
平成２７年度

玉野市教育委員会



- 1 -

目次

Ⅰ はじめに

Ⅱ 玉野市の地域連携体制

１ 玉野市特別支援教育ネットワーク連絡協議会について ・・・・・・・・・ ４

２ 玉野市特別支援教育サポート・チームの支援訪問等について ・・・・・・ ７

３ 玉野市の通級指導教室について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

Ⅲ 玉野市の各学校園における個別の支援体制

１ 各学校園における特別支援教育推進体制の概要について ・・・・・・・・ １０

２ 玉野市の特別支援学級について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１

３ 特別支援教育支援員について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４

Ⅳ 障害のある児童生徒の就学と進路

１ 就学指導のあり方について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５

２ 就学基準について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５

３ 玉野市就学指導委員会について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

４ 特別支援学級における進路指導について ・・・・・・・・・・・・・・・ １９

～ 保護者と就学相談を進めるために ～ ・・・・・・・・・・・・・・・ ２０

Ⅴ 各校における取組のあり方

１ 校・園内委員会について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

２ 特別支援教育コーディネーターについて ・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

３ 校・園内支援会議（ケース会議）について ・・・・・・・・・・・・・・ ２２

４ 通常学級における特別支援教育について ・・・・・・・・・・・・・・・ ２５

５ 「個別の教育支援計画」等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７

６ 特別支援教育支援員の運用のあり方について・・・・・・・・・・・・・・ ３１

Ⅵ 市内の教員研修等

１ 玉野市特別支援教育研究会について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２

２ 玉野市教育研修所特別支援教育部会について ・・・・・・・・・・・・・・ ３３

３ 玉野市教育委員会指定特別支援教育研究大会について ・・・・・・・・・・ ３３

４ 特別支援教育の視点に立った学校改善の取組 ・・・・・・・・・・・・・・ ３３

Ⅶ 様式等



- 2 -

はははは

２００６年（平成１８年）６月に学校教育法の一部が改正され，２００７年４月から特別支援

教育が本格的に実施されて８年が過ぎ，様々な取組がなされてきました。

各学校園では，学習や生活に困難を示す幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを大切にするた

め，校長が特別支援教育コーディネーターを指名し，コーディネーターが中心となり，全教育活

動において適切な指導と必要な支援を行っております。また，医療や保健，福祉等の学校外の機

関とも協力しながら，連携して支援を進めていく体制ができつつあります。

また，通常学級での特別支援教育として，多くの学校ですべての子どもが「できる」「わか

る」ようにするための授業改善や，一斉指導の中での個別支援の在り方を研究し，取り組んでい

るところです。また，特別支援学級においても，在籍児童の教育的ニーズに応じた教育課程の研

究等が進んでおり，まさに市内全体で，支援内容の充実に取り組んでおります。

本市では，平成２１年度より，「玉野市特別支援教育ネットワーク連絡協議会」を組織し，障

害のある子どもたちを早期に発見して支援を開始するとともに，適切な支援を継続することによ

って，子どもたちに社会的に自立することのできる力を育成することを目指し，中学校区単位の

地域連携組織の取組みを行ってきました。また，平成２３年度からは，健康増進課が中心となり，

４歳児巡回相談事業も始まり，一層の障害のある子どもの早期発見と支援開始のための支援体制

が整いつつあります。

教育委員会といたしましては，全教職員が自信をもって現在の取組を着実に継続していただく

こと，そして，取り組んでいることの意義や価値を再確認し，「当たり前のことを当たり前にや

り抜く」ことを大切にしていただきたいと考えております。

特別支援教育で一番大切なことは「子どもをしっかりとよくみる」ことです。それは，障害や

困難さを把握することだけではありません。本人の将来の夢や願い，大人になるまでに身につけ

て欲しい力，周囲で支援している人々の思いなどを，しっかり確かめることです。

校種間や関係機関と連携しながら子どもをしっかり見て，全ての教職員が「自分はこの子に何

ができるか」を考えることで，本市の特別支援教育がさらに推進されることを願っております。

玉 野 市 教 育 委 員 会
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玉 野 市 の 特 別 支 援 教 育

ははは ははは

はははははは ははは ははは

・「個別の教育支援計画」

・「個別の指導計画」

・支援目標を達成するための

具体的な指導内容

玉野市教育委員会

学校教育課

玉野市特別支援教育

ネットワーク連絡協議会

中学校区

特別支援教育連携部会
中学校区

特別支援教育連携部会

中学校区

特別支援教育連携部会

７中学校区

玉野市特別支援教育

サポート・チーム

地域保健師

福祉政策課

健康増進課

子育て支援課

岡山県立支援学校

連携

玉野市の相談窓口

・青い鳥育成会

・特別支援学級保護者の会

「あすなろ会」

障害児就労体験「あすなろワーク」

・その他の保護者の会

玉野市通級指導教室

宇野小・胸上小

「スマイル教室」

療育・福祉・医療機関

玉野市障害者総合支援協議会・・・子ども部会

支援 支援 支援 連携

支援

特別支援教育校・園内委員会

特別支援教育コーディネーター

ケース会議

サポート・チーム等専門家

支援

特別な支援が必要な

幼児・児童・生徒

特別支援教育支援員

支援

教職員

校・園長

・教育サポートセンター

教育支援室

・発達支援センター

発達障害支援コーディネーター

・各療育・福祉施設相談窓口
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１ 玉野市特別支援教育ネットワーク連絡協議会について

（１） ネットワーク連絡協議会とは

発達障害を含む特別な支援が必要な幼児・児童・生徒に対しては，教育，保健，福祉，医療，

労働等の関係機関が連携した総合的な支援体制の充実が必要です。（Ｐ３～４参照）

玉野市では「玉野市障害者自立支援協議会」を設置し，様々な方面の方々が参加して，幅広

く支援体制の構築に取り組んでいます。

さらに，自立支援協議会の「教育・就労部会」では，社会的な自立を目指した支援のあり方

や関係機関との連携のあり方等が協議されています。

特別支援教育における具体的な地域ネットワーク支援体制を確立するため，平成２１年度よ

り，「玉野市特別支援教育ネットワーク連絡協議会」を設置し，各中学校区に「特別支援教育中

学校区連携部会」を組織して，校・園を含む地域の特別支援教育推進体制を整備するとともに，

特別な支援が必要な子どもに対し早期からの適切な支援を行い，社会的な自立をめざすための取

組を推進しています。

また，平成２３年度からは，健康増進課が中心となり，小学校就学前の障害のある幼児の早

期発見と適切な支援に取り組むために，「４歳児巡回相談事業」を実施しています。医師や臨

床心理士，市の発達支援コーディネーター等の専門家チームが保育園・幼稚園を巡回し，要支

援児の行動観察や保護者との相談に取り組みます。

各園では，４歳児巡回相談事業の専門家チームの指導支援を受けながら，要支援児への支援

や保護者への対応，中学校区連携部会での情報共有による就学指導の充実に取り組んでいます。

この地域ネットワーク支援体制を通して，就学前の幼児及び就学後

の児童・生徒について，中学校区全体の地域支援ネットワークを充実

させるとともに，校・園と保健，福祉，医療，労働等の関係機関と

の連携を深め，地域の力で特別な支援が必要な幼児・児童・生徒の支

援に取り組んでいます。

なお，本ネットワーク連絡協議会は，市教育委員会学校教育課が所

管し，市内全体の会を年２回程度開催して，玉野市の現状と課題

等についての共通理解を図ります。（５月と２月に開催）

（1）障害のある子どもの早期発見と適切な支援

（2）保育園・幼稚園・小学校・中学校の特別支援教育における連携

（3）各校・園における特別支援教育の体制整備

（4）保健師等の関係機関との連携

(5) 適切な就学指導の推進

ネットワーク連絡協議

会の所管事項
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（２） 中学校区特別支援教育連携部会・就学前支援部会について

