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巻頭言「特別支援教育10年間を振り返って」
平成 19 年 4 月に「特別支援教育」が学校教
育法に位置づけられ、すべての学校において障
害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実し
ていくことになり、今年度で 10 年目を迎えて
います。
この 10 年間、特別支援教育に関する国の動
向には、目まぐるしいものがありました。平成
19 年 9 月の「障害者権利条約」署名から批准に
向けて、平成 24 年 7 月の中教審初中分科会報
告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教
育システムの構築のための特別支援教育の推
進」、そして平成 28 年 4 月「障害者差別解消法」
の施行と、多くの法律等の改正や制定等があり
ました。この間に、学習指導要領も改訂されま
した。学習指導要領解説には、通常の学級にお
いても、障害の状態等に即した適切な指導を行
うことが明記されています。
現在、富山県内の幼稚園・保育所、小・中学
校、高等学校、特別支援学校それぞれにおいて、
法律や富山県条例に基づいた特別支援教育に
関する様々な取組が行われています。特に小・
中学校、高等学校に在学する発達障害のある児
童生徒については、巡回指導員や特別支援キャ
リア教育コーディネーターが、要請のあった学
校を訪問し、教員に対して専門的な指導助言等
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の支援を行っています。また、保護者には、合
理的配慮の提供等についての要望に関する教
育相談等も行っています。
私が教員として採用されたのが昭和 54 年の 4
月。図らずもその年は「養護学校義務制」が始
まった年でした。それまで教育の対象とされな
かった重度・重複障害のある児童生徒への対応
が目的の「義務制施行」でした。それから 27
年後に、それまでの「特殊教育」から「特別支
援教育」に変わりました。現在では教員への専
門性の向上が図られ、各学校の教員の特別支援
教育に関する認識やその指導法がより深まっ
て、教育実践内容や教材等が大きく変化しまし
た。そして、合理的配慮も踏まえつつ、障害の
ある児童生徒への特別支援教育が各学校で行
われているところです。
このように法律等が変わり、指導・支援等が
変わってきた背景には、障害のある児童生徒が、
学校卒業後の地域生活において、自立及び社会
参加できるようにするため、学校だけでなく社
会における支援も充実していくことの必要性
が認識されてきたことがあると思います。私た
ち教員（学校）はこのことを踏まえ、日々の教
育活動に邁進していかなければならないと強
く感じています。

個別の教育支援計画の活用
～保護者・関係機関との目標や有効な手立ての共有を目指して～
上市町立小学校
１

はじめに
特別支援学級では、本人・保護者の
ニーズを把握し、支援者が変わっても
効果的な支援を引き継ぐことができる
ように、個別の教育支援計画等を作成
し、保護者と目標や有効な手立て等を
共有しながら取り組んでいる。

２

作成のポイント
(１) 将来に対する本人・保護者の願い、
本人の育ちに関わる関係機関等の

心理検査の結果や分析内容を保護
者と共有する。学校での支援に生か
し、保護者と共に成果を検証する。

願い、現在の社会参加の状況を聞
き取り、共有する本人の目指す姿

個別の指

を確認する。

導計画と関

(２)聞き取りを基に、関係機関等の支

連付ける。

援内容を記載する。本人の教育的
ニーズを明確にし、学校教育で身
に付けたい力を整理する。３年後
に目指す姿である長期目標と、１

長期目標(３年後に目指す姿）
学年目標(１年後に目指す姿）

年後に目指す姿である短期目標を
設定し、個別の教育支援計画に記
載する。

学年目 標と関連し た

(３)個別の教育支援計画と関連させて、

家庭での支援内容を「個

個別の指導計画、教科ごとの年間

別の教育支援計画」に位

指導目標、年間指導計画を立てる。

置付ける。関係機関での

学校だけでなく、本人の育ちに関

支援内容や助言を記載

わる保護者や専門機関等と一緒に

し、引き継ぐ。

実態把握を行い、地区相談会での
専門家（言語聴覚士、作業療法士

保護者に関係機関へ
の開示の承認を得る。

等）からの助言等を支援に活かす。
作成後、保護者の承認を得る。
３

終わりに
今後は、足並みを揃えて子供に関わっ
ていくために、保護者と合意形成した

保護者署名・印

「合理的配慮」の内容についても、個別
の教育支援計画に記載していきたい。また、通常の学級における配慮の必要な児童につい
ても個別の教育支援計画を作成し、目標や手立てを共有し、引き継いでいきたい。

