪＲ根岸線の根
岸駅と磯子駅の中間にある。観光地のランドマーク
タワーと八景島シーパラダイスの間ではあるが，海
岸線は埋め立てられ石油精選所，火力発電所，大き
な工場などの工業地帯にも隣接している。創立79年
の歴史があり，
「美空ひばり」の出身校でもある。
(2) 弾力的運用による支援率を上げるために採っ
た方法

(2) 在籍者数・学級数
在籍者数 522人 18学級
(3) 特別支援学級設置数（設置種別及び在籍数）
情緒２クラス－15人
知的１クラス－２人
(4) 通級指導教室
設置されていない。
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校
港南台ひの特別支援学校
(6) 学校独自の取組
特別支援教室①（個別支援学級）の設置
特別支援教室②（学習ルーム）の設置
特別支援教室③（保健相談室）の設置
通常級へのアシスタントティーチャーの配置
３～６年算数の少人数・ＴＴ指導
国際教室（日本語指導）の設置
２

平成19年度の取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
① 独自のチェックシートに担任が児童の実態
を把握し，それをもとにコーディネーターや外
部機関の講師が児童の観察を行う。
② 保護者にコーディネーターが困り感を聞き取る。
③ おおよその支援時間をコーディネーターと学
習ルーム担当が検討する。
④ 実際に支援を開始し， 担任， コーディネー
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保護者の承諾を得て， 個別教育計画をもとに特別な
支援を受ける児童の支援体制
Ａ） 通常の学級に在籍し， 教室で個別的な支援を受
ける児童
○学年ＴＴや少人数指導担当，アシスタントティー
チャーが支援
Ｂ） 通常の学級に在籍し， 特別支援教室に通級して
支援を受ける児童
ａ）特別支援教室①を個別支援学級に設置
○個別支援学級担当が指導
ｂ）特別支援教室②を学習ルームに設置
○特別支援教育コーディネーター・ 学習ルーム
専任・担任等が指導
ｃ）特別支援教室③を保健相談室に設置
○一時的に興奮状態になり授業が受けられない
児童・ 不登校気味の児童の一時避難場所とし
ての機能をもつ。
○管 理職・ 養護教諭・ ア シ ス タ ン ト テ ィ ー
チャー等が支援
Ｃ） 個別支援学級に在籍し， 個別支援学級で支援を
することが適切な児童
ａ） 個別支援教室（特別支援教室①） を設置（従
来の個別支援学級の教室）
○個別支援学級担当が指導
教育計画に基づき， 交流級の担任とともに通
常学級でも支援（交流及び共同学習）

学習ルームでの個別指導の取組は３年間継続して
行っている。年々保護者のニーズも高まり，個別指
導を希望する児童も増えてきている。今年度より学
習ルーム通級児童の支援時間を増やすため学級担任
が学年で相談し，週１時間（学年１名の輪番制）学
習ルームの指導を行うこととした。１年生を除く５
学年の教員が学習ルームへ指導に入ることで週５
時間分支援時間が多くなった。 また， 今年度モデ

ル校には市より非常勤講師（週24時間）の加配があ
りコーディネーターの後補充の時間を担当し，コー
ディネーターが学習ルームの指導，教室での指導等
を行うことで支援率は向上した。しかし，支援の必
要な児童の時間数を継続的に確保するためには，非
常勤講師の継続的な保障が必要である。
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
補助員は，アシスタントティーチャーとして５名
が支援を行っている。週１回で1人４～６時間とば
らつきはあるが，担任ともに教室で支援が必要な児
童のＴＴ的な支援を行っている。そのうち１名は，
横浜国大の大学生で障害児指導を専攻しているので
大学の先生との連携を図りながら支援を行ってい
る。
アシスタントティーチャーは，担任だけでは，支
援しきれない児童を中心に支援を行っているが特定
の児童だけの支援者ということではクラスの児童か
ら，かえって疎外感をもたれる。そこで，学級全て
の支援者であるという立場で支援を行っている。し
かし，課題としては，打合せ時間の確保が難しい。
そのため，担任からは週案のコピーを毎週月曜日に
提出してもらいファイル化し，アシスタントティー
チャーが1日の支援の様子を書き情報交換に役立て
ている。