連絡協議会の構成は，次の図のとおりです。中学校区特別支援教育連携部会は，各中学校区

ごとの組織で，必要に応じて随時開催されます。ただし，一回目は５月に開催される全体会の

中での開催となりますので，あとは必要に応じて特別支援教育コーディネーターが計画し，実施し

ています。

実施内容としては，情報交換会，中学校区就学指導検討会，中学校区合同研修会等がありま

す。

※ 各校・園の特別支援教育コーディネーターが連携し，必要に応じて，小・中学校の連携会議

や保育園・幼稚園・小学校の連携会議等を会議形態を変えながら，随時開催していくことが大

切です。

(1) 保育園・幼稚園の特別支援教育コーディネーター（担当者）

(2) 小・中学校の教頭，特別支援教育コーディネーター，特別支援

学級担当者

(3) 学校教育課特別支援教育担当者，地域巡回相談員，

通級指導教室担当者

(4) 子育て支援課保育園担当者

(5) 健康増進課保健師

(6) 福祉政策課障害支援担当者

発達障害者支援コーディネーター

ネットワーク連絡協議

会の構成委員

玉野市特別支援教育ネットワーク連絡協議会

A・中学校区特別支援教育連携部会

中学校区連携部会は保育園長・幼稚園長・小学校長・中学校長の指導のもと，中学校の

特別支援教育コーディネーターが運営し，保育園・幼稚園の特別支援教育コーディネ

ーター，小学校の特別支援教育コーディネーター・特別支援学級担当者，地域担当の

保健師等で組織しています。

A・就学前支援部会

就学前支援部会は，保育園長・幼稚園長の指導のもと，保育園・幼稚園の特別支援教

育コーディネーター，保健師等が必要に応じて随時開催し，４歳児巡回相談の情報交換

等，要支援児の早期発見・早期対応に取り組みます。

B・中学校区特別支援教育連携部会 C・中学校区特別支援教育連携部会

B・就学前支援部会 C・就学前支援部会

運 営 委 員 会
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【中学校区特別支援教育連携部会の取組内容】

（1）障害のある子どもの早期発見と適切な支援のための連携（個別ファイルの引継等）

（2）各校・園における特別支援教育体制の充実

（3）保健・福祉・医療・労働等関係機関との連携

(4) 適切な就学指導の充実

（5）保護者・地域への啓発活動

【就学前支援部会の取組内容】

（1）障害のある子どもの早期発見と適切な支援のための連携

（2）保護者との連携推進

玉野市教育委員会 子育て支援課 健康増進課

中学校区 小学校 幼稚園 保育園

宇野中学校区 田井小学校 田井幼稚園 田井保育園

築港小学校 宇野幼稚園 宇野保育園

宇野小学校 築港ちどり保育園

玉 中学校区 玉 小学校 玉原幼稚園 玉認定こども園

玉原小学校 玉原保育園

日比中学校区 日比小学校 和田幼稚園 和田保育園

第二日比小学校 日比幼稚園 渋川保育園

山田中学校区 山田小学校 後閑保育園

後閑小学校 サンマリン認定こども園

荘内中学校区 荘内小学校 荘内幼稚園 槌ヶ原ちどり保育園

荘内南幼稚園 紅陽台ちどり保育園

八浜中学校区 八浜小学校 八浜保育園

大崎小学校 大崎保育園

東児中学校区 胸上小学校 鉾立保育園

鉾立小学校 （サンマリン認定こども園）

【各部会開催にあたってのお願い】

市内全体のネットワーク体制の推進状況及び対象幼児・児童・生徒の状況を把握し，関係

機関等との適切な連携を推進するため，教育委員会学校教育課にて総括することとしています。

よって，各校・園の特別支援教育コーディネーターは，部会開催時には下記の手続きをお

願いいたします。

各地域担当

保健師

就学前支援部会

中学校特別支援教育コーディネーター

保育園・幼稚園の特別支援コーディネーターは，部会（ケース会議）を開
催する旨，中学校特別支援コーディネーターへ連絡する。

部会の活動状況を「様式９」により取りまとめ，各学期の終了
時に学校教育課へ提出する。
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２ 玉野市特別支援教育サポート・チームの支援訪問等について

