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研究活動Ⅰ

１ 研究活動の実施状況

本研究所の研究は、①それぞれの障害の特性に応じた基礎的、日常的な研究を行う一般

研究、②特別な研究課題のもとに研究部の組織を離れてプロジェクトチームを編成して実

施するプロジェクト研究、③特殊教育の現状や動向を把握する国内調査研究で実施してお

り、平成１５年度の課題数は、一般研究（２５課題 ・プロジェクト研究（７課題 ・国内） ）

調査研究（２課題）であり、合計３４課題であった。

また、研究者が文部科学省及び日本学術振興会に申請し採択された科学研究費補助金に

よる研究は２８課題であった。

(1) 一般研究

＜研究課題＞

研究部等 研 究 室 研 究 課 題 研究期間

総 合 政 策 特殊教育情報 １ を利用した効果的な情報発信についての調査研究 ～ 年)Web 14 15

情報センター 研 究 部 門

センター的機能を踏まえた盲学校や弱視学級等における情報視覚障害教育 盲教育研究室 ２)

研 究 部 弱視教育研究室 ～ 年システムや地域ネットワーク活用による情報収集・提供の 15 17

在り方及び教育支援計画策定に関する研究

３ 聴覚障害児の障害認識と社会参加に関する研究 ～ 年聾教育研究室 ) 13 15

－様々な連携と評価を中心に－

聴覚・言語障 ４ 聴覚障害乳幼児に対する早期からの教育的支援 ～ 年難聴教育研究室 ) 15 17

害教育研究部 ５ 「ことばの教室」における早期教育相談と保護者支援 ～ 年言語機能障害 ) 13 15

教 育 研 究 室

６ 子どもと教師のコミュニケーション関係の構築に関する研究 ～ 年言語器質障害 ) 14 15

－ことばの教室担当者と周囲他者との関係に視点をおいて－教 育 研 究 室

７ 知的障害のある子どもの担任教師と関係者との協力関係推進 ～ 年重度知的障害 ) 14 15

に関する研究－個別の指導計画の作成に焦点をあてて－教 育 研 究 室

知的障害教育 ８ 知的障害養護学校における職業教育と就労支援に関する研究 ～ 年中度知的障害 ) 12 15

教 育 研 究 室研 究 部

９)軽度知的障害学生に対する高等教育機関等における支援体 ～ 年軽度知的障害 14 16

制に関する研究教 育 研 究 室

10)運動に障害のある子どもの教育支援の充実と体系化に関する ～ 年14 15

肢体不自由 研究－「開かれた学校づくり」と授業研究に焦点をあてて－肢 体 不 自 由

教育研究部 11)運動に障害のある子どもへの馬の特性を活用した指導及び評 ～ 年教 育 研 究 室 14 15

価の方法に関する研究

12)運動に障害のある子どもの意思表出支援に関する研究 ～ 年14 15

13)学習障害の判断に必要となる心理教育的アセスメントに関す ～ 年13 15

る研究

病 弱 教 育 14)慢性疾患児の自己管理に関する研究－自立活動における評価 ～ 年病 弱 教 育 13 15

研 究 部 開発に視点をおいて－研 究 室

15)ターミナル期における教育心理的対応に関する研究 ～ 年14 17

－子どもとともに在る教育を目指して－
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研究部等 研 究 室 研 究 課 題 研究期間

情緒障害教育 16)注意欠陥／多動性障害（ ）児の評価方法に関する研究 ～ 年情緒障害教育 ADHD 13 15

研 究 部 17)自閉症児の早期教育相談に関する研究 ～ 年研 究 室 13 15

18)視覚聴覚二重障害教育における教師の専門性に関する研究 ～ 年重複障害教育 13 15

第 一 研 究 室

重複障害教育 19)重複障害児の感覚機能の評価と、評価に基づく指導内容に関 ～ 年14 15

研 究 部 する研究重複障害教育

20)感覚障害と知的障害のある重複障害児の概念形成の機序に関 ～ 年第 二 研 究 室 14 15

する研究

21)肢体不自由を主とする重複障害児の環境との相互作用に関す ～ 年重複障害教育 14 15

る実際的研究第 三 研 究 室

22)特別な教育的ニーズのある児童生徒のための を活用した ～ 年教 育 工 学 ICT 15 17

情 報 教 育 教材 ・教具の開発と普及研 究 室

研 究 部 23)高度情報化社会における障害のある子どもの情報活用能力を ～ 年情 報 教 育 13 15

育成する教育内容・方法に関する研究研 究 室

24)自閉的傾向のある児童の社会性の発達と教育的支援に関する ～ 年12 15

研究分 室

25)高機能自閉症児等への教育的支援－自閉症教育の充実に関す ～ 年14 15

る効果的な研修の在り方について－

＜研究課題毎活動状況＞

１） Ｗｅｂを利用した効果的な情報発信についての調査研究

（研究の概要）

近年、WWW（World Wide Web）は新しい情報発信の手段として急速に発展しつつある。教育機関の

多くが WWW を通しての情報発信を行っており、WWWの重要性は増大しているということができる。本

研究課題では国立特殊教育総合研究所において効果的な情報発信を行うために、研究協力者の協力の

もとに全国の特殊教育センター等が公開している WWW 文書を調査し、比較・分析を行う。本調査で

は主に次の項目について調査を行う。

① WWWサイトの構造

② 実施している研究・教育の内容

③ 公開しているデータベースの種類

④ 紀要や論文等のデジタル化への取り組み具合

⑤ 関連情報へのリンク

⑥ 障害者等への配慮

（本年度の研究実施状況）

全国の特殊教育センター等が公開しているWWWページを調査、比較、分析した。

研究協力者を中心にメーリングリスト“web@nise．quickml．com”を開設し、インターネットと教

育現場に関する話題について議論を行った。

中間成果を福岡教育大で開催された「平成１５年度障害のある子どもの情報・支援技術講習会」に

おいて報告した。

研究協議会を実施、研究協力者と調査結果について検討を行った。

（本年度の研究成果）

一般研究報告書「Webを利用した効果的な情報発信についての調査研究」としてまとめた。
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（２年間の研究成果）

全国の教育センターのWebページで公開されている情報がどのようなカテゴリの内容であるのか判

明した。多くのセンターで発信されている情報は、ニーズが高く、かつ、プライバシーの問題等をク

リアしていると考えられる。したがって、国立特殊教育総合研究所のWebページを構築する際にどの

ようなカテゴリの情報を発信すべきなのかを判断する参考になると考えられる。

（本年度の自己評価・課題）

これまでは、協議が研究協議会のときだけになってしまいがちであったが、メーリングリストを活

用することにより、研究協議会開催までの期間に十分に調査の内容を研究協力者と共有することがで

きた。一方、調査結果に基づいてモデルサイトを提案するところまで至らなかった。また、インター

ネット関連の新しい技術が登場しつつあり、より効果的な情報発信が可能になる反面、アクセシビリ

ティの問題が新たに発生している。Webページは、すべての人が閲覧できるように配慮されている必

要があるが、現状で国立特殊教育総合研究所や教育センターのWebページがアクセシビリティに十分

配慮されているとは言い難い。Webのアクセシビリティについての検討は、ますます重要になる今後

の課題といえる。

２） センター的機能を踏まえた盲学校や弱視学級等における情報システムや地域ネットワーク活用

による情報収集・提供の在り方及び教育支援計画策定に関する研究

（研究の概要）

本研究の目的を達成するために、以下の具体的な課題を設定して研究を進める。

（１）視覚障害児童生徒のための教材・教具および相談に関する情報の整備に関する研究

これまでの本研究部の一般研究や科学研究費補助金による研究の成果を活用して教材・教具な

どの作成・活用に関するガイドラインや教育相談への対応の在り方を整備し、それらの内容を本

研究所のホームページを利用して普及を促進するための方策について検討する。

（２）視覚障害児童・生徒の教育に係わる情報収集と共有についての体制づくりに関する研究

「盲学校点字（視覚障害教育）情報ネットワーク」の有効活用を前提として、全国の盲学校・

弱視学級と協力し、データを提供しあう事によって視覚障害教育関連情報に関するデータベース

を構築する。視覚障害にかかわる学校、学級、保護者その他関係者への情報の提供や支援に関連

して蓄積したデータを活用すための体制づくりについて検討する。

（３）視覚障害児童・生徒の教育支援計画策定および支援のあり方に関する研究

盲学校および弱視学級等を核として視覚障害児童・生徒の個に応じた教育支援計画を策定し、

一貫した指導・支援体制のあり方を提案するために地域の医療・福祉等関連機関との連携のあり

方やネットワーク構築について検討する。具体的には、基盤が整っている神奈川県を中心的なケ

ースとして試行的な研究を行う。

（本年度の研究実施状況）

（１）視覚障害児童生徒のための教材・教具および相談に関する情報の整備に関する研究

盲教育の分野に関しては、平成１４年度までに一般研究でまとめた「触覚教材の活用と作成

法」に関して整理し「視覚障害教育情報ネットワーク」のホームページへの掲載の在り方につい

て検討した。同じく、弱視教育に関しては、本研究所プロジェクト研究「弱視児の視覚特性を踏

まえた拡大教材に関する調査研究－弱視用拡大教材に関する開発及び支援について－」の研究過

程における成果を整理し、同じく「視覚障害教育情報ネットワーク」に掲載の在り方について検

討した。

（２）視覚障害児童・生徒の教育に係わる情報収集と共有についての体制づくりに関する研究

「視覚障害教育情報ネットワーク」の有効活用を前提として、全国の盲学校・弱視学級と協力

し、データを提供しあう事によって視覚障害教育関連情報の在り方について検討を進めた。に関

するデータベースを構築する。視覚障害にかかわる学校、学級、保護者その他関係者への情報の

提供や支援に関連して蓄積したデータを活用するための体制づくりについて検討する。



- 4 -

（３）視覚障害児童・生徒の教育支援計画策定および支援のあり方に関する研究

盲学校および弱視学級等を核として視覚障害児童・生徒の個に応じた教育支援計画を策定し、

一貫した指導・支援体制のあり方を提案するために地域の医療・福祉等関連機関との連携のあり

方やネットワーク構築について検討する。具体的には、基盤が整っている神奈川県を中心的なケ

ースとして試行的な研究を行う。

（本年度の研究成果）

「触覚教材の活用と作成法」および「弱視児用拡大教材の作成と関連情報」について整理し、平成

１５年度中に「視覚障害教育ネットワーク」ホームページに掲載し、普及を図っている。

（本年度の自己評価・課題）

（１）視覚障害児童生徒のための教材・教具および相談に関する情報の整備に関する研究

これまでの本研究部の一般研究や科学研究費補助金による研究の成果を活用して教材・教具な

どの作成・活用に関するガイドラインや教育相談への対応の在り方を整備し、それらの内容を本

研究所のホームページを利用して普及を促進するための方策について検討する。

（２）視覚障害児童・生徒の教育に係わる情報収集と共有についての体制づくりに関する研究

「盲学校点字（視覚障害教育）情報ネットワーク」の有効活用を前提として、全国の盲学校・

弱視学級と協力し、データを提供しあう事によって視覚障害教育関連情報に関するデータベース

を構築する。視覚障害にかかわる学校、学級、保護者その他関係者への情報の提供や支援に関連

して蓄積したデータを活用すための体制づくりについて検討する。

（３）視覚障害児童・生徒の教育支援計画策定および支援のあり方に関する研究

盲学校および弱視学級等を核として視覚障害児童・生徒の個に応じた教育支援計画を策定し、

一貫した指導・支援体制のあり方を提案するために地域の医療・福祉等関連機関との連携のあり

方やネットワーク構築について検討する。具体的には、基盤が整っている神奈川県を中心的なケ

ースとして試行的な研究を行う。

（本年度の研究実施状況）

（１）視覚障害児童生徒のための教材・教具および相談に関する情報の整備に関する研究

（２）視覚障害児童・生徒の教育に係わる情報収集と共有についての体制づくりに関する研究

（３）視覚障害児童・生徒の教育支援計画策定および支援のあり方に関する研究

３） 聴覚障害児の障害認識と社会参加に関する研究 －様々な連携と評価を中心に－

（研究の概要）

近年障害者の社会参加の進展等に伴い障害者観や障害児教育のあり方等にも変化が見られてきてい

る。聴覚障害児教育の領域においても従来障害を否定的なものととらえ治療・訓練的にかかわること

が主流であったが、近年は障害をより積極的に文化・社会的な側面からとらえる活動も重要視される

。 、ようになってきた 本研究では聴覚障害児の自己理解の一部である障害認識をテーマとして取り上げ

これにかかわる教育的な活動のあり方を多様な視点から検討する。

まず全国の聾学校を対象に聴覚障害児の障害認識を育てるための教育的取り組みの実態について調

査を行い、さらに聴覚障害者の心理臨床の立場から自己理解のあり方に関連する様々な課題に対する

理解を専門家との協議を行うことで深める。これらをもとにして研究協力者を中心に聴覚障害児の教

育現場、さらには聴覚障害児（者）とかかわる小・中学校や高等学校での実践的な取り組みを進め、

その経過と成果を報告書の形でまとめた。

（本年度の研究実施状況）

２回の研究協議会を開催し、研究協力者の実践活動を中心に議論を深めた。具体的には以下の領域

について議論及び実践事例の積み重ねを進めた。

（１）障害認識にかかわる自立活動の系統化（幼稚部・小学部・中学部・高等部の連携）

（２）障害認識にかかわる保護者支援と保護者・教員の連携について

（３）高等学校生徒の障害児（者）理解と障害者モデルの機能について
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（４）学校運営の中での障害認識関連活動の統合について

（５）教員養成における障害認識関連事項の位置付けについて

（本年度の研究成果）

上記の活動を通して、障害認識を育てる様々な教育的活動の事例を紹介できたとともに、課題につ

いても明確にできた。またこれらの成果を報告書にまとめた。

（３年間の研究成果）

本研究で行われた障害認識にかかわる全国調査の障害認識関連項目（２３項目）は、障害認識関連

教育活動を整理するときの基準としていくつかの聾学校で調査研究等に用いられた。

また、本全国調査における聴覚障害児のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手段に関する内容は、文部科学省や聾学校等で

聴覚障害児のコミュニケーション状況を知る上の基礎資料として利用されている。

また、本研究では障害認識についての調査に基づく課題とニーズの分析に関連させて、教育実践や

討議を進め、今後の活動に資する実践事例と課題を報告書の形で明確化することができた。

（本年度の自己評価・課題）

、 、 、上記の成果を得て当初の目的をほぼ達成できたが 障害認識全体にかかわり 自立活動や職員研修

両親援助等の領域を相互に関連させたモデルプログラムの構築には至らなかった。

今後は「障害認識」関連教育プログラムの重要性に関する啓発と、個々の教育現場に沿った「障害

認識」に関する指導および教育支援プログラム作りの支援が課題となる。

４） 聴覚障害乳幼児に対する早期からの教育的支援

（研究の概要）

厚生省（現、厚生労働省）が平成１２年（2000年）１０月１日に試行した「新生児聴覚検査事業実

施要綱」により出生と同時に聴覚検査が可能となってきた。そのため、１歳未満で聾学校の乳幼児教

育相談や当研究所の教育相談センターを訪れるケースが見られるようになった。しかしながら、聴覚

障害のある乳児に対する相談を行っていく中で、乳児期における聴性行動の見方が多種多様で、聴力

レベル（閾値）の確定が難しいこと、乳児期の聴覚の発達から見た補聴器等のフィッティングのタイ

ミングの難しさ、そして我が子が聴覚障害であることについての保護者の不安に対する支援など様々

な問題が生じてくる。

本研究では、聴覚の評価、補聴器等のフィッティングの聴覚的支援、運動面及び行動面を含めた全

体の発達的支援及び保護者からの相談にかかわる保護者支援について検討を行うことを目的とした。

本研究は、以下のような手順で進めた。

１．聾学校の乳幼児相談（３歳未満児対象）及び難聴幼児通園施設における新生児聴力検査によって

聴覚障害と診断された乳児を対象とした教育相談業務の中の事例の収集を行う。

２．これらの事例を通じて、聴覚の評価及び補聴器等のフィッティングを含めた聴覚的支援の経過、

運動面、行動面を含めた全体の発達的支援、保護者からの相談を含めた保護者支援について研究協

力者間で協議を行いながら、検討を行う。

（本年度の研究実施状況）

本年度は、研究協議会を千葉県立千葉聾学校にて行った。乳幼児教育相談の状況を見学し、教育相

談、それにかかわる補聴器等のフィッティング及び保護者支援について協議した。

（本年度の研究成果）

初回の相談において、聴覚障害については初めて接するという保護者が多いという現状から、聴覚

、 、障害の知識を専門家として伝えるということではなく 保護者が我が子の聴覚障害をいかに受け入れ

認識していくかの過程での支援が重要であることが研究分担者、研究協力者間で確認された。

さらに、まず子ども及び保護者の間における関わり方（例えば、接し方、遊び方など）について支

援を行い、その後で聴力の評価、補聴器等のフィッティング及びコミュニケーションに関する支援を

行うことの大切さが指摘された。
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（本年度の自己評価・課題）

当初、研究協議の課題としては出されていなかったが、聾学校教育相談における初回の相談の重要

性が確認されたことは大きな成果であった。中でも病院で我が子が「聴覚障害である」という診断を

受け、初めて聾学校を訪れた保護者の不安をどこまで受け入れ、それに応じた支援をどのように行う

かによって、その後の乳幼児教育相談の流れが決定するということが改めて認識された。これまでは

「 」 、 、保護者 教育相談担当者 という相談の形が一般的な見方であったが 実際には教育だけでなく―

医療、福祉の専門家の介入も必要とされ、今後は多方面領域からの支援について検討を重ねることが

課題となった。

５） 「ことばの教室」における早期教育相談と保護者支援

（研究の概要）

「障害者基本計画」や「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告 」では、地域における）

一貫した相談支援体制の整備を求めており、小中学校に設置されている「ことばの教室」は、地域に

密接した機関として相談支援体制の一翼を担うことを期待されている。当研究室では、平成10年度か

「 」 。ら３年間にわたり 早期からの教育におけることばの教室の役割 というテーマで研究を進めてきた

この研究の成果として、多くの「ことばの教室 （言語障害特殊学級、通級指導教室）が幼児の対応」

をしていること、保護者はことばの教室を子どもの障害だけにとらわれない幅広い相談の場としてと

らえていること等が明らかになった。この研究成果を踏まえて、本研究は早期教育相談と保護者支援

に焦点をあてた。

特に乳幼児期においては、保護者を支える視点が大切であり、担当する教員の教育的援助の在り方

は学童期のそれとは異なるものがあると思われる。そのため、早期教育相談における事例研究の分析

・検討を行い、以下のように研究を進めた。

① ことばの教室において早期教育相談の対応がどのように行われているのかについて、先進的

な実践を行っている教室を訪問し、その実状を調査する。

② ことばの教室における早期教育相談の事例について、研究協力者の協力を得て、情報を収集

する。

③ 早期教育相談の実際について、地域の関係機関との連携や特殊教育諸学校との交流等の情報

を収集する。

上記の①～③を分析・検討することによって、ことばの教室における早期教育相談と保護者支援の

在り方を明らかにする。

（本年度の研究実施状況）

研究協議会を横浜市の療育センターで実施し、センターにおける乳幼児の対応と地域における他機

関との連携の実際について協議するとともに研究のまとめに向けた話し合いを行った。また保護者と

担当者との関係について、担当者・保護者それぞれに対する調査結果を比較し、協議した。研究の最

終年度に当たり研究報告書の作成に向けて、研究分担者・研究協力者に原稿執筆を依頼し、報告書を

作成した。さらに研究協議会を開催し、研究全体のまとめを行った。

（本年度の研究成果）

子どもの障害をいつ、どこで、誰が保護者に伝えるのかは、地域の早期療育システムと深く関係し

ており、それは地域によって異なっていること、子どもが年少であればあるほど保護者は子どもの状

態や障害に対する理解が十分になされていない状況が多いこと、ことばの教室担当者と保護者との間

で中心的な話題は「子どもの実態」であり、その見方に違いがある時に保護者と担当者との関係に影

響すること、等が明らかになった。

保護者に対する調査結果、早期からの療育システム構築に「ことばの教室」が参画している事例、

、 。 、軽度発達障害児の保護者に対する支援等に関し 日本特殊教育学会において研究発表を行った また

二つの調査結果から、保護者の思いと担当者の思いを比較し 「ことばの教室」担当者が保護者と接、

する時の留意事項を考察し、研究所紀要に報告した。さらに報告書を作成し、関係機関に配布した。
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（３年間の研究成果）

「ことばの教室」が早期教育相談を行う際の保護者に対する子どもの状態の伝え方の工夫や担当者

が対応する範囲が拡大することへの留意点を明らかにした。また、保護者支援について、地域療育シ

ステムがハード面であるとすれば、担当者の直接的な対応がソフト面であるととらえ、その両面が整

い、質的に高くなればなるほど保護者の混乱は少なくなると考えられた。また、本研究の事例研究・

、「 」 、 。調査研究を踏まえ ことばの教室 担当者が 保護者に対して提供する情報の観点を明らかにした

（本年度の自己評価・課題）

研究協議会を療育センターで実施することにより「③早期教育相談の実際について、地域の関係機

」 、 、関との連携や特殊教育諸学校との交流等の情報 について 研究分担者・研究協力者が情報を収集し

共有することができた。

本研究での成果を土台にして、一貫性のある支援体制の構築や個別の支援計画の作成に関して療育

センターと「ことばの教室」との連携の現状や調査研究等をさらに積み重ねていく必要がある。また

特別支援教育の進展に伴う「ことばの教室」の役割について、地域の実状に即した実践事例の収集も

課題である。

６） 子どもと教師のコミュニケ－ション関係の構築に関する研究

－ことばの教室担当者と周囲他者との関係に視点をおいて－

（研究の概要）

これまでの研究では、コミュニケーション障害を子どもと周囲との関係障害として捉え、特に子ど

もと教師の二者関係を取り上げ、コミュニケーション障害が生じる構造及びそれへの支援について検

討してきた。具体的には教師にとって通じにくいと感じられる言語障害のある子どもとの関係を研究

対象とし、通じにくい関係が生じる要因やその改善に向けての方策の整理を進めてきた。しかし、子

、 、どもと教師の二者間には様々な周囲他者との関係が影響していると考えられ 子どもと教師の関係を

それらを取り巻く周囲の人、物、事象との関係の中で検討することが求められている。

そこで本研究では、子どもとことばの教室担当者（以下「担当者 ）を取り巻く周囲他者、特に子」

どもと担当者の二者間を取り巻く、担当者と保護者及び在籍学級担任との関係に焦点を当て、それら

がどのように子どもと担当者の関係に絡んでいるのかを検討し、コミュニケーション障害を改善し、

かつ、より深いコミュニケーション関係を築いていくための具体的な実践の視点を明らかにする。

（本年度の研究実施状況）

本年度は、子どもとことばの教室担当者（以下「担当者 ）を取り巻く周囲他者、特に子どもと担」

当者の二者間を取り巻く、担当者と保護者及び在籍学級担任との関係にかかわる事例資料の収集を行

った。

また、それらの資料をもとに、研究協議会を開催し、研究協力者の参加を得て、子どもと教師のコ

ミュニケ－ション関係の構築に関して協議・検討を行った。

さらに、本研究に関連して、日本特殊教育学会第４１回大会（東北大学）において、自主シンポジ

ウムを開催し、実践事例の報告と報告に基づく協議を通して、子どもと教師のコミュニケーション関

係の構築に関わる知見の整理に向けての示唆を受けることが出来た。

これらの活動を通して、本研究の研究主題である子どもと教師のコミュニケーション関係における

周囲他者との関係と影響にかかわる知見を検討し整理した。

（本年度の研究成果）

担当者と保護者及び在籍学級担任との関係にかかわる事例資料を整理分析し、また、協議会での検

討を通して、次のような知見を得ることができた。

１．子どもとかかわる担当者が見つめる周囲他者への見方に関する事項

（１）担当者自身がもつ役割意識が周囲他者の見方や周囲他者への意識を形成する。

（２）それらは、担当者と子どもとの関係、周囲他者と対象児との関係を背景としている。

（３）担当者の子どもに対する固定的な見方や捉え方と担当者の周囲他者への見方が関連し、それ
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ぞれとの関係を形成している。

