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９ 教員の専門性の向上
Ⅱ 

 発達障害の児童・生徒は、在籍学級担任、巡回指導教員、専科教員等の指導を受けて

いるため、すべての教員が発達障害への理解を深め、障害の状態に応じた適切な指導・支

援を実施できるようにすることが必要である。 

ポイント⑥

巡回指導教員の専門性の向上
 特別支援教室が全ての学校に設置されることによって、特別支援教室対象児童・生徒

が障害の状態に応じて可能な限り多くの時間、在籍学級で他の児童・生徒と共に有意義な

学校生活を送ることができるようになる。 

 巡回指導教員には、特別支援教室での指導を通して、児童・生徒の学習能力の向上や在

籍学級における集団適応能力の伸長に結び付けられるような専門性の向上が求められる。 

巡回指導教員

に求められる

専門性

対象児童・生徒の障害の理解

高機能自閉症、学習障害、注意欠陥多動

性障害等の障害の種類の特徴に関して、知

識を深めることはもちろんであるが、児

童・生徒一人一人が抱える困難さがどのよ

うな障害の特徴に起因するかを理解すると

ともに、困難さを改善するための手だてを

見い出すことのできる専門性が求められ

る。また、対象児童・生徒の状況 

に応じて、どの困難さを優先して 

指導していくかなどに関して、 

判断できる専門性が求められる。

特別支援教室での特別な指導の目的が、

対象児童・生徒が抱える困難さを改善し

て、在籍学級の中で円滑に学習ができるよ

うにすることであるため、まずは、通常の

学級の教育課程について十分な理解が必要

である。 

 その上で、特別な指導の実施に関する学    

    習指導要領における位置付けや、   

    特別支援学校学習指導要領におけ 

     る自立活動の目標と内容に関す 

     る理解が必要となる。

対象児童・生徒の障害の理解 

に基づき、在籍学級での学習状 

況や集団参加状況の改善につな 

がる指導内容・方法を立案し、そ 

れに応じた教材・教具を準備できる専門性

が必要となる。この際、指導内容・方法や

教材・教具が在籍学級においても有効に活

用されることが望ましい。また、教材作成

は、専門員も担うことになるので、どのよ

うな目的で、どのような教材が必要なのか

を的確に伝えられなければならない。

調整能力や相談対応力

特別支援教室での特別な指   

      導は、児童・生徒一人一人の 

         状況に応じて実施されること

から、各学校の管理職をはじめ、関係する

教職員に、指導内容・方法について説明

し、理解や協力を得ていく調整能力が求め

られる。また、児童・生徒、保護者、在籍

学級担任などからの相談に対して、不安等

を受け止め、共に改善を図ろうとする姿勢

を引き出す力が求められる。
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校長・副校長のリーダーシップの強化

 特別支援教室での巡回指導の実施に伴い、各学校の校長は、特別支援教室の運営を加

えた特別支援教育推進の取組を、学校経営方針に位置付ける必要がある。各校の特別支援

教育の推進は、校長のリーダーシップの発揮いかんによって大きく変わると言われてい

る。例えば、校内委員会の運営、特別支援教育コーディネーターの指名と活用、学校内外

の人材活用、特別支援学校等の関係機関との連携など、校内における特別支援教育体制の

構築は、校長のリーダーシップによるところが大きい。 

 福生市教育委員会は、特別支援教室の導入計画、巡回指導教員の配置や服務管理等の具

体的内容について、校長・副校長に、校長会及び指導事務連絡会等において周知してき

た。校長・副校長は、これらの情報を基に、リーダーシップの強化を図っていくことが重

要である。 

全ての教員の理解促進と指導力の向上

校内外での研修等による専門性の向上

主に、巡回指導教員や特別支援学校の教員

等が講師となり、事例研究等も含めた具体的

な研修を行う必要がある。 

校内研修会
通常の学級の授業研究においても、発達障

害の児童・生徒を含めた、全ての児童・生徒

が興味・関心をもって意欲的に学習に取り組

めるよう授業改善を推進することにより、発

達障害の指導への指導・支援につなげていく

ことができる。また、授業後の協議会等で意

見交換を行うことで、発達障害教育の理解を

深める一助となる。 

授業研究

・発達障害の児童・生徒の障害の特徴 
・個別指導計画等の作成と活用方法 
・障害の状況に応じた個別の指導 
・関係支援機関等の活用 
・保護者との連携 
・校内支援体制の構築、教員間連携 等 