（１） サポート・チームの取組について

玉野市教育委員会では，福祉政策課の事業である「たまの発達障害者支援センター（発達支

援センター「青い空」内で相談窓口を開設）」の発達障害支援コーディネーターと教育委員会

が所管する地域巡回相談員（中学校教諭を委嘱），教育委員会特別支援教育担当指導主事と教

育カウンセラー，玉野市青少年育成センターの心理相談員，通級指導教室担当教諭，岡山南支

援学校コーディネーター等が連携して，玉野市特別支援教育サポート・チームを組織していま

す。

サポート・チームは，各校・園の求めにより，特別支援教育の充実や支援会議（ケース会

議）・校内研修・個別の指導計画作成についての指導・助言等に取り組み，校・園の支援に取

り組んでいます。

（２）支援訪問の依頼について（保育園，幼稚園，小学校，中学校）

特別支援教育に関する様々な指導助言や支援訪問等の依頼がある場合は，全て教育委員会学

校教育課の特別支援教育担当者へ連絡願います。その際には，訪問希望日を３日程度準備して

ください。（「青い空」，巡回相談員や通級指導教室担当教諭の所属校，岡山南支援学校等へ

直接連絡しないようお願いいたします。なお，県事業の巡回相談を希望する場合は，直接岡山

南支援学校と日程調整をし，所定の申請書を作成して学校教育課へ提出してください。）

連絡を受けましたら，学校教育課で，ケースの内容に応じてサポート・チームを編成し，派

遣の日程を調整をします。関係者への派遣申請は学校教育課で作成して送付いたしますので，

校・園で作成する必要はありません。

なお，支援訪問の内容については，管理職と相談の上，校・園の特別支援教育コーディネー

ターが企画してください。

サポート・チームを招聘する場合は，「個別の指導計画」や「座席表」等はご用意ください。

（企画についての相談がある場合には，学校教育課まで御連絡ください。）

その他，地域支援センター岡山南支援学校の行う来校相談や巡回相談（県の事業），玉野市

教育サポートセンターの心理相談，就学相談等があります。

【「青い空」内の「たまの発達障害者支援センター」の実施する観察訪問について】

市内の発達障害のある子どもを持つ保護者の方が，支援センターに相談等に行かれた場合，より適

切な支援を展開するため，発達障害支援コーディネーターが校・園への訪問を依頼をする場合があり

ます。

これはいわゆる「観察訪問」で，発達障害者支援センターの所掌する取り組みですので，学校教育

課へ連絡する必要はありません。

状況については，発達障害支援コーディネーターと学校教育課が連絡を取り合い，把握するように

しています。

ただし，観察訪問後に継続した支援訪問が必要な場合は，学校教育課へ依頼願います。



- 8 -

３ 玉野市の通級指導教室について

（１）通級指導教室とは

小・中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害のある児童生徒に対して，各教科の指導は主

として通常の学級で行いつつ，障害に応じた指導を特別の場で行うものです。（就学基準参

照）

現在，玉野市には言語障害者への指導も含め，自閉症等の複数障害に対応した通級指導教室

「スマイル教室」が玉野市立宇野小学校と玉野市立胸上小学校に設置されており，通級児童に

対して，障害の実態に応じた自立活動等の個別指導や集団指導による特別な指導が行われてい

ます。

（２）通級による指導の対象

通級指導教室では，就学基準をもとに，幼児・児童の発達段階や言語障害，自閉症等の障害

の実態を充分検討した上で，通級による指導が必要かどうかを就学指導委員会により判断して，

通級による指導に取り組んでいます。

（３）通級による指導の内容

通級による指導とは，障害の状態に応じて，障害の状態の改善・克服を目的とする指導，す

なわち，特別支援学校等における自立活動に相当する内容を有する指導を意味します。特に必

要があるときは，障害の状態に応じて各教科の内容を補充指導することもありますが，原則は

自立活動等の指導を行います。

現在，障害のある児童には，障害が重複しているケースが多く，例えば言語障害のある児童

には，自閉症等の発達障害をあわせ有する児童がいます。通級指導教室では，対象の児童の障

害特性を十分把握し，障害に応じた指導を行っており，言語障害と発達障害をあわせ有する児

童には，ソーシャルスキルトレーニング等を含めた発音・発語指導等に取り組んでいます。

また，通級による指導は，該当児童の在籍学級の担任と，指導内容を共有し，役割分担等に

よる連携指導に取り組まなければ，十分な成果は上がりません。通級担当教諭は，「指導記

録」を該当児童の在籍校へ通知するとともに，連携のためのケース会議をもったり，観察訪問

に赴くなどして，該当児童の在籍校で，通級による指導内容にリンクした適切な支援が取り組

まれるように，連携を推進しています。

言語障害のある児童に対する通級による指導は，正しい音の認知や模倣，吃音器官の運動の

通級指導教室への通級は，玉野市就学指導委員会による判定が必要です。「就学指導・事務の手

引き」を参照してください。また，通級を希望する場合は，事前に通級指導教室に相談願います。

【スマイル教室での教育相談活動】

随時相談を受け付けていますので，電話で申し込んでください。来室の日時を調整し，必要書類等

を送付いたします。相談日は原則として，水曜日の午前中を設定しています。

スマイル教室専用電話 宇野小：３１－２９１５ 胸上小：４１－２０６６
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調整，発音・発語の指導などの構音の改善に関わる指導，言葉の流ちょう性を改善する指導等

があり，個別指導が中心となりますが，障害特性に応じて，集団指導が必要な場合もあり，柔

軟に対応しています。

自閉症等の発達障害のある児童に対する指導は，他人と社会的な関係を形成することに困難

を伴い，しばしば，コミュニケーションの問題や行動上の問題，学習能力のアンバランス等が

混在しています。

そのため，円滑なコミュニケーションをとるための知識・技能を主な指導内容とした個別指

導が必要であり，さらにその個別指導の般化場面として，小集団指導（グループ指導）が行わ

れることが大切です。

小集団指導では，個別指導で行ったことを評価しながら，学校のきまりや適切な人間関係を

維持するための社会的ルールの確認など，社会的適応に関することが主なねらいとなります。

このように，通級による指導は，個々の障害特性に応じて，様々な指導形態を取りつつ推進

されています。

（４）地域の支援センター的機能の充実

これからの通級指導教室は，地域の支援センター的機能を有することで，市内の特別支援教

育充実に取り組んでいく必要があります。

通級指導教室担当者は，保護者の通室相談だけでなく，各校・園からの特別支援教育に関す

る相談に応じるようにしています。また，玉野市特別支援教育サポート・チームに所属し，各

校・園への支援訪問等にも取り組み，専門性を生かした活動を展開しています。

【通級指導を受ける児童をもつ学級担任の役割】

通級による指導を受けている児童の在籍学級担任は，保護者と連携をもちながら，校内の特別支

援教育コーディネーターや通級指導担当教諭と協力して「個別の指導計画」を作成し，学級での支援

に取り組んでいくことが必要です。（様式６）

個別ファイルを作成し，通級の指導をより効果的にするための指導を充実させ，その内容をしっかり

記録していくことで，通級指導終了後も校内での支援が継続していくよう配慮していかなければなりま

せん。
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は ははははははははははははははははははは

１ 各学校園における特別支援教育推進体制の概要について

保育園・認定こども園・幼稚園・小学校・中学校では，通常の学級に在籍している児童・生

徒を含め，特別な支援が必要な児童・生徒に適切な指導と必要な支援を行うため，校・園内の

特別支援教育の中心となる特別支援教育コーディネーターの指名や，一人一人の教育的ニーズ

に応じた支援の在り方や就学指導について話し合う校・園内委員会の設置，一貫した適切な支

援を行うための個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成・活用など，校・園全体としての

推進体制の充実を目指すとともに，各中学校区で組織されている中学校区連携部会による系統

的な地域支援に取り組んでいます。

玉野市教育委員会では，福祉や健康等の関係各課と連携を取りながら，市内の推進体制の整

備と各校・園への様々な支援や研修の場を設けるなどの取り組みにより，市内の特別支援教育

の総合的な推進を進め，教員の資質の向上にも取り組んでいるところです。

また，特別支援学校は，各校の教員の専門性や施設・設備を生かした相談・支援等の地域の

センター的な機能を持ち，積極的に地域の校・園の支援に取り組んでいます。玉野市は岡山南

支援学校を地域のセンターとしています。

保育園・幼稚園・小学校・中学校の教職員や保護者の支援を行います。支援には「来校相談」と

「巡回相談」があり，電話で受付をしています。

電話（０８６）２９８－１０９０ 小学部・中学部・高等部のコーディネーターが対応します。

○幼児・児童・生徒の学習・生活・集団活動等の学校生活に関すること

○職員研修の講師

○個別の教育支援計画等の作成について

○ケース会議や校内における支援体制について

○学校卒業後の生活や進路等

※ なお，巡回相談は県の「巡回相談事業」によるものですので，所定の用紙で学校教育

課を通して申請願います。

岡山南支援学校の支援活動
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１ 玉野市の特別支援学級について

（１）特別支援学級の設置について

障害の程度が特別支援学級への就学基準に該当する子どもたちは，学校教育法第７５条にも

とづき，小学校・中学校に設置されている特別支援学級に就学し，適切な支援を受けます。

特別支援学級は，一人一人に対し，具体的な目標を設定し，適切な指導事項を選定するなど

して，効果的な指導を行います。

特別支援学級の教育課程は，通常の学級の教育課程を基本とし，特別支援学校の学習指導要

領に示されている自立活動，知的障害者のための各教科や，その他の教育課程編成上の特例を

参考にして活用することができます。

現在，玉野市には次の表の通り，小・中学校に特別支援学級が設置されています。

【玉野市の特別支援学級設置状況】 （平成２７年４月現在）

小 学 校 中 学 校

田井小学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（２） 知的障害特別支援学級（１）

築港小学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１） 宇野中学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

宇野小学校 知的障害特別支援学級（１） 肢体不自由特別支援学級（１）

自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

玉 小学校 知的障害特別支援学級（１） 知的障害特別支援学級（１）

自閉症・情緒障害特別支援学級（１） 玉 中学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

玉原小学校 知的障害特別支援学級（１）

自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

日比小学校 知的障害特別支援学級（１） 知的障害特別支援学級（１）

自閉症・情緒障害特別支援学級（１） 日比中学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

第二日比小学校 知的障害特別支援学級（１）

自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

山田小学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１） 山田中学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

後閑小学校 知的障害特別支援学級（１）

荘内小学校 知的障害特別支援学級（１） 荘内中学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

自閉症・情緒障害特別支援学級（３）

八浜小学校 知的障害特別支援学級（１） 八浜中学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

大崎小学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

胸上小学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１） 東児中学校

鉾立小学校 自閉症・情緒障害特別支援学級（１）

特別支援学級の教育課程の一層の充実を図るため，特別支援学級の担任は，積極的に研修に

取り組み，他校の特別支援学級担任との連携による情報交換や共同研修等を推進し，指導力の向

上と望ましい特別支援学級のあり方について研究しています。
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（２）特別支援学級の教育課程編成について