２．関係の改善にかかわる事項

（１）担当者と保護者との関係、あるいは、担当者と在籍学級担任等、担当者と周囲他者との関係

が基軸となり、担当者と子どもとの関係改善の糸口となっている。

（２）子どもと周囲の子どもとの関係は、周囲の子どもへの働きかけが基軸となり、子どもとの関

係の改善の糸口となっている。

（３）また、一方では、担当者と子どもとのかかわりの改善が、担当者と保護者・在籍学級担任

、 。等周囲他者との関係の深化に繋がっていること等について 事例を通し実証することができた

（本年度の自己評価・課題）

これまでの研究で、研究方法の検討と事例資料の整理分析を行うことができた。

、 、 、今後は 得られた知見をもとに 子どもと教師との関係改善にかかわる具体的な方法を検討整理し

、 。子どもとの関係形成 関係改善にかかわる指導担当者への支援の手立てを提言することが求められる

７） 知的障害のある子どもの担任教師と関係者との協力関係推進に関する研究

－個別の指導計画の作成に焦点をあてて－

（研究の概要）

知的障害のある子どもの担任教師は、指導の最適化を図るために多様な情報、多様なアイデアを収

集し実際の指導に生かすことが望まれる。個別の指導計画の作成のためには、担任教師と他の関係者

等が協力して、実態把握による情報や指導によって得られた実践的情報を整理・統合し、指導内容・

方法等を共に考え、深めていくための会議システムの検討が必要である。本研究では、担任教師と他

の関係者等が協力していくための具体的な方法等を明らかにすることを目的とする。

（本年度の研究実施状況）

（１）平成１５年５月から７月にかけて、ワークショップの経験が少ない長期研修員や短期研修員に

よる演習、研究協力校での協力関係推進に関するワークョップを実施し、経過を記録するととも

に効果、実施上の留意事項等について整理した。

（２）平成１５年７月から９月にかけて特殊教育センター等（７箇所）や知的障害養護学校（４校）

での研修の一部として、協力関係推進に関する演習を実施し、個別の指導計画の作成に関する研

修等のニーズを収集するとともに、演習で実施した方法の効果や実施上の留意事項について意見

を収集した。

（３）平成１５年１０月の特殊教育学会第４１回大会で全国の特殊教育センター等における個別の指

導計画の作成に関する研修の実施状況の調査結果を発表し、研修に関するニーズについて討論を

行った。

（４）１２月に研究協議会を開催し、以下の内容について検討した。

①報告書の目次案について

②話題提供Ⅰ（個別教育計画（個別の指導計画の校内での呼称）作成における保護者と教師との

協働について）

研究協力者の鈴木氏より、ＫＪ法を参考にした話し合いに関する実践例を中心に話題提供があ

った。その際、保護者のニーズと教員のニーズの合意点を導き出すことの重要性及び、協議の柱

となるテーマ設定が重要であることが確認された。

③話題提供Ⅱ（保護者・教師・関係者との連携の実際）

自閉症児学級における事例から、研究協力者の奥氏より話題提供があった。養護学校全般にみ

られる連携の問題点を中心に、実際例が紹介された。

④話題提供Ⅲ（ブレーン・ライティング法による事例研究）

研究協力校である東京都立港養護学校での実践事例をとおして、ブレーン・ライティング法に

よる事例研究の報告を齊藤が行った。各自の意見が出される利点が大きい一方で、カードを分類

する段階での進行役の役割が重要であることに関して協議した。
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⑤話題提供Ⅳ（ポテンシャル分析の技法を用いたワークショップ）

本研究所短期研修での事例をとおして、ポテンシャル分析に関するワークショップの報告を竹

林地が行った 「強み」と「弱み」の分析によって、個別の指導計画の作成に生かされることが。

分かった。一方で、自らのポテンシャルを明らかにすることが難しいケースがあり、検討する必

要があった。

（本年度の研究成果）

一年目に検討したグループワークの方法を応用した協力関係推進に関する方法について、シミュレ

ーションとして研修講座等で実施するだけでなく、研究協力校で実践的に検証することができた。

平成１６年３月に研究報告書としてまとめた。

（２年間の研究成果）

開かれた学校づくりや盲・聾・養護学校のセンター的機能の充実が課題となっている現状は、学校

が組織として機能し、組織として保護者や地域の諸機関との連携・協力を推進することを求められて

いるといえる。この現状認識からとらえ直すと、個別の指導計画の作成は、担任と関係者とのチーム

づくりであり、チームづくりは、目的・方法の共有、メンバーの貢献意欲を高めること、メンバーの

コミュニケーションが不可欠であることを提言できた。また、貢献意欲を高めるコミュニケーション

の効率的な方法として、４つの方法について実践的に示すことができた。以上のことは、個別の指導

計画の活用や校内組織の見直しを進める盲・聾・養護学校、それらの学校の研修ニーズに対して研修

を企画する特殊教育センター等に対して、有益な情報となると考える。

（本年度の自己評価・課題）

２年間の実施計画であったが、特殊教育センターや知的障害養護学校等での研修の一部として、協

、 、力関係推進に関する演習を実施し 方法の効果や実施上の留意事項について意見を収集できたことが

研究の推進に非常に有効であった。研修講座等の趣旨に合致していたことからも学校や特殊教育セン

ター等のニーズにあった研究テーマであったことを実感している。一般研究に割く時間が限られてお

り、このような機会を利用して研究を推進するとともに同時に研究成果の普及を図る工夫が必要だと

考える。

８） 知的障害養護学校における職業教育と就労支援に関する研究

（研究の概要）

平成８年に総務庁が行った「障害者の雇用・就業に関する行政監察結果に基づく勧告」では、知的

障害養護学校における職業教育の充実を図るために、①高等部の職業学科の設置についてより実践的

な研究を進めること、②高等部普通科の作業学習に最近の就職動向にも対応した種目を選択・導入す

ること、また、現場実習及び進路指導の効果を高めるために、③学校と職業安定機関及び地域障害者

職業センターとの組織的な連携を確保するための仕組みを確立すること、が求められている。また、

新学習指導要領（平成１１年文部省）では、知的障害養護学校高等部に「情報」及び「流通・サービ

ス」が選択教科として新設され、職業教育を充実することが求められている。

そこで、本研究は、このような時代的要請に応えるため、知的障害教育における職業教育と就労支

援に関する基礎資料を得ることを目的に、以下の３点を具体的課題とした ：①職業学科及び職業コ。

ース制を採用する知的障害養護学校高等部における職業教育と進路指導に関する実態と課題の把握、

②ジョブ・コーチ制を採用する就業体験の実態と今後の可能性の検討、③労働・福祉機関、親の会な

どと連携した就労支援ネットワークの構築に関するモデル化のための分析。

研究は４年計画とし、１年目は全体の研究計画の立案及び研究実施に必要な文献・資料の収集、研

究協力校、関係機関との協議・調整にあてた。２～３年目には、職業学科と職業コース制に関する調

査と就業体験に関する調査とを並行して行った。４年目にはこれらの調査からの知見を総合的にまと

めるとともに、就労支援ネットワークのモデル化について検討することとした。

（本年度の研究実施状況）

本年度は４年間の研究計画の４年次であった。課題①の職業教育と進路指導に関する実態把握と課
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、 、題②のジョブコーチ制を採用する就業体験の実態把握について 再度結果の分析の整理と考察を行い

報告書の資料づくりを行った。課題③の就労支援ネットワークのモデル化については、大阪市、京都

府、沖縄県における先行的事例を収集し、それぞれの特徴について研究協議会で検討した。

（本年度の研究成果）

課題①に関して、再度分析を行った結果、職業学科と職業コース制、普通科、それぞれで職業教育

と進路指導の実態が異なることが明らかになり、それらの結果を日本特殊教育学会第４１回大会にお

いて発表した。課題②に関しては、ジョブコーチが行う支援内容という視点から再度分析を進めた結

果、ジョブコーチ性を採用していない学校の現場実習においてもジョブコーチ的手法がある程度取り

入れられていることが分かった。課題③に関しては、３地区の先行的事例の分析から、ネットワーク

の形態はピラミッド型、ウェブ型などいくつかのモデルに分類できること、またそれぞれのモデルは

就業・生活支援センターの有無などそれぞれの地域における社会資源に依存しており、全国一律のモ

デル化は現実的でないことが見いだされた。

（４年間の研究成果）

課題①に関する成果：職業学科のある学校 において、職業に関する教科として、情報処理・技術

に関する教科を指導している学校は、３６校中３校のみであった 「流通・サービス」の教科を指導。

している学校は無かった。普通科コース制を取り入れている学校で、明確に一般就労をねらいとする

コースを設置している学校は６割程度であった。普通科コース制を取り入れている学校よりも、職業

学科を設置している学校の方が職業教育を充実させることができると回答した割合が高かった。

課題②に関する成果：ジョブコーチ的アプローチを取り入れている学校の方が、必ずしも一般就労

率が高いとはいえないことが結果より示された。だたし、ジョブコーチ的アプローチを取り入れてい

る学校の方が、より少ない実習回数で就職先が決定される傾向があることが明らかになった。進路指

導担当の専任制は、全国の約８割の学校で導入されていることが明らかになった。進路指導担当の専

任制の導入とジョブコーチ的アプローチによる指導の導入との関連性は低いことが示された。

課題③に関する成果：ネットワークの形態はピラミッド型、ウェブ型など事例によって様々である

が、本研究で対象としたどのネットワークも知的障害のある生徒の就労支援に一定の成果を上げてい

た。

最終報告書は平成１６年度のできるだけ早い時期での刊行を目指して現在取り組んでいる。

（本年度の自己評価・課題）

職業教育と進路指導に関する全国調査とジョブコーチ制を採用する就業体験に関する全校調査か

ら、全国の知的障害養護学校の実態を把握でき、今後の施策決定に参考となる基礎資料を得ることが

できた。就労支援ネットワークの研究についても、障害者基本計画等に示されている個別の支援計画

への取り組みに関連する重要な研究課題であり、本研究で得られた知見は、個別の支援計画の効果的

な運用に大いに参考となると考える。

９） 軽度知的障害学生に対する高等教育機関等における支援体制に関する研究

（研究の概要）

本研究は、主として高等教育機関における、知的障害又はＬＤ等のある学生に対して、その学習困

難の状態や実際の支援内容・方法を調査し、その状況を明らかにするとともに、適切な支援内容・方

法のあり方について検討することを目的とした。

（本年度の研究実施状況）

平成１５年度は、まず学生相談センター等を対象に調査を実施した。

７月に、１次調査として、東京、神奈川、千葉、埼玉の全大学・短期大学３０１大学の学生相談室

・センターに、調査用紙を送付し、回答を得た。１３２の大学・短期大学より回答があり、回収率は

４３．９％であった。その結果、軽度発達障害学生の相談があったと回答した４０大学で見ると、軽

度発達障害学生が９６名、肢体不自由学生、聴覚障害学生、視覚障害学生の相談者数は２０名以下で

あった。その結果全体を、中間報告「高等教育機関における軽度発達障害学生に対する支援に関する
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調査研究」としてまとめ、回答した大学・短期大学に送付した。

１０月に２次調査として、一次調査で回答があった大学・短期大学で、軽度発達障害学生の相談が

あると回答した４０大学に、調査用紙を送付し、回答を得た。 ２２大学より回答があり、回収率は

５５％であった。その結果、回答のあった２２大学では、高機能自閉症等の学生の相談が１３大学と

最も多く、来談者数は３０人であった。相談回数を見ると、高機能自閉症等や学習障害の学生は年間

７回程度であり、大学・短期大学の長期休業を考えれば、およそ月１回程度の相談と考えられる。そ

れに比べ、注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）の学生や軽度知的障害の学生は相談回数が多いことが

示された。これらの結果をまとめ、速報「高等教育機関における軽度発達障害学生に対する支援に関

する調査研究」をまとめ、回答した大学・短期大学に送付した。この調査依頼とともに、支援ネット

ワークを形成する目的で、回答者に協力依頼を行った。

、 、 。２月に研究協議会を開催し 調査の結果について報告するとともに 今後の課題について協議した

また、ネットワークの協力者８名とともに 「第１回の発達障害学生支援ネットワーク会議」を開催、

した。

また、８月に東京、神奈川、千葉、埼玉のＬＤ親の会を対象として、大学・短期大学に在籍する会

員数及び２次調査として行う予定の本人・家族に対する大学・短期大学での支援の実態に関する質問

紙調査もしくは面談調査の依頼を行った。親の会代表者４名から返答があり、４名の会員の協力が得

られる旨の回答を得られることができたが、本人が障害を認識していないため、質問には配慮してほ

しいという回答であった。

質問内容について、協力が得られると保護者とメールで何度かやりとりし、作成した。現在代表者

から紹介いただいた保護者に、再度インタビューを行うことが可能かどうか、確認しているところで

ある。

（本年度の研究成果）

以下のような学会等で、研究活動を報告し、軽度発達障害学生の支援ニーズが高く、支援体制が整

備されていないことが明らかとなった。

・ 日本特殊教育学会、障害学生の高等教育（その８）－支援センターの構築に向けて－（自主シ

ンポ）

・ 日本ＬＤ学会、高等教育における軽度発達障害者支援について－大学におけるＡＤ／ＨＤ支援

を通して－（自主シンポ）

・ 中間報告「高等教育機関における軽度発達障害学生に対する支援に関する調査研究」資料

・ 速報「高等教育機関における軽度発達障害学生に対する支援に関する調査研究」資料

（本年度の自己評価・課題）

学生相談センター等への１次調査及び２次調査により、大学・短期大学にも高い割合で、発達障害

学生がいることが明らかとなった。また、大学生活でどのような困難さがあるかの実態が部分的に把

握できた。発達障害学生支援ネットワーク会議を継続しながら、発達障害学生の学習上の困難や生活

上の困難を明らかとするとともに、どのような具体的な支援を必要としているかについてまとめる。

また 「支援ハンドブック」の内容を充実させることが課題である。本人へのインタビュー調査等、

については、障害の認識がなされていないことから、慎重に進める必要がある。

１０） 運動に障害のある子どもの教育支援に関する充実と体系化に関する研究

－「開かれた学校づくり」と授業研究に焦点をあてて－

（研究の概要）

子どもの地域での暮らしや学校教育終了後の姿を見通した指導の重要性が従来に増して指摘される

ようになってきている。本研究では、授業内容と方法の充実を図ることを目的にした授業研究にこれ

らの視点をどのように導入していくかについて、肢体不自由養護学校及び肢体不自由のある児童生徒

が在籍する知的障害養護学校を研究協力機関に依頼して検討を行った。
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（本年度の研究実施状況）

研究部各スタッフが計２７回にわたり研究協力機関での授業及び授業研究に参加し、資料収集と検

討を行った。加えて、研究部スタッフが講師として招聘を受けた養護学校における授業研究を通じて

資料を収集した。

これらをもとに、研究協議会を開催し、個々の課題について協議を行った。

（２年間の研究成果）

授業研究を行うにあたって重要である点、課題について明らかになった内容

１ 「集団による指導に関し、指導内容や実施手続きについて主担当教員に依存してしまい他の教員．

が単なる介助の役割になってしまう 「主担当の指導案に対して十分な議論が行われない 「授業内」 」

容・方法について担当者以外の教員が意見を言う機会が設けられない」など、多くの学校で授業が

排他的に行われる傾向があり、チームによる実施や検討を通じて指導の室を向上させていくことが

難しい。これを変えていくため、初期には外部からファシリテーターを導入して授業研究の方法を

各学校で開発していく必要がある。

２．保護者は日々行われる授業に関心を持っているが、参観日以外にその実態を知る機会がない。従

って意見を言う場もない。教員の側から、限定された場面の様子についての説明を連絡帳等で知ら

されることはあるが、その内容が個別の指導計画等とどのように関連しているかについて明記され

ていないことが多いことから、保護者にとって意味が理解できないことが多い。

３．授業研究ファシリテーター：指導主事等が講評を述べるという従来型の「研究授業」から、日常

の指導を日常的に振り返る「授業研究」を行うスタイルを個々の学校がとれるようになるためには

会議の進め方、能力開発、チームマネジメント等の発想とスキルが必要であり、このような研修機

会が教育センター等で行われることが必要。特に、学年主任などの立場にある教員にこの力が求め

られる。本研究所としても研修プログラムの開発や研修事業のなかで取り上げるなどが必要。

４．児童生徒の様子、目標が行動水準で記述されていない場合が多く、個別の指導計画や実際に行わ

。 、 「 」れる授業の振り返りや改善が図られない 他方 行動水準での記述のみだと児童生徒の 心の動き

や「心理的な育ち」の視点が話題になりにくい。

５．授業において児童生徒が学習した内容が、本人の家庭や地域における日常生活の実態とどのよう

に関連しているか、また寄与しているかについて確認していくことが難しい。連絡帳や個人面談だ

けでは不十分である。さらに、都道府県立養護学校の場合、教員が地域実態を知らない場合がおお

いという大きな問題点がある。これらの問題点は 「個別の教育支援計画」の作成に際しても非常、

に大きな課題になることが明かであり、早急に解決策を見つけ出す必要がある。保護者参加の授業

研究やケース検討会は具体策の一つである。

６．授業内容について：肢体不自由養護学校には医療的ケアの必要な児童生徒が多いが、看護士が配

置されるなど学校の多職種化が進む中 「教育領域の専門性」は何かが他の職種、保護者から指摘、

されるようになってきている。授業研究を行うことを通じて教育領域の専門性を顕在化させていく

ことが今必要であり、他職種の授業研究への参加が重要な意味を持つ。この場合、指導を求めて他

職種（特に医療職）に参加してもらうのではなく、多角的な視点から授業を検討し、質を高めると

いう目的意識が必要である。

７．日々行われている授業が、一人一人の子どもの短期・中期・長期の目標とどのように関連してい

るかという観点で授業を振り返ることが必要。これが行われることによって、保護者への説明や学

期・年度評価により具体的な記述ができる。また、学校での指導が子どもの「暮らし」と「育ち」

にどのように寄与しているかを確認していくことができる。

８．１時間の授業を振り返るなかで、教員の指導の妥当性やその時間内での子どもの取り組みを検討

することができる。しかし、学習指導要領に示されている、学校における指導がその子どもの学校

外での生活等にどのように寄与しているかについては明らかになってこない。このことから、目的

別の授業研究の方法が類型化されて開発されていく必要がある。

９ 「授業の振り返り」を授業作りの一環として位置づけて時間を取っていく必要がある。現在は、．
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授業の準備や教材研究を含めてルーティンの仕事になっていない実態が見られ、授業研究の機会が

講演会など研修会と同様の行事的な色彩が強い。

（本年度の自己評価・課題）

３年間の研究計画で実施してきたが、組織変更による研究体制の転換から２年で終結することにな

り成果報告書の作成ができなかった。本年度までの成果に関しては、授業研究の方法論については成

果を上げたが 「学校が開かれていく」ことと授業とのつながりについてはが十分に実施・検討する、

ことができなかった。

本研究は、教育現場の実践の質を高めていくために今後も継続的に取り組んでいかなければならな

いテーマだと考える。しかも、学校というフィールドに研究者が出かけて行う、いわゆるエコロジカ

ルアプローチが重要である。そのうえで、授業研究を促進する方法に関する提案やプログラムの開発

を本研究所は行っていく必要がある。

１１） 運動に障害のある子どもへの馬の特性を活用した指導及び評価の方法に関する研究

（研究の概要）

大型で集団を組む草食動物である馬は、①他の存在の心理的な動きに対して感受性が高い、②騎乗

者は乗ることによって心身を任せ、馬は乗せることによって騎乗者を受け入れるという非言語的なコ

ミュニケーションが成立する、③脳性まひなどによる肢体不自由がある人に対し騎乗・歩行を通じて

運動動作の改善に寄与する、④人に対する親和性が高いなどの点から、障害のある子どもの教育への

活用が期待され社会的にも注目されている。本研究部の行った調査（平成13年度）によれば、肢体不

自由養護学校の約２９％が教育活動の中で馬に触れあう機会を持っている＊ 。しかし、馬及び馬の）

いる環境の教育素材としての特徴分析が不十分であるためにねらい、活動、評価が必ずしも適切に検

討されていない。

本研究では、馬及び馬のいる環境の教育素材としての特徴分析を実践的に行い、より適切な指導と

評価の観点を提供する。

＊）盲学校：42.4%、聾学校：24.7%、知的障害養護学校：28.6%、病弱養護学校：13.8%

（本年度の研究実施状況）

研究所及び研究協力機関において馬を用いた指導を行い、実施方法及び評価の視点について資料収

集及び検討を行った。なお、平成１３年度までの成果の普及を実施しつつ研究の推進を行った。

（本年度の研究成果）

「 （ ）」「 」 。教育活動という観点から 馬のいる環境 場面 馬とのふれあい についての課題分析を行った

その結果、子どもの意欲や関心及び学習到達度に即して課題統合的な学習場面を構成できる特徴のあ

ることがわかった。言い換えれば、様々な要因を含むからこそ、課題ごとに観点を整理して取り組む

こと、子どもの活動及び教員のかかわりを評価することが重要となる。

また、障害のある人の馬の学習を進める親の会の要請を受け、研究成果をもとに、実際の活動の支

援を行った。さらに、長野県木曽養護学校では公開研究発表会での発表・助言、福島県立あぶくま養

護学校では研究成果を踏まえた職員研修実践授業を行った。

（２年間の研究成果）

指導者が馬という素材、馬のいる場の特性を課題分析を通じて整理することにより、指導者が具体

的な視点をもってねらいをもち、子どもの活動を促進したり評価することができる手がかりが得られ

た。課題を含む活動を分類すると以下のようになる。

１ 「場面」による活動分類．

①事前・事後の場面（学校、移動、家庭）

②馬のいる場（牧場、厩舎、放牧場、馬場）

③馬と触れあう（厩務、手入れ）

④馬に乗る
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２ 「ねらい」からの活動分類．

①学習としての側面

②身体面への効果

③心理面への効果

３ 「活動種」による分類．

①事前・事後学習

②移動

③作業

④乗馬

４ 「形態」による活動分類．

①個別（作業、乗馬）

②グループ

・２名のグループ

・３～５人程度の作業学習グループ、集団指導グループ

５ 「教育課程」上の分類．

①自立活動

②作業学習

③総合的な学習の時間

④教科（理科、美術、国語、体育）

⑤特別活動

（本年度の自己評価・課題）

３年間の研究計画で実施してきたが、組織変更による研究体制の転換から２年で終結することにな

った。実施した研究成果については、次年度（平成16年度）にガイドブックとしてまとめ、各校が行

う実践の手がかりを提供することになっている。

１２） 運動に障害のある子どもの意思表出支援に関する研究

（研究の概要）

、 「 」「 」身体の動きに重篤な制約がある子どもは 社会参加のための重要な要素である ことば 身振り

等、意思伝達の表現方法や様式に不自由があるため、指導者、保護者、周りの支援者等から彼らが有

する内的能力が過小評価され、子どもの学習意欲や表現意欲をかえってそぐような関わりが行われる

ことが多い。そこで、本研究所において開発研究された、子どもの意思表出の支援方法（STA）の展

開も含んで、特に肢体不自由を伴ういわゆる重度・重複障害児といわれる子どもの身体の動きを表現

として捉えることを通して、内的な能力評価と支援のあり方について、実践をとおして明らかにして

いく。

（本年度の研究実施状況）

本研究での実践、特に、STAは先験的な関わり方（対象児・者の身体の動きを表現と捉え、身体へ

の直接的な接触も含めて、相互の表現のやりとりから対象児・者の内省を確認していく、という教育

方法）であるために、十分な事例の収集の必要性があることが前年度からの課題であった。そこで今

年度も事例の収集に研究活動の力点を置いた。

今年度は、５月にいわゆる重度障害者に関する医療・教育最前線を紹介するテレビ番組で本研究所

での実践の紹介がされて以来、重度の肢体不自由児の意思表出の方法に関する教育相談事例が昨年度

よりさらに５件増加し、資料の収集の充実を図ることができた。また、肢体不自由を伴ういわゆる重

度・重複障害児といわれる子どもへの意思表出指導展開のためのガイドブック作成に向け、基本的な

手順に関する試案を作成した。

また、本研究は平成１４年～１６年（３か年）の研究期間のところ、組織改編等に伴い、平成１５

年度（２年）で終結することとなった。さらに、本研究の成果は１６年度の課題別研究の活動に組み
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入れ、ガイドブックの作成を行うということになっている。