ア
イ
ウ
エ

70％以上交流級 ５名
50％程度交流級 ５名
30％以下交流級 ４名
給食のみ交流級 ３名
障害の程度により交流の時間は異なる。
③ 在籍児童が「交流及び共同学習」を行ってい
る時の特別支援学級担任の状況
特別支援学級の担任は４名で，17名の児童を
指導する交流できない児童３名は常に個別支援
学級での指導となる。交流及び共同学習をして
いる児童にいては約20分単位で学級を回り指導
をしている。また，在籍児童以外にも通常級に
いる元在籍児２名が国語・算数の学習の補習に
やってくる。現状ではコーディネーターの後補
充の非常勤講師や国際教室担当，家庭科専科の
先生方が補助に入ってやっと指導が成り立って
いる状況である。
３

(4) 校内の特別支援学級在籍児童の交流及び共同
学習の取組
① 特別支援学級在籍児童の「交流及び共同学
習」の方針
［通常の学級］
・
いろいろな個性に出会い，その個性を受け入
れるられようにする。
・
友だちの頑張りを応援しつつ，サポートの仕
方を個別支援学級担当から学ぶ。
・
友だちのできるようになったことをみつけ，
共に喜びを分かち合えるようにする。
［個別支援学級］
・友だちの活動をまねて学習に参加する。
・
交流級の先生の話を最後まで聞いて行動でき
るようにする。
・集団生活のルールを学ぶ。
・多くの友だちと学ぶ楽しさを味わう。
② 特別支援学級に在籍する児童の状況
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平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 児童一人ひとりの理解が深まってくると発達
障害や情緒障害， 知的障害ではないＩＱ80前後
の児童（いわいるグレーゾーン） が数多く困り
感をもっていることが分かる。教室での学習が
分からず立ち歩く，奇声を発する，暴れる，エ
スケープするなど教室での授業に支障が出てき
ている。 本校ではそういった児童も特別支援教
育の支援が必要な児童として対応しているが文
科省のいうところの発達障害等のある児童との
関係はどうなのかという疑問もある。
(2) 特別な支援が必要な児童だけでなく全ての児
童に「分かる授業」 を進めていくことも念頭に
入れながら特別支援教育を推進している。 その
ためには，特別支援教室の指導・支援が特別で
はなく，
『教室での指導が基本である』という本
校の基本的な考えに立ち戻って，教室での学級
のルールを学校全体として最低限統一していく
必要がある。また，教室での支援の充実を目指
していく必要もある。
(3) 教職員の児童理解が深まり， 保護者の特別支
援教育への認識が深まると個別指導への要望が
高くなる。しかし，受け入れ態勢（施設・人員）
が現状のままでは児童の困り感への対応が難し
くなってきている。

○学校校
○所在地
○電話番号
１

横浜市立寺尾小学校
横浜市鶴見区東寺尾五丁目19-1
045(581)7084

学校の概要
(1) 学校の特色
横浜市立寺尾小学校は，横浜市の東側に位置し昭
和30年４月１日に開校し，1500人を超える時代も
あった。平成19年４月，現在児童数約650人，家庭
数約500世帯の学校で， 一昨年， 創立50周年の記念
行事を多くの保護者・地域の方々とむかえることが
できた。 市内の市街地の中にありながら， トリム
コースという施設をもち，緑に囲まれた小学校でも
ある。寺尾という名は，平安末期（1183年）に寺尾
郷と言われ，いくつもの寺に続く尾根（小高いとこ
ろ）という意味だと言われている。また，50周年を
祝うかのように，金沢文庫に所蔵されている「武蔵
国鶴見寺尾郷絵図」が重要文化財に指定され，寺尾
の地の歴史の深さを物語っている。
こうした歴史あるまち「寺尾」を支えるのが地域
の「ひと」である。子どもたちが，安心して学校に
通うことができるように，地域の人たちと手を携え
た活動をしている。
「学援隊の設置」
「親子昔遊び体
験の実施」
「寺尾おやじの会」 など地域と学校が協
働し合いながら，子どもを育てている。このような
取組を通して，地域の人や保護者が，子どもを理解
し，かかわりあう機会をもつことで，寺尾の「まち」
ぐるみでの『地域の中での特別支援教育』が進めら
れている。

「Ａさんも幸せに過ごせる学級経営」をめざして～
① 寺尾小学校の「まち」にある「ひと・もの・
こと」の「材」を生かした校内支援体制の構築
寺尾小学校の「まち」 にある「ひと」
（だれ
が指導にあたれるのか）
「もの」
（どんな場所や
教材，学習環境が必要か）
「こと」
（どんな支援
が必要か，どんな体制が築けるのか）の「材」
を整理しながら，子どもや保護者，担任の抱え
る困り感への気づきを大切にした支援を行って
きている。
こうした「材」の整理を行うことで，校内に
ある資源を活用した支援のアイデアが生まれ
ていき，次年度への改善点が明確になっていっ
た。また，改善点や足りない部分に関しては，
積極的に他校や関係機関と連携をすることで新
しい視点や刺激を受けて， 学校全体のパワー
アップにつながっていった。そこで，寺尾小学
校の「まち」 にある「ひと・ もの・ こと」 の
「材」を以下のように整理した。
ひと