特別支援学級では，一人一人の障害の実態をきめ細やかに把握して，どのような指導内容・

指導形態が必要かを検討し，各教科・領域，自立活動等の学校生活場面ごとに効果的な指導支

援を実践できるよう，教育課程を編成しています。

また，児童生徒の障害の実態（例えば，知的障害，知的障害を伴う自閉症，自閉症等）によ

り，教育課程の編成パターンも異なります。

【教育課程の編成パターン】

Ⅰ 通常の教科指導＋自立活動

知的障害のない自閉症等の児童生徒が対象

Ⅱ 通常の教科指導＋下学年対応の教科指導＋自立活動

軽度の知的障害と自閉症等の重複した障害のある児童生徒が対象。

全部もしくは部分的な下学年対応がある。

Ⅲ 下学年対応の教科指導＋自立活動

（下学年対応は特別支援学校の各教科指導内容に代替も可）

比較的軽度の知的障害のある児童生徒が対象

Ⅳ 特別支援学校の学習指導要領に準じた教育課程

比較的重い知的障害のある児童生徒が対象

つまり，基本的には，知的障害の状況に応じて，教科指導の取組を検討しています。ただし，

知的障害の状況だけでなく，自閉症等の障害特性から学習の困難さが表出している場合もある

ので，学習指導については十分分析して取り組むことが大切です。

特別支援学級では，障害のある児童生徒の実態を把握し，教育的ニーズを捉えるとともに，

保護者と相談しながら教育課程を編成しています。

（３）特別支援学級の自立活動について

（自立活動の構造図）

自立活動は，障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導領域です。

特別支援学級では，「障害による」困難の改善・克服を目的として自立活動の指導計画を立て，

積極的に取り組んでいます。

自立活動は，特別支援学校学習指導要領にある自立活動の６区分２６項目に沿った活動内容

を，知的障害領域に働きかける内容，自閉症等に働きかける内容等，該当児童生徒の実態に合

授業での支援

教科指導の中での自立活動

特設された時間での自立活動

教育活動全体を通じた自立活動
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わせ，しっかり吟味して取り組んでいかなければ成果

は得られません。特別支援学級では，自立活動の充実

を保護者との連携を持ちながら推進しています。

また，特別支援学級の教科指導では，自立活動的な

指導内容も含まれます。特設された自立活動の時間で

の指導と，教科指導の中での自立活動的な取組の関連

性も留意して，一人一人のこともたちの障害による学

習上又は生活上の困難の改善・克服を目指して指導支

援を行っています。

【参考】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章自立活動第３

指導計画の作成と内容の取扱い１

「自立活動の指導に当たっては，個々の児童又は生徒の障害の状態や発達の段階

等の的確な把握に基づき，指導の目標及び指導内容を明確にし，個別の指導計画を

作成するものとする。その際，第２に示す内容の中からそれぞれに必要とする項目

を選定し，それらを相互に関連付け，具体的に指導内容 を設定するものとする。」

「自立活動」の内容は，①健康の保持，②心理的な安定，③人間関係の形成，

④環境の把握，⑤身体の動き，⑥コミュニケーションの６つに区分され，さらに

区分ごとに３～５項目の全２６項目が示されている。しかし，指導にあたっては，

区分ごとまたは項目ごとに別々に指導するのではなく，個々のこどもたちの実態

をもとに，必要とされる項目を選定し，それらを相互に関連づけて，具体的な指

導内容を設定することとされている。

（４）適切な交流及び共同学習について

特別支援学級では，設定した指導目標に従って，成果が予想される場合は，教科によって通

常学級で授業を受ける交流の時間を設定したり，行事等により共同学習の機会を設定していま

す。交流及び共同学習の時間を設定する場合は，「交流の時間を通して，どんな力を育てたい

か」という目標設定が必要であり，特別支援学級では，交流の時間を設定することが，学力向

上や生活上の困難さの克服につながることが明確な場合のみ設定しています。
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３ 特別支援教育支援員について

（１）特別支援教育支援員とは

特別支援教育支援員とは，食事，排泄，教室移動の補助といった校・園における日常生活上

の支援や，発達障害のある幼児・児童・生徒に対する生活・学習支援，安全確保などの学校・

園での活動上のサポートを行います。

学級担任や特別支援教育コーディネーター等は，特別支援教育支援員に対して，学級経営の

方針や特別な支援が必要な児童生徒の授業及び生活指導などにおけるねらいを的確に伝え，指

導方針を踏まえた対応を指示する必要があります。

（２）特別支援教育支援員の勤務について

特別支援教育支援員の勤務については，勤務時間を遵守するとともに，打ち合わせの時間や

支援会議への参加するための時間を，勤務時間の中に計画的に位置付けなければなりません。

勤務のすべての時間を幼児・児童・生徒の支援に費やすのではなく，効果的な支援を行うた

めに，担任やコーディネーターとの打ち合わせの時間を十分に確保することが大切です。

【勤務の割り振りの例（支援会議を持つ週の場合）】

月 火 水 木 金

１

２ 授業支援 授業支援 授業支援 授業支援 授業支援

３ 授業支援 授業支援 授業支援 授業支援 授業支援

４ 授業支援 授業支援 授業支援 授業支援 授業支援

給 給食指導等 給食指導等 給食指導等 給食指導等 給食指導等

５ 授業支援 授業支援 授業支援 授業支援 授業支援

６ 支援会議 授業支援 まとめ・計画・連絡

放

５時間勤務 ５時間勤務 ６時間勤務 ６時間勤務 ６時間勤務

支援員研修会の様子
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は ははははははははははははははは

１ 就学指導のあり方について

障害のある児童生徒の就学にあたっては，教育委員会と学校・園等が保護者及び専門家の意

見を聞きながら，教育学，医学，心理学等の観点から総合的かつ慎重に行っています。

障害のある児童生徒にとって，通常学級での特別な支援が適してい

るのか，特別支援学級での個別指導が適しているのか，通級による指

導が適しているのか，特別支援学校への入学が適しているのかという

ことを慎重に検討し，その子にとってもっとも望ましい就学先はどこ

であるかを判断していく必要があります。

教育委員会は学校長と保育園・幼稚園長及び各校・園の特別支援教

育コーディネーターとの連携を密にし，保護者の意向を把握しなが

ら，幼児の適切な就学指導に取り組みます。

また，保育園・幼稚園では，特別支援教育コーディネーターを中心に，長期的な視野に立ち，

保護者の心に寄り添いながら，障害のある児童生徒の就学について話し合っていかなければな

りません。中学校入学前の児童については，教育委員会は中学校長と小学校長，各校の特別支

援教育コーディネーターとの連携を密にし，保護者の意向を大切にしながら，児童の適切な就

学指導に取り組んでいきます。

２ 就学基準について

（１） 特別支援学校の就学基準 （学校教育法施行令第２２条の３）

特別支援学校への就学が適する視覚障害者，聴覚障害者又は知的障害者，肢体不自由者若し

くは病弱者の心身の故障の程度は，次の表に掲げるとおりです。

区 分 障 害 の 程 度

視 覚 両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度なもののう

障害者 ち，

拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困

難な程度のもの

聴 覚 両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上のもののうち，補聴器等の使用によって

障害者 も通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

知 的 １ 知的発達の遅滞があり，他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助

障害者 を必要とする程度のもの

２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち，社会生活への適

応が著しく困難なもの

肢体不 １ 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行，筆記等日常生活における基本的

不自由 な動作が不可能又は困難な程度のもの

２ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち，常時の医学的観察指

導を必要とする程度のもの
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病弱者 １ 慢性の呼吸器疾患，腎臓疾患及び神経疾患，悪性生物その他の疾患の状態が継続し

て医療又は生活規制を必要とする程度のもの

２ 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

備 考 １ 視力の測定は，万国式試視力表によるものとし，屈折異常があるものについては，

矯正視力によって測定する。

２ 聴力の測定は，日本工業規格によるオージオメーターによる。

（２） 特別支援学級の就学基準

（「障害のある児童生徒の就学について」平成１４年文部科学省通知）

知的障害特別支援学級，自閉症・情緒障害特別支援学級，肢体不自由特別支援学級に就学さ

せるべき心身の故障の程度は，次に掲げるとおりです。

ア 知的障害者

知的障害の遅滞があり，他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部

援助が必要で，社会生活への適応が困難である程度のもの

イ 肢体不自由者

補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度

のもの

ウ 情緒障害者

一 自閉症又はそれに類するもので，他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である

程度のもの

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，社会生活への適応が困難

である程度のもの

（病弱者及び身体虚弱者，視覚障害者，聴覚障害者，言語障害者については，特別支援学級が

設置されていないため省略しています。）

（３）通級による指導の就学基準

（「障害のある児童生徒の就学について」平成１４年文部科学省通知，「通級による指導の

対象とすることが適当な自閉症者，情緒障害者，学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該

当する児童生徒について」平成１８年文部科学省通知）

① 言語障害

口蓋(がい)裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障がいのある者，吃音等話し言葉

におけるリズムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者，

その他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る）

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

② 情緒障害

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
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③ 自閉症