（本年度の研究成果）

以下のような事例について資料を収集することができた。

① STAでのかかわり（対象時児との了解の下、利き手を支えながら、自分の名前を支援付きで画

用紙に書いた）を行った直後から文字表現の意欲が高まり、養護学校やリハビリテーションセン

ターにおける表現行動が飛躍的に伸びた（文字盤での会話を要求する、毎日文字盤で日記や物語

を作成しはじめる、両親に要求する声や態度が大きく・強くなる、表情が豊かになる等 。そし）

て、それらの変化がリハビリテーションセンターにおいて認識され、コミュニケーション支援機

器の導入の検討に至っている事例。

② 表現活動が極端に乏しいため、指導者が手を触れ、相互の身体の動きを通して意図的なやりと

りのきっかけを学習し、その結果身体の一部の動きをやりとりの方法に使用することができるよ

うになってきた事例（複数 。）

③ 肢体不自由養護学校中学部に在籍している子どもに対し研究分担者（STA未経験者）がSTAによ

る「書字」の指導を試みたところ、生まれて初めて自分の名前を書いた（判読するにはかなり難

しい 。また、友達や先生の名前を書いた。そこで、担任にもSTAの実践方法を伝え、担任と一緒）

に自分の名前を書くことができ、学校での活動場面で表現意欲が増してきた事例。

さらに、以下のような成果があった。

① 前年度までの実践研究および今年度の事例実践から、表出の乏しい子どもやその様式が未分化

の子どもに対しては、指導者と子どもの相互関係を大切にしながら、表出意欲（特に「自己効力

感：自己が他人によって認められているという感じ ）を高めるという指導の視点が最優先され」

るべき、との知見を得た。

② 肢体不自由を伴う重度・重複障害児といわれる子どもに対し「書字」に向かうまでの基本的な

手順について、指導者と子どものやりとりの流れや保護者との関係、その他、関わりの留意点等

の観点から試案を作成し、日本特殊教育学会に発表した。

③ 本研究の実践が重度障害者とのコミュニケーションに関する医療・教育の最前線を紹介する番

組で紹介された。

（２年間の研究成果）

本研究所における特別研究で検討されてきた表出援助法（STA）を中核に、特に肢体不自由を伴う

重度・重複障害児の内的な表現能力の再評価とその支援のあり方という観点から実践研究を行い、教

育現場の指導展開に貢献することを考えた。

２年間における研究成果としては以下のような事柄が挙げられる。

１．従来、子どもの書字能力を評価する場合に 「見て書く」ということが大きな判断要素とされ、

、 「 」 （ ） 。てきていたが 子どもによっては 見なくても 動作のみで書く 表現する ということがある

２．文字指導の場合、なぞり書きによる指導法があるが、特に運動に障害のある子どもの場合、そ

れよりも直接手を触れて支援して書くことによる効果が大きい。

３．表出援助法によって「書字」が可能な子どもは、いわゆる生活面で全介助が必要とされる子ど

もであってもそれ以前に文字に関する何らかの体験的学習を行っている。

４．特に、知的な側面で障害が重いといわれている子どもの場合、指導者の関わり方によってその

表現意欲が大きく異なる（子どもの内的能力評価に大きく影響する）特に、小学高学年以上の子

どもに対しては、歴年齢相応の言葉遣いや態度で接することが重要である。

５．ことばや身振り等による子どもとのやりとりが効果的に行われるには、相互のあいづちや応答

のタイミングが重要である（0.02～0.03秒前後：普通の会話におけるやり取りの間隔 。）

６．手を添えて支援することにより 「書ける」ことを体験した子どもは、日常場面における表現、

意欲が大きく高まることが全事例において観察された。

７．上記６より 「書ける」ということを体験した子どもには、手を添えた支援付きの書字以外の、

表現方法の可能性を視野に入れるべきとの知見を得た。
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（本年度の自己評価・課題）

１．本年度は研究協議会を開催することができなかったので、各研究協力者の事例に関する具体的

・直接的情報は文書によって収集せざるをえなかった。

２．特に、STAは関わりの基盤が子どもと指導者の人間関係にあるため、具体的な関わりの内容・

方法の記述について今後とも十分な検討が必要である。

３．特に、重度・重複障害児といわれる子どもの内的能力は、指導者の関わり方によって医療的評

価や外見的な判断による評価以上に高く現れる、ということが研究グループの中では確認されて

いるが、今後一般的な記述方法に工夫が必要である。

４．来年度には今年度の研究内容を継続するかたちで研究活動を行い、２年間にわたる研究成果を

基軸として教育現場に還元すべくガイドブックの作成を行うため、今年度の研究活動報告書は作

成していない。

１３） 学習障害の判断に必要となる心理教育的アセスメントに関する研究

（研究の概要）

学習障害が、通常の学級に在籍し特別な教育的支援を必要とする発達障害のひとつとして、その指

導体制整備が進められてきた。これまで、文部省から示された定義、判断基準（試案 、指導方法等）

をもとに、平成１５年度からは、ＡＤＨＤや高機能自閉症をも含めた総合的な支援体制の構築に向け

た「特別支援教育推進体制モデル事業」が全都道府県で開始された。しかし、聞く、話す、読む、書

く等の基礎的学力やそのつまずきを評価する、より客観的、普遍的な評価法はみあたらない。本研究

では、学習障害の評価と判断に活用できるアセスメント手法、教育診断的手法を検討した。具体的に

は基礎的学力のつまずきを把握し、その後の教育的指導にもつながるようなアセスメント手法の開発

を行った。

（本年度の研究実施状況）

本研究の中で、学習障害の子どもに特徴的にみられる聞く、話す、読む、書く、計算する、推論す

るの６領域におけるつまずきと、行動と社会性におけるつまずきを把握する調査票が作成された。昨

年度までに全国の小中学校の通常学級・特殊学級の教師、通級指導教室の教師、および日本LD学会員

や民間指導機関の指導者に協力を求めて本調査を実施した。今年度は集積された838例のデータを基

に、標準化に向けた調査票の信頼性、妥当性などの統計学的分析を行った。

（本年度の研究成果）

前年度までに集積した調査データについて、標準化に向けた統計学的分析を行い、研究成果のまと

めを報告書として発表した。

（３年間の研究成果）

特異な学習のつまずきを、実際の指導にあたる教師、心理･教育の専門家に評価してもらい、その

評点とプロファイルからLDの可能性を判断するアセスメント手法を開発した。具体的には「聞く」15

項目 「話す」15項目 「読む」14項目 「書く」１5項目 「計算する」15項目 「推論する」15項目の、 、 、 、 、

６領域89項目に「行動」14項目 「社会性」12項目を加えた計115項目で構成される学習障害調査票を、

作成し、標準化にむけた統計学的検討を行った。その結果、本調査票は学習のつまずきの把握とLDの

可能性を評価するための重要な資料となることが確認された。教育の場におけるLDの実態把握や判断

に使用できるアセスメント手法と言える（報告書作成 。）

（本年度の自己評価・課題）

LDの評価・判断とその後の指導にも活用できる調査票を作成できた。統計的検討からも妥当なアセ

スメント手法であることが確認されたので、教育や臨床の場面での実用化に向けて、いくらかの検討

を加えたい。
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１４） 慢性疾患児の自己管理に関する研究 －自立活動における評価開発に視点をおいて－

（研究の概要）

自立活動の評価は、教育現場では大きな課題である。特に、心理的な安定に関する評価は大きな問

題になっている。本研究は、慢性疾患児における自立活動の指導の評価を２次元４タイプに分けて検

討するものである。一つの次元は、外的基準(教師が評価する)と内的基準(児童生徒の内部の基準で

評価する)である。もう一つの次元は、構造化(指導内容を事前に準備しておく)と非構造化(予め用意

された学習内容ではない)である。例えば、病気についてどの程度理解できたかは、決められた指導

内容の授業を行った後、テストで教師が評価できるので、外的基準で構造化されたタイプの評価とな

る。このような４つの次元の違う評価を総合的に行い、子どもを支援していくような評価の在り方に

ついて検討していくものである。特に、内的基準による評価は、主観的なので、客観的な尺度の開発

が必要になる。この研究では、主観的健康統制感 「逆戻り過程」における帰属特性に関する尺度や、

児童生徒の作文等の自己評価の分類に視点をおき、形成的評価が次の授業に活かさせれるような工夫

を検討した。

（本年度の研究実施状況）

この研究は３年目にあたり、教育現場や看護の現場と連携しながら事例研究を推進した。また、慢

性疾患児への自己管理支援に関する文献の整理、内的基準を重視した形成的評価の検討、自己効力感

が主観的健康統制感やストレス反応に及ぼす影響等を検討した。

（本年度の研究成果）

平成16年度が本研究の最終年度であった。しかし、組織改組に合わせて１年前倒しをし、平成15年

度に報告書として「慢性疾患児の自己管理支援に関する研究」としてまとめた。本報告書は、研究の

成果をそのまま報告するのではなく、慢性疾患児が抱えている自己管理に関する課題、自立活動にお

ける実態把握、個別の指導計画、授業作り、評価に関する情報を整理検討し、手引き書としても活用

できるようにまとめた。

（３年間の研究成果）

慢性疾患児の自己管理をどのように支援するかという課題に対して、自立活動の評価開発の視点か

ら研究を進めてきた。自立活動の指導の評価を構造化し、評価の視点を明確にしたため教育現場にお

ける評価の問題が整理された。また、ソーシャル・サポートとストレス反応、自己効力感と主観的健

康統制感との関連等も内的基準における評価に位置づけ、自己管理を支援していく上での視点として

位置づけたことなどが成果であり、これらの成果を報告書として、また、自立活動の手引き書として

「慢性疾患児の自己管理支援に関する研究」としてまとめたことがあげられる。

（本年度の自己評価・課題）

本研究を「慢性疾患児の自己管理支援に関する研究」としてまとめ、これが自立活動の手引き書と

して活用できるようにまとめた。その他、学会発表、学術論文、著作を通じて情報の普及に努めた。

また、研究所の短期研修、病弱養護学校、教育センター等での研修でも、この成果を下に情報提供

を行い、好評を博している。

本研究は、当初、４年計画の研究であったが、研究所の組織改組等の関係で１年繰り上げ研究を終

了させた関係で、いくつかの課題が残った。一つには、病気が進行していき必ずしも予後の良くない

。 、児童生徒の関わり方や評価に関しては今後も事例研究をとおして継続していく必要がある 二つには

自己管理に必要な行動を習慣化しても元の習慣に戻るという「逆戻り」を防止していくための支援に

関する研究を自己効力に関する研究や帰属理論の枠組みから発達段階を踏まえ検討する必要がある。

これらの課題は、次期の課題別研究に引き継がれる予定である。

１５） ターミナル期における教育的・心理的対応に関する研究

－子どもとともにある教育を目指して－

（研究の概要）

小児がんなどの重篤な疾患の子ども、あるいは生の終末期（ターミナル）にある子どもに対して、
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教育は何を考え、実際に何をするべきなのかは、これまでの病弱教育の中では体系的には取り組まれ

てこなかった。この背景には「ターミナルケア」なる用語がわが国で理解され、その実践が行われる

ようになってまだ日が浅いこと、前提に病気の告知の問題が含まれため、現在のところ成人を対象と

した実践が中心であること、そしてこれらは本来医療・福祉関係者が柱となって行うことなど、いく

つもの要因が存在する。しかし、医療、福祉、心理、教育、保育、および法律など、多面的・総合的

な支援を目指したトータルケアの視点から、子どもの「ターミナルケア」を理解し、関係者がそれぞ

れの専門性をいかして取り組むことは不可避である。

本研究では、これらの子どもの身体的・心理的過程を探ると同時に、その時を共有する教師が直面

する課題を明らかにし、教師に求められる知識、資質等を把握した上で、その習得を支援していく方

法を検討する。

（本年度の研究実施状況）

研究協力校および機関にて事例研究を進め、研究協議会を1回開催した。

（本年度の研究成果）

・がんの子どもを指導にあたる院内学級における教師や教育の課題と困難が把握された。

① 設置間もない院内学級では病弱教育経験も、病気に関する知識もないまま教師が不安と迷い

の中で、心身ともに負荷の大きい治療を受けている子どもの指導にあたっていることが明らか

にされた。

、 。② 教員配置にかかる大きな時間的制約の上で 子どもの指導にあたらざるを得ない状況がある

③ 例えば、担当する子どもについての指導を行う上で有用と考えられる医療情報が把握できて

いない等、病院との協力関係の構築の必要性が確認された。

④ 上記の課題の程度は、地域間や学校間で格差がある。

・事例研究をとおして子どもの理解と対応について具体的に支援した。

・医療スタッフとの連携づくり（例．カンファレンスの設定）を支援した。

（本年度の自己評価・課題＞

協力機関での事例研究を通して、院内学級の課題の把握と同時に、教師への支援を行えたことは、

本研究目的達成への一歩であると考える。来年度は、協力機関での研究の成果（課題の把握と支援の

仕方）の中間まとめを行い、研究発表会と講演会を開催し、成果の普及を図る予定である。

１６） 注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）児の評価方法に関する研究

（研究の概要）

注意欠陥／多動性障害（ADHD）に関する研究は医学の領域を中心に発展してきた経緯があり、ADHD

の診断基準に関してはアメリカ精神医学会による精神疾患の診断統計マニュアル（DSM-Ⅳ）や世界保

健機関の診断基準（ICD-10）などが広く一般に用いられている。しかし、これらの診断基準は用語を

含めて、学校教育現場には浸透しにくい面がある。また、ADHD児の多くが在籍すると考えられる通常

の学級の教師には、ADHD児に関する知識や理解が全体的に不足している面もあると考えられる。

本研究では、通常の学級に在籍するADHD児の具体的な指導や支援に結びつけることのできる形成的

評価として、主としてADHD児の抱える多動さや衝動性などの行動特徴を教育的な視点から把握し、教

育現場での具体的な支援に役立てられる行動特徴の評価の在り方を検討していくこととした。これら

の研究は、単に評価法として子どもの評価のみを行うものでなく、通常の学級に在籍するADHD児の指

導方法や指導内容につなげられるものとして検討することを主旨としている。

（本年度の研究実施状況）

本年度は、昨年度までに実施してきた国内外の文献を整理し、特に小中学校の学齢期を対象とした

ADHD児の行動特徴を評価、アセスメントできるチェックリストを精選していくこととした。次に、本

研究部で過去に実施した通級指導教室での実態調査（平成11年度）の資料をもとに、ADHDの医学診断

を受けているグループと、診断は受けていないがADHDの可能性の高いグループに区分して、各グルー

プの行動特徴について比較した。また、プロジェクト研究「多動などの行動上問題のある児童への特
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別支援教育の在り方に関する研究 （平成１３年度～１４年度；研究代表者、渥美義賢）の中で調査」

協力の得られたＡ県全域の通常の学級を対象とした調査資料をもとに、ADHDの医学診断を受けている

児童生徒と他障害（LD、自閉症等）の医学診断を受けている児童生徒との行動特徴の相違について検

討した。

さらに、研究協力機関、研究協力者、本研究所で主催している長期研修・短期研修の研修生及び各

種講習会の受講者との率直な意見交換を行い、特にADHD児を中心とした、通常の学級で利用可能な評

価の在り方や、学級における具体的な支援内容について検討した。

（本年度の研究成果）

本年度の研究成果は以下に示す通りである。

① 初年度から２年度にかけて実施した国内外のADHDの行動評定の資料の中から、学校現場で利用可

能な行動評定を取り上げ、報告書としてまとめた。

② ADHD児の認知面での特徴やつまずきについて、体験的に理解できる検査として 「認知と注意の、

テスト 「実行機能のテスト」を作成し、研究所で行われている研修や各種の講習会で活用し、改」、

良を重ねた。

③ 本研究部が関わった調査研究を基に、ADHDの医学診断のある児童生徒とそれ以外の児童生徒との

行動特徴の比較を行い、報告書の一部に組み入れた。

、 、 、④ 本研究部が関わった種々の研究や 教育相談活動を通して得られた知見をふまえ 報告書の中に

通常の学級の教師を対象とした支援マニュアル的な内容としてまとめた。

これらの研究成果は、過去３年間の研究内容を含めて報告書として取りまとめ、各都道府県の教育

委員会や特殊教育センター等に送付する予定である。また、報告書の内容については、平成１６年度

の所内研修（長期研修・短期研修）や関連する学会等で発表・報告する予定である。

（３年間の研究成果）

１年次はADHDに関連する国内外の文献や先行知見について文献研究を行った。また、研究協力者会

議を開催し、ADHD児の教育に直接携わる協力者の意見を集約するとともに、評価内容等に関する研究

の骨子について検討した。２年次から３年次にかけては、並行して実施していた一般研究課題「通常

の学級に在籍するADHD児に必要な特別な配慮に関する研究 （平成１３年～１４年度）と絡めて、通」

常の学級の現場でADHD児に対する指導や支援、配慮につなげられるような評価内容・支援内容を検討

した。

また、最終年度（本年度）は、ADHDの診断のある児童生徒とその可能性のある児童生徒の相違につ

いて、研究的に明確にしていくことも必要と考え、過去の一般研究で実施した情緒障害通級指導教室

を対象とした調査資料（ADHD児及びその可能性のある児童生徒を対象）や、プロジェクト研究として

実施したＡ県全域の通常の学級を対象とした調査資料を参考に、ADHDの医学診断のある児童生徒とそ

の可能性のある児童生徒の評価項目間の相違や、ADHDと他障害（自閉症、LDなど）との相違について

検討した。また、１年次、２年次の研究成果をふまえ、ADHDの行動特性として非常に特徴的であると

考えられた項目の幾つかを提示し、年齢段階や状態像をふまえた実態把握と支援の在り方についてま

とめた。これらの研究成果については、成果報告書として年度末に冊子としてまとめている。また、

併せて研究所のWeb上に掲載する予定である。

（本年度の自己評価・課題）

年度初めの計画の段階では、通常の学級で利用可能な簡易な評価の試案を作成し、その試案を研究

、 、 、協力者や研究協力機関で実際に実施してもらい 評価内容や用語の使い方 支援の在り方等を含めて

意見交換を行い、それらを集約して、試案を再検討していくことを考えていたが、結果として、試作

版として報告書に提示する形に留まった。本研究は今年度で終了する課題であるが、通常の学級で利

用可能なマニュアル的な内容として提示していくことは、通常の学級の現場にとって非常にニーズの

高い内容であるため、今後はこれらの試案を検討しながら、具体的な支援の在り方等について、研究

を深めていく必要があると考える。
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１７） 自閉症児の早期教育相談に関する研究

（研究の概要）

障害のある子ども一人一人のニーズに応じた教育的支援を実現するために、早期からの教育相談の

充実や教育、福祉、医療、労働など関係諸機関における連携の必要性が提唱されている（ ２１世紀「

の特殊教育の在り方について ； 今後の特別支援教育の在り方について 。本研究では、こうした課」「 」）

題を踏まえ、自閉症児の早期教育相談における課題を探り、その対応策を検討した。

（本年度の実施状況）

２年次にPEP-Rを利用して実施した協同的アセスメントの２事例を取り上げ、担任教師、保護者に

加え長期研修の先生方と共に、２回目の協同的アセスメントを行った。子どものアセスメントについ

ては、昨年度の反省からPEP-Rを実施する上で、子どもが本来持っている力を発揮することが容易に

なるように、テスト教材や、テスト場面が子どもに分かりやすく、集中できるよう工夫した構造化な

どについて検討した。さらに、子どものアセスメント場面の録画を用いて、新たにコミュニケーショ

ン・サンプルを収集し、分析した。

（本年度の研究成果）

本研究の成果として、協同的アセスメントを行うことで保護者を含め一人ひとりの自閉症時に関わ

る全ての人の間で子供の実態、保育や教育の課題、指導内容・方法について共通したより深い理解が

得られ、一貫性のある有効な支援が可能となることが分かった。この研究成果を学会発表、原著論文

により広く公表した。また今後も学会等において研究成果を発表する予定である。

（３年間の研究成果）

一年次は、自閉症及びその支援に関する国内外の文献・資料を収集・整理した。また研究協力者や

機関から自閉症の早期教育相談における課題を集約し、研究のデザインを検討した。その結果、自閉

症は独自の心理機能（認知や感情）を有しており、彼らの心理的発達及びその社会的、文化的（歴史

的）背景をとらえることは容易な作業ではないこと、またそのためにしばしば自閉症のある乳幼児の

支援について支援者間で共通理解が図れず支援を成果のレベルで計画し実施することが困難となる可

能性があることが明らかとなった。 二年次は一年次の結果を踏まえ、文献や資料等で推奨されてい

る先進的な取り組みの中から協同的アセスメント（Collaborative assessment）に注目し、事例研究

によりそのアセスメントの効果を調べた。本研究では協同的アセスメントを関連諸機関の職員、保護

者、専門家など子どもにかかわるすべての人が参加でき、実態把握、指導の目標や手立てなどを参加

者が一緒に設定していくものとして定義し、いくつかの異なるアプローチ（エコロジカルなアプロー

チとPEP-Rを利用したアプローチなど）を試験的に導入しならが事例を進めた。協同的アセスメント

に参加した保育士、担任教師、保護者等にアンケート調査を実施した結果、自閉症のある子どもの支

援において保護者を含む支援者間の連携をはかり一貫した支援の目標や手立てを設定するために、本

研究で行った協同的アセスメントが有効であると、ほとんどの参加者が評価していた。このような協

同的アセスメントの有効性は文献・資料等においてもすでに確かめられているが、自閉症においてそ

の具体的な手続きを含めた報告している研究は少なく、その意味で本研究の結果は意義あるものと考

える

三年次は前年度の結果を踏まえ、保護者参加型の協同的アセスメントを効率よく実施できるように

するために、事例を通してその手続きの改善・工夫を図った。このようなアセスメント実施上の手続

きや参加者間の論議の進め方、相談員の役割などについての検討を行った。近年、自閉症の早期徴候

についての研究報告が多くなされ、ある程度の早期発見が可能となってきてきるが、確定的な診断・

判断は3歳以前には困難なことが多い。また早期に診断を受けた場合でも、保護者にとって早期の段

階で自閉症という障害を受容することが困難なことも少なくない。このような状況下で行われる自閉

症児の早期教育相談において、自閉症であるか否かの診断・判断よりも、子供の実態や具体的な支援

の目標や手立てについて保護者を含む支援者間で共通理解を図ることを目的とした協同的アセスメン

トの有効性が高いと考えられ、本研究のアンケート調査結果もそれを証明していた。
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（本年度の自己評価・課題）