○様々な先生が対応 ○子 ど も の 状態 で ・各種委員会
～ ・校長， 副校長， 空
対応
（個別教育・ 児童指
16年
きの先生
・職 員室， 保健相 導・人権・福祉 ）
談室など
○対 応からコーディ ○子 ど も の 状態 で
ネーターを中心と
思考錯誤
した支援へ
・少 人数 の 館， 特
別支援学級の室，
・副 校長（特別支援
17年
教育コーディネー
視聴覚室
タ－）
・机， 椅子にテニ
スボール
・少 人数担当， 特別
支援担任，ＡＴ
○意 図的・ 計画的な
指導
○教 育相談を中心し
18年
た予防へ
・きらきらルーム担当
・MC，SC，AT

(2) 在籍者数・学校数
643人 21学級（特別支援学級を含む）
(3) 特別支援学級設置数（設置種別及び在籍数）
知的障害・・・３名
情緒障害・・・５名

19年

(4) 通級指導教室数
情緒通級指導教室・・・72名
(5) 特別支援教室制度に関する研究に連携可能な
特別支援学校（視覚障害・聴覚障害等）
・神奈川県立鶴見養護学校（知的障害）

もの
こと
（学習材・教室環境等） （会議・支援）

・委員会
（H16年と同様）
○特 別 支 援 教 育 校
内委員会の設置
○対 応＝ ク ー ル ダ
ウン

○ケ ー ス 会議 と 井
○場所の固定化
・教材を模索
戸端会議
・きらきらルーム ○学力に対する支援
・特別支援学級教室 ○学 習態度 や 習慣
への支援
・寺 子屋 や 各学年
のプリント

○サ ブコーディネー ○き ら き ら ル ー ム
ターを学年主任に
を 年度当初 よ り
して学年主体の支
運用
援体制の構築
・き ら き ら ル ー ム
での教材の充実
・利用者の増大

○段階に応じた支援
○校 内 支 援 委 員 会
による共通理解
○個 別 教 育 計 画 を
活用した支援
○定 期的 な 校内研
修の開催

※ＭＣ・ＳＣ：メイン・サブコーディネーター
※ＡＴ：アシスタントティーチャー（大学生等）
② 校長をリーダー，副校長をＭＣ（メインコー
デ ィ ネ ー タ ー ＝特別支援教育 コ ー デ ィ ネ ー
ター）
，学年主任や複数の教師をＳＣ（サブコー
ディネーター）とした支援体制の構築

(6) 学校独自の取組等
一人ひとりを大切にした教育をめざして
～「Ａさんをどうするかの支援」から
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２

平成19年度より学年主任をＳＣにし，特別支
援学級の担任や通級指導教室担当を各学年ブ
ロックに分けて，所属を明確にすることで学年
中心の支援体制の構築を図った。こうした体制
を構築することで， 学年研がケース会議にな
り，校内支援員会もＰ研（企画会）と兼ねるこ
とで会議の時間を増やすことなく，定期的（月
１回）に支援の方向性や共通理解を図ることが
できるようになった。 また， 担任やコーディ
ネーターが一人で抱え込まず，必要に応じて学
年研にＭＣ・ＳＣが入って相談できる雰囲気が
生まれ，チームでかかわる支援体制ができた。
③ 段階に応じた支援の工夫