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

④ 学習障害

全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む，書く，計算する又は推論する能力の

うち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので，一部特別な指導を必要とする程度の

もの

⑤ 注意欠陥多動性障害

年齢又は発達に不釣り合いな注意力，又は衝動性・多動性が認められ，社会的な活動や学業

の機能に支障をきたすもので，一部特別な指導を必要とする程度のもの

３ 玉野市就学指導委員会について

（１） 設置の目的について

就学指導委員会は，保護者及び教育学，医学，心理学その他の障害のある児童生徒等の就学

に関する専門的知識を有する者の意見を聞き，就学基準に基づき適切な判断をするため，また，

就学指導が円滑に行われるために必要と認められる教育相談及び特別支援教育の啓発，特別支

援教育に関する教育内容等の指導・助言を行うために設置されています。

① 就学指導委員会への判定依頼は，７月末，１０月末が提出時期で，７月末に年度途

中の特別支援学級入級予定者の判定依頼を，１０月末に来年度特別支援学級入級予定

者及び特別支援学校入学予定者の判定依頼を提出していただいています。

通級による指導の判定については，７月末に年度途中の入級予定者の判定依頼を，

１０月末に来年度入級予定者の判定依頼を提出していただいています。

② 求めがある場合は，委員会を招集しますが，そのいとまがないとき，就学指導委員

会委員長が必要と認めるときは，委員会に付議する事案について，回議により議決に

代えることができます。

就学指導委員会は，玉野市小・中学校の特別支援学級で教育することが必要と考えられる者，

県立の特別支援学校で教育することが必要と考えられる者，在宅障害児のうち訪問指導員の派

遣が必要と考えられる者，通級指導教室で教育することが望ましいと考えられる者等について，

障害の種類・程度に応じた適切な教育の場について判断し，就学が適切に行われるように，教

育委員会に対して助言を行います。

宇野小学校の通級指導教室「スマイル教室」は，複数障害種に対応した教室であり，児童の実態に

合わせた指導が行われます。幼児担当の指導員も配置されておりますので，保育園・幼稚園からの教

育相談にも対応しています。
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（２） 就学指導委員会へ判定を依頼するための手続きについて

就学指導委員会に判定を依頼する場合は，小学校及び中学

校長，特別支援教育コーディネーターが，該当の幼児・児童

・生徒の就学について，保護者と十分に話し合い，その意向

を踏まえながら，校内就学指導委員会において充分協議した

上で，次の書類を教育委員会に提出します。

通級による指導の判定を依頼する場合も同様です。通級指

導教室設置小学校と連携を密にし，遺漏がないようにお願いします。なお，通級を希望する場

合は，まず通級指導教室の教育相談を受ける必要があります。

また，就学指導委員会へは，住居変更予定や指定校変更を行った児童生徒の場合は，就学予

定先の学校から判定依頼を提出していただくことになります。

必要書類 【特別支援学校，特別支援学級】

申請書，学校作成の就学指導資料，医療機関等による診断書

（診断書は１年以内に受診されたものを原則とする。）

【通級指導教室】

申請書，学校作成の就学指導資料（通級指導教室用）

言語障害のみで通級による指導を必要とする場合については，診断書は必要

ありませんが，その他の事由によって通級による指導が必要な場合については

医療機関等による診断書が必要です。

※ 就学指導委員会へ判定を依頼するための手続きの流れ等については，「就学指導・事

務の手引き」（玉野市教育委員会作成）を参照願います。

【就学にあたっての留意事項】

特別支援学級への就学については，Ⅲ章―２を参考にしてください。また，就学予定先の小学校ま

たは中学校に対象の幼児・児童の就学すべき特別支援学級が設置されていない場合は，まずは学校

教育課へ御相談ください。基本的には，すでに該当の特別支援学級が設置されている学校への指定

校変更による就学になりますので，早い段階でその旨を保護者に伝え，保護者が検討するための充

分な時間を確保するようにしてください。

指定学校に就学すべき特別支援学級がある場合は，特別な事情がない限り，指定学校への就学と

なります。
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４ 特別支援学級における進路指導について

（１） 小学校の進路指導について

小学校の特別支援学級に在籍する児童の進路については，特別支援学校への就学か，中学校

の特別支援学級への就学，または中学校での通常学級への就学等が考えられます。

保護者との連携を密にしながら，対象児童の状況をしっかり把握し，「個別の教育支援計

画」等による長期的な目標の中に，望ましい進路を明確に位置づけて，支援を継続していくこ

とが必要です。

また，進路先のニーズを踏まえ，新しい環境での生活

を想定した指導・支援を行うことが大切です。

なお，特別支援学校への就学については，事前に特別

支援学校との教育相談を行っておくことが必要です。

（２） 中学校の進路指導について

中学校の特別支援学級に在籍する生徒の進路については，特別支援学校への進学か，高等学

校への進学，または就職等が考えられます。

保護者との連携を密にしながら，対象生徒の状況をしっかり把握し，「個別の教育支援計

画」等による長期的な目標の中に，望ましい進路先を明確に位置づけて，適切な支援を継続し

ていくことが必要です。

また，進路先のニーズを踏まえ，新しい環境での生活を想定した指導・支援が必要です。該

当生徒が自立できるようにするために，卒業時に身につけておくべき力を想定し，計画的に指

導・支援を展開することが大切です。

なお，特別支援学校への進学については，事前に特別支援学校との教育相談を行っておくこ

とが必要です。
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保護者との就学相談を進めるために

（１）子どもにとって適切な就学先はどこかを保護者の心に添いながら，一緒に考えましょう。

我が子の障害を受け入れることは保護者にとって非常に困難なことであること，障害があ

っても通常学級で他の子どもと同じように生活させたいと願うのが当然であること等を考慮

しましょう。 特に小学1年への就学は，子どもの将来の進路を保護者が決めてしまうこと

になるので，保護者としても決断にはかなりの決心がいることを理解しましょう。

（２）本人及び保護者が進路を決定する時のめやすとなるよう，できるだけ多くの情報を提供しま

しょう。

通常学級での支援はどのようなものか，特別支援学校での指導や進路，特別支援学級での

指導や進路，通級指導教室での指導内容等を正しく伝えながら話し合うことが大切です。特

別支援学校や特別支援学級について見学や体験。専門家の意見，発達検査，就学指導委員会

の意見，現在の教育機関や関係諸機関の意見等，様々な情報を総合して提供することが必要

です。

（３）あせりは禁物です。

そのためにも，早い時期から就学相談に応じることが大切です。

（４）電話での対応は避け，面談の機会を多く持ちましょう。

（５）進路の決定については，一人の保護者の判断だけでなく，必ず家族（祖父母等）と相談のう

え決めてもらいましょう。

決定された後，家族の反対で変更になり混乱する場合があります。

（６）個人情報の保護･管理には，細心の注意をはらいましょう。

（７）就学指導の状況や懸案事項について，市教育委員会と連絡を密にする。
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は はははははははははははは