本年度の計画では、自閉症児における早期教育相談において協同的アセスメントを実施していくた

めのガイドラインの試案を作成し、それを研究協力者や研究協力機関で実際に使用してもらいながら

より良い物に改善していくことを考えていた。しかし、保護者参加型の協同的アセスメントにおいて

は、それにかかわる在籍機関の職員や保護者、また家族や地域の文化的背景など多様な要因を配慮し

なければならず、体系的な形としてまとめるにいたらなかった。今後は個々の事例を積み上げ、研究

成果を公表することを通してガイドラインの形態にまとめていきたい。

１８） 視覚聴覚二重障害教育における教師の専門性に関する研究

（研究の概要）

障害の重い子どもの教育に携わる教師の専門性は個々の子どもとの実践を積み重ねることを通して

形成されるいわゆる「実践知」によって大きく支えられている。平成11年度の等研究所による調査か

ら、視覚聴覚二重障害の子どもの教育に関しては、障害そのものが極めて少数であることと、近年の

特殊教育諸学校における担任の持ち方や指導形態のあり方もあって、担当教師が個々に教育実践を蓄

積することのみならず、教師間（学校内及び学校間）においても、個々の経験を蓄積し実践知を共有

することが困難な実状にあるなど、教師の専門性形成に関して極めて厳しい状況にあることが明らか

になった。

そこで、重複障害教育第一研究室では、視覚聴覚二重障害教育を担当する教師の専門性を研究テー

マとして取り上げ、その中身（専門性の構造）を探るとともに、専門機関としての研究所が教師の専

門性をどのように支援できるかについて実践的に研究することとした。研究にあたっては、研究協力

機関である学校へのコンサルテーション活動を行い、その中で、個別具体的な指導事例についての課

題解決を目指した研修を行うこととした。

（本年度の研究実施状況）

３年計画の最終年度にあたる今年度は、次のことを実施した。①視覚聴覚二重障害のある児童生徒

の在籍する学校を対象に、学校コンサルテーションを定期的に実施し、教師集団における専門的な力

量形成（教師間の実践知の共有化）に関する有効な介入のあり方について、実践的資料を収集した。

②対象となる子どもや家族との教育実践を進め、個別的具体的資料を収集した。③平成１５年７月４

日と同年１２月２６日に東京都立葛飾盲学校を会場にして、研究協力者が一同に会して研究協議会を

開催し、各学校における取り組みの報告と教師の専門性に関する協議を行った。さらに対象となる子

どもや関係機関を核にしたネットワークを構築し、平成１５年７月５日には視覚聴覚二重障害教育を

テーマとした研修セミナーを試行的に実施した。④研究主題に関連する内外の情報の収集を行い、こ

れまでに得られた資料等を整理し、研究成果報告書としてまとめた。

（本年度の研究成果）

４つの研究協力機関である盲学校および２つのそれ以外の盲学校への学校コンサルテーションを実

施し、それぞれの学校における視覚聴覚二重障害事例の指導課題の解決を支援した。その過程を通じ

て、個別事例についての教育課題をめぐる実践資料、研修方法に関連する資料、視覚聴覚二重障害教

育の専門性に関連する資料を得ることができた。研究協議会を通じて、専門機関との連携の課題、視

覚聴覚二重障害教育を担当する教師の専門性についての課題を明確にできた。また、試行した研修セ

ミナーにおいて、学校現場の教師が抱えている視覚聴覚二重障害のある子どもの指導上の課題を明確

にすることができた。

（３年間の研究成果）

３年間継続的に実施してきた学校コンサルテーションの経過を整理し、教師の専門性を高めていく

ために、外部の専門機関と連携してのコンサルテーションが有効であることがわかった。また、視覚

聴覚二重障害教育を担当する教師の専門性について、特に初期発達との関連から検討を行い、その具

体的内容を整理した。研究のとりまとめにおいて、学校コンサルテーションを活用した現場での（オ

ンサイト）研修の実際についての報告と、これまで学校での指導事例としては報告されることの少な
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かった視覚聴覚二重障害を有する個別事例についての教育的かかわりの実践報告を得ることができ

た。以上の成果を、研究協力者の分担執筆を得て、成果報告書としてまとめた。報告書は、学校コン

サルテーションの取り組みの実際、視覚聴覚二重障害のある児童生徒の事例報告、視覚聴覚二重障害

教育の専門性の課題と、特に初期発達段階におけるこの教育の専門性に関する内容によって構成し、

今後初めてこの教育を担当する教師にとって実践上の参考になるものとした。

（本年度の自己評価・課題）

学校コンサルテーション活動は、それぞれの学校現場のニーズに適合した研究であったと認識して

いる。そもそも視覚聴覚二重障害については児童生徒数も少なく、指導方法も体系化されていないた

め、これを担当する教師は、自らの専門性を高めていくために研修に取り組む必要がある。その研修

の持ち方として、学校コンサルテーションによる専門研修は、効果のある方法であることを明らかに

することができた。個別事例の課題分析と、課題解決過程の整理は、研究協力機関の協力のもと、十

分に行えた。東京都の場合、盲学校校長会からの支援も得て、コンサルテーションや研修セミナーの

試行が可能となり、研究内容について評価を得られたものと考えている。得られた資料から、視覚聴

覚二重障害教育を担当する教師の専門性をまとめていくにあたり、１回の協議会だけでは十分に内容

を吟味することができなかったため、取り組み成果の反映という面で不十分さが残った。研究全体を

めぐる今後の課題として、今回の研究では、対象の事例が学齢早期の子どもが多く、またその発達の

状態も初期的な場合が多かったため、整理した専門性の内容も、初期発達との関連を中心としたもの

となったが、今後は、それ以外の面についても総合的に取り組むこと。また、専門機関として当研究

所と大学が主に関与したが、今後は教育センターやその他の医療・福祉専門機関等との連携も考えて

いきたい。実践事例の報告を整理することができたが、まだ例としても少ない。今後も、これまでの

経験や蓄積を土台に、個々の実践事例を範例として反省的実践を積み重ねていく方法によって実践的

見識を開発していきたい。併せて、特別なコミュニケーション手段を必要するこれらの子どもに適し

た教育課程の開発を検討していきたい。

１９） 重複障害児の感覚機能の評価と、評価に基づく指導内容に関する研究

（研究の概要）

障害の重度化・重複化が進む中、感覚障害、特に視覚障害を伴う重複障害児の数が、肢体不自由養

護学校等において増えてきている。しかし、運動障害や知的障害を併せ有する重複障害児は、検査状

況の理解やコミュニケーションの困難さから、教育現場では視力や聴力について「測定不能」あるい

は「不明」という表現で処理されてきた。感覚機能の評価が困難なため、生徒の状態が適切に把握さ

れておらず、一人ひとりの生徒に適した教材や学習環境の提供が行われないという問題に直結してい

る。このような状況を改善するため、本研究では、３年をかけて重複障害児の視覚と聴覚の機能的評

価と、その評価に基づく指導内容の研究を企画した。しかし、研究期間を２年に短縮し、視機能評価

のみに焦点をあてて研究を実施し、本年度に研究を終了した。

（本年度の研究実施状況）

昨年度から継続して、研究協力機関である肢体不自由養護学校での実践研究をつづけた。また、セ

ンター的機能を求められている盲学校での取り組みと、眼科等の医療機関からの情報の活用、あるい

は医療機関に対しての教育現場からのフィードバックの有効性についての事例研究を進めた。

（本年度の研究成果）

視覚に配慮した教室環境、養護学校で実施可能な視機能評価、医療情報の活用についての研究成果

は、研究所長期研修および短期研修の講義や、他機関や学校での研修において積極的に取り入れ、現

場への普及を図った。

（２年間の研究成果）

本研究では、視覚障害を伴う重複障害児の視機能を評価する具体的な方法を提示できた。その中に

は、養護学校の教員が実施できる、高価な検査器具を必要としない、簡便で構造化した評価方法も含

まれており、現場での活用がただちに可能である。また、評価を、学習環境の整備やコミュニケーシ
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ョンの改善につなぐ具体的な実践例が提示できた。盲学校のセンター的な機能として重要になる、重

複障害児の視機能評価の取り組みと教育活動へのフィードバック、重複障害児の視機能評価における

医療情報の活用法を、事例をとおして提示することができた。

（本年度の自己評価・課題）

現場に活用しやすい研究成果が得られた。本研究において中断した、聴覚障害を有する重複障害児

の機能的評価と指導への反映について、研究を行う必要がある。

２０） 感覚障害と知的障害のある重複障害児の概念形成の機序に関する研究

（研究の概要）

本研究は 「感覚障害と知的障害のある重複障害児の概念形成の機序に関する研究」のタイトルに、

あるように、視覚および聴覚障害と、知的障害のある重複障害児の概念形成に関する研究である。当

初、平成１４年度から１６年度の３カ年を研究期間として研究デザインが組まれたが、２カ年に研究

期間を変更することになった。

上記のことから、研究の対象・内容を視覚障害と知的障害ある重複障害児、特に全盲児の概念形成

に絞ることとした。

（本年度の研究実施状況）

盲・知的障害児の臨床像の把握と分析，および発達の系統性・段階性に応じた教材・教具について

資料収集・整理し指導プロセスに応じた教材・教具のモデルを示した。

（本年度の研究成果）

・本研究の成果は，特殊教育学会においてシンポジウムおよび学会発表を行った。

・研究成果を報告書にまとめた。

（２年間の研究成果）

、 。本研究の成果は 盲乳幼児の指導法や全盲児全般の概念形成に関する基礎となる研究と考えている

本研究を発展的に展開し、概念形成の機序と具体的なアセスメントの方法、教材・教具の順序性が

整理されることは、盲・知的障害児のカリキュラムを示すことでもある。また、それは盲・知的障害

児のみならず、知的障害全般のカリキュラムそのものを示すと考える。

（本年度の自己評価・課題）

短期間で大きな成果を上げた。評価法の確立が課題として指摘された。

２１） 肢体不自由を主とする重複障害児の環境との相互作用に関する実際的研究

（研究の概要）

肢体不自由を主とする重複障害児は、運動の障害や健康面の障害を呈し、また視覚や聴覚など感覚

の障害を併せ有する場合もある。そのため自発的な探索活動が制限され、持続して環境とかかわるこ

とが困難となり、環境との相互作用が円滑に行われないことが多い。

、 、 、しかし 障害がどんなに重度であっても 子どもは環境から自分にとって意味のある情報を主体的

選択的に探索し、検知し、その意味を確かめ、自らの行動を調整しようとしている事例研究が報告さ

れるようになってきた。

本研究は、肢体不自由を主とする重複障害児の環境との相互作用に関する基本的考え方について、

事例研究を通して実際的に明らかにし、これらの子どもたちにかかわる教師や指導員、保護者などの

かかわり方や、教材教具の工夫を含めた生活環境の改善についての基本的視点を吟味することを目的

とする。

（本年度の研究実施状況）

研究協力者の所属する機関や研究協力機関を定期的に訪問し、肢体不自由を主とする重複障害児に

対する教育実践を実施した。

VTR教育実践の過程で 子どもとのかかわり 子どもの環境との相互作用の在り方や援助の仕方 を、 （ ）

記録し、研究協力者及び研究協力機関の教員などと指導後に授業研究として担当者のかかわりや子ど
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もの様子、教材教具などについて吟味した。個々の子どもの環境との相互作用の状況を分析し、子ど

もが検知している意味のある情報を明らかにするとともに、子どもの興味・関心に応じた教材教具を

工夫し、学習や生活での指導方法や内容、環境面の改善点等を検討した。

平成１５年７月に研究協議会を開催し、研究協力者等の事例発表をうけて、これらの指導経過等を

機関毎にまとめ報告書を作成し、盲・聾・養護学校に配布した。

（本年度の研究成果）

本研究では、事例研究に基づいて、肢体不自由を主とする重複障害児が教育や療育などの場でどの

ような環境との間で相互に作用し合い、それぞれいかに様々な人やものとのかかわりを持ちながら、

学んでいくのかを検証した。

本研究で取り上げた事例の中で、母親や教師など身近な人の存在を感じ取り、そこから得られる安

心感を基盤にして外界に気持ちを向けていく様子が観察され、また、教師が外界の変化の強さを調整

しながら、その変化を説明したり予告するなどの係わりの中で、自己内の体調に左右されながらも、

子どもが見通しを持ちながら外界に働きかける様子が見られたなどの報告があった。どんなに障害が

重度であっても、子どもは思いもつ存在であり、外界の人やものと出会い、対話をしようとしている

との思いをかかわり手がもつことが肢体不自由を主とする重複障害児の環境との相互作用を促す上で

きわめて重要であることが明らかになった。

（２年間の研究成果）

（ 、「 、 。生態心理学を提唱した ギブソン は 動物はすべて多少とも知覚者であり 行動者であるJ. 1979)
（ 、 。」 。 、動物は知覚する力があり 自発的に動く ものである と述べた 本研究の事例はsentient) (animate)

いかに障害が重度であっても、子どもは自ら周囲の環境のある情報の中から自分にとって意味のある

情報を検知し、利用しようとしていることを示した。

環境との活発な相互作用を促そうとする時、子どもの興味・関心から出発することが重要であり、

教師が子どもの情報の入力と行動としての出力を保障する手立てを造りながら、子どもが外界の人や

事物との相互のコミュニケーションを通して豊かな結びつきをもつように支援することが重要である

ことが明らかになった。

（本年度の自己評価・課題）

教育現場に研究員が出向き、教師と肢体不自由を主とする重複障害児との教材をはさんだかかわり

合いの実際をその場で確かめ、 記録をもとにその授業を振り返る活動を積み重ねて本研究は進VTR
められてきた。本研究は、現場の教員にとって日常の授業の在り方、その改善の方向を探る上で貴重

な機会であり、研究者にとっても理論的な研究に終始せず生き生きとしたかかわり合いの中で生まれ

る生の教育活動から触発された。生の教育活動を研究の対象とすることは、きわめて高い力量が求め

られ創造的な研究に高めていくことは困難を伴う。しかし、一部を除いて都道府県等の教育センター

が盲・聾・養護学校における肢体不自由を主とする重複障害児の授業研究にまで踏み込めていない現

状の中で、当研究所の使命として学校の授業研究に深く関与していく研究活動は、教育現場の専門性

を高める上できわめて有効であり、子どもと教師の間の生の教育活動と結びついた実際的な研究が教

育研究のベースになるべきであると考える。

２２） 特別な教育的ニーズのある児童生徒のためのＩＣＴを活用した教材・教具の開発と普及

（研究の概要）

文部科学省が初等中等教育における教師の「IT活用指導力」の育成を火急の課題と位置づけるな

ど、ICT（電子情報通信技術等）を活用した効果的な教育をより充実させることへの期待が高まって

いる。本研究は、特殊教育諸学校や通常学校における特別な教育的ニーズのある児童生徒の学習にお

いて活用されるべき、あるいは現在まで活用されている教材・教具にICTを活用し、開発・再開発を

行うとともに、新「情報教育に関する手引」において期待されている全国の特殊教育センター等を通

じた支援機器等の普及方策の実現を含めて実際的研究を推進させる。

教育現場のニーズに基づき国内外の大学・研究機関等との協力によりICTの導入による支援機器開
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発、教材等の再開発とその評価を進める。これと平行して、学校、小児療育センター、デイケアセン

ター、特殊教育センターと連携して普及を推進する。新たな教材や支援機器の開発は、基礎的な研究

ベースではなく、実用化（商品化あるいは配布可能な実用品レベル）を視野に入れた研究開発（試作

の企業委託を含む ）とする。また、新たな試みとして海外の研究者による研究レビューを受けると。

もに、プロジェクト専用のWebページを構築し、随時、教材・教具と支援機器ニーズの収集と開発機

器の紹介・評価結果を公表する。

（本年度の研究実施状況）

教育現場のニーズに基づいた実際的な研究を進めるために、我が国の特殊教育現場のコンピュー

タ利用についてまとめるとともに、障害者の福祉情報システムに関するニーズを探った。また、視覚

障害に関する情報処理技術の研究動向をまとめた。

また、機器の開発を行うための基礎的な研究を実施した。具体的には、視覚障害者用スクリーン

リーダの詳細読みに関する検討、スクリーンリーダによるPDF文書へのアクセシビリティの調査、点

字触読時の触圧測定を行った。

また、学校、小児療育センター、デイケアセンター、特殊教育センターと連携してICT教材・教具

の普及を推進する方策を探るため、実際に機器の試用と評価を開始した。さらに、本研究所i-ライブ

ラリにおいて機器の整備と普及・連携の準備作業を行った。

（本年度の研究成果）

ICTを活用した教材・教具の開発について、限られた範囲であるが、教育現場等のニーズと研究動

向を明らかにすることができた。また、上述のように、実際の開発を行うための基礎的なデータを得

ることができた。また、地方のセンターとの連携による機器の評価・普及の視点が得られた。

（本年度の自己評価・課題）

本研究の大きな特色は、開発した教材・教具を実用品のレベルにする「実用化」を視野に入れた

ことにある。研究所のプロジェクト研究での実績から推算すると、3，000千円から7，000千円の開発

費を見込む必要がある。また、新たな試みとして海外の研究者による研究レビューを受ける計画であ

り、これについての新しい予算の確保が課題となっている。

２３） 高度情報化社会における障害のある子どもの情報活用能力を育成する教育内容・方法に関す

る研究

（研究の概要）

近年、インターネット等の新しい情報手段が急速に普及し、広範に利用されるようになってきた。

それに伴い、障害のある子どもの教育においても 「情報活用能力」をどのように育てていくかとい、

。 、 、うことが重要な課題となってきている しかし 障害のある子どもの情報活用能力を育てていく上で

子どもの障害の特性に応じてどのような取組が必要であるかということは、まだ十分に整理されてい

。 、 、 、るとはいえない このような認識から 本研究では 障害のある子どもの情報教育の進め方について

研究協力機関の協力の下に、その現状と課題を整理し、今後の取組の方向性を明確にすることを目的

とした。また、この研究を通じて、盲・聾・養護学校における情報教育に関してモデルとなるカリキ

ュラムを示し、全国の盲・聾・養護学校において情報教育を進める際の参考としていただくことをね

らいとした。

（本年度の研究実施状況）

平成１５年度は、平成１４年度に設定した各研究協力校と共に検討する重点課題に沿った取組を継

続し、各研究協力校における情報教育に関するカリキュラムを、モデルカリキュラムとしてより明確

な形のあるものにするための検討を行った。また、平成１５年３月の研究協議会で検討を行った目次

案に沿って、研究報告書の作成を行った。

（本年度の研究成果）

研究報告書を作成した。
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（３年間の研究成果）

平成１３年度から平成１５年度にかけて、各研究協力校と共に次のような重点課題に沿った検討を

行い、その成果を取組事例としてまとめた。

①知的障害養護学校高等部における教科「情報」に関する取組

②高等部における移行教育の観点を重視した情報教育に関する取組

③学校図書館を情報教育に有機的に関連づけていくための取組

④ＡＡＣ（Augmentative and Alternative Communication）を教育課程に位置づけていくための取組

⑤自立活動における情報教育に関する取組

⑥高等養護学校における情報教育に関する取組

⑦地域の関係機関とのイントラネットを利用した連携の関する取組

これらの取組についての検討を踏まえて、１）盲・聾・養護学校における情報教育に関する取組の教

育課程上の位置づけ方、２）高等部における教科「情報」の実施上の配慮点、３）障害のある子ども

の教育におけるインターネット利用の配慮点、をまとめた。

２４） 自閉的傾向のある児童の社会性の発達と教育的支援に関する研究

（研究の概要）

自閉症教育に関するこれまでの研究や実践から、言語面や認知面の指導については、一定の成果が

得られつつある。しかし、社会性の発達に関する指導については、未だ模索の段階にあり、社会性の

。 、 、基盤となる社会的認知能力の本質を解明する研究が必要とされている この研究ではまず 模倣課題

表情認知課題、動作課題をはじめとした多面的アプローチにより、自閉症児の社会的認知能力の問題

の本質について、言語的側面及び非言語的・身体運動的側面から検討する。次に、これらの検討結果

を踏まえ、ゲームや体育を通した社会性の指導、集団適応に関する指導をはじめ、ソーシャル・スト

ーリー技法等、社会性を育てることを目的とした様々な方法について、その指導過程を分析し、教育

的支援の在り方について検討する。

（本年度の研究実施状況）

平成１５年度は、英国で開発されたスクリーニング質問紙である児童用ＡＱを翻訳し、研究協力機

関である学校法人武蔵野東学園に在籍する児童の保護者の協力を得て、実用化のための研究を実施し

た。また、研究協力機関の協力を得て、社会的認知能力に関する客観的指標として、脳波の事象関連

電位を測定し、自閉症児と健常な児童生徒の語音識別反応について検討するとともに、自閉症児にお

ける運動模倣や身体意識能力と社会性との関係についても検討を実施した。

（本年度の研究成果）

平成１５年度の研究の成果は、関係諸学会や学術雑誌等にて報告するとともに、分室一般研究報告

書『自閉性障害のある児童生徒の教育に関する研究 第７巻』にまとめた。さらに、この一般研究の

関連研究として実施してきた科学研究費補助金の基盤研究(B)(2)｢自閉症児・ＡＤＨＤ児における社

会的障害の特徴と教育的支援に関する研究」(課題番号：13410042、研究代表者：東條吉邦、研究期

間：平成１３～１５年度）の研究成果報告書（平成１６年３月刊行）においても、この一般研究の成

果の一部を報告した。平成１５年度の分室一般研究の研究成果の概要は、以下の通りである。

(1) 英国で開発された自閉症に関する質問紙を翻訳し、研究協力機関等で、健常群、ＡＤＨＤ群、

自閉症・アスペルガー障害を含む広汎性発達障害群の３群のデータを中心に収集し分析した。こ

の結果をもとに、自閉症のスクリーニング質問紙の日本語版を開発し、臨床的妥当性の検討や標

準化へ向けての取り組みを実施した。

(2) 生理心理学的側面および神経心理学的側面から自閉症における社会的障害の本質を探ることを

目的として、自閉症児と健常児を対象に、人の音声への注意の向け方について課題への反応の特

徴と脳波の計測から検討した。その結果、語音識別課題遂行時の事象関連電位には自閉症児と健

常児の間に差が認められることが分った。

(3) 運動模倣能力について、心理学的側面から検討し、自閉症児と健常児の間に質的な相違がある
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ことを明らかにした。