巡回指導教員が、在籍学級での授業観察や在籍学級担任とのチーム・ティーチングを行う際、

在籍学級担任は、巡回指導教員から児童・生徒の実態把握の方法や指導の手だて、教材や補助具

の作り方と活用の仕方などを学ぶことができる。 

ＯＪＴ

・特別支援教室担任研修会 ・特別支援学級担任研修会

・特別支援教育コーディネーター研修会 ・特別支援教育関係機関等連絡会 等

福生市教育委員会等が実施する研修

９ 教員の専門性の向上
Ⅱ 

 発達障害の児童・生徒は、在籍学級担任、巡回指導教員、専科教員等の指導を受けて

いるため、すべての教員が発達障害への理解を深め、障害の状態に応じた適切な指導・支

援を実施できるようにすることが必要である。 

ポイント⑥

巡回指導教員の専門性の向上
 特別支援教室が全ての学校に設置されることによって、特別支援教室対象児童・生徒

が障害の状態に応じて可能な限り多くの時間、在籍学級で他の児童・生徒と共に有意義な

学校生活を送ることができるようになる。 

 巡回指導教員には、特別支援教室での指導を通して、児童・生徒の学習能力の向上や在

籍学級における集団適応能力の伸長に結び付けられるような専門性の向上が求められる。 

巡回指導教員

に求められる

専門性

対象児童・生徒の障害の理解

高機能自閉症、学習障害、注意欠陥多動

性障害等の障害の種類の特徴に関して、知

識を深めることはもちろんであるが、児

童・生徒一人一人が抱える困難さがどのよ

うな障害の特徴に起因するかを理解すると

ともに、困難さを改善するための手だてを

見い出すことのできる専門性が求められ

る。また、対象児童・生徒の状況 

に応じて、どの困難さを優先して 

指導していくかなどに関して、 

判断できる専門性が求められる。

特別支援教室での特別な指導の目的が、

対象児童・生徒が抱える困難さを改善し

て、在籍学級の中で円滑に学習ができるよ

うにすることであるため、まずは、通常の

学級の教育課程について十分な理解が必要

である。 

 その上で、特別な指導の実施に関する学    

    習指導要領における位置付けや、   

    特別支援学校学習指導要領におけ 

     る自立活動の目標と内容に関す 

     る理解が必要となる。

対象児童・生徒の障害の理解 

に基づき、在籍学級での学習状 

況や集団参加状況の改善につな 

がる指導内容・方法を立案し、そ 

れに応じた教材・教具を準備できる専門性

が必要となる。この際、指導内容・方法や

教材・教具が在籍学級においても有効に活

用されることが望ましい。また、教材作成

は、専門員も担うことになるので、どのよ

うな目的で、どのような教材が必要なのか

を的確に伝えられなければならない。

調整能力や相談対応力

特別支援教室での特別な指   

      導は、児童・生徒一人一人の 

         状況に応じて実施されること

から、各学校の管理職をはじめ、関係する

教職員に、指導内容・方法について説明

し、理解や協力を得ていく調整能力が求め

られる。また、児童・生徒、保護者、在籍

学級担任などからの相談に対して、不安等

を受け止め、共に改善を図ろうとする姿勢

を引き出す力が求められる。
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10 
Ⅱ 

 特別支援教室の導入により、対象児童・生徒は特別な指導を在籍校で受けることにな

るため、対象児童・生徒がどのような指導を受けているのかについて、他の児童・生徒が

理解しておくことは重要である。また、保護者に対しても、保護者会等の機会を利用し

て、特別支援教室運営に当たっての各学校の特色や工夫等について校長等が説明を行い、

特別支援教室についての理解促進を図ることが重要である。 

ポイント⑦

全ての児童・生徒の理解促進のために

 全ての児童・生徒の理解促進のために、各小学校で活用できるプレゼンテーション資

料を以下に示す。 

 各学校は、全校の児童が特別支援教室導入の意義について理解することができるよう、

全校集会及び朝や帰りの会等の機会を捉えて、本プレゼンテーションを活用して指導す

る。（所要時間は、約６分程度） 

学校のみんなが

もっとあんしん

もっとたのしい
そのために・・・

 今日は、特別支援教室についてお話しします。 