１ 校・園内委員会について

各校・園では，特別な支援が必要な幼児・児童・生徒の実態を把握し，適切な支援のあり方

等について検討を行うために委員会を設置しています。委員会は校・園長，教頭，特別支援教

育コーディネーター，担任等で構成されており，校・園長に指名された特別支援教育コーディ

ネーターが中心に会を運営しています。

【校・園内委員会の主な役割】

• 特別な教育的支援が必要な児童生徒の早期発見と実態把握

• 教職員による指導・支援策の具体化

• 特別な教育的支援，保護者対応についての共通理解

• 適切な就学指導の推進

• 関係機関との連携のあり方の検討

• 校内体制の見直し

• 個別の指導計画の見直し

・特別支援教育の視点に立った総合的な教育活動の推進 等

２ 特別支援教育コーディネーターについて

特別支援教育コーディネーターは，校・園内の関係者や外部の関係機関との連絡調整，保護

者に対する相談窓口，担任への支援，校内委員会の運営や推進役といった役割を担っており，

校・園の特別支援教育の中心的存在です。

そのため特別支援教育コーディネーターは，支援が必要な幼児・児童・生徒の発達や障害全

般についての一般的な知識及びカウンセリングマインドを身につける必要があります。コーデ

ィネーターには，各校・園の実情に応じて，園の主任や教頭，教務，生徒指導主事，養護教諭，

教育相談担当者，特別支援学級担任等が指名され，特別支援教育の視点に立った生徒指導や授

業改善等を含む様々な特別支援教育に関する総合的な取り組みを推進しています。

カウンセリング・マインドとは，非専門家がカウンセリングの理論や技法を職場，授業，育児，社交な

どの分野に生かそうとする態度のことです。
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【特別支援教育コーディネーターの主な役割】

・校内の関係者や関係機関との連絡調整

・保護者に対する相談窓口

・担任教師や特別支援教育支援員への支援

・巡回相談や専門家チームとの連携

・校内委員会の運営

・特別支援教育中学校区連携部会の運営

・授業のユニバーサルデザイン化等の特別支援教育の視点に立

った総合的な教育活動の推進 等

３ 校・園内支援会議（ケース会議）について

障害のある幼児・児童・生徒についての理解

は，よく氷山モデル（右図）に例えられます。氷

山は，多くの部分が海面下に隠れています。この

隠れた部分が，障害特性であり，海上に出ている

部分が，表に表れる様々な行動です。教師は，海

上に出ている（表出する）行動を分析し，見えな

い障害特性を把握して教育的ニーズにあった適切

な支援を展開していきます。

しかし，教師一人の取り組みだけでは大きな成果は望めません。（アセスメントについて

は，資料「子どものアセスメントについて」を活用）

各校・園では，対象幼児・児童・生徒の日頃の活動記録をもとに実態を分析し，個別の指導

計画（Ⅶ章参照）の見直しや短期・中期・長期目標の設定，関係機関との連携のあり方，今後

の支援のあり方等についての検討を行い，教職員の共通理解を図るため，支援会議（ケース会

議）を定期的に開いています。

特別支援教育に特効薬はありません。支援会議（ケース会議）を開き，ＰＤＣＡサイクルを

展開して，スモールステップの目標設定による適切な指導・支援を段階的に行っていくことで，

子どもたちの自尊感情を育み，困難さの克服・改善に努めています。

ＰＤＣＡサイクルとは，計画（ＰＬＡＮ）を立てて，実施（ＤＯ）した結果を，点検（ＣＨＥＣＫ）し，見直す

（ＡＣＴＩＯＮ）というマネジメントサイクルの流れです。このサイクルを運用し，教職員の共通理解のもと，

適切な支援を展開することが重要です。
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ケース会議の持ち方について

■何について話し合うかを，校内で明確にしておきましょう。

■話し合う内容について，どの関係者に参加してもらうのがいいかを考えましょう。

学校としての基本的な方針が持てない状態で，ケース会議に保護者に参加してもらうこ

とは，話し合いが混乱してしまうことも少なくありません。学校としての支援方針・計画

が決定してから，保護者も交えてケース会議を開き，今後の取組について共通理解を図る

のがよいでしょう。もちろん，ケース会議とは別に保護者との連絡を密にすることは当然

していかなければならないことです。

■参加者に，ケースの内容，学校側の考え，当日どのようなことを議題にするのかを伝えて

おきます。

ノープランで参加するよりも，参加者も何らかの考えを持ってきてもらう方が，より建

設的な会議になります。特に外部機関の方を招聘する場合は，事前に資料をお渡ししてい

く方がいいでしょう。

分析 個別の指導計画

教
職
員
の
情
報
共
有 次の支援目標決定

具体的な方法決定

前回の支援目標の評価

具体的な方法の評価 教
職
員
の
共
通
理
解

ケース会議

教職員による支援・記録

ケース会議は，特別支援教育コーディネーターが，ケースによって参加者を決定し，運営していきま

す。よって，参加者も学年単位になったり，数名の関係者だけになったりします。できるだけ短時間で

効率よく会を持つことが大切です。

また，定期的に開催していくために，参加者が負担を感じないような持ち方を工夫することが大切で

す。

開催までに

ケース会議の運営
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■当日の会の流れ，座席表などを作成しておきます。また，司会，事例提供者，記録者など

の役割分担を確認しておきましょう。

■時間通り始めるようにしましょう。そして，終了予定時刻には終わるように司会者が時間を

考えましょう。

■会議の冒頭で，誰の何のケースについて話し合うのかを確認しましょう。

■事例提供は，手短に行うようにしましょう。事前に配付した資料を元に，必要な事項を追加

して説明する程度でもかまいません。

■関係者を招いて会議を行っているのです。司会者が必要に応じて指名して発言してもらうよ

うに配慮をしましょう。

■意見が対立した場合には，「私だったらこうする」という視点での再提案をしてもらいまし

ょう。互いに批判することはせず，建設的な話し合いになるよう，司会者が十分配慮しまし

ょう。

■感情ではなく事実関係を基に話が進むように配慮しましょう。

■終了予定時刻の５分前をめどに，支援目標や役割分担等，会議で決まったことを司会者が確

認するようにしましょう。

■会議終了後，記録をした人間が，簡潔でかまわないので会議録をつくり保存するようにしま

しょう。

校内関係者のみで行う定期的なケース会議は，あまり時間をかけず，３０分～６０分程度で行うように

しましょう。①事例説明 ②質問 ③支援についての協議 ④役割分担 ⑤まとめ といった会の流

れを明確にし，効率よく会を進める必要があります。

また，保護者に出席していただくケース会は，①学校での様子説明 ②学校での支援内容説明

③家庭でお願いしたいこと説明（具体的に） ④まとめ の流れで進めるとよいでしょう。
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４ 通常学級における特別支援教育について

（１）「特別」でない「特別支援教育」による学級経営

子どもたちは，学校での生活を経験する中で，少しずつ社会で生きる力を身につけていきます。

また，学校生活の大半を過ごす学級は，子どもたちにとって小さな社会であり，学級担任等は

意識的に学級経営その他教育活動の中で，社会のルールを遵守する姿勢や人間関係づくり，社会

的役割を果たす意義等を経験させながら，社会に生きる力を育んでいきます。

しかし，自閉症等発達障害のある児童生徒は，そういった経験の中から，自然に社会性を身に

つけていくことが難しいといわれています。よって，ソーシ

ャルスキルトレーニング等，意識的に社会性を身につけさせ

る指導に取り組まなければなりません。

現在，通常学級の中にも発達障害のある児童生徒数が増加

しており，これまでの一斉指導や個別指導だけでは対応でき

ず，学級全体が指導困難な状態に陥ってしまうケースもあり

ます。

通常学級担任は，特別支援教育の視点に立った学級経営を

推進するとともに，計画的な個別の支援や発達障害のある児童生徒にもわかりやすい授業の創造

等に取り組んでいかなければなりません。

通常学級での支援については，「一斉指導が優先され，個別支援が不十分だ」とか，「個別支

援の対応に振り回され，一斉指導が今まで通りに展開することができにくくなった」といった話

をよく聞きます。次の２つのポイントを押さえて，学級経営を進めていかなければなりません。

①個別対応をしている間の他の子どもたちの学習保障

教師が特定の児童生徒に対して個別対応をすることへの理解と納得を得る風土を創

り上げておく必要があり，その上で，個別対応をしている間の他の児童生徒の取り組

む学習や活動を事前に用意しておくことが必要です。ただ待たされているだけでは，

他の児童生徒の欲求不満が高まります。

②個別支援を一斉指導の中に位置付ける。

個別の支援が必要な児童生徒への支援は，通常の児童生徒へのきめ細やかな配慮に繋

がります。教材，教材提示道具，学級内の掲示，机の配置等の配慮を考えることは，

全ての子どもたちへの適切な支援に繋がるものであり，「授業のユニバーサルデザイ

ン」等の基本的な考え方であるといえます。

通常学級では特別支援教育を「特別なこと」としてではなく，「通常の教育活動」として意識

し，視覚支援やわかりやすい構造化を進める一斉指導や適切な個別対応を計画的に進めていく姿

勢を大切にしていくことが大切です。
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（２）授業のユニバーサルデザイン