(4) 保護者や成人当事者（高機能自閉症、アスペルガー症候群の本人）の協力を得て、高機能自閉

症・アスペルガー症候群の子どもたちの理解と適切な教育的支援の在り方について、分室一般研

究報告書にまとめた。

（４年間の研究成果）

平成１５年度の研究成果は上述の通りであるが、平成１４年度までの研究の成果については、平成

１２年度一般研究報告書「自閉性障害のある児童生徒の教育に関する研究 第４巻」および平成１４

年度一般研究報告書「自閉性障害のある児童生徒の教育に関する研究 第６巻」に掲載した。この４

年間の研究成果の概要は、以下の通りである。

、 、(1) 欧米で開発された自閉症に関する４種類の質問紙を翻訳し 実用化に向けてのデータを収集し

検討した。また、自閉症児の「社会的障害の特徴」と「運動面の不器用さ・ぎこちなさ」との間

に関係があることが分った。つまり、社会性障害の顕著な児童ほど、粗大運動の困難性や他人と

の位置関係がうまく取れない等の問題を強く呈することが明らかになった。

(2) 生理心理学的側面および神経心理学的側面から自閉症における社会的障害の本質を探ることを

目的として、自閉症児と健常児を対象に、人の音声、動き、視線などへの注意の向け方について

課題への反応の特徴（反応時間、正答率、誤反応の傾向）の分析と脳波の計測等から検討した。

その結果、(a)語音識別課題遂行時の事象関連電位には自閉症児と健常児の間に差が認められる

こと、特に能動的注意の条件下で、自閉症児のＰ300の電位が低振幅となることが見出された。

このことから、自閉症児の注意配分能力の問題点について指摘した。(b)人の動きについては自

閉症児も健常児も同様に知覚が可能であること、(c)視線については自閉症児も健常児も大半の

子どもが反射的に視線の方向に注意を向けることが可能であること、(d)しかし自閉症児では、

自分を見ている目に対する情報処理が健常児とは異なる（感受性が低い）といった特徴があるこ

となどが見出された。

(3) 身体意識や運動模倣能力について検討した結果、自閉症児と健常児の間に質的な相違があるこ

とが分った。

（本年度の自己評価・課題）

自閉症児における社会的認知能力の問題に関する研究は、概ね当初の予定通りに進行し、上述した

ように多くの成果が得られた。一方、社会性を育てることを目的とした指導過程や教育的支援の在り

方に関する研究は、試行的な実施にとどまり、成果をまとめるには致らなかったのが反省点である。

２５） 高機能自閉症児等への教育的支援

－自閉症教育の充実に関する効果的な研修の在り方について－

（研究の概要）

平成１２～１３年度に実施した一般研究「通常の学級における自閉的傾向のある児童の教育に関す

る研究」において、通常の学級で自閉性障害児を指導する学級担任の悩みは、①学力が低いほど学習

の困難さの問題で指導に苦慮している、②授業中や生活場面での行動上の問題で対応に苦慮している

、 、 。ことが明らかになっている 更に 学級担任が望む支援の一つに自閉症教育の研修があげられている

そこで、この研究の残された課題、特に通常の学級担任が必要とする自閉症教育の研修に関する問

題を、通常の学級に在籍する高機能自閉症児への教育的対応に焦点を当てながら検討する。具体的に

は、各都道府県・政令指定都市の教育センターにおいて、通常の学級担任を対象にした自閉症教育の

研修の実施状況や、平成１２年～１４年度に実施した『学習障害児（ＬＤ）に対する指導体制の充実

事業』の委嘱を受けた研究協力校を対象に、自閉症教育に関する全国的な動向を調査する。研究機関

は、平成１４年度と１５年度の２年間とする。

（本年度の研究実施状況）

平成１５年度は、校内での自閉症教育を含めた軽度発達障害に関する研修内容の調査を実施するた

めに、そのモデルとなる学校（ 学習障害児（ＬＤ）に対する指導体制の充実事業』の委嘱を受けた『
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研究協力校）を対象に、校内委員会の構築過程や活動状況、校内委員会を通した支援や連携の現状等

を調査した。

（本年度の研究成果）

７２校の委嘱校（９８校に調査用紙配布：回収率 ７４％）から、校内委員会の設置方法や校内委

員会のメンバー、推進役、主な活動、校内研修状況、専門家チーム及び巡回相談員との連携、委嘱校

終了後の活動状況等の実態が明らかになった。この調査で得られた情報（成果と課題等の知見）は、

４７都道府県教育委員会や調査協力校に再提供するとともに、今年度のＬＤ学会等に発表する予定で

ある。

（２年間の研究成果）

本研究から得られた成果を以下に記述する。

（ ） 、 、１年目 平成１４年度 は ４７都道府県及び政令都市等の教育研修センターを対象にして行った

軽度発達障害及び校内支援体制構築や特別支援教育コーディネーター等の研修の実態調査であった。

そこで明らかになった成果と課題について、それぞれの研修センター等に情報提供を実施するととも

に、平成１５年度に実施した本研究所の「特別支援教育コーディネーター指導者養成研修」における

研修に際して、情報提供をすることができた。

２年目（平成１５年度）は、上記した通りである。それぞれの研究成果は、特殊教育学会やＬＤ学

会等で発表している

（本年度の自己評価・課題）

２年間の研究では 当初高機能自閉症等に特化した研修の在り方をテーマに掲げて開始したが 今、 、「

（ ）」 、 、後の特別支援教育の在り方について 最終報告 を踏まえると １年目にデザインした調査内容を

自閉症教育に特化した研修内容や方法だけでなく、ＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性

障害）等の軽度発達障害に関する研修についても拡大調査し、センター等で行われている研修の現状

を把握する方が、今後国の施策にも寄与できると考えたことから、当初の計画を若干変更して調査を

実施した。また、２年目に実施した調査に関しても同様で、特別支援教育の動きや動向に柔軟に対応

した結果である。また、これらの調査等から得られた知見は、現在のモデル事業に十分役立つ情報で

あると考える。

(2) プロジェクト研究

＜研究課題＞

研 究 課 題 研究期間 研究代表者等

１）盲・聾・養護学校における新学習指導要領のもとでの教育活動 ～ 年度 後上 鐵夫12 15

（重複障害教育研究部長）に関する実際的研究 －自立活動を中心に－

２）２１世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方に関 ～ 年度 宍戸 和成13 15

（ ）する基礎的研究 聴覚・言語障害教育研究部長

３）特殊教育諸学校の地域におけるセンター的機能に関する開発的 ～ 年度 滝坂 信一13 15

）研究 （肢体不自由教育研究部室長

４）マルチメディアを用いた特殊教育に関する総合的情報システム ～ 年度 中村 均13 15

（情報教育研究部長）の研究開発

５）弱視児の視覚特性を踏まえた拡大教材に関する調査研究 ～ 年度 千田 耕基14 15

（視覚障害教育研究部長）－弱視用拡大教材作成に関する開発及び支援について－

６）養護学校等における自閉症を併せ有する幼児児童生徒の特性に 小塩 允護

（知的障害教育研究部長）応じた教育的支援に関する研究 －知的障害養護学校における ～ 年度15 17

教育課程、指導法、環境整備を中心に－
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研 究 課 題 研究期間 研究代表者等

７） ～ 年度 渥美 義賢小中学校に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒の指導お 15 17

（情緒障害教育研究部長）よび支援体制に関する研究

＜研究課題毎活動状況＞

１） 盲・聾・養護学校における新学習指導要領のもとでの教育活動に関する実際的研究

－自立活動を中心に－

（研究の概要）

本研究は、新学習指導要領の大きな改善事項である自立活動に焦点を当て総合的に「生きる力を育

む」教育活動に関する実際的な検討を行い、盲・聾・養護学校における個に応じた指導の実践に資す

ることを目的とした。

、 、 「 」平成１１年３月に告示された盲学校 聾学校及び養護学校学習指導要領では 従来の 養護・訓練

の名称が「自立活動」に改められるとともに、自立活動の指導に当たって個別の指導計画を作成する

ことが明記された。

自立活動は、個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服

するための教育活動であり、盲・聾・養護学校の教育内容を特徴づけるものである。

自立活動の指導を行うに当たって、各学校では、これまでの養護・訓練における指導で積み上げら

、 、れた蓄積を生かしつつ 指導計画に基づいたさらにより広い観点からの創意工夫ある指導のあり方を

具体的に探っていく必要がある。

本研究では、自立活動の取り組みの現状と課題について実態調査を行うとともに、指導組織の見直

しや児童生徒の指導を通して学校が抱えている課題を解決していこうとする過程を事例研究としてま

とめた。

本プロジェクト研究は、次のような研究活動を進めてきた。

①自立活動の指導に関する実態調査の実施と報告

②子どもの実態に即した自立活動の指導に関する実践事例研究の実施

③個に応じた教育活動の展開に関する学校システムの研究

④特殊教育諸学校の今後のあり方に関する研究

（本年度の研究実施状況）

平成１３年１２月に実施された全国盲聾養護学校における自立活動に関する実態調査で得られた回

答のうち自由記述部分の「指導形態別の指導内容」及び「自立活動の課題」について校種別に分析を

行った。

事例研究については、校種別に研究協力校と連携を図り、指導組織の見直しあるいは児童生徒の指

導事例についてとりまとめを行った。

（本年度の研究成果）

調査研究から自立活動の指導の位置づけ（他の教科・領域と自立活動の内容をカリキュラム全体の

中で整理することの必要性 、自立活動担当教員の専門性、知的障害のある児童生徒の教育課程にお）

ける自立活動の位置づけ等の課題が明らかになった。また、事例研究からは、児童生徒の障害の重度

・重複化、多様化に対応して、指導体制の見直し、個別の指導計画作成での保護者の参画、授業の充

実に向けた教員間の授業研究、関係機関との連携、他職種の専門家との協働など学校が自己改革を進

めていることが明らかになった。

（４年間の研究成果）

平成１３年１２月に全国の盲・聾・養護学校を対象に自立活動の指導について調査した結果、盲・

、 、聾・養護学校に在籍する児童生徒の実態として 重複障害のある児童・生徒が約３分の１以上を占め

教育課程の類型別にみると、在籍児童生徒の53.5%が知的障害養護学校の教育課程の適用、20.8%が自
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立活動を主とした教育課程であり、下学年適用を含め、約80%が知的障害に配慮された教育課程によ

り対応されていることが明らかになった。各学校が、個々の児童生徒の実態や教育的ニーズに応じて

柔軟に教育課程を編成している現状の中で、知的障害のある児童生徒、特に重複障害あるいは重度知

的障害のある児童生徒の指導の系統性や段階性をいかに保つかが大きな課題としてみえた。

事例研究では、１５の研究協力校における自立活動の取り組みの実際を通して、自立活動に関する指

導組織の取り組み（指導組織の工夫、自立活動の指導内容の整理、専門性を生かした地域支援、保護

者や学級担任との連携など 、学級教員間の協議や保護者との協働による個別の指導計画作成及び教）

師の専門性を高める校内研修システムなどの実践が報告された。これらの事例が、今後の学校づくり

や指導実践の参考になることを期待する。

（本年度の自己評価・課題）

昭和５４年の養護学校の義務化から四半世紀が過ぎましたが、この間に盲・聾・養護学校の幼児児

童生徒の障害は重度化、重複化し、担当する教員の専門性が問われるとともに、特別支援教育を推進

するため盲・聾・養護学校が特別な教育的ニーズのある児童生徒への地域における支援を担うよう役

割が拡大される。

このような状況の中で、特に、盲・聾・養護学校に多く在籍する重複障害及び重度知的障害のある

、 、児童生徒の個に応じた指導の質的な充実を図るべく 教師自らの基盤としての日々の授業を振り返り

改善をする中で、教師一人一人が確かな実践に裏付けられた専門性を高めることがきわめて重要であ

り、本研究所の使命として、研究、研修、教育相談等の活動を通して全国の盲・聾・養護学校の教育

活動の充実に向けて支援を続けたいと考える。

２） ２１世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方に関する基礎的研究

（研究の概要）

盲・聾・養護学校においては、新学習指導要領の趣旨を踏まえ、創意工夫を生かして特色ある教育

活動を展開することが求められており、それに伴い学校の教育課程を吟味することが重要な課題のひ

とつになっている。また、障害のある子どもたちの「生きる力」をどのように捉えて指導を行うか、

あるいは児童生徒の学習の評価をどのように行うかなど、盲・聾・養護学校における教育課程の在り

方に関して多くの課題が存在している。このような状況を踏まえて、本研究においては、盲・聾・養

護学校の教育課程の現状を把握するとともに、特殊教育の目的等を踏まえながら、改めてその教育課

程の基本的な在り方を整理し、どのような教育内容を用意して提供することが望ましいか、より適切

な教育課程編成の仕方はどのようなものかについて検討を行うことを目的とした。

（本年度の研究実施状況）

平成１５年度は次の研究活動を行った。

（１）所内研究推進会議の実施

研究推進会議メンバーによる所内会議を月に２回のペースで開催し、教育課程に関する課題に

。 、 。ついて検討を行ってきた 平成１５年度の後半においては 報告書の作成に関する検討を行った

（２）拡大推進会議の実施

文部科学省特別支援教育課の方々を交えた拡大推進会議は、平成１５年７月１７日に開催し、

平成１５年度の研究計画及び研究報告書の目次案について検討を行った。

（３）研究協議会の実施

外部の研究協力者を交えた研究協議会の実施状況は、以下の通りであった。

まず、平成１５年４月２４日には、帝京大学の大南英明教授より 「知的障害養護学校にお、

ける教科と小・中学校における教科の関係について」というテーマで話題提供をいただき、そ

れを踏まえて討議を行った。

また、平成１５年１１月１３日に研究協議会を実施した。この研究協議会では、養護学校６校

より教育課程に関する取組と課題について話題提供をいただき、これからの特別支援教育におい

て教育課程に関してどのような課題があるかを協議した。
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（本年度の研究成果）

平成１３年度から１５年度にかけての研究活動のまとめとして、研究報告書の作成を行った。

（３年間の研究成果）

平成１３年度から平成１５年度にかけて、次のような検討を行った。

①盲・聾・養護学校の教育課程の歴史的な経緯と各学校種別の現状及び課題についての検討

②教育課程の基盤となる教育理念、自立活動のあり方、評価のあり方についての障害種別を超えた

横断的な検討

③盲・聾・養護学校を対象として実施した教育課程調査の結果についての検討

④海外の主要国における教育課程に関する取組の動向についての検討

⑤研究協力校における教育課程に関する取組事例についての検討

これらの検討を踏まえて、今後の新たな学習指導要領等の策定のプロセスとして、次の３つのモデ

ルを示した。

ア 学習指導要領の改善のモデル： これまでの盲・聾・養護学校における教育実践をより個々の

子どもの障害の状態に即した教育実践を進めていくという観点から、現行の学習指導要領等を見

直すというモデルである。

イ 盲・聾・養護学校の教育課程の一本化モデル： 障害の枠を超え、個々の子どもの障害の状態

に対応した教育実践を可能とするために、知的障害の子どものための教科内容を、小・中学校の

教科と共通の枠組みで示すというモデルである。

、 、ウ 学習指導要領の一体化モデル： 幼稚園教育要領や小学校学習指導要領 中学校学習指導要領

高等学校学習指導要領において、盲・聾・養護学校の教育に関連する事項についても盛り込んで

記述するというモデルである。

これらの３つのモデルについて考察を加えた。

（本年度の自己評価・課題）

研究活動の成果を研究報告書としてまとめた。

３） 特殊教育諸学校の地域におけるセンター的機能に関する開発的研究

（研究の概要）

盲・聾・養護学校が単に校内において在籍する児童生徒の教育を行うだけでなく、その専門性やこ

れまで蓄積してきた特殊教育に関するノウハウを活かして、地域において障害のある子どもの教育に

関するセンター的な役割を担う機能を整備する必要性が指摘されてきた。そしてそれは、学習指導要

領に記述されることになった。

本研究では、センター的機能をどのようにとらえ具体的な展開をしたらよいのかについて、以下の

観点から開発的な研究を行った。

(1) 盲・聾・養護学校の「センター的機能」に関する開発・実施の諸側面を整理する。

(2) 盲・聾・養護学校がノウハウとして持ち、提供できる内容について整理する。

(3) 障害のある子ども、保護者や家族のもつ支援ニーズを整理する。

(4)「センター的機能」を実施する学校内システムなどの校内体制について検討する。

(5) 他の社会資源とのネットワークをどのように構築したらよいかについて検討する。

（本年度の研究実施状況）

平成13年度から行った「センター的機能」の開発・実施について、調査及び資料分析についてまと

めを行い、報告書の内容に関する協議及び報告書作成を行った。

（本年度の研究成果）

「 」 。盲・聾・養護学校が センター的機能 を開発・実施する際の要点や課題を整理することができた

（３年間の研究成果）

３年間の研究協力機関における「センター的機能」の開発及び調査資料等の分析から、今後、盲・

聾・養護学校が「センター的機能」を開発・実施していくためには、制度的な位置づけを図るととも
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に次のような内容が重要であることが明らかになった。

１ 「センター的機能」の実施根拠を明確化することによって他の社会資源も学校を安定したﾘｿｰｽと．

して位置づけることができ、各学校は学校の特色を生かした、また地域実態に応じた「センター的

機能」を開発・実施しやすくなる。

２．対象地域の想定と機能再編：保健福祉圏域、医療圏域及び教育事務所の管轄や盲・聾・養護学校

の設置実態などを総合して「センター的機能」を果たす対象地域を調整する必要がある。この際、

既存の地域社会資源の機能の相互活用などを通じ機能再編を図る必要がある。

３ 「センター的機能」を担う人的資源： センター的な機能」を担う教員に対する研修及びサポート． 「

体制が必要である。この場合、教育委員会、特殊教育センターの果たす役割が大きい。

(１) コンサルテーション機能について：小・中学校、高等学校をはじめ、多くの機関のニーズに応

えるために、担当者間ネットワークを形成し、個々に研修機会を提供することが必要である。

(２)「特別支援教育コーデネーター」との関連：盲・聾・養護学校の「センター的機能」担当者の

役割とコーディネーターの担当する役割は、仕事量とその内容の違いから兼ねることは非常に困

難であり、分離することが望ましい。

４ 「センター的機能」実施のための構造的な取り組み：盲・聾・養護学校が「センター的機能」を．

開発・実施するためには、学校内ばかりでなく、市町村、都道府県教育委員会、特殊教育センター

等が全体的に取り組む必要がある。

(１) 都道府県教育委員会等の役割：所管の盲・聾・養護学校が「センター的機能」を果たす事業を

行うなど各学校が具体的な活動に踏み出す状況を作り出すことが必要である。また、市町村教育

委員会との媒介的な役割も必要である。

「 」 、(２) 学校内の課題：校内で センター的な機能を果たす という共通認識を形成することが重要で

校務分掌に位置づけることに加え、これまでの活動（分掌）を「センター的な機能」の観点から

見直し、各教職員のもっている特色を実施に活かすとともに実施を通じて得られた知見を全校に

還元する工夫をするなどが必要である。特に、管理職の意識的な取り組みが重要になる。

５．マネジメントに関する課題： センター的機能」を果たしていく際に、ケースマネジメント、チ「

ームマネジメント、システムマネジメントなどに関する知識やスキルを担当者がもつこと、その能

力を高めていく場が必要である。特殊教育センターが担当者を集めて研修会を行うことなどが考え

られる。

６ 「機関のネットワーク化」から「ネットワークの資源化」へ：これまでの機関間の連携協力ネッ．

トワーク形成の考え方から、ネットワーク自体を資源化し、どの機関にアクセスしてもネットワー

クの中で最良のサービスが提供できる仕組みを開発する視点が必要である。

（本年度の自己評価・課題）

分担者、協力者、協力機関による研究のまとめと報告書の内容についてのまとめを行い、各事例を

含めた報告書とした。

４） マルチメディアを用いた特殊教育に関する総合的情報システムの研究開発

（研究の概要）

近年の情報技術の発展に伴い 「マルチメディア」と呼ばれる新しい技術が急速に普及するように、

なってきた。この「マルチメディア」は、教育において新たな可能性をもたらすものとして期待され

ており、特殊教育においても障害のある児童生徒の学習及び指導に新たな可能性をもたらすものと考

えられる。本研究では、この「マルチメディア」と呼ばれる新しい技術をどのように活用すれば、障

害のある子どもにとって有益なものにすることができるかということについて検討を行うことを目的

としている。

本研究では、次の３つの研究課題に沿って研究を行う。①障害のある子どものマルチメディア利用

環境の改善に関する検討、特殊教育におけるテレビ会議システムの利用に関する検討、②特殊教育に

おける教育用コンテンツの利用に関する検討。これらにより、特殊教育の領域におけるマルチメディ
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アの有効な活用方法についての指針が得られと考えた。

（本年度の研究実施状況、並びに研究成果）

（１）障害のある子どものマルチメディア利用環境の改善に関する検討

ａ．ペン入力機能付き触覚ディスプレイシステムの開発とその盲教育教材への応用

平成14年度に、評価用として開発したペン入力機能付き触覚ディスプレイを、研究協力機関で

ある福島県立盲学校（第1期：５月、第２期：１０月から１１月に実施）及び筑波大学付属盲学

校（６月に実施）において、授業の中で試用してもらい評価を得た。同時に、電子情報通信学会

福祉情報工学研究会（平成１５年６月 、第２３回アジア・太平洋特殊教育セミナー（平成１５）

年１０月）にて成果発表を行った。

b．障害のある児童生徒のための学習用パーソナルロボットの研究開発

パーソナルロボットのコミュニケーション能力に着目して、より、人間同士のコミュニケーシ

ョンに近い形でコンピュータやインターネットへのアクセスを支援する知的障害者用インターフ

ェースの開発を目指した。ロボットのコミュニケーション機能の一部修正、協力校等での評価作

業に必要なWebサーバー、mailサーバーの構築が完了し、研究協力校における実地評価を行った。

なお、システムの概要は、第23回アジア・太平洋特殊教育国際セミナーにて報告した。

c．アクセシビリティ機能を有するブラウザの開発

平成１４年度まで、特殊教育における教育用コンテンツ（ビデオ・オン・デマンドシステムを

含む ）活用班に行った「アクセシビリティ機能を有するブラウザ」を、マルチメディア環境班に。

位置づけて、この評価と改善を行った。

（２）特殊教育におけるテレビ会議システムの利用に関する検討

平成１５年７月３日に、外部の研究協力者を交えた研究協議会を開催し、研究の進捗状況につ

いて報告を行うとともに、研究報告書の目次案及び執筆分担の検討を行った。なお、協力機関と

のテレビ会議を継続的に実施した。教育研修センター及び学校における種々の研修や会議の場へ

の支援、養護学校と病室及び養護学校と児童生徒の前籍校の間における支援、盲重複障害の児童

生徒の担任への支援、巡回指導及び教員研修、校内研修における支援の検討を行った。

（３）特殊教育における教育用コンテンツ活用の検討

ストリーミングデータ（動画）を扱うサーバーを構築した。このサーバー上に、情報関連支援

機器に関するコンテンツを制作して、配信を開始した。さらに、これに対する評価を行った。

（３年間の研究成果）

第一に、視覚障害者の機器の開発として、視覚障害児・者自身が自由に修正を加えながら触図を作

。 、 、 。成できるシステムの構築を行った また 教材として 漢字学習システムや触覚ゲームを開発できた

漢字学習システムは盲学校教諭の評価が高く、触覚ゲームは低学年の児童に大変好評だった。

実際の授業では、視覚障害児自身に描画させることで、図形的な内容を生徒が理解したかどうかを

教師が確認することができた。また、描画以外の用途の有効性も示すことができた。晴眼の教師がパ

ソコン画面上で図を作成すれば、それを即座に触覚ディスプレイに提示できるので、授業の中で即興

的に図を提示することが可能となった。さらに、点字の複数行表示が可能となり、歴史の授業では年

表の表示に用いられた。これらは 「触覚電子黒板」としての利用と言えるだろう。、

第二に、パーソナルロボットのコミュニケーション能力に着目して、より、人間同士のコミュニケ

ーションに近い形でコンピュータやインターネットへのアクセスを支援する知的障害者用インターフ

ェースの開発を行った。具体的には、NECマルチメディア研究所が開発したPaPeRoと研究所に構築し

たWebサーバーを用いて、授業に、そのまま利用可能な実用的な教材システムが開発されたことで、

初期の目的を達したと考える。

第三に、肢体不自由教育を対象に、１つのスイッチでWebページの閲覧可能にするアクセシビリテ

ィ機能を有するブラウザを開発した。このブラウザには、教員が授業の評価や、分析を可能とするよ

うに学習履歴を記録させる機能がある。子どもによって、選択されたボタン、あるいは、閲覧された

WebページのURL、画面遷移等を秒単位で利用履歴を収集することが可能である。このソフトウェアは
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「パッソ・ア・パッソ」と名付けられ、研究所のWebページから配布可能とした