１次支援から４次支援まで段階を作ること
で，子どもが必要とする配慮・支援・指導が明
確になり，必要に応じて各シートを作成するこ
とができた。今後，継続して，段階に応じた支
援の工夫を研究していく。
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平成19年度の各学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組
① 必要に応じて，担任やＭＣ・ＳＣが教室内外
での活動等を観察したり，チェックリストを活
用したりして実態把握する。
② ケース会議を開き，実態把握をした資料に基
づき，担任・学年・ＭＣ・ＳＣ複数で支援の方
向性の検討して，アセスメントシートを作成す
る。
③ 校長・担任・ＭＣ・ＳＣと保護者・子どもが
面談をして，教育的ニーズや支援の方向性を共
通理解し，指導目標を設定し，支援の時間数を
算出し，支援を開始する。
担任が主観で実態を把握するだけでなく，複数の
コーディネーターが，いろいろな視点で実態把握し
たり，チェックリスト等の客観的な資料を活用たり
して実態把握する。こうした実態把握に基づき，子
どもや保護者と面談し，教育的ニーズを明らかにし
ていき，支援の方向性や方法を共通理解する。その
上で目標を設定し，目標を達成するために必要な支
援の時間を明確にして，支援を行っていく。
(2) 弾力運用などによる支援率を上げるために各
学校が採った方法
① 支援率１(支援を実施した者/支援を必要とす
る者）
※
５月から現在に至るまでの支援率の向上につ
いて
② 支援率２（支援を実施した時間/支援を必要
とする時間）
※
５月から現在に至るまでの支援率の向上につ
いて
(ア) 学級担任による教室内での指導の工夫
 担任が，子どもの実態に応じて，授業中に
個別に声を掛けたり，プリントを用意したり
した。また，休み時間や放課後に少人数で補
習をした。こうした，取組を面談や連絡帳を
通して，保護者に伝え，相談し合える安心し
た関係づくりをしていった。さらに，子ども
の課題を，個別に取り組むだけでなく，学級
全体で課題に取り組むことで，学級の中にお
互いを支え合う雰囲気作りをした。
(イ) きらきらルームの４月当初からの運用
 ４月から非常勤講師が，きらきらルームに

常駐し，個別指導を行った。きらきらルーム
で「よかったこと・がんばったこと」を「Ｏ
Ｋノート」に記載し，担任や保護者に伝え，
子どもの良さをつなぐ架け橋となった。 ま
た，通級指導教室の担当や個別支援学級の担
任と連携を図り，個に応じた教材研究や指導
方法について研究を重ねた。
(ウ) 特別支援学級の弾力的運用
 音楽・体育の活動に子どもが参加した。少
人数で取り組むことで， ルールを理解した
り，苦手な活動にも意欲的に取り組むことで
きた。また，自信をもって笑顔で活動に参加
する様子が見られた。
 きらきらルームの非常勤講師が，音楽の授
業にＴＴで入ることで，特別支援学級の担任
がきらきらルームで指導したり，通常の学級
でＴＴに入って支援するなどした。
(エ) 校内研修の実施，体制の説明や支援の共
有化
 定期的に校内研修を行い，支援体制の在り
方や行事を中心とした支援について検討した
り，通級指導教室や特別支援学級，各学級で
取り組んでいる支援や指導について，共有化
を図ったりした。こうした研修を通して，校
内での支援を必要とする子どもに対する理解
が深まり，各学級で支援や指導を生かした取
組が広がっていった。
(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
横浜市の特別支援教育指導実践推進校の予算から
非常勤講師がきらきらルーム（リソースルーム）に
定期的に常駐している。定期的に，きらきらルーム
に同じ先生がいることで子どもたちが安心して学
習しに来る様子が見られる。また，音楽専科の経験
を活かして，通常の学級や特別支援学級の音楽の授
業をサポートしたり，ＴＴで教室に入ってサポート
したりすることで，周囲の子どもたちとの関係深め
て，気軽にきらきらルームに足を運び，相談をして
いく様子が見られた。
○効果的な活用例
①定期的にきらきらルームで支援・指導
②通常級の音楽の指導
③特別支援学級の音楽の授業を指導
④通常級への給食指導
⑤各行事のサポート
⑥保護者との面談
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(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の交流及び
共同学習の取組
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流および共
同学習の方針」
ア ５・６組の子どもたちのねらい
(ア) ５・６組の子どもたちが集団生活の経
験を通して，社会性や好ましい人間関係
づくりをしていく。
(イ) 新しい行動を模倣したり，教わったり
する経験をとおして行動の拡大をはか
る。
イ 交流級や寺尾小学校の子どもたちに対する
ねらい
(ア) 寺尾小学校全体（子ども，教職員，地
域）に５・６組の子どもに対する理解を
深める。
(イ) 共にふれあうことで，お互いの思いや
願いを感じ合， お互いを認め合いなが
ら，自らの学校生活が安心して豊かなも
のになるようにしていこうとする。
ウ 方針
(ア) 子どもたちの実態や保護者のニーズに
よって一人ひとりの交流計画を立ててい
く。
(イ) ①日常生活，②教科，③行事の場面を
考えて子どもに無理なく交流をしてい
く。
(ウ) 交流級の担任や学年，専科の先生と積
極的に連絡を取りながら交流のねらいや
方法を検討していく。
(エ) 子どもたちが学びの主体として，我慢
する交流ではなく，達成感を持つことの
できる交流ができるように支援の手だて
を工夫する。
(オ) 特別支援学級の子どもたちが通常の学
級の学習に参加するだけではなく，特別
支援学級を主体とした学習を考えたり，
教科によって担任がチェンジしたりす
る。
(カ) 子どもたちだけではなく教師間の交流
も図る。
(キ) 障害の特性に関しての理解を深めるた
めに積極的に特別支援学級の担任が理解
を促す活動を行う。
② 特別支援学級に在籍する児童生徒の状況
（各子どもの交流時間，付添等の状況）