通常学級の中には，学習に困り感をもつ児童生徒はたくさんいます。「授業についていけな

い」「書かれている問題の意味が分からない」「板書するだけで精一杯で，先生の説明が聞けな

い」等々，困り感は様々です。それは，発達障害のある児童生徒，発達障害のない児童生徒，ど

の児童生徒にもいえることであり，特別支援教育の観点から，学習（一斉指導）の中で全ての児

童生徒へのアプローチの仕方等を研究し，「どの子にもわかりやすく・どの子も楽しく取り組め

る」ような授業を創ることが大切であります。それが，「授業のユニバーサルデザイン化」です。

ユニバーサルデザインとは，「最初からバリアがないことを前提」とします。学習に困り感を

もつ子どもたちのためにする支援を最初から全ての児童生徒に実践すれば，学級の子どもたち全

員にわかりやすい授業となるということなのです。

【授業のユニバーサルデザインの項目例】

○その日の時間割を黒板に書いておく

○教室掲示の工夫

○教室の構造化（連絡帳を出す場所や宿題を出す場所を決める等も含む）

○グループ分けの配慮

○授業のめあてを提示する

○授業の流れを提示しておく

○指示をスモールステップで行う

○ノートの使い方を統一する

○黒板を構造化する（半分に分けて使う等）

○発表の場，活動の場を用意する

○子どもを繋ぐグループ活動を設定する

○視覚支援を用いた授業を行う

○隙間の時間をつくらない

○学習の振り返りの時間を設定する 等

授業のユニバーサルデザインを図りながら障害のある児童生徒の学力保障に取り組むことが，

通常学級の特別支援教育の大きな課題であるといえます。

小・中学校では，授業のユニバーサルデザインを推進しています。
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５ 「個別の教育支援計画」等について

（１）個別の教育支援計画とは

特別な支援が必要である幼児・児童・生徒の一人一人の教育的ニーズを把握し，適切に支援

していくために，乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って，教育的支援を行うこ

とを目的として，福祉，医療，労働等の関係機関との連携のもと作成されています。通常学級

への移籍の目標時期や進路の計画等も記述しています。

特別支援教育コーディネーターを中心に，関係者が連携して作成し，年度末に取組を評価し

て，個別の指導計画とともに「支援ファイル」として次年度に引き継いでいくことにより，子

どもたちが将来，社会的に自立できることを目指しています。

（２） 個別の教育支援計画作成にあたっての基本的な考え方

① 障害の状況，発達段階等についての実態

② 学校，家庭及び地域生活の実情や関係者・機関による支援の現状等

③ 現在の生活や将来の生活についての本人及び保護者の希望

④ 具体的な支援目標（長期目標，重点目標）及び主な支援の内容・方法の設定

（３） 個別の教育支援計画作成・運用の方法について

① 校・園内委員会で検討する。

② 関係機関と連携し，適切な支援，長期目標について協議する。

③ 本人と保護者の願い，教育的ニーズを把握する。

④ 長期支援内容を決定し，作成する。

⑤ 保護者の同意のもと作成し，卒業後は保護者の手で特別支援学校等の進学先に提出する。

【個別の教育支援計画（様式８）」とは】

「個別の教育支援計画」は，長期的な視点に立って，乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫し

て的確な教育的支援を行うことを目的として，教育，福祉，医療，労働等の様々な機関との連携のもと

作成される支援計画です。特別支援学級在籍児童生徒には，例外なく作成が必要です。 また，通常

学級に在籍する障害のある児童生徒にも作成が望ましいといえます。

【「支援ファイル」とは】

幼児・児童・生徒ごとに，Ａ４のファイル等を準備し，「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」及

び「指導記録」「関係機関との相談記録」「診断書」等の支援情報をまとめ，年度ごとに蓄積していくも

のです。保育園・幼稚園から作成し，ファイルごとに進学先の学校へ引き継いでいきます。高等学校進

学者は高等学校へ，その他の生徒については，医療等の該当生徒が生涯関わっていく関係機関等へ

引き継いでいきます。
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（４） 個別の指導計画とは

特別支援教育においては，特別な支援が必要である幼児・児童・生徒一人一人の実態に応じ

たきめ細かな指導が求められ，その取り組みを適切に実施していくために，個別の教育支援計

画に基づく，個別の指導計画を作成しています。

「個別の指導計画」を作成することで，校・園の教職員が，障害の特性や保護者の二一ズを

適切に把握するとともに，専門機関等との連携を深めていくことが可能となります。

現在，保護者の意識の高まりにより，学校での指導内容や指導方法に対する改善要望が増加

しています。その主な要望は，「我が子に対して最も適切な支援を行って欲しい。」というこ

とです。「インフォームドコンセント」によって，保護者と教職員が支援計画の内容を共通理

解して，家庭と学校が同じ方針で子どもを支援することにより，大きな教育効果が期待できま

す。

(５) 個別の指導計画作成にあたっての基本的な考え方

① 幼児・児童・生徒の特徴・周囲の環境が分かるようにする。

② 担任や担当が一人だけで作成せず，校・園内支援委員会等を活用して，複数の教職員で作

成する。

③ 校・園での生活と結びつく具体的な目標と支援の手だてを考る。

④ 引き継ぎやすい，誰もが読んで分かる様式にして，情報の共有化を図る。

(６) 個別の指導計画の作成手順（ケース会議等で）

① みんなで話し合って，課題になる項目を明らかにして目標を設定する。

「校・園内における気づき表」（様式１，２）「有効な手立て・支援シート」（様式４）等

を活用するといいでしょう。

② 抽象的な表現はさけ，具体的な目標を立てる。

×「落ち着いて生活できるようにする」→「授業中○○分課題に取り組めるようにする」

③ 記入する項目や内容を精選する。

④ 指導の優先順位をつける。

⑤ 保護者の希望や本人の意欲（教育的ニーズ）を踏まえて記述する。

⑥ 指導の期間，評価時期を決める。

⑦ 達成度を話し合い，継続して指導する項目，目標を見直す項目を決める。

インフォームドコンセントとは，「正しい情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念です。該

当の子どもの状況を分析し，適切な支援方針を打ち出した上で，保護者に説明して，理解を求め，学

校と保護者が連携して取り組んでいくために行うものです。
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(７) 個別の指導計画の作成手順（ケース会議等で）

障害についての診断や判定が出されている幼児・児童・生徒については勿論のこと，診断や

判定は出ていないが，保健師やスクールカウンセラー等の観察により配慮が必要であると認識

された幼児・児童・生徒についても作成する必要があります。

また，該当する幼児・児童・生徒ごとに支援ファイルを用意し，個別の指導計画と指導記録

とともにデータを蓄積していき，卒園・卒業時には，進学先等へ個別ファイルを引き継いでく

ださい。

個別の指導計画は重要な個人情報を含んでいるため，引継ぎにあたっては取り扱いに充分留

意する必要があります。特に事情があり，個人ファイルでの引き継ぎができない場合は，要点

を整理した別文書を作成するなど，進学先においても適切な支援が継続されるよう，配慮する

必要があります。

「指導記録」として，幼児・児童・生徒の様子（生活面，行動面，教科学習，集団参加など），

評価や効果のあった指導等について，記録に残しておくことも大切です。記録の様式は校・園

で活用しやすい様式にしてください。いろいろな角度から幼児・児童・生徒をみるために，多

くの職員から意見をもらうことも有効です。

また，作成の際，疑問等がある場合には，サポートチームに問い合わせてください。
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■子どもの障害特性による実態把握