第四に、学校間あるいは教育センターと学校間の連携システムを構築する上で、テレビ会議システ

ムが有効なツールになることが示された。それは、①現職研修における有効性、②学校コンサルテー

ションにおける有効性、③保護者支援における有効性、④病気の子どもの教育における有効性、⑤連

携システム構築における有効性であった。

第五に、Web版「障害のある子どもたちのための情報機器設備ガイドブック」の提供である。本ガ

イドブックは、オールカラー100ページの冊子であり 「校内研修等に利用したい」といった追加配布、

の希望が多かったものである。今回は、学校現場からインターネットを利用して研修等に活用できる

システムであり、有用であると考えられた。評価アンケートでは７２％の回答者が「研修で利用でき

る」と答えている。情報教育の研修は子どもの認知の問題や支援機器の種類、フィッティングなど様

々な内容を含める必要があるが、今回のガイドブックは限られた範囲ではあるが、有用な資料を提供

できたものと考えられる。

プロジェクト研究報告書「マルチメディアを用いた特殊教育に関する総合的情報システムの研究開

発」としてまとめた。

（本年度の自己評価・課題）

マルチメディア技術の進展は著しく、３年間の短い研究期間であったが、常に日進月歩の技術革新

の動向に注意を払い、新たなテーマを取り入れるなどの工夫をしながら研究を進めてきた。本研究の

特色は、研究成果の実用化を目指したところにある。内容は、障害のある子どものための新しい機器

やシステムの開発、既存の情報通信機器の効果的な活用法の確立、さらに、利用可能な機器について

の情報提供までを含んでいた。研究を進めるにあたり、研究開発の成果が、直接に学校教育に役立つ

ことを目指してきた。本研究で開発されたソフトウェアは、研究所のWebページを通じて、配布され

る予定である。一般に、機器やシステムの開発では、ユーザーによる評価に基づいて、継続的に改善

・改良の過程を重ねることが不可欠と考えられるため、継続的に開発研究を行う必要がある。

５） 弱視児の視覚特性を踏まえた拡大教材に関する調査研究

－弱視用拡大教材作成に関する開発及び支援について－

（研究の概要）

本研究は、弱視児に見やすい拡大教科書の作成に関する調査・開発研究である。

研究の対象として、盲学校で採択されている小学校用及び中学校用の社会・理科の検定教科書を原

本として、弱視用拡大教科書の作成に関するマニュアルの諸条件（一般の教科書との整合性、文字の

大きさ、配列や見やすさなど）について調査研究し、弱視用拡大教科書を編集・作成するとともに、

効率的な拡大教材作成のためのマニュアルを作成することを目的としている。

平成１４年度は、弱視児にとって見やすい提示方法等について調査し、小学校用の社会「３・４年

」、 「 」 「 」、 「 」 、 、用 理科 ５年用 と中学校用の社会 地理 理科 第一分野 について 調査・開発研究を行い

検定教科書と同様のカラーによる弱視児童生徒用の「拡大教科書」を試作し、編集・作成した。

平成１５年度は、盲学校の小学部及び中学部で使用されている社会・理科について「拡大教科書」

を編集・作成するとともに、それらの教科書の電子化についての方法を検討した。なお、平成１４年

度に作成したものは、１５年度の盲学校や小・中学校弱視特殊学級等において１０７条図書として活

用されている。

（本年度の研究実施状況）

平成１５年度には、前年度試作した残りの学年で使用されている小学校用社会「５，６年生用 、」

「 ， ， 」 「 、 」、 「 」 「 」理科 ３ ４ ６年生用 と中学校用社会 公民 歴史 理科 第二分野 について 拡大教科書

を編集・作成し、平成１６年度からの利用に供するようにした｡

また、前年度試作・作成した「拡大教科書」の使用状況及びその教育的効果等について調査研究を

実施した。さらに 「拡大教科書」開発・編集に当たって、効率的な拡大教材作成としての電子化教、

材作成の方法等について検討し、これらの成果を研究報告書及び拡大教科書作成へのアプローチとし
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てまとめた。

（本年度の研究成果）

前年度に引き続き、社会・理科の「拡大教科書」について編集・作成した。本プロジェクトで作成

した社会・理科の「拡大教科書」は、１０７条図書として全国の盲学校や弱視特殊学級等の弱視児童

生徒に給付され、そして、通常の学級に在籍している弱視児童生徒へも「拡大教科書」として１６年

度から給付されることとなった。

本調査・開発研究の実施状況及びその成果については、本研究所にある「視覚障害教育情報ネット

ワーク」を通じて全国盲学校に随時情報提供するとともに、平成１５年１月と平成１６年１月に開催

された「日本弱視教育研究全国大会」においても発表した。

、 、 、 、また ２か年にわたる本研究の成果については プロジェクト研究報告書としてまとめ その中で

弱視児の視覚特性を踏まえた、これらの拡大教科書編集・作成のノウハウを「拡大教科書作成へのア

プローチ」として研究報告書にまとめ、全国の教育センター（５７機関）及び盲学校（７０校）に、

そして全国拡大教材製作協議会の拡大教材作成ボランティアグループ（５７団体）と教科書会社に配

布した。

さらに、本研究成果報告書から、拡大教科書作成の手引きとして「拡大教科書作成マニュアル（拡

大教科書作成へのアプローチ 」という手引き書を作成し、拡大教科書の理解・啓発と普及を図る予）

定である。

（本年度の自己評価・課題）

自己評価については、２か年で社会・理科の「拡大教科書」を試作・編集・作成することができた

ことである。

課題としては、前年度まで作成の大きな壁になっていた著作権について、平成１５年６月に著作権

法が改正され（平成１６年１月施行 「拡大教科書」の作成は、権利者に許諾を得ることなく行える）、

ようになったが、営利を目的として「拡大教科書」を作成する場合には補償金を著作権者に支払うこ

とが義務付けられており、さらに、電子化についての著作権の問題は解決されていないことである。

しかしながら本研究成果が 「拡大教科書」を必要としている児童生徒にとって、さらに児童生徒、

を取り巻く教育関係者等にとって、今後の教材開発や指導・支援の手引きとして活用されるものと思

われる。

６） 養護学校等における自閉症を併せ有する幼児児童生徒の特性に応じた教育的支援に関する研究

－知的障害養護学校における教育課程、指導法、環境整備を中心に－

（研究の概要）

養護学校等に在籍する幼児児童生徒のなかには、それぞれの障害種別とともに自閉症を併せ有する

ものが増えていく傾向にあるといわれる。とくに知的障害養護学校においてはその傾向が顕著に認め

られる。これらの自閉症を併せ有する幼児児童生徒の教育に関しては、教育課程、指導法、環境整備

など多くの課題があり、個々の学校でその対応に苦慮している。

これまでに自閉症に特化した研究から、その障害特性に応じた指導法や環境整備については成果が

蓄積されつつあるので、本研究ではそれらの成果を踏まえ、養護学校等、特に知的障害養護学校にお

ける障害種別に応じた固有な指導に加えて自閉症を併せ有する幼児児童生徒の特性に応じた適切な教

育課程や指導法、環境整備の在り方などについて検討する。

（本年度の研究実施状況）

（１）平成１５年７月：第一回研究協議会

①研究全体の概要及び年間スケジュールの検討、これまでの実施状況の報告。

②「個別課題学習」に関する学習会

ア 話題提供Ⅰ（宇佐川浩氏・淑徳大学発達臨床研究センター）

「自閉症児の発達的臨床方略」について資料に基づき話題提供があり 「幼児期・学童前期に、

おける自閉性障害の発達的理解」について協議した。
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イ 話題提供Ⅱ（河島淳子氏・トモニ療育センター）

「個別課題学習（トモニ療育センターの実践 」について資料に基づき話題提供があり、トモ）

ニ療育センターで実践されている学習内容について協議した。

（２）平成１５年９月～平成１６年２月

研究協力校等への実地調査、資料収集

（３）平成１５年５月～平成１６年３月

国立久里浜養護学校との共同実践研究

（４）平成１６年３月：第二回研究協議会

①「自閉症教育実践ガイドブック」の改訂内容についての協議。

②国立久里浜養護学校のプロジェクトチームとの共同研究による、自閉症に特化した学級における

一年間の実践をもとした「自閉症指導パッケージ（試案 」の検討。）

③平成１６年度、１７年度の研究推進に関する協議。

（５）平成１６年３月：冊子「自閉症教育実践ガイドブック」の編集、発行（1400部）

（本年度の研究成果）

①国立久里浜養護学校との共同研究では 「自閉症指導指導パッケージ（試案 」を小学部低学年段、 ）

階について検討できた。

②所内の過去の研究、国内の研究のデータ・ベースを整理できた。

③研究協力校５校以外の知的障害養護学校についても、自閉症の子どもの教育実践を実地調査し、

関連する資料を収集できた。

④以上の成果を基に、冊子「自閉症教育実践ガイドブック」を編集、発行（1400部 、盲・聾・養）

護学校等に配布し、本年度の成果を普及することができた。

（本年度の自己評価・課題）

、 「 」 、ほぼ年間計画に従って研究を推進することができ 冊子 自閉症教育実践ガイドブック を発行し

。 、 （ ）、研究成果の普及を図る手だてを講ずることができた 16年度は実践的に指導内容 指導法 指導形態

環境整備を検討し、17年度に研究パートナー制等を活用しつつ、国内各地でのセミナーを開催するこ

とを構想している。事例を収集する研究協力校との共同研究体制づくりが課題である。

７） 小中学校に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒の指導および支援体制に関する研究

（研究の概要）

小中学校に在籍することが多いLD・ADHD・高機能自閉症のある児童生徒に対する教育的支援の在り

方に関し、支援・指導の内容・方法等や特別支援コーディネーター等の支援体制の在り方、教育課程

の在り方等、総合的に研究を行って今後のこの教育の充実に資することを目的とする。

（本年度の研究実施状況）

LD・ADHD・高機能自閉症児の指導内容・方法に関して国内外に文献・資料を収集整理し、効果的な

指導法について分かりやすくまとめる作業を行い第一次原案を作成したが、研究代表者が内容の再考

に時間を要したため、ホームページでの公表には到らなかった。青森県については全県的な調査の結

果が集まったので、その集計と検討を行い、個々の教師への配慮・支援についての助言を含めた返答

を作成中である。

指導時間の検討に関しては茨城県における小中学校の特殊学級および通級指導教室の担任を対象と

した調査を行い、指導の現状と必要と考えられる指導内容や指導時間等について調べ、結果を文部科

学省に報告した。また、青森県の小中学校に出向いて学校での聞き取り調査を行って、簡易型の個別

の指導計画を仮に作成し、それに基づいて必要な指導時間や内容について検討した。この過程で教科

学習の遅れについては必要な個別の指導時間の算定は比較的容易であるが、行動障害への指導・支援

については必要な指導時間の算定が一定の基準で作成しにくく、現時点では一般性を持ちうる算定基

準の作成方法の開発には到っていない。

LD・ADHD・高機能自閉症の判断基準を明確にし、判断や評価の方法についても明らかにする計画に
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ついて、判断方法については、各担当者から原案が上がってきているが、これには課題も多く研究代

表者が現在検討を続けている。

（本年度の研究成果）

LD・ADHD・高機能自閉症の理解および効果的な指導内容・方法についてのQ&Aの原案を作成した。

茨城県で特殊学級を対象として指導時間の現状と課題について行った調査結果を文部科学省に報告し

た。また、青森県で全県的に通常の学級担任を対象として行った調査を集計し、課題に関する結果を

「特別支援教育 （平成15年No11）に発表した。」

その他の研究活動については、作業を継続中である。

（本年度の自己評価・課題）

本年度の当初に予定した研究課題について年度内に作業が終了せず継続中となったものがあり、研

究課題の設定と研究の進行に関して今後改善をしていく必要があると考えられた。

(3) 国内調査研究

＜研究課題＞

研 究 課 題 研究期間 担当研究部等

１）病弱養護学校における心身症等の児童生徒の教育

病弱教育研究部－「心身症など行動障害」に括られる児童生徒の実態と教 14～15年度

育・心理的対応－

重複障害教育研究部２）訪問教育の実際に関する実態調査 14～15年度

＜研究課題毎活動状況＞

１） 病弱養護学校における心身症等の児童生徒の教育

－「心身症などの行動障害」に括られる児童生徒の実態と教育・心理的対応－

（研究の概要）

平成１３年度全国病類調査（全国病弱教育研究連盟他、2001）は、小学部では6．2％、中学部では

23.6％、そして高等部では24.9％の生徒が「心身症など行動障害」の診断分類を持って在籍している

ことが把握された。そして、この数値は過去１０年漸増傾向にある。

しかし「心身症など行動障害」と括られる病態や状態はさらに多種多様であり、この病類の下で在

籍している児童生徒の実態は正しく把握されていない。当然ながら、それぞれの児童生徒への教育的

対応や指導についても教師や学校が参考にできる指針は提示されていない。

本研究ではこれらの児童生徒が抱える身体上、心理社会上、そして教育上の課題を明らかにし、実

態把握を基に、今後の教育・心理的な指導と対応についての検討を行った。

（本年度の研究実施状況）

昨年度の予備調査結果を踏まえ、全国病弱養護学校９７校（分校を含む）を対象に、郵送によるア

ンケート調査を実施した。調査は３部からなり、調査Ⅰは前年度（14年度）在籍児童と心身症など行

動障害および不登校児童生徒数の推移と通学状況に関する調査、調査Ⅱはこれら児童生徒の転入学、

生徒指導、教育課程の編成、進路指導等にかかる調査、そして調査Ⅲは個々の児童生徒についての診

断、登校状況、学習状況、心理・行動上の問題、不登校の背景等にかかる調査である。 調査ⅠとⅡ

は学校（担当者）に、調査Ⅲは該当する児童生徒すべてにつき、その担任教師にそれぞれ回答を求め

た。

94校から回答を得て、97％の回収率となった。

（２年間の研究成果）

病弱養護学校における心身症等の児童生徒とその教育について、以下のことが明かにされ、報告
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書にて公表した。

（１）心身症など行動障害の児童生徒数は全児童生徒数のうち全国平均で16.5％を占めており、その

割合は中学校で24～32％と最も高く、高校では20～23％、小学校では2～15％であった。

（２）心身症等の児童生徒で不登校を経験している者の割合は、小学校１年生の43％から高等部２年

生の100％の幅があり、中学部２年生からは90％を越えていた。

（ ） 、 、 、３ 全児童生徒の通学等の状況において 心身症などの児童生徒は そうでない児童生徒と比べて

自宅通学者の割合が高かった。

（ ） 。４ 教育課程編成上の問題としては学習空白や学習の進度等の個人差等が最も多くあげられていた

、 、 。 、この課題に対し 個別の指導計画の作成 個別指導などの指導の個別化を進められていた また

対人関係に問題を抱えている児童生徒が多く、集団学習に参加できないという問題が明らかにさ

れた。

（５）進路指導上の問題として、中等部卒業祖の進路の問題、高校進学後のドロップアウトのケース

が多いこと等が改めて明らかにされた。

（６ 「心身症などの行動障害」に括られる児童生徒並びに不登校の児童生徒937例についての情報を）

、 、 、 。集計 分析した結果 神経症等の児童生徒の割り合が最も高く 心身症と合わせて85％になった

これら児童生徒の半数は現在でも遅刻・欠席などの問題を抱えていた。また、60％を超える児童

生徒に学力に遅れがあり、その背景には基礎学力の未定着以外に、発達の遅れによる児童生徒の

20％近くいた。

（７）心理面、行動面の問題・特徴として情緒不安定、自我発達の未熟さ、社会性の乏しさが上げら

、 、 。れ また衝動的な行動など 教師や学校はより専門的な知識と方策を備える必要性が示唆された

（８）不登校の背景には様々な要因が輻輳的に関わっており、いじめなどの問題や友人関係の乏しさ

は不登校の契機になっている可能性が高かった。また学習の遅れも不登校の結果としてだけでな

く、原因の一つと考えられる事例も少なくなかった。 他方、家族関係や家庭機能に問題を抱え

ている児童生徒は少なくなく、家庭崩壊、家族の精神疾患、あるいは虐待など多様であった。

（ ） 、 、９ 以上の結果は心身症や不登校の児童生徒に対し 適切な心理・教育的対応をしていくためには

学校が医療機関のみならず、児童相談所や福祉機関との連絡・協力をこれまで以上に密にしてい

くことが急務の課題であることを示している。

（本年度の自己評価・課題）

、 。膨大かつ貴重な資料が寄せられ 現在の病弱養護学校の課題と在籍児童生徒の実態が把握された

全国に資料を普及するとともに、明らかにされた課題について検討を行う必要がある。

２） 訪問教育の実際に関する実態調査

（研究の概要）

養護学校における訪問教育は、昭和４０年代から各都道府県において「訪問指導」として徐々に実

施され、昭和５４年養護学校の義務制実施に伴い、教育形態の一つとして、制度に位置づけられた。

障害のため通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対して、家庭、福祉施設、病院等に教員を

派遣して教育を行っているが、訪問教育の対象となる児童生徒の障害の状態の多様性、教育環境の制

約、担当教員と校内支援体制、関係機関との連携など、訪問教育独自の問題を抱えている。

本研究は、訪問教育を実施している盲・聾・養護学校を対象に調査を行い、訪問教育の現状と課題

を把握すること、調査の報告書を作成配布することをとおして、十分な情報を得にくい訪問教育担当

者相互の情報交換を図ること、及び訪問教育の実施状況ならびにそれに伴う課題を把握しそれらに対

応するための基礎資料を得ることを目的とする。

（本年度の研究実施状況）

調査票Ａ（訪問教育実施校向け 、Ｂ（訪問教育担当者向け）について、集計作業及び集計結果の）

分析を行った。

また、新たに調査票Ｃ（各都道府県・政令指定都市教育委員会向け）を作成し、ＦＡＸ及びＥメー
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ルによる回答をいただき、集計作業及び集計結果の分析を行った。

さらに、研究協力者と研究協力機関を含めた研究協議会を開催し、調査結果の分析と、訪問教育の

実際に関する学校事例の提供をいただいた。

主な調査内容は次のとおりである。

（１）調査票Ａ

「Ⅰ 全体について」で、訪問教育実施の有無、対象児童数と担当教員数と家庭・施設・病院訪問

別、訪問教育部の有無、訪問教育目標、指導回数・指導時間、個別の指導計画、評価、高等部の指導

上の課題等２３問を、また「Ⅱ 家庭（在宅）訪問について」では、家庭訪問教育の措置理由、家庭

訪問教育の指導内容、家庭訪問教育の重点事項、保護者との協力、スクーリング、家庭以外の指導の

場等１１問、さらに「Ⅲ 施設等訪問教育について」では、施設等訪問教育の指導内容、施設等訪問

教育の重点事項、施設等での指導形態、スクーリング、施設等職員との協力等１１問の計４５問であ

る。

（２）調査票Ｂ

訪問教育担当者の経験年数、担当児童生徒数、担当児童生徒の訪問先、担当年数、担当児童の重視

している教科・領域・内容、教育課程、自立活動で重視している指導内容、訪問教育をすすめる上で

の夢やプランについて等の計８問である。

（３）調査票Ｃ

教育委員会が定めている訪問教育の指導に関する内部規定等について、対象とする児童生徒につい

てに規定の有無、対象とする児童生徒を決定する機関、学級編成の基準の有無、指導時間についての

規定の有無、訪問教育を担当する教員の職務内容に関する規定の有無、その他集団指導やスクーリン

グ等の規定の有無等、計６問である。

（２年間の研究成果）

この調査では、訪問教育のかかえている現状や課題を把握することができた。また、全国調査でも

あるので、他の都道府県の訪問教育状況やアイディア、夢やプランについて、訪問教育研究協議会等

で報告し、情報交換をはかることができた。

また、これらの調査から得られた結果の一部を、第４１回日本特殊教育学会や平成１５年度の研究

所主催の訪問教育研究協議会等で発表することができた。

研究協議会の実施により、各都道府県、政令指定都市の訪問教育の取り組みの実際についての情報

収集を進めることができた。

さらに、調査結果の解釈を参加者と意見交換しながら進めることもでき、現場のかかえている課題

を把握することができた。

（本年度の自己評価・課題）

大まかな数値的な分析を終えることができたが、細かな分析まで至ることができなかった。また、

自由記述に関しても分析ができていないところもある。得られた知見を全国に還元するためにもさら

に細かな分析が必要である。

また、夢やプランであげられた項目に関しても実際に実現するためにはどうしたらよいかを具体的

に考えていくことが課題である。

以上、一般研究、プロジェクト研究、国内調査研究の順に述べてきた。本研究所ではこの

他に科学研究費補助金等による研究を行っている。

科学研究費補助金の各研究毎の実施状況は「別紙 １」のとおりである。

(4) 研究活動の外部評価

研究所の管理及び運営に関する重要事項について外部の有識者で構成する運営委員会から

助言を受けているが、平成１５年３月の運営委員会において、研究活動の改善向上に資する
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ため、平成１５年４月に運営委員会に外部評価部会を設置し、利用者のニーズに応える研究

を推進する観点に立って、研究活動の成果等について外部評価を実施している。

外部評価部会は、大学の研究者、学校関係者、特殊教育センター関係者及び福祉関係者等

による障害種（感覚障害、発達障害等）のバランスを考慮し、運営委員４名、運営委員以外

の外部有識者７名で構成し、昨年と同様に平成１６年４月から６月にかけて、部会開催する

他、委員による書面等により評価を実施した。

今回の評価は、平成１５年度に実施したプロジェクト研究７課題（平成１５年度に研究開

始２課題、研究終了５課題 、一般研究２０課題、国内調査研究２課題及び教育相談センタ）

、（ ） 、ーにおいて作成した教育相談マニュアルを含む３０課題を対象に １ 研究目標の妥当性

（２）研究の進捗（達成）状況 （３）研究の成果の３つの評価項目を設け、書面審査等に、

より行い、５段階で評価項目ごとの評価とそれを踏まえた総合的な評価（総合評価）を実施

。 。（ 、した それぞれの評価にはコメントを付した 総合評価の５段階評価 Ａ ：卓越している＋

Ａ：優れている、Ｂ：普通である、Ｃ：やや劣っている、Ｃ ：劣っている）－

この外部評価部会の結果は運営委員会において報告され、審議了承された。

評価した研究課題３０課題の総合評価の概況については、

、 、 、①プロジェクト研究の７課題中 優れているＡ評価が４課題 普通であるＢ評価が３課題

②一般研究の２０課題は、優れているＡ評価が８課題、普通であるＢ評価が１０課題、や

や劣っているＣ評価が２課題、

③国内調査研究については、１課題が優れているＡ評価、１課題が普通であるＢ評価、

④教育相談マニュアルは優れているＡ評価、

であった。

研究報告書の内容・構成が読みやすく分かりやすいような工夫があったこと、また、手引

書やマニュアルの作成は、長年に亘る基礎研究の成果によるものであり、教育現場への還元

の努力が感じられることなどの意見があった。

しかし、評価項目の観点ごとの評価では、①手引書やマニュアルにしては難しい専門用語

が数多く出てくるため、解説を設ける等の工夫が必要であること、②内容の分析や考察にひ

と工夫が必要な研究課題も見受けられることなどの指摘があった。

また、包括的な研究テーマに対して、幾つかの観点から研究に取り組む際、一つ一つの研

究成果は顕著であっても、それらが論文集的な寄せ集めに止まることのないように包括的研

究テーマに迫るまとめ方の工夫が必要であるという意見があった。

なお、研究の成果をアピールしたり、広範囲に提供する方法を考えて実施していくこと、

教育現場に役立たせるようにしていくこと、現状の研究推進について外部の意見を反映させ

ることなどが必要であるとの提言を得たところである。

こうした指摘等を踏まえ、今後の研究活動に反映させるとともに、評価方法の改善に生か

していきたい。

研究課題ごとの総合評価状況は次のとおりである。

一般研究

研究課題 総合評価 評価結果のポイント

「Webを利用した効果的 時宜を得た研究であるだけに、現状把握にとどまったと

な情報発信についての Ｂ ころが惜しまれる。

調査研究」

（２年計画の２年次）
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研究課題 総合評価 評価結果のポイント