交流時間

時間

Ａ １年 朝の会・行事

付添等の状況
担任と一緒

Ｂ ２年 朝の会・給食・行事

１

一人で交流

Ｃ ２年 朝の会・給食・行事

１

行事：担任と一緒

Ｄ ２年 朝の会・給食・行事

１

行事：担任と一緒

Ｅ ３年 朝の会・行事

一人で交流

Ｆ ４年 朝の会・行事

行事：担任と一緒

Ｇ ５年 朝の会・行事

行事：担任と一緒

Ｈ ６年 朝の会・音楽・行事・給食

３

行事：担任と一緒

③ 在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を行っ
ている時の特別支援学級担任の状況(付添い，
交流に行かない子どもの 授業，教材研究，Ｌ
Ｄの支援，通級指導等）
ア 交流に行かない子どもたちの授業
イ きらきらルームでの指導
３

平成19年度（研究２年次）に残された課題
① 年次計画
＊１年次，２年次，３年次

１
年
次

○特 別支援教育に関わる校内支援システム（関係機関連携
等）の構築
○校内通級指導の子どもの個別教育計画を活用しやすい書式
の作成
○校内通級する子どもの指導と評価における実践を通した仮
説の構築
○支援ツールや学習教材等の指導方法の工夫・改善
○校内での特別支援教育コーディネーター等の役割の明確化
と組織作り
○横浜市特別支援教育指導体制モデル校のまとめ
～２年間の寺尾小学校の研究成果～

２
年
次

○年度当初からの校内支援システム（関係機関連携）の活用
と充実
○個別教育計画を活用した実践による検証と指導の改善
○支援ツールと学習教材等の指導方法の充実と系統化
○校内での特別支援教育コーディネーター等の役割と校内の
組織化
○校内での特別支援教育コーディネーターの育成・引継ぎ
○特別支援教育モデルとしての他校への情報発信

３
年
次

○年度当初からの校内支援システム（関係機関連携）の検証
○校内通級指導の子どもの個別教育計画の書式確定
○校内通級する子どもの指導と評価における本校としての在
り方
○支援ツールや学習教材などの指導方法のファイル化
○校内での特別支援教育コーディネーターなどの役割の明確
化と組織作り
○寺尾小学校の特別支援教育基本構想の確定

②

平成20年度に向けて
平成17年の支援は，子どもとの一対一の対応
に追われることが多かった。このことは，組織
として取り組むべき学校現場においてその機能
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が十分に果たせていないという反省を生んだ。
学校で学習し生活するどの子どもたちが，
「学
校に来て良かった」
「学校って楽しい」 という
思いをもつことは， 義務教育の基本理念であ
る。しかし，集団生活において個の学びがどれ
ほど確保されているかという視点に立つと，配
慮を必要とする児童にとっての支援に課題が
残った。
そこで，平成18年度の研究の中心を，寺尾小
学校のチーム力を生かした校内体制づくりに重
点を置いた。Ａさんをどうするかという指導か
ら，学級にいる一人ひとりがお互いを大切にし
合える温かい集団を育てていくことが大切であ
るという学級経営の原点に立った指導を確認し
あった。母集団が育つことが「一人ひとりを大
切にした指導」につながるという共通理解は，
教職員同士のコミュニケーションを密にし，環
境作り・授業づくりの成果につながった。
これを受けてスタートした平成19年度は，
『学年体制で取り組む複数コーディネーター制』
と『段階に応じた支援の工夫』を大きな柱に据
えた。副校長をメインコーディネーターとし，
学年主任・少人数担当・教務主任・養護教諭・
通級指導教室担当・ 特別支援学級担任をサブ
コーディネーターに据えた校内体制をとった。
このことにより授業改善・保護者対応・関係諸
機関との連絡調整において，担任が一人で判断
したり抱え込むことなく複数で対応することが
できた。また，学年研を母体とし学年主任がＳ
Ｃであることは，子どもの情報が入りやすく，
子どものもつ困難や問題を共有できる。このよ
うなシステムの整備と動きのよさが保護者の信
頼につながった。
複数コーディネーター制を基盤とした校内委
員会は，支援を必要とする子どもを学校全体が
把握し，その子どもに最適な支援を進めるため
の組織である。計画的に位置づけられた会議は
もとより，
「日常的に子どもの話ができて， 自
分の指導について話すことのできる風通しの良
い職員室」こそが，寺尾小学校の目指す校内支
援体制である。今後のより一層の支援体制の充
実を期するために，次のような取組が考えられる。
○
重要な情報をシートに残すが，資料づくりに
時間をかけすぎない。
○
事例報告は，重要なエピソードの紹介を中心
とする。
○
支援の全体像を明らかにするよりも，実行可