（学習上・生活上の困難，得意なこと，家庭での生活）

■子どもや保護者の教育的ニーズの把握（将来への願い）

■子どもの将来への展望（現在の能力からの推察等）

「個別の教育支援計画」 保護者・専門機関

「個別の指導計画」 との連携

ははははははははははははは（各中学校区等で作成しているもの）

（日常の記録，保護者との面談記録，関係機関との連携記録，

自立活動指導内容記録，自立活動指導計画，交流指導計画）

ＰＤＣＡサイクルの中で更新・蓄積

○保護者，専門機関との連携の推進

は は ○明確な実態把握と適切な指導・支援の計画・実施

○校種間及び校内での適切な引き継ぎ，支援の継続

保育園・幼稚園・小学校・中学校では，特別支援教育コーディネーターを中心に，教職員や保育士

の指導力向上のため，特別支援教育に関する校園内研修に積極的に取り組んでいます。

外部の施設見学や校園内研修の講師等の要望があれば，学校教育課特別支援教育担当へ相談し

てください。

「支援ファイル」：長期的に蓄積される支援に係る記録資料

日々対象の子どもと接する教員は、分析シート等の取組を行わないでも、「この子のことはよくわか

っている」から、分析した内容や自立活動で取り組んだ指導内容をファイルに記載する必要はないと考

えてしまいがちです。

しかし、ケース会議等、外部の専門機関との連携や次の担当教員への引き継ぎ等には、蓄積された指

導・支援に関する資料がなくてはならないものです。

対象の子どもの将来のために、様々な指導記録は全て蓄積し、引き継いでいかなければなりません。
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６ 特別支援教育支援員の運用のあり方について

（１） 校内委員会による検討

校内委員会等において，学級担任や特別支援教育コーディネーター等と特別支援教育支援員

が，どのような連携・協力をするのか事前に決めておくことが必要です。

また，支援の対象となる児童生徒が困っていることやその原因，長期的な目標や短期的な目

標，指導内容と支援の進め方などについて十分に共通理解を図っておくことが重要です。

（２） 定期的な支援会議（ケース会議）の実施

特別支援教育コーディネーターが中心となり，特別支援教育支援員を含めた関係職員による

支援会議を開催し，「個別の指導計画」をもとに日々の指導記録等を活用して，目標の見直し

や支援の手立て等について共通理解を図ります。

特別支援教育支援員には教職等の資格はなく，自らの判断で目標を立てて支援にあたること

はできません。また，単独で学習指導を行うことができないことも十分留意して支援計画を立

てる必要があります。

特別支援教育支援員については，校・園内の特別支援教育推進体制の中で，どのような役割

を担ってもらうかを明確にした上で，活用していかなければなりません。

★ 対象児童に対して，担任や特別支援教育コーディネーターから，なにを，どこまで支援す

る必要があるのかを明確に伝える。

×・・・「そばについていてください」「できることでいいですよ」（指示があいまい）

○・・・「算数の計算はできるので，次の時間は離れて見ていてください」

「一人でがんばっているときには，視界に入らないように離れてください」

「対象の子どもの得意なところをしっかり見付けて，報告してください」

「問題ができるたびに，ほめてください。ほめ方は○○○です」

（３） 具体的な役割の例

特別支援教育支援員の役割には，次のようなものが想定されます。

① 基本的生活習慣確立のための日常生活上での支援

② 発達障害の幼児・児童・生徒に対する学習活動の支援

③ 学習活動，教室間移動等における支援

④ 幼児・児童・生徒の健康・安全の確保

⑤ 運動会（体育大会），学習発表会，校外学習等の学校行事における支援

⑥ 周囲の幼児・児童・生徒の障害理解促進

（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

「特別支援教育支援員を活用するために」平成１９年６月・参考）

今日の目標は、１０分間の

着席です。

１０分間座っていたらしっ

かりほめてやってください。

わかりました。

目標は１０分ですね。
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は はははははははは

１ 玉野市特別支援教育研究会について

岡山県特別支援教育研究会に属し，特別支援教育に関する様々な研究や，教員研修に取り組

んでいます。また，特別支援学級担当者会を運営し，特別支援学級の合同遠足や作品展の開催，

機関誌「青い鳥」の発行等に取り組み，市内の特別支援学級の連携を推進しています。

あすなろワークの実施

あすなろ会では，保護者が主体となって，障害のある子どもたちが将来に夢をもち，望ましい

勤労意欲を身につけて生き生きと育つことを目的とし，障害児就労体験活動「あすなろワーク」

に取り組んでいます。

ボランティアサポーターの補助により，月２回～３回（１回１時間程度）

の就労体験を地域の事業所で取り組むことで，子どもたちは着実に社会性を

身につけています。

また，この「あすなろワーク」を通して，障害者に対する地域の理解が促

進され，地域の子どもたちを地域で育て，将来的に地域の一員として生活で

きる基盤づくりができるものと考えています。

教育委員会では，あすなろ会の活動のサポートに取り組みながら，活動の

啓発に努めております。

玉野市の障害のある児童・生徒の健全な育成に努めることを目的として，組織されており，宇野小学

校に事務局があります。

育成会への入会金や愛の募金等の活動を通して，玉野市特別支援学級担当者会の活動を支援し

たり，特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者で構成する「あすなろ会」の活動を支援していま

す。

なお「あすなろ会」の事務局も宇野小学校にあります。

岡山県特別支援教育研究会

玉野市特別支援教育研究会 事務局：宇野小学校 玉野市特別支援学級担当者会

玉野市青い鳥育成会
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２ 玉野市教育研修所特別支援教育部会について

玉野市教育研修所は，教育の正しい在り方に対する研究調査及び教職員の研修を行い，本市

教育の振興を図ることを目的として組織されています。その組織の一つとして，幼稚園・小学

校・中学校合同で特別支援教育部会が設置され，様々な研修・研究活動を推進しています。

３ 玉野市教育委員会指定特別支援教育研究大会について

教育委員会では，特別支援教育についての研究を推進するため，中学校区を単位とする幼稚

園・小学校・中学校に研究指定を行い，研究成果を広く市内に広げることで，市内の特別支援

教育の推進に取り組んでいます。特別支援教育の校内体制や特別支援学級の教育課程の在り方，

通常学級での支援の方法についての実践発表や校種間連携の在り方等の研究成果の発表が行わ

れています。

４ 特別支援教育の視点に立った学校改善の取組

特別支援教育が定着していくと，発達障害等の特別な支援が必要な児童生徒（約１割在籍）

への正しい理解と適切な支援の取り組みが促進されます。同時に特別支援教育の視点から学校

の抱える様々な課題を検証することで，解決策が見えてくる場合が多いようです。

障害の有無にかかわらず，特別な教育的支援を必要としている児童生徒の実態を把握し，そ

れに応じた指導・支援に早期から取り組むことで，将来的ないじめや不登校，暴力等の問題行

動を未然に防ぎ，きめ細やかな生徒指導が展開されます。

現在，生徒指導と特別支援教育の取り組みを小中連携の中でリンクさせ，すべての児童生徒

に適切な支援を展開する方策を各中学校区特別支援教育連携部会で検討しています。

また，特別支援教育の視点に立った「わかる授業」のため授業改善への取り組みが，各学校

で始まっています。「授業のユニバーサル・デザイン」と呼ばれる，すべての子どもたちに理

解できるための授業，つまり，授業の構造化，視覚的な支援の充実，発問・指示の工夫等の研

究が推進されています。

特別支援教育の視点に立って，様々な取り組みを効率的に整理し，学校改善に取り組むこと

が，子どもたちの「豊かな心」の育成と「確かな学力」の定着に成果があるという意識が市内

全体に広まっています。