「聴覚障害児の障害認 成長過程における環境要因が大きく作用するテーマに取

識と社会参加に関する り組み、わが国におけるこの分野の基礎づくりに貢献した

研究－様々な連携と評 Ｂ 研究である。今後の研究にも期待したい。

価を中心に－」

（３年計画の３年次）

「 ことばの教室』にお 保護者の支援という視点が重視され基底となっており、『

ける早期教育相談と保 これからの協働の在り方を考察するのに不可欠な報告書で

護者支援」 Ａ ある。今後、障害の理解についてＩＣＦやＡＡＭＲの新し

（３年計画の３年次） い考え方を、より一層取りこむことによって、より連携の

しやすい基盤になると思われる。

「 」 「 」「子どもと教師のコミ 研究のまとめと展望 に述べられた 病理学的な知見

ュニケーション関係の と同レベルで、指導場面におけるノウハウとの統合・整理

構築に関する研究－こ を図る必要がある。

とばの教室担当者と周 Ｂ

囲他者との関係に視点

をおいて－」

（２年計画の２年次）

「知的障害のある子ど 新しい視点からのアプローチであり、意欲的な研究であ

もの担任教師と関係者 る。総合考察において、それぞれの方法論の良い点と問題

との協力関係推進に関 点を明確にし、どのような時にどの方法を採用すればよい

する研究－個別の指導 Ａ か、という点まで言及することや、個別の指導計画の作成

計画の作成に焦点をあ 過程における位置付けについて明確にすることが今後の課

てて」－ 題である。

（２年計画の２年次）

「知的障害養護学校に 学校、企業、福祉へ就労支援する観点で、大いに活用で

おける職業教育と就労 きる貴重なデータである。どのように広めていくかが課題

支援に関する研究」 Ａ である。この場合に、インターネット上のQ＆Aなどが期待

。 、 。（４年計画の４年次） される 今後 活用の仕方を整理していくことを期待する

「運動に障害のある子 報告書に盛り込まれている個々の研究は、多面的な視点

どもの教育支援の充実 から取り組まれているが、全体的なまとまりや系統性が乏

と体系化に関する研究 しく、実践事例等の寄せ集めの印象が強い。

－「開かれた学校づく Ｃ

り」と授業研究に焦点

をあてて－」

（２年計画の２年次）

、 、「運動に障害のある子 馬とのふれあいは 他の動物とは異なる独自の面があり

どもへの馬の特性を活 特に乗馬体験は、障害のある子どもの身体的、情緒的等の

用した指導及び評価の 側面から教育効果が期待できる。ただ、乗馬は非日常的な

方法に関する研究」 Ｂ 活動であり、日常の教育活動に取り入れるのは難しい。こ

（２年計画の２年次） の点を考慮し、非日常的な乗馬体験の成果（日常への汎化

等）について検証することが必要であった。

「運動に障害のある子 具体的なＳＴＡガイドブック（手だて等の記載のあるマ

どもの意思表出支援に ニュアル）の作成については、平成１６年度の課題となっ

関する研究」 ているが、ＳＴＡの詳細な事例報告が必要である。報告が

（２年計画の２年次） Ｃ 不十分である。平成１５年度の研究報告の内容に、ＳＴＡ

において、運動に重い障害のある子どもと指導者との具体

的関わり方、双方的働きかけ・言葉かけの明示がないこと

もあり、今後作成されるガイドブックのイメージを持てな

。 、 。い 総合的にはやや劣っており 相当の努力が必要である
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研究課題 総合評価 評価結果のポイント

「学習障害の判断に必 精度の高い診断が意図されている。その一方で、プログ

要となる心理教育的ア ラムの作成という点では今後に期待したい。

セスメントに関する研 Ｂ

究」

（３年計画の３年次）

「慢性疾患児の自己管 全体的に、医療・福祉等と連携した具体的な指導事例を

理に関する研究 含めた報告書、手引き書としても利用価値が高く、研究成－自立

Ａ 果の普及の点からも意義があると考える。広く情報発信す活動における評価開発に視

るとともに内容などをより充実して欲しい。慢性疾患児の点をおいて－」

（３年計画の３年次） 自己管理支援における保護者の役割が大きいことにも留意

が望まれる。

「注意欠陥／多動性障 研究体制等が大がかりではない一般研究の成果として、

害（ADHD）児の評価方 Ｂ 総合評価をＢ（普通）とした。しかしながら、多軸的な教

法に関する研究」 育的診断が必要であるとの知見が示された後に、これを生

（３年計画の３年次） かす内容が明示されていない点など、研究として、さらな

る探求の姿勢が求められる。

「自閉症児の早期教育 非常に時間をかけたていねいな研究である。このような

相談に関する研究」 Ａ 研究の積み重ねが大きな成果の土台となる。土台となる研

（３年計画の３年次） 究としての成果のまとめ方には工夫が必要である。苦労し

た点や課題として残る点を明確にすることが、次のステッ

プにつながる。

「視覚聴覚二重障害教 この研究は本当に少ない関係者のみしか発想できない課

育における教師の専門 題である。また、今後の特別支援教育の展開の中では希少

性に関する研究」 障害であることを大きな理由として国が担当せざるを得な

（２年計画の２年次） Ａ い研究である。継続研究が望まれる。また研修型コンサル

テーションの提案は、重度で多様な障害児の教育に悩む学

校現場と、センター的機能を課題とする学校の在り方にも

有益な提案である。今後は、盲聾二重障害児の教材等に対

する研究が合わせて必要である。

「重複障害児の感覚機 研究協力機関や研究協力者の実践の工夫・研究は高く評

能の評価と、評価に基 価できる。しかし、その意義、位置づけ、関連等全体的な

づく指導内容に関する まとめと課題が有機的に関連することが必要である。今後

研究」 Ｂ の特別支援教育の展開を考えると有益で実践的な研究であ

（２年計画の２年次） る。また視機能の評価とこの活用まで報告されるとなお良

い。これからの特別支援教育の展開を考えると非常に有益

で実践的な研究であり、継続研究が望まれる。

「感覚障害と知的障害 題目が大きすぎた感を免れない。もう少しテーマを絞り

のある重複障害児の概 込んだ研究であれば、相応の評価が得られると思われる。

念形成の機序に関する Ｂ 今後に期待する。

研究」

（２年計画の２年次）

「肢体不自由を主とす 興味深い事例やまとめがなされているので、この研究が

る重複障害児の環境と 広く現場にいきわたるように配慮されたい。なお、何らか

の相互作用に関する実 Ａ の形で継続的研究が行われることを期待する。

際的研究」

（２年計画の２年次）
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研究課題 総合評価 評価結果のポイント

「高度情報化社会にお 情報活用能力は、通常の学校、特殊教育諸学校で指導す

、 、 、ける障害のある子ども べき 重要な基礎能力であり わが国の教育全体にとって

の情報活用能力を育成 Ａ 引き続き重要な研究である。３年間の研究を生かした実践

する教育内容・方法に 事例集を出すことなどが期待される。

関する研究」

（３年計画の３年次）

「自閉的傾向のある児 しっかりとした研究である。今後は支援のあり方の研究

童の社会性の発達と教 Ｂ を期待する スクリーニングテストの実施結果の公開と わ。 「

育的支援に関する研究」 かりやすい成果物」を今後に期待する。

（４年計画の４年次）

、 、「高機能自閉症児等へ 全国的動向の把握によって 現状における課題の解明や

の教育的支援－自閉症 今後の方向性が提示されることが現場では最も求められて

教育の充実に関する効 Ｂ おり、有用な情報を提供していると考える。

果的な研修の在り方に

ついて－」

（２年計画の２年次）

プロジェクト研究

研究課題 総合評価 評価結果のポイント

「自閉症教育実践ガイ 全体的に完成度が高く、今後このガイドブックの活用に

ドブック」 よって、現場教育の充実に役立つことが期待される。

（ 養護学校等における 更にバージョンアップしたガイドブックを世に送り出す「

自閉症を併せ有する幼 ためにも、現場教育に密着した研究に期待したい。

児児童生徒の特性に応

じた教育的支援に関す Ａ

る研究－知的障害養護

学校における指導内容、

指導法、環境整備を中

心に－ ）」

（３年計画の１年次）

「小中学校に在籍する 通常学級の教員への端的なヒントを示すレベルの内容と

特別な配慮を必要とす し、新しさや独自性を盛り込み、今後の研究の進捗に期待

る児童生徒の指導およ Ｂ する。

び支援体制に関する研 教育現場や地域・保護者のニーズに応じながら国の立場

究 ３年計画の１年次 での研究成果を示していく難しさを感じる。」（ ）

「特殊教育諸学校の地 学校、センター、教育委員会、大学を動員した研究成果

域におけるセンター的 であることから、スタート台に立っている盲・聾・養護学

機能に関する開発的研 校にとって役立つ研究内容も少なくない。行政レベルにお

究 ３年計画の３年次 Ｂ いても教育現場レベルにおいてもニーズの高いテーマであ」（ ）

るので、第三者的な述べ方よりもモデルの例示、課題の例

示、工夫の例示など今後出来るだけ完成度の高い研究物に

なるよう努力されることを期待したい。

「２１世紀の特殊教育 検討するべき課題が網羅的に明らかとなっており、理念

に対応した教育課程の 的に深める論点が明確となった点は高く評価するが、一歩

望ましいあり方に関す Ｂ 踏み込んで新たな知見と対策の提言を盛り込むことが必要

る基礎的研究」 なのではないか。また 「特別支援教育」の教育課程の在り、

（３年計画の３年次） 方と通常学級の教育課程との関連に論及を望む。
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研究課題 総合評価 評価結果のポイント

プロジェクト研究 これまでにない取り組みと思われ、具体的なアイデアに

「弱視児の視覚特性を 富んでいる。また、ボランティア希望者の裾野を広げるこ

踏まえた拡大教材に関 とにも貢献する成果である。現場の専門分野の方や当事者

する調査研究 Ａ が活用した際の意見等を取り入れ、更なる秀作にしていく

－弱視用拡大教材作成 ことを期待する。

に関する開発及び支援

について－」

（３年計画の３年次）

「盲・聾・養護学校に 盲・聾・養護学校の自立活動の現状と課題を総合的に把

おける新学習指導要領 握し、各学校種別の指導事例を紹介したことは、重複障害

のもとでの教育活動に 者の漸増に伴い、学校種別相互の連携の必要性が高い状況

関する実際的研究 － Ａ からみて重要である 「まとめ」に掲載された論評は、重複。

自立活動を中心に－」 障害者の教育や自立活動の指導のあり方を再検討すること

（３年計画の３年次） に意義あるものと考える。なお、まとめ方に若干工夫がほ

しい。

「マルチメディアを用 本研究は、教育現場との関連を重視して進めており、開

いた特殊教育に関する 発研究にかかわるヒントを現場教育から数多く得ている。

総合的情報システムの 障害者あるいは、特殊教育にかかわるマルチメデアの開発

研究開発」 は、いずれも現場教育のニーズが高いので、使いやすいも

（３年計画の３年次） Ａ のにするために、何らかの形で引き続き研究が進められる

ことが期待される。

テレビ会議システムは、今後の特別支援教育における活

用範囲が広いので、今回の研究を踏まえた実践レベルでの

普及が期待される。

国内調査研究

研究課題 総合評価 評価結果のポイント

「病弱養護学校におけ 教育・心理的な側面から総合的に実態把握を試みた本調

る心身症等の児童生徒 査は、各学校、行政及び研究機関における今後の具体的対

の教育－『心身症など 応を検討する上で多くの示唆を与えるものであり、高く評

。 、 、 。行動障害』に括られる Ａ 価できる なお 読み手を考えると 構成に工夫が欲しい

児童生徒の実態と教育

・心理的対応－」

（２年計画の２年次）

「訪問教育の実際に関 訪問教育の現状と課題についての多面的な調査は意義が

する実態調査」 あり、より踏み込んだ調査で利用価値が高く意義がある。

（２年計画の２年次） 教育現場の調査研究の仕方に役立つので、継続的な調査研

Ｂ 究を望む。ただし、調査結果のまとめ方については、各調

査項目の結果の報告が中心となっており、三つの調査結果

の分析による総合的な考察と今後の課題の具体的な提示が

欲しい。
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マニュアル

研究課題 総合評価 評価結果のポイント

「障害のある子どもの 教育相談のマニュアルとして読みやすく、教育相談実施

教育相談マニュアル の際の手順についても具体的に述べられている。障害児を

Ver．1『はじめての教 Ａ もつ保護者の教育相談の入門書としても高いレベルを有す

育相談 」 るガイドブックとして活用できる。なお、カウンセリング』

マインド、セルフエスティームの観点からの事例を含めた

教育相談マニュアルの増補版を望む。

２ 研究体制の状況

(1) 研究組織の概要

本研究所の研究組織は、視覚障害教育研究部、聴覚・言語障害教育研究部、知的障害

教育研究部、肢体不自由教育研究部、病弱教育研究部、情緒障害教育研究部、重複障害

教育研究部、情報教育研究部及び分室で構成され、各研究部等における研究の概要は次

のとおりであった。

( )視覚障害教育研究部

視覚に障害があるということは、大まかに２種類の困難をもたらす。自分の周りの状

況が分かりにくく行きたいところへ自由に移動することが難しくなることと、読み書き

が困難になることであることから、これらの障害を乗り越えるために、何をどのように

教えたら良いかということを研究している。最近は、文字の読み書きに加えて、２次元

的な図形をはじめとするグラフィック情報の理解や表現にも研究の焦点を当てている。

これまで視覚に障害のある児童生徒には図形の学習は困難であるとされていたが、教材

や補助機器の進展に伴い学習が可能となってきており、その成果も検証されつつある。

また、視覚障害児童生徒の少人数化と多様化や教育の場の多様化に伴って、視覚障害教

育の教材や教具について視覚障害教育に関連する機関等での相互活用や学校外への支援

を積極的に進めていく必要がある。

平成１５年度においてはこうした観点から、盲教育研究室と弱視教育研究室が従来以

上に連携をとって、視覚障害児童生徒のための点図教材や拡大教材などの教材・教具お

よび相談に関する情報の整備に関する研究 「視覚障害教育情報ネットワーク」の整備、

や活用法の開発を中心に視覚障害児童・生徒の教育に係わる情報収集と共有についての

体制づくりに関する研究、地域の学校や医療・福祉関連機関との連携やネットワーク作

りについては視覚障害児童・生徒の教育支援計画策定および支援のあり方に関する研究

として取り組んだ。

( )聴覚・言語障害教育研究部

聴覚に障害があるということは、音が聞こえにくいということとともに、ことばの発

達に対する教育的なかかわりが求められ、特にその質的な意味合いが重要になることを

意味している。

平成１５年度は、早期からの補聴器の装用に向けたコンピュータを用いた補聴器の選

択や適合の研究を進め、隔年開催の補聴講習会において参加者との協議を通して、その

成果を広めた。また、コミュニケーションにおける手話やキュード・スピーチ等の活用
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に関して、言語指導のあり方についての研究を進めるとともに、近年、聾学校等で話題

となっている自立活動の指導、特に障害認識に関する指導のあり方についての研究も行

った。これらについては、各地域での研究会や全日聾研の大会等に参加した折に情報収

集等に努めた。

言語障害については、発音やことばの遅れという子ども側の問題だけでなく、子ども

とかかわり手との関係、それを取り巻く状況等に着目した研究を進めた。また、ことば

に障害のある子どもにとっては早期からの保護者支援等が重要視されることから、地域

で様々な資源やネットワークを活用した支援体制のあり方についても研究を行った。

( )知的障害教育研究部

知的障害のある子どもが学校や家庭、地域社会の中で生活し将来の社会参加を実現す

るために必要な力を育てるための教育・支援について研究している。知的障害のある子

どもへの支援のあり方が問われ、教育を含む支援の方法等が大きく変化してきている動

向を念頭におきながら研究を進めている。

平成１５年度は、３つのグループで、それぞれのテーマで研究を進めた。１つめは、

、 、子どものニーズ等に応じた指導内容・方法及び支援体制に関する研究であり ２つめは

社会参加やコミュニティーでの生活を支援し、生活の質の向上を目指すために、学校か

ら地域社会での生活への移行を円滑に進めるための支援体制のあり方について検討して

きた。これらの研究については、平成１５年度に研究成果をまとめた。３つめは、後期

中等教育以降の知的障害のある人の教育機会と支援のあり方に関する研究であり、継続

中である。

( )肢体不自由教育研究部

肢体不自由のある子どもたちは、養護学校の他に特殊学級や通常の学級において学ん

でいる。さらに、肢体不自由養護学校では肢体不自由の他に知的な障害や他の障害を併

せ持つ、いわゆる重度・重複障害児といわれる子どもたちが多く学んでいる。

平成１５年度は、これらの子どもたちの個々のニーズの観点から①地域や家庭、保護

者等子どもの暮らしを視野に入れた授業がどのように展開されるべきかについて②人の

「身体の動き」を「人間関係における文脈のある表現」として捉え、その表現の力を促

す指導の展開について③馬を通した障害のある子どもの教育について、の３課題に関す

る実践的な研究を行った。

( )病弱教育研究部

病弱児は長期にわたり、医学的治療と生活規制を受けているが、健康を回復して前籍

校へ戻る者から、生涯を病院で過ごす者までいる。そこで病弱児の教育状況の多様性に

対応するための研究を進めている。平成15年度は、前年に引き続き病弱養護学校及び病

弱・身体虚弱特殊学級に在籍する慢性疾患児の自己管理に関する研究を、自立活動にお

ける評価開発に視点をおいて行った。ターミナル期への教育的対応に関して事例研究を

通して現状把握と課題抽出を行った。当研究部で継続して行ってきた学習障害に関する

研究では、学習障害の判断に必要となる心理教育的評価法の開発を行った。国内調査研

究では、病弱養護学校における心身症等の児童生徒の教育－「心身症などの行動障害」

に括られる児童生徒の実態と教育・心理的対応－は、その実態を捉えた初の全国調査と

して実証的研究となった。



- 47 -

( )情緒障害教育研究部

情緒障害とは、心因的な情緒障害のみを指すものではなく、自閉症をはじめ、注意欠

陥／多動性障害（ 、不登校、精神病、神経症、かん黙など、幅広い要因によっADHD）
て生じる情緒障害を対象としている。

平成１５年度は、社会的ニーズが高まっていることもあり、注意欠陥／多動性障害

（ ）の教育に対する研究を中心に行うとともに自閉症児の早期教育相談についてADHD
の研究を行った。

( )重複障害教育研究部

生命の維持が最優先の課題である子どもから教科の学習が可能な子どもまで、重複

障害のある子どもを幅広く研究の対象としている。

平成１５年度は、教育相談・学校・施設等の場で個々の子どもと長期にわたって係

わりあい、その中で課題を見出し、解決に取り組むことを重視し、子どもの自発性・

自律性を活かすことと、子どもと係わり手の間の相互性を重視したコミュニケーショ

ンについて、生命の維持・増進、感覚障害を伴う重複障害の理解と支援、重度の知的

障害と運動障害を併せ有する子どもへの教育的支援、さらには家庭・学校・福祉・医

療等相互間の連携に関する研究を行った。

( )情報教育研究部

科学技術の進歩とりわけ情報関連技術の進展は、障害のある子どもたちの学習や生

活を豊かにするのに寄与すると期待されている。一方、インターネット等の新しい情

報手段を利用して、日常生活の様々な場面で必要な情報を適切な仕方で活用できる力

を育てることが、教育における重要な課題となっている。

平成１５年度は、実用化を目指した教材・教具の開発研究として「特別な教育的ニ

」 、ーズのある児童生徒のためのICTを活用した教材・教具の開発と普及 を新たに開始し

継続課題であった「高度情報化社会における障害のある子どもの情報活用能力を育成

する教育内容・方法に関する研究 「Web を利用した効果的な情報発信についての調」、

査研究（総合政策情報センター特殊教育情報研究部門一般研究課題 」について成果を）

まとめた。

( )分 室

自閉性を主たる症状とする子ども達を対象として、研究活動を行っている。

平成１５年度は 「自閉的傾向のあるこどもの社会性の発達と教育的支援に関する研、

究」及び「高機能自閉症等への教育的支援－自閉症教育の充実に関する効果的な研修

の在り方について－」の２つの研究課題により、調査や事例研究を通して、教育的な

関わり方や支援の在り方について実践的な研究を進め、成果をまとめた。

(2) 総合的・横断的な研究体制

本研究所の研究組織は、前述のとおり８研究部及び分室で構成されていた。

このような研究組織のもと、特殊教育に関する実際的研究を総合的に行うとともに、

国の施策等に寄与する研究を推進する体制の充実を図るため、研究部・室の組織を超え

て、課題に応じて横断的・弾力的に研究に取り組むプロジェクト研究部門を、総合政策

情報センターに設置していた。

平成１５年度に実施したプロジェクト研究の研究体制等は次のとおりである。
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ア 「盲・聾・養護学校における新学習指導要領のもとでの教育活動に関する実際的研