 先生たちは、福生第〇小学校が「学校のみんなが、安心して、楽しく」学べ

る学校になってほしいなあと願って、いつもいろいろな取組をしています。 

 そこで、第〇小学校のみんなが、もっと安心して、もっと楽しく学べるように、

今度の４月から、新しく教室をつくることにしました。 

４月から、

〇〇〇〇教室
ができます。

きょう しつ

場所は、〇階の
〇〇〇のとなりです。

 第〇小学校には、〇〇〇〇教室があります。 

 場所は、〇階の〇〇〇のとなりです。 

〇〇〇〇教室とは
きょう しつ

できるよう
にする

にがてな
こと

 〇〇〇〇教室とは、「自分の苦手なことにチャレンジして、できるようになり

たい」と思う、福生第〇小学校の子どもたちが学習をする教室です。 

 苦手なことができるようになる方法を先生と一緒に見つけ、クラスとは違う

やり方で学習をします。 
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にがてってなあに？

にがてなことは
だれにでも
あるよ。

くふうしたり、
どりょくしたりすると
少しずつできる
ようになるよ。

 さて、苦手とはなんでしょう。苦手なことは、誰にでもあります。たとえば、ス

ポーツが苦手、勉強が苦手、絵をかくのが苦手、歌を歌うのが苦手、人前で

話をするのが苦手、友達とうまく付き合うのが苦手など、大人にも、子供に

も、誰にでもあります。 

 でも、苦手なことでも、できるようになるために工夫したり、努力したりすると、

少しずつできるようになります。 

 〇〇〇〇教室は、こういうことができるようになったら、クラスでもっと安心し

て学習することができるのになあ、ということをクラスとは違うやり方で学習し

て、少しずつできるようにするための教室です。みんなが、クラスで安心して

楽しく学んだり、過ごしたりすることができることを目指しています。 

たとえば・・・

かん字をかく

ことがにがて

クラスでたのしく
学べるように
なったよ！

 では、〇〇〇〇教室では、具体的にどのような学習をするのでしょうか。 

 たとえば、この女の子は漢字を書くことが苦手です。漢字を何度繰り返して

書いて練習しても、なかなか正しく書くことができず、困っていました。漢字が

正しく書けるようになったら、クラスでもっと楽しく学べるようになるのになあ。 

 そこで、この女の子は、〇〇〇〇教室に週何時間か通って、クラスとは違う

やり方で学習をしました。その結果、この女の子は、自分に合った、漢字の覚

え方が分かり、クラスで楽しく学べるようになりました。 

たとえば・・・

友だちの気もち
をりかいすること
がにがて

クラスで安心して
すごせるように
なったよ！

 もう一つ、例をあげてみましょう。 

 この男の子は、友達の気持ちを理解することが苦手です。自分が友達に

言った言葉で、なぜか友達が怒ったり、泣いたりしてしまうことがよくあり、困っ

ていました。自分はそんなつもりで言ったわけではないのになあ。何でいつもこ

うなってしまうのだろう。でも、どうしたらよいか分からないよ。 

 そこで、この男の子は、〇〇〇〇教室に週何時間か通って、クラスとは違う

やり方で、友達と仲良くする方法や自分の気持ちを言葉で上手に伝える学習

をしました。その結果、この男の子は、友達と楽しく話せることが増えて、クラ

スで安心して過ごせるようになりました。 

 このように、自分の苦手なことにがんばってチャレンジして、自信をもつこと

ができるようになったら、〇〇〇〇教室は卒業です。 

 〇〇〇〇教室は、何年生からでも入ることができます。そして、自分が目標

としていることができるようになったら、何年生でも、〇〇〇〇教室は卒業で

す。 

 〇〇〇〇教室に入ったり、卒業したりするのは、みなさんの学習や生活の

様子をよく見て、学校の先生とおうちの方などが相談して決めます。 

学校の みんな が
もっとあんしん もっとたのしい

そのために、みんなができること

にがてな
ことを

みとめあう

にがてな
ことを

ささえあう

にがてな
ことでも

どりょく・
くふうする

 最後に、「学校のみんなが、もっと安心して、もっと楽しく」学べる学校にする

ために、あなたにはどんなことができるでしょうか。それは３つあります。 

 １点目は、「苦手なことを認め合う」ことです。人は、誰にでも、苦手なことが

あります。苦手なことがあることは、当たり前のことです。決して恥ずかしいこと