能で具体的な留意事項を明らかにする。
○
「役に立つ」 指導工夫の蓄積。
「はじめの一
歩」が「みんなの一歩」に。
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学校が組織として子どもと保護者に向かい合
い，子どもが安心して通える信頼される学校づ
くりを目指していく。

○学校名
○所在地
○電話番号
１

き課題は少なくない。
本校の物理環境は，学校全体の児童数も増え，空
き教室がないのが実態である。特別支援教室の一部
や保健相談室を使うことで，誰もが落ち着いて学習
できる場になるよう対応しているが，特別支援学級
の児童数も増えたこと，重度障害のある児童を受け
入れることにより，特別支援学級における人的な弾
力的運営の幅も制限されてきている。また，取り出
し指導を進める上で，本人や保護者の理解を得るの
も依然として難しい。同時に，個別に支援する児童
が多くなると，一人の児童にじっくり関わることが
少なくなるという相反する課題も生ずる。
そこで，支援をする補助員が増えれば行き届いた
支援ができ，教師にも余裕ができるのであるから，
本年度も補助員としてのアシスタントティーチャー
や教育ボランティアの関わりや支援を求め，一人ひ
とりの教育ニーズを把握して「座席」
，
「板書」
，
「声
かけ」
，
『習熟度別指導』などの分かりやすい授業を
工夫して支援してきている。
・特別支援教室①（特別支援学級）の設置
・特別支援教室②（保健相談室）の設置
・特別支援教室③（校長室・保健室）の設置
・学生のアシスタントティーチャー
・少人数，算数ＴＴ
・学校教育ボランティア（保護者）
・
学習ボランティア（個別支援①ボランティア，
個別指導②ボランティア）
・
神奈川県立高津養護学校に学区在住の児童が２
名在籍し，交流を持つ。
・ＱＵアンケートと研修会（年２回）

横浜市立すみれが丘小学校
横浜市都筑区すみれが丘34
045(592)0035

学校概要
(1) 学校の特色
学校は， 横浜市の港北ニュータウンの開発に先
立って，32年ほど前に東急が開発販売した住宅地の
中に位置している。北側の学校境は，川崎市宮前区
との市境と重なっている。
すみれが丘町内会と牛久保町内会に分かれる地域
との連携は，良好で，すみれが丘町内会の敬老会に
本校クラブの児童が出演したり，運動会にすみれが
丘町内会婦人部や牛久保町内会婦人部の協力を受け
るなど，協力関係が保たれている。
ＰＴＡは，自主的な運営をしてきた伝統に立って
活動している。教育への関心は非常に高い。児童の
安全・防災の活動を協力して行っている。会員は，
学校の姿勢や対応に積極的に意見を述べ，授業や行
事への協力を惜しまず，多くの保護者が学校ボラン
ティアとして活動をしている。
(2) 在籍者数・学級数
全校児童 557名 学級数
（特別支援学級２）

18学級

(3) 特別支援学級設置数
（設置種別及び在籍数）
知的障害学級 １学級 １名
情緒障害学級 １学級 ４名

特別支援教室①
パーティション（左）

(4) 通級指導教室
なし
(5) 特別支援制度に関する研究に， 連携可能な，
特別支援学級（視覚障害・聴覚障害等）
神奈川県立高津養護学校
(6) 学校独自の取組等
通常の学級において，支援を必要とする児童は今
年度も増えつつあり，昨年度に比べて19名増えてい
る。種別で多いのは学習遅滞であるが，それらの児
童に対しては，少人数で個の状態に応じてゆっくり
関わり支援していくならば，生活・学習面での改善
が図られていくであろうと考えている。しかし，現
実は，児童・教職員にとって日々の悩みや対応すべ