生活の中で使える言葉を増やすために
高岡市立小学校
１ はじめに
本校の難聴特別支援学級では、高岡聴覚総合支援学校教員の助言を受けながら、言語指導
や発音指導を行っている。現在、児童の実態より、朝の会や自立活動の時間に、日常生活で
使える言葉を増やすことに重点を置いて指導をしている。以下に、毎朝継続している取組と
自立活動での指導について紹介する。
２ 取組の実際

【お知らせボード】

（１）朝の会で継続している取組
はっきり発音することを意識して１日をスタートす
ることができるように、朝の会で「声出し」の時間を
設けている。
入学当初から、
苦手な行の発音を中心に 50 音表を用
いて指導してきた。
「いつ」
「なに」
「どうした」
「どう
する」等の文の組立てを意識できるように、
「お知らせ
ボード」
を活用し、
声に出して読む活動を取り入れた。
さらに、児童がよりスムーズに言葉を覚えることがで
きるように、その日の予定に関する言葉や新しく学習
した言葉をタイムリーに取り入れている。
（２）生活の中で使える言葉を取り上げた学習
自立活動では、児童が新しく学習した言葉を日常
生活の中で使いながら覚えることができるように、

【自立活動で使用するプリント】

季節に合った言葉や学校行事に関する言葉を取り上
げている。
児童が覚えているつもりの言葉でも、書いてみる
と音声と文字が一致していないことが多い。言葉を
正しく文字で表すことができているか、児童が自ら
確認する活動が必要となる。そこで、言葉の文字を
単に覚えるのではなく「声に出す」→「動作と合わ
せて声に出す」→「書く」という活動を繰り返し、
音声と動作と文字を連動させて覚えることができる
ように指導している。
また、児童は、助詞の使い方が曖昧である。そこ
で、文中にある助詞を丸で囲み、その役割を意識で
きるようにしている。
徐々にではあるが、児童は学習した言葉を生活の
中で使い、会話の中で助詞を正しく使うことができ
るようになってきた。これからも児童が楽しみながら会話文をつくるようになってほしい
と考えている。
３ 終わりに
保護者や校内の教員、高岡聴覚総合支援学校の教員と連携しながら、児童の実態に合った
指導や支援の仕方を工夫していきたい。そして、児童がたくさんの言葉を覚え、会話を楽し
んだり、自信をもって話したりできるようになることを願っている。

平成 28 年 4 月 1 日

「障害者差別解消法」がスタートしました。

平成 28 年４月１日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」
（以下「障害者差別解消法」という。）が施行されました。各
学校では、既に取り組んでいると思いますが、この法律が施行された
ことで、学校ではどのようなことに気を付ければよいのか、まとめま
した。
１

障害者差別解消法施行までの歩み
近年、障害のある人の権利擁護に向けた取組が国際的に進展しており、平成 18 年には
「障害者の権利に関する条約」
（以下「権利条約」という。
）が国連総会で採択されました。
日本は、平成 19 年に権利条約に署名し、国内法の整備をはじめとする取組を進め、平成
26 年 1 月に批准しました。