究－自立活動を中心に－」

・所内研究者

視覚障害教育研究部（１名 、聴覚・言語障害教育研究部（１名 、知的障害教） ）

育研究部（１名 、肢体不自由教育研究部（１名 、病弱教育研究部（１名 、） ） ）

重複障害教育研究部（６名）

・研究協力者

大学・研究関係者（４名 、特殊教育諸学校関係（１名 、特殊教育センター関） ）

係者（２名）

・研究協力機関

盲学校（３校 、聾学校（１校 、養護学校（１１校）） ）

イ 「２１世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方に関する基礎的研究」

本研究は、国の教育政策と深く結び付く内容であるので、文部科学省特別支援教育

課のスタッフ（視学官及び調査官）に研究協力者としての参加を求めるとともに、専

門領域を考慮しながら、教育課程に詳しい研究者や全国各地の特殊教育センター等の

職員にも研究協力者としての参加を依頼した。研究推進会議や拡大研究推進会議、研

究協議会の開催等を通じて、教育課程編成上の課題及び今後の方向性について検討を

行った。また、これらの研究の成果を報告書としてまとめた。

研究協力機関としては、先進的な実践を行っている１１の学校に協力を依頼した。

・所内研究者

視覚障害教育研究部（２名 、聴覚・言語障害教育研究部（１名 、肢体不自由） ）

教育研究部（２名 、知的障害教育研究部（３名 、病弱教育研究部（１名 、） ） ）

情報教育研究部（１名）

・研究協力者

文部科学省関係者（６名 、大学・研究関係者（１２名 、特殊教育諸学校関係） ）

者（１名 、教育委員会関係者（１名 、研究所名誉所員（１名）） ）

・研究協力機関

盲学校（１校 、聾学校（１校 、知的障害養護学校（３校 、肢体不自由養護） ） ）

学校（３校 、病弱養護学校（３校））

ウ 「特殊教育諸学校の地域におけるセンター的機能に関する開発的研究」

・所内研究者

視覚障害教育研究部（２名 、聴覚・言語障害教育研究部（１名 、知的障害教） ）

（ ）、 （ ）、 （ ）育研究部 ２名 肢体不自由教育研究部 ２名 情緒障害教育研究部 １名

・研究協力者

盲・聾・養護学校関係者（７名 、教育委員会関係者（２名 、特殊教育センタ） ）

ー関係者（２名 、文部科学省関係者（１名 、福祉・医療関係者（２名 、大） ） ）

学・研究関係者（３名）

・研究協力機関

盲学校（２校 、聾学校（１校 、知的障害養護学校（７校 、肢体不自由養護） ） ）

（ ）、 （ ）、 （ ）、学校 ４校 知・肢併置養護学校 １校 知・肢・病併置養護学校 ２校

高等学校（１校 、特殊教育センター（２機関））

エ 「マルチメディアを用いた特殊教育に関する総合的情報システムの研究開発」

・所内研究者
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視覚障害教育研究部（１名 、病弱教育研究部（１名 、重複障害教育研究部） ）

（１名 、情報教育研究部（５名 、教育相談センター（１名）） ）

・研究協力者

特殊教育センター関係者（３名 、特殊教育諸学校関係者（１０名 、大学関係） ）

者（３名 、厚生労働省関係研究者（１名））

・研究協力機関

特殊教育センター（２機関 、盲学校（４校 、知的障害養護学校（１校 、肢） ） ）

（ ）、 （ ）、 （ ）体不自由養護学校 ３校 病弱養護学校 １校 知・肢併置養護学校 １校

オ 「弱視児の視覚特性を踏まえた拡大教材に関する調査研究 ー弱視用拡大教材作

成に関する開発及び支援についてー」

・所内研究者

視覚障害教育研究部（５名 、重複障害教育研究部（１名 、情報教育研究部） ）

（２名）

・研究協力者

盲学校（５名 、大学・研究関係者（４名 、 （１名 、） ） ）教育委員会関係者

拡大教材製作協議会（１名 、コンピュータソフト開発会社（１名））

・研究協力オブザーバー

文部科学省関係者（３名 、コンピュータソフト開発会社（１名））

・研究協力機関

日本弱視教育研究会「拡大教材研究会 （１機関）」

カ 「養護学校等における自閉症を併せ有する幼児児童生徒の特性に応じた教育的支援

に関する研究 －知的障害養護学校における教育課程、指導法、環境整備を中心

に－」

・所内研究者

知的障害教育研究部（６名 、病弱教育研究部（１名 、情緒障害教育研究部） ）

（２名 、情報教育研究部（１名 、分室（２名）） ）

・研究協力者

大学・研究関係者（３名 、知的障害養護学校（２名 、福祉関係者（２名 、） ） ）

日本自閉症協会（１名 、文部科学省関係者（１名））

・研究協力機関

知的障害養護学校（５校）

キ 「小中学校に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒の指導および支援体制に関

する研究」

・所内研究者

情緒障害教育研究部（５名 、重複障害教育研究部（１名 、情報教育研究部） ）

（１名 、分室（２名））

・研究協力者

（ ）、 （ ）、 （ ）知的障害養護学校 ３名 特殊教育諸学校 ７名 福祉・医療関係者 １名

特殊教育センター関係（１名）

・研究協力機関

教育委員会（１機関 、日本自閉症協会（１機関））

(3) 研究活動における連携

一般研究、プロジェクト研究等において、研究協力者・機関との連携は非常に重要で
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あることから、研究課題等に関する①情報・資料提供、②指導・助言、③共同開発・研

究、④開発した指導法・試作の実践、⑤教材開発などの協力を得ることにより、実践的

・実際的な研究の円滑な推進を図っている。

なお、各研究協力者・機関のより積極的な協力を得られるよう、適時研究協議会を開

催している。平成１５年度は延べ５０回の研究協議会を開催した。

。各研究における研究協力者・機関数は次のとおり

プロジェクト研究 協力者 ９８人 協力機関 ６６機関

調 査 研 究 協力者 ６人 協力機関 ７機関

一 般 研 究 協力者 １４５人 協力機関 ６９機関

合 計 協力者 ２４９人 協力機関 １４２機関

（協力者内訳） 協力機関内訳）(
学校関係者 １１９人 学校関係機関 １１９機関

大学関係者・研究者 ５９人 大学・研究所 ３機関

都道府県関係者 １８人 都道府県機関 ７機関

医療関係者 １４人 医療機関 ７機関

福祉・労働関係者 １８人 福祉・労働関係機関 ６機関

文部科学省関係者 １４人

民間 ７人

合 計 ２４９人 １４２機関

(4) 客員研究員

客員研究員については、病弱教育研究部に１名配置し、慢性疾患児（不登校や心身症

も含む）の自己管理に関する研究を行った。

３ 研究成果の発表状況

(1) 研究成果の発表論文数等

研究成果としての発表論文数は２９５本であり、発表形態別の論文数は本研究所研究

紀要等１０本、各研究課題の成果報告書１６４本、学術雑誌１８本、学会や専門誌等

８４本、単行本１９本である。これらの論文は、特殊教育の教員、研究者の教育実践や

研究等に役立つものと期待される。また 「 （英文紀要） ． 「国立、 」、NISE Bulletin Vol 7
」、「 」特殊教育総合研究所研究紀要第３０巻 国立特殊教育総合研究所教育相談年報２４号

は、ホームページへ掲載した。

これらのほかにも、教育関係団体・機関の雑誌・機関誌等への発表・寄稿等が８７件

あり、研究成果の普及に努めている。

(2) 研究成果の被引用状況

学会誌等における本研究所の研究成果に関する被引用状況は、日本特殊教育学会の学

会誌である「特殊教育学研究」において、平成１５年度は４３論文であった。

４ 研究成果の活用・普及状況

研究成果は研究紀要や報告書としてまとめられ全国の特殊教育諸学校、教育センター等

へ配布するとともに、セミナーを開催して普及を図っている。また、研修の講義等にも活

用している。
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(1) セミナーの開催状況と成果の活用例

平成１５年度は従来の特殊教育セミナーを国立特殊教育総合研究所セミナーに改称し

て２回開催し、基調講演、パネルディスカッション、プロジェクト研究の成果発表、分

科会等を行った。研究成果の発表等をもとに、参加者にできるだけ発言、意見交換がで

きるように配慮した。

ア 特殊教育セミナー ：平成１６年２月９日～１０日Ⅰ

・ 参加者数：９００名（２日間延べ１，４９１名）

イ 特殊教育セミナー ：平成１６年２月２７日Ⅱ

・ 参加者数：６８８名

・ 発表した成果

「学習障害児の実態把握、指導方法、支援体制に関する実証的研究」

「多動などの行動上問題のある児童への特別支援教育の在り方に関する研究」

「多様化している情緒障害児教育における一貫性と継続性に関する実際的研究」

（セミナーの詳細及び刊行物については 「 情報普及活動」を参照のこと ）、 。Ⅳ

(2) 養護学校等における指導や教育相談における活用例

研究の成果として制作された手引き書・マニュアルや障害者用に開発された各種教材

・教具が教育現場で活用されている。現時点で利用されている例を以下に示す。また、

障害のある子どもの教育では、個々のニーズに合わせた適切な指導が求められるため、

それぞれの事例に対して、長年培われた研究成果等を踏まえた指導助言が必要となる。

その意味においても、研究活動の成果は、養護学校等における指導や教育相談において

役立てられている。

（活用教材・教具等の例）

・特別支援教育コーディネーター養成研修のための企画立案に係る手引き

・リラクセーションあるいは探索活動を促す「スヌーズレン・ルーム」

・視覚聴覚二重の疑似体験のためのワークショップ・テキスト

・重度重複障害のある児童・生徒への指導のための視機能評価方法

・障害のある子どもたちのための情報機器設備ガイドブック

・筋疾患により移動の困難な子どものための低床電動スクータ

・視覚障害児・者を対象とした電子レーズライタ

(3) 研修における活用例

本研究所が実施している長期及び短期研修や各種講習会での講義・研究協議等におい

ては、これまでの研究成果や蓄積された各種の資料を活用・反映した講義とし、充実し

た内容としている。また、情報教育コースでは講義だけでなく、実際の教育機器の製作

をとおして研修を行っており、その中で研究成果を活用している。

また、この講義・研究協議等における研修員などの質問、意見などを、研究材料とし

て研究を進める上で参考としている。

今後はより学校現場に役立つ研究を推進していくためにも、研修員の研究活動への参

加を促進したり、研修事業の研究活動へのよりよき反映のため、研修の中味も検討する

必要があろう。

（活用の例）

・ 教育相談・早期相談とネットワーク」「

・ 点字学習とコンピュータ」「
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・ 教科別指導法－算数数学」「

・ 弱視児の視知覚」「

・ 点字の表記指導」「

・ 教科別指導法－算数数学」「

・ 言語障害教育担当者の指導観を考える」「

・ 特殊教育諸学校の地域におけるセンター的機能に関する開発的研究」「

・ 病気を理由に長期欠席している児童生徒の支援の在り方に関する研究」「

・ 障害の重いこどもとの係わりの視点」「

・ 自立活動を中心とした指導グループでの授業検討」「

・ 個別の指導計画の作成とその教育方法」「

・ 肢体不自由のある重複障害児のコミュニケーション」「

・ 視覚と聴覚に障害のある肢体不自由児のコミュニケーション」「

・ 重度・重複障害のある児童生徒の総合的な学習の時間」「

・ 感覚障害への対応-盲・ろう・盲ろうを中心に」「

・ 弱視／難聴／盲ろうの疑似体験をとおした障害理解のアプローチ」「

・ アシスティブ・テクノロジーの導入と評価」「

・ Ｂ 選択教科の指導：情報の指導」「

・ 特殊教育における教材ソフトウェアの利用」「

・ 情報発信の技法」「

・ 自作教材を活用した授業づくり」「

・ 自閉的傾向のある児童の社会性の発達と教育的支援に関する研究」「

・ 自閉症児・ＡＤＨＤ児における社会的障害の特徴と教育的支援に関する「

研究」

（研修・講習の詳細は 「 研修事業」を参照のこと ）、 。Ⅱ

５ 国及び地方自治体等の施策への寄与

文部科学省をはじめとして、地方公共団体等の施策に関連する協力者会議等に、委員あ

るいはオブザーバーとして研究員等が参加・協力し、種々の特殊教育あるいは通常教育の

施策に寄与している。

文部科学省、都道府県等への協力などの主なものは、次のとおりである。

(1) 文部科学省関係

ア 協力者等会議

「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン策定」 １名

「文部科学省研究開発学校運営指導委員」 １名

「特殊教育教員資格認定試験専門委員 （文部科学省） ３名」

「研究開発学校運営指導委員 （文部科学省） １名」

イ 国の施策へ寄与するプロジェクト研究

・ 盲・聾・養護学校における新学習指導要領のもとで教育活動に関する実際的研「

究－自立活動を中心に－」

「 」・ ２１世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方に関する基礎的研究

・ 特殊教育諸学校の地域におけるセンター的機能に関する開発的研究」「

・ マルチメディアを用いた特殊教育に関する総合的情報システムの研究開発」「
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・ 弱視児の視覚特性を踏まえた拡大教材に関する調査研究「

－弱視用拡大教材作成に関する開発及び支援について－」

・ 養護学校等における自閉症を併せ有する幼児児童生徒の特性に応じた教育的支「

援に関する研究－知的障害養護学校における教育課程、指導法、環境整備を中心

に－」

・ 小中学校に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒の指導および支援体制に「

関する研究」

ウ 資料及び情報提供

文部科学省には、研究所の研究成果である研究紀要ほか各種研究報告書類を提供す

るとともに、次のような事項に関しての資料あるいは情報の提供依頼に応えている。

・ 小・中学校におけるＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制「

の整備のためのガイドライン（試案 」における個別の指導計画に関する資料及び）

情報

・全国盲・聾・養護学校の「センター的機能」についての取り組みに関する情報

・盲・聾・養護学校が「センター的機能」を開発・実施するにあたっての課題・条件

整備に関する情報

・アメリカおよびイギリスにおける聴覚障害児のためのバイリンガル教育の実態に関

する基礎資料

・アメリカ手話および日本手話に関する基礎資料

・英国の特殊教育財政に関する資料

・英国の特殊教育に関係する研究所等の情報

・交流教育ハンドブックに関する資料

・各国行財政に関する資料

・オーストラリアの国レベルの特別支援教育の研究組織に関する資料

・イタリアにおける障害文書センターCentro Documentazione Handicapに関する資料

・英国の特別な教育的ニーズのある子どもの教育に関する資料

・各国のナショナルセンターに関する情報

・英国の特殊教育支援組織に関する情報

・視覚聴覚二重障害のある子どもの教育の実態と研究の取り組みについての情報

・ＡＤＨＤ、ＬＤとテレビゲームの関連に関する資料

・アシスティブ・テクノロジーに関する情報

・韓国の教員免許制度について（制度・法令に係る資料）

・2001年度版韓国特殊教育年次報告書と抜粋

・特殊教育担当教員および教育専門職人事管理基準

・韓国の教員免許状に関する概要

・全国４７都道府県・政令指定都市の教育研修センターにおける軽度発達障害教育の

研修状況に関する資料

・ 学習障害児（ＬＤ）に対する指導体制の充実事業 （平成１２年～１４年度）にお『 』

ける研究委嘱校の校内支援体制等に関する情報

・盲ろう教育についての資料・情報

(2) 他省庁、地方自治体等関係

・国立身体障害者リハビリテーションセンター運営委員 １名

・筑波大学附属盲学校 学校運営評議員 １名

・兵庫県教育委員会障害児教育のあり方検討委員会委員 １名
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・東松山市就学指導委員会委員（言語障害） １名

・神奈川県教育委員会「特別支援教育推進体制モデル事業推進会議」委員 １名

・厚生労働省「発達障害支援に関する勉強会」有識者メンバー １名

・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構研究評価委員 １名

・筑波大学教育開発国際協力研究センター運営協議会委員 １名

・財団法人ベルマーク教育所税財団評議員 １名

・日本発達障害学会常任編集委員 １名

・平成１５年度文部科学省指定研究開発学校研究推進協議会委員 １名

・日本特殊教育学会第４２回大会準備委員 １名

１名・金沢市教育委員会「特別支援教育指針検討委員会」委員

・総務省 通信・放送機構「学校インターネット企画評価委員会」特殊教育部

会委員 １名

・東京都教育委員会「東京都心身障害教育改善検討委員会」委員 １名

・日本障害者雇用促進協会 障害者職業総合センター（平成１５年１０月１日

から独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター 「知）

的障害者PC利用検討会」委員 １名

・ 財）日本テクノエイド協会「ISO TC173 SC2（福祉用具 用語の分類）検討（

国内委員会」委員 １名

・横浜市障害児教育プラン策定委員会委員 １名

・神奈川県立総合教育センター事業推進に係る意見交換会委員 １名

・ 心の輪を広げる体験作文」審査委員 １名「

６ 外部資金の活用状況

(1) 科学研究費補助金

平成１５年度の科学研究費補助金申請数は、継続２０課題・新規２１課題の計４１課

題であり、そのうち継続２０課題・新規８課題の２８課題が採択された。新規課題の採

択率は３８％であり、継続分も合わせた採択率は６８％に達した。

また、補助金総額は５９２９０千円であった。,
（直接経費 ５６５００千円 間接経費 ２７９０千円）, ,

（ 科学研究費補助金の採択状況の詳細は「別紙 ４」のとおりである ）。

各研究毎の課題は以下のとおりである。

研究種目 研 究 課 題 名 研究代表者（所属研究部）

基盤研究（ ） １ 中村 均（情報教育研究部）A ) 特殊教育用ブロードバンド対応コンテンツと高度アクセ

シビリティ支援ツールの開発

２ 自閉症児・ＡＤＨＤ児における社会的障害の特徴と教育 東條 吉邦（分 室）)

的支援に関する研究

基盤研究（ ） ３）インターネットを活用した視覚障害教育用図形教材の 千田 耕基B

盲学校間相互利用に関する研究 （視覚障害教育研究部）

４）特別な教育的ニーズを有する子どもの情報活用能力の 渡邉 章（情報教育研究部）

育成に関する研究
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研究種目 研 究 課 題 名 研究代表者（所属研究部）

５）３次元造形システムを活用した視覚障害児のための絵 大内 進

（ ）画の立体的翻案とその指導法の開発 視覚障害教育研究部

６）聴覚言語障害児のリテラシーを高めるコミュニカティ 宍戸 和成

（ ）ブアプローチの研究と教材開発 聴覚・言語障害教育研究部

７ 「盲ろう二重障害」インターネット教員研修システム構 中澤 恵江）

（ ）基盤研究（ ） 重複障害教育研究部B 築に向けた調査・開発研究

８）知的障害のある人の生涯学習における支援プログラム 小塩 允護

（ ）の開発に関する研究－社会及び個人のヒストリーとネ 知的障害教育研究部

ットワークの検討による－

９）イタリアのインクルーシブ教育における教師の資質と 石川 政孝

（ ）専門性に関する調査研究 重複障害教育研究部

10) 中途失明者の個に応じた最適点字サイズ評価と点字触 澤田 真弓

（ ）読指導プログラム及び教材の開発 視覚障害教育研究部

11) 通常の学級における自閉症児の支援マニュアルの開発 廣瀬由美子（分 室）

と運用に関する実証的研究

12) 学校コンサルテーションによる重複障害教育担当教員 菅井 裕行

（ ）の専門研修支援に関する研究 重複障害教育研究部

13）知的障害のある児童生徒の内発的動機付けを重視した 竹林地 毅

授業に関する研究 （知的障害教育研究部）

14) 心身症・神経症等を伴う不登校児の心理・行動特性及 武田 鉄郎（病弱教育研究部）

び指導法に関する研究

15) 聴覚障害乳幼児と保護者に対する最早期教育的支援プ 佐藤 正幸基盤研究 Ｃ（ ）

（ ）ログラムの開発 聴覚・言語障害教育研究部

）重度・重複障害児における共同注意の障害と発達支援 徳永 豊16

（知的障害教育研究部）に関する研究

）言語障害教育における現場指向型教員研修プログラム 松村 勘由17

（聴覚・言語障害教育研究部）開発と研修教材データベースの構築

）障害乳幼児を抱えて就労している保護者に対する地域 小林 倫代18

（聴覚・言語障害教育研究部）の特色を生かした教育的サポート

）重度・重複障害児の視覚機能の特性と評価 －脳機能 佐島 毅19

（重複障害教育研究部）の関連からの分析的アプローチ－

（情報教育研究部）20) アジア・太平洋地域における特別支援教育への の 棟方 哲弥ICT

効果的活用による近未来

21) 通級指導教室における言語障害児への生活充実指向型 牧野 泰美萌芽研究

（聴覚・言語障害教育研究部）教育支援プログラムの構築

22) 協同学習による学習障害児支援プログラムの開発に関 涌井 恵

（知的障害教育研究部）する研究－学力と社会性と仲間関係の促進の観点から－

23) 学習障害児等の個別の指導計画作成支援マニュアルの 海津 亜希子

若手研究（B） 開発に関する研究 （病弱教育研究部）

24) 軽度知的障害及び学習障害等のある生徒に対する後期 佐藤 克敏

（知的障害教育研究部）中等教育段階の支援に関する研究

（情報教育研究部）25) 電子カルテ・出張記録のための直感的指定が可能な多 渡邉 正裕

形式対応全文検索システムの開発
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研究種目 研 究 課 題 名 研究代表者（所属研究部）

（情報教育研究部）26) 視覚障害者のコンピュータ利用を考慮した速い話速音 渡辺 哲也

声に関する音響学的研究

若手研究（B） 27) 通常の学級の児童が障害について学び理解を深めるた 久保山茂樹

（ ）めの教材と学習プログラムの開発 聴覚・言語障害教育研究部

28) 多職種間連携型の障害児教育に向けた国際生活機能分 徳永亜希雄

類 実用化の開発的研究 （肢体不自由教育研究部）(ICF)

７ まとめと今後の課題

喫緊の課題に対して、応えるべく体制を組織し研究に取り組み、特に視覚障害を有する児

童生徒に有用な拡大教科書などの研究成果を出すことができた。来年度はこれまでに蓄積し

てきた拡大教科書の編集・作成のノウハウを生かしてさらなる研究開発に取り組むこととし

ている。

また、来年度のプロジェクト研究においては、今年度に引き続き、今、強く求められてい

るＬＤ、ＡＤＨＤ、自閉症等の課題の研究に取り組むとともに特別支援教育コーディネータ

ーの役割・機能及び障害のある子どもへの校内支援体制のシステムを明らかにする研究組織

を立ち上げる予定である。

このような、個々のニーズに対応した施策は、教育、福祉、医療、労働等の様々な観点か

ら行われるが、これらの機関とは密接な関係があり、これらのパイプ役としての種々のコー

ディネーターの存在が重要となってきているところである。文部科学省でも、モデル事業を

、 、立ち上げ推進しているが これに関する研究はまだまだ始まったばかりと言えることからも

本研究所が文部科学省と連携し、コーディネーターの研究を始めることは重要であり、必要

不可欠である。

これらの研究では、今まで研究所が取り組み蓄積した成果を整理し、有用な成果はできる

だけ早い段階に公表する予定である。

上記のようにいろいろな課題に対して、プロジェクト研究を主体に横断的に対応してきて

いるが、現況の研究組織は専門的な障害種別の研究部毎となっているため、重度・重複化、

通常学級に在籍する児童生徒への対応、幼児期から成人までの生涯学習としての視点の広が

りへの対応、あるいは場の教育から個々のニーズに応じた対応など、大きく基本的な考え方

が変化していることから、特殊教育の変化に必ずしも対応し切れていない部分があった。

以上のようなことから、本研究所はそれらに対応するために、現況の障害種毎の縦割り組

織ではない新しい研究組織の在り方を検討し、平成１６年度から新研究組織による研究を行

うこととした。

また、新組織の新たな部門における業務への移行をスムーズにするため、平成１５年１０

月から、現在の研究、研修、教育相談等の業務部門にそれぞれ対応チームを設置し、現在の

業務を遂行しつつ、準備を整えてきた。

なお、研究活動における各種の課題であるプロジェクト研究、課題別の研究等を中心とし

た調査研究には、企画部門対応チームで企画・調整に当たってきた。

障害種毎の専門性の研究も基本部分においては重要であることに変わりはないが、とかく

専門性の研究に今まで陥りがちであった。１研究者の狭い範囲での専門的研究でなく、学校

現場等における強いニーズを把握した研究、あるいは他の機関ではなかなか事例が少なく対

応が難しい稀少障害の研究など今までとは違う形となるであろう。

公表された「今後の特別支援教育の在り方について」では、研究所に対して種々の役割に
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ついて提言がされたが、研究所は今後一層国のナショナルセンターとしての視点・認識で研

究に取り組むことが重要である。
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