特別支援教室③
校長室でクールダウン（右）
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２

平成19年度の学校での取組
(1) 通常の学級に在籍する支援を必要とする児童
生徒の「支援の必要な時間」 を把握する学校で
の取組

①

②

(2) 弾力運用等による支援率を上げるために各学
校が採った方法
学年の優先順位をつけることで，人，場所，時間
の設定が可能となった。 少人数， 専科， 特別支援
学級担任，補助員の時間割を持ち寄り，クラス全体
の支援と個別指導に「だれが何時間サポートできる
か」を相談し，コーディネーターが割り振りをした。
①クラス全体
・少人数（１，
２年の算数）
・ＴＴ（４年算数）
・特別補助員（特別支援級・１年）
・補助員（５，
６年）
・アシスタントティーチャー（１，
２年）
・保護者ボランティア
学習ボランティア： 家庭科の裁縫や調理実習な
どで，安全に実習できるように補助。
生活科の竹馬やお手玉などで， やり方の助言や
安全確保
（習字，図工，理科，体育，家庭科，畑作業）

特別な配慮が必要な児童一覧

☆保護者のボランティア記録より
・
書写の時間も３回目ということで，子どもた
ちも随分慣れているようでした。あまりよご
すこともなく上手に用意ができていたと思
います。楽しく取り組めているようでした。
（３年生 書写）
・
みんな夢中になり，楽しそうに作業をしてい
ました。苦手な子につきっきりで教えました
が，時間内に出来上がり，喜んでいました。
やる気が出てきたようです。 こちらも嬉し
かったです。
（５年 家庭科）

対象児への指導の実態例

個別支援ボランティア： クラスの中で支援を必
要とする子どもを中心に， 活動の補助や学習内
容の指導のサポート
（国語，算数）

＊実際の支援・希望

☆保護者のボランティア記録より
・
参観日では見たことのない普段の子どもたち
の様子が分かりました。ほとんどの子どもが
楽しそうに勉強していました。中には教科書
などを閉じている子もいましたが，やさしく
声をかけると素直に勉強をしました。１～２
年生の場合はボランティアの人数が増えると
良いと思いました。
（２年 算数）
・
前回は子どもたちにどのように関わればよい
のか，分からなかったが，子どもたちも慣れ
てきたのか分からない時に声をかけてくれ
た。分からない子が分かってくれた時の笑顔

１：担任の配慮
２：ＴＴ
３：個別対応
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に気持ちが明るくなった。先生が普段一人で
全員（40人）が分かるまで教えるのは本当に
大変なことだと思った。少しでも，お手伝い
できることはこれからも続けて行けたら嬉し
いです。
（２年 算数）

ア

特別支援取り出し指導
時間割①（学習室利用）

５名 （２，
３年）

アシスタントティーチャー：
教員志望の大学生ボランティア
明治学院大学４年生 心理学部心理学科
１名
昨年度に引き続きお願いをする。

☆サポート日誌より
 久しぶりに字を書く場面を見たのですが，以
前より，字がすぐ出てくるようになったと感じ
ました。しかし，彼にとって「書く」というこ
とは苦痛のようで間違って消すことをとても嫌
がっていました。
「せっかく，書いたのに」と
言っていました。
 ひらがなでは，まだ濁点と，小さく書く字や
「を」が苦手なようでした。まだ推測なのです
が，文字を覚えにくい特性の他に，もしかした
ら，不注意もあるのではないかと感じました。
② 個別指導
 保護者の承諾を得て，特別な支援を受ける
児童の支援体制
・少人数 ８時間
・音楽専科 ２時間
・特別支援学級担任 ３時間
・特別支援コーディネーター ６時間
・非常勤講師 ２時間
※
時には，管理職，養護教諭，家庭科専科も
指導する。

時間割②（特別支援学級にて対応）
イ 通常の学級の指導の実態

・1年～ 4年はＴＴ， 少人数， 補助員， ＡＴが
クラスに入り，なんらかの指導・支援にあたっ
ている。それにより，支援率は上がっている。
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(3) 特別支援教育補助員の効果的な活用の在り方
補助員〈非常勤講師〉は，音楽療法士の免許を取
得していて，特別支援学級や１年の音楽を担当した
り，特別支援学級の重度の児童の音楽療法の個人指
導等をしたりしている。また，特別支援学級の担任
が通常の学級の個人指導をしているときに，特別支
援学級の指導をしてもらっている。
補助員の動き