障害者の権利に関する条約
平成１８年：国連採択、平成２０年：発効、平成１９年：日本署名
・障害に基づくあらゆる形態の差別の禁止について適切な措置を求めている。

障害者基本法
平成２３年：一部改正

「共生社会の形成に向けたインク

・差別の禁止を規定（第４条）している。

ルーシブ教育システム構築のた
めの特別支援教育の推進（報

（具体化するもの）

告）」 平成２４年
学校教育法施行令
平成２５年：一部改正

障害を理由とする差別の解消の推

・就学先決定の仕組みを変更。

進に関する法律
平成２５年：制定
平成２６年：批准

平成２８年４月１日：施行
富山県では、「障害のある人の人権を尊重し県民皆がいきいきと輝く富山県づくり条
例」（平成２６年１２月成立）も同時に施行。

２

障害者差別解消法の主な内容
この法律では、
「不当な差別的取扱い」を禁止し、
「合理的配慮の提供」を求めています。
学校ではこれらのことは法的義務となっています。
「不当な差別的取扱いの禁止」
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止
○不当な差別的取扱いに当たり得る具体例
・障害を理由に窓口対応を拒否する。
・障害を理由に対応の順序を後回しにする。
・障害を理由に学校への入学の出願の受理、受験、入学、授業等の受講、研究指導、
実習等校外教育活動、入寮、式典参加をさせないことや、これらをさせるに当たり
正当な理由のない条件を付ける。

「合理的配慮の提供」
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要とし
ているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること
○合理的配慮に当たり得る配慮の具体例
・スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確
保する。
・知的発達の遅れにより学習内容の習得が困難な児童生徒等に対し、理解の程度に応
じて、視覚的に分かりやすい教材や具体物を用意する。
（「富山県教職員対応要領」より）
障害者差別解消法の策定に伴い、富山県教育委員会では教職員が適切に対応
するため、
「富山県教職員対応要領」を策定しています。対応要領には、上記の
他にも不当な差別的取扱に当たり得ることや、合理的配慮の具体例がありま
す。各学校にもあるので、必ず確認して下さい。県教職員の対応要領は、次の
ウェブサイトでも見ることができます。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3000/kj00016394.html
（富山県教育委員会教育企画課 HP 内）

３

校内のそれぞれの立場における役割
勤務する全ての教職員等が、法や条例について正しく理解し実行していくためには、
校内体制を整えることが必要です。

＜管理職＞
・校長自らが特別支援教育や障害に関する認識を深める。
・校長のリーダーシップの下、校内の相談体制を整備する。
・教職員等が個別に抱える案件について常に相談できるような風通しのよい体制づくりをする。
・必要に応じて市町村教育委員会と相談を行う。

等

それぞれの役割（例）
＜特別支援教育コーディネーター等＞

＜学級担任等（特別支援学級、通

・学校だより等で、相談の窓口の周知を

常の学級、通級指導教室＞

図る。

・本人保護者からの意思の表明へ

・本人保護者からの意思の表明の窓口
として、丁寧に話を聞く。

・児童生徒の実態を把握する。

・学級担任等の情報をもとに、提供に向
けて校内委員会等で検討する。

○

・合理的配慮の内容を検討する。
・学年主任や特別支援教育コーデ

・保護者との合意形成後も、評価、見直
しを行う。

の対応を行う。

ィネーターと情報を共有する。

等

上記の内容を役割に応じて行いますが、若手の教員は、特に次のこ
とを心がけるとよいでしょう。
・児童生徒の実態を的確に把握し、一人一人の力を生かすことができ
る指導に専念する。
・研修指導者や先輩、教頭先生に相談することを心がける。

４

合理的配慮の提供のプロセス
学校現場においては、すでに意思の表明から合理的配慮の合意形成がなされ、具
体的に提供されていることだと思います。これらの取組をよりよいものにするた
めにも、個別の教育支援計画に明記し、PDCA サイクルで合理的配慮やそのプロ
セスの見直しを図ることが大切です。合理的配慮提供のプロセスは次のようにな
ります。（例）

本人・保護者からの意思の表明→決定・提供→評価→見直し

等

合理的配慮の提供は、本人・保護者からの意思の表明がスタートとなります。本人・保護
者から話を聞くのは担任の先生の場合が多いと思いますが、各学校で窓口を明らかにして
おき、学校だより等で保護者に周知しておく必要があります。また、場合によっては、意思
の表明がなくても、適切と思われる配慮を提案するための建設的な対話の働きかけが必要
なこともあります。
本人・保護者からの申出に対しては、特別支援教育コーディネーターや学年主任、教務主
任等と相談しながら、実態把握や、必要かつ適当な変更・調整かどうか、過度の負担になっ
ていないかを校内で検討します。検討された合理的配慮は、本人・保護者と合意形成を図っ
た上で提供します。また、決定した合理的配慮の内容は個別の教育支援計画に明記しておき、
途切れることのない一貫した支援の提供・引き継ぎができるようにします。
合理的配慮の提供の後はその児童生徒にとって十分な教育が提供できているかという観
点から、定期的な評価と柔軟な見直しが必要です。

＜小中学校巡回指導員＞
今年度より東西教育事務所に１名ずつ配置されています。合理的配慮の提供等につい
て必要に応じて幼、小、中学校をサポートします。
小中学校巡回指導員は、４月から 11 月末までに、のべ 61 校を訪問しており、授業観
察や担任との懇談、研修会の講師、保護者との相談等を行っています。学校からは、
「合
理的配慮に関することがよく分かった。」
「生徒一人一人を細かく見ていただいた。」等の
感想を聞かせてもらっています。
★

小中学校巡回指導員は各校のニーズに応じて柔軟に対応します。
例）１ 合理的配慮の提供に関する相談
◇ 実態把握は的確であるか。適切な合理的配慮の提供となっているか。
◇ 学校にとって、過度の負担になっていないか。
２ 保護者との合意形成に関する相談
◇ 保護者・本人との合意形成が困難である。
◇ 保護者と直接相談し、意向を確認してほしい。
３ 研修支援
◇ 配慮の提供や小中学校巡回指導員の役割について学びたい。
◇ 特別支援教育に関する校内研修を実施したい。（内容は、各校のニーズ
に応じる）
４ 関係機関との連携に関する助言
◇ 保護者を通じ、福祉・医療等の関係機関から支援依頼を受けたが、学
校での対応は難しい。
◇ 支援内容が難しく、専門的な視点から調整が必要である。
※

小中学校巡回指導員の派遣を希望する場合は、市町村教育委員会に連絡して下
さい。

○頑張ったことをみんなで共有する『スター日記』

富山市立小学校

知的障害特別支援学級

～一人一人がきらりと輝くために～
ねらい
児童が一日の見通しをもち、交流級でも在籍級でも安心して
過ごせるようにする。また、担任がコメントや数値での評価を
加筆することで、児童の意欲や自己肯定感を高める。
－朝の活動－
児童は交流級の朝の会に参加し、交流級担任と日課を確認す
る。次に在籍級に戻って在籍級の日課を確認し、担任が丸で囲
んで、どちらに参加するのかを伝える。
－帰りの活動－
児童は一日を振り返り、感想等を記入する。担任はコメント
と、頑張り具合に合わせた数値を記入する。この数値は模擬硬
貨の額面となり、生活単元学習で行う活動材料を購入する時等
に使う。
－家庭での活動－
持ち帰った日記を見ながら、頑張ったことを家族と話し合う。

◯「コミック会話」を利用したトラブルの振り返り
氷見市立中学校 自閉症・情緒障害特別支援学級
ねらい
友達とトラブルを起こしたり、思うようにいかないときにパニックになったりする生徒に対して、
その原因や事実の確認に「コミック会話※」を使い、視覚的に振り返らせる。この活動により、その
生徒に他者理解を促し、友達とトラブルにならない関わり方を考えられるようにする。
―活用方法―
「棒人間」や「吹き出し」等を使って、黒板や紙に状況を表すシンプルな線画を描きながら、生徒と話
し合う。
―活用例―
① 友達に一方的に話し続けてトラブルになった場合
そのときの状況を描いて確認した後、「相手はど
う思っただろう」と問いかけ、相手の表情や吹き出
しの中身（気持ち）を考えさせる。
②

複数の生徒が関わってトラブルになった場合
生徒個々に話を聞いた後、全員の前で時系列に沿
って描きながら事実を確認し、各自の意図や伝え合
うべき内容を一緒に考える。

＜①の例＞
表情と手のジェスチャーは
生徒自身の手による。

※「コミック会話」･･･キャロル・グレイ（アメリカ）が開発した支援法。