級で学習する。
（付添はなし）
但し，学習内容によっては付添あり。ま

た，特別支援級で学習するときもある。
③ 学級在籍児童生徒が「交流及び共同学習」を
行っているときの特別支援学級担任の状況

＊
在籍児童の指導をしながら，通常級のサポー
トや個人指導を行っている。したがって，空
き時間がない。通常の学級への教科指導は固
定していないが，指導することがある。
(4) 校内の特別支援学級在籍児童生徒の「交流及
び共同学習」の取組
① 特別支援学級在籍児童生徒の「交流及び共同
学習」の方針
特別支援学級開設当時（平成17年）から，児
童の保護者は交流を強く望んでいる。それぞれ
の交流学級の時間割を基本に割り振りをし，特
別支援学級の児童同士 のかかわりを大切にで
きる共同学習時間を作っている。
生活の基盤は，通常の学級となっている。学
習面や行動面，生活面での成長を把握し，より
適した指導・支援を進めるために交流担任，保
護者と話し合いを持ちながら交流時間を決めて
いる。
また，児童や交流学級の実態に合わせて，学
期ごとに再評価し柔軟に対処している。
② 特別支援学級在籍児童生徒の状況
Ａ児 学
 習全般は， 特別支援学級で生活する。
朝の会，帰りの会，給食，音楽，体育は
交流学級。
Ｂ児 原
 則として，国語，算数，学活以外は全
て交流学級。内容によっては特別支援級
で学習する。
＊
Ａ児とＢ児が交流級に行くときは，必ず担任
が付添う。
Ｃ児・Ｄ児Ｅ児
原則として，国語，算数以外は全て交流


３

－105－

平成19年度（研究２年次）に残された課題
(1) 通常の学級の担任の特別支援教育に対する認
識をさらに深めると共に， 日々の授業の改善・
工夫と， 支援の必要な児童に視点をあてた研修
をする必要がある。
(2) 支援の必要な児童が多くなる中， 人的問題は
解決できていない。 学校独自の保護者ボラン
ティアがうまく活用されていない。学年で足並
みが揃わなかったり，打ち合わせの時間が取れ
なかったりしている。
(3) 来年は特別支援学級の児童数が増える。 重度
障害のある児童を受け入れていることにより，
特別支援学級における人的な弾力的な運営の幅
も制限されている。 来年度はもっと時間的に難
しくなる。
(4) コーディネーターは，現在，特別支援学級担
任を兼ねている。在籍児童の指導，取り出し指
導，通常の学級の担任や児童の教育相談，補助
員やＡＴとの打ち合わせなどで，時間がなかな
か確保できない。コーディネーターの複数制ま
たはコーディネーターの専任制を望む。

お

わ

り

に

平成18年７月に，特別支援教室制度研究会の連絡会を開催し，国立特別支援教育総合研究所
と７市教育委員会からなる「特別支援教室制度研究会」を立ち上げ，研究に取り組んできまし
た。
１年目の取組では，それぞれの地域の特徴や研究指定校での今までの取組を生かした支援の
在り方を提示しました。２年目においては，１年目の研究成果を踏まえ，通常の学級に在籍す
る支援を必要とする児童生徒のための支援に必要な時間を把握する方法， 市教育委員会のマ
ネージメントによる学校の裁量拡大の取組，特別支援教育補助員の効果的な活用について取り
組みました。
研究協力校では，支援を必要とする児童生徒の気づきから支援までのプロセスを確立するこ
とを目指し，一人一人の実態把握に力を入れました。巡回相談員等の専門家の意見を取り入れ
ながら，校内委員会を中心とした支援の取組です。支援の検討内容は，誰が（支援を実施する
中心的な教員）， どこで（通級指導教室・ 特別支援学級・ 通常の学級等）
， 何を（支援の内容）
するかです。特に，支援に必要な時間を把握する方法について取り組んだのですが，客観的に
支援時間を割り出すにはこの２年間の研究だけでは困難でした。誰がについては，それぞれの
学校の教員体制と特別支援学級の弾力的運用，特別支援教育補助員の配置から検討していきま
した。特別支援教育補助員の専門性の在り方についても検討しながらの取組でしたが，この補
助員の有効な活用については一定の成果があったと考えます。
本研究での大きな成果の一つは，上越市教育委員会のマネージメントによる地域内支援体制
の構築があげられます。それぞれの学校体制では支援の必要な児童生徒に支援ができにくい場
合，他校の専門の教員による支援を可能にしたことにより，児童生徒の学習上，生活上の状況
に十分対応できたのです。特別支援学級の弾力的運用だけではなく，地域内支援体制をも含め
た支援であれば，特別支援教育補助員の役割は明確になっていくと考えられます。
この２年間の取組において，評価と心理アセスメント等では，支援の必要な時間の割り出し
方法の確立という課題が残っています。また，特別支援教育補助員の専門性確保と活用方法に
ついては，支援を必要とする児童生徒をカバーする支援率の向上の視点からの検討も必要と考
えます。
特別支援教室の制度を考えるとき，対象者と支援時間の把握において客観性が必要と考えら
れ，今後の研究に繋げていく所存です。
平成20年３月
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