ではありません。 

 ２点目は、「苦手なことを支え合う」ことです。自分が苦手なことで困ってい

るとき、友達や先生が教えてくれたり、助けてくれたりしたら、うれしいですね。

あなたの周りの友達も同じです。苦手なことで困っている友達がいたら、勇気

を出して、声をかけてみましょう。 

 ３点目は、「苦手なことでも、努力・工夫する」ことです。苦手なことでもチャ

レンジして、できるようになるために工夫したり、努力したりすると、少しずつで

きるようになります。そして、自分のよいところをさらに伸ばすことができます。 

 これからも、第〇小学校のみなさんで力を合わせて、「学校のみんなが、

もっと安心して、もっと楽しく」学べる学校をつくっていきましょう。 

自信がついたら、

〇〇〇〇教室は、

です。できるように
なったよ！

じ しん
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 特別支援教室の導入により、対象児童・生徒は特別な指導を在籍校で受けることにな

るため、対象児童・生徒がどのような指導を受けているのかについて、他の児童・生徒が

理解しておくことは重要である。また、保護者に対しても、保護者会等の機会を利用し

て、特別支援教室運営に当たっての各学校の特色や工夫等について校長等が説明を行い、

特別支援教室についての理解促進を図ることが重要である。 

ポイント⑦

全ての児童・生徒の理解促進のために

 全ての児童・生徒の理解促進のために、各小学校で活用できるプレゼンテーション資

料を以下に示す。 

 各学校は、全校の児童が特別支援教室導入の意義について理解することができるよう、

全校集会及び朝や帰りの会等の機会を捉えて、本プレゼンテーションを活用して指導す

る。（所要時間は、約６分程度） 

学校のみんなが

もっとあんしん

もっとたのしい
そのために・・・

 今日は、特別支援教室についてお話しします。 

 先生たちは、福生第〇小学校が「学校のみんなが、安心して、楽しく」学べ

る学校になってほしいなあと願って、いつもいろいろな取組をしています。 

 そこで、第〇小学校のみんなが、もっと安心して、もっと楽しく学べるように、

今度の４月から、新しく教室をつくることにしました。 

４月から、

〇〇〇〇教室
ができます。

きょう しつ

場所は、〇階の
〇〇〇のとなりです。

 第〇小学校には、〇〇〇〇教室があります。 

 場所は、〇階の〇〇〇のとなりです。 

〇〇〇〇教室とは
きょう しつ

できるよう
にする

にがてな
こと

 〇〇〇〇教室とは、「自分の苦手なことにチャレンジして、できるようになり

たい」と思う、福生第〇小学校の子どもたちが学習をする教室です。 

 苦手なことができるようになる方法を先生と一緒に見つけ、クラスとは違う

やり方で学習をします。 
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全ての保護者の理解促進のために

 福生市教育委員会は、市内幼稚園・保育園に在籍している５歳児がいる家庭に、発達

障害への理解促進を目的としたリーフレットを作成・配布しています。 
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 各学校、福生市内関係機関にも配布し、様々な場面で必要に応じて活用されている。 
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出展：「東京都の発達障害教育」（令和２年度第 号：東京都教育庁都立学校教育部特別支援教育課）
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11 
Ⅱ 

「自立活動」指導のポイント

複数の児童を
指導す際の留

意点 

 特別支援教室の指導内容は、『自立活動』である。自立活動については教科用図書がないた

め、巡回指導教員が指導対象の児童・生徒の実態を踏まえて、指導目標に応じた教材の作成や指

導計画を考える必要がある。 

「退室目標」を踏まえた自立活動の指導のポイントは以下の３点である。 

 以下に紹介する指導例は、工夫することで「小集団指導」でも実施が可能である。 

◆自立活動６区分 項目との関連性が明確である。

◆１単位時間の終末の指導場面で、特別支援教室での学びから在籍学級等で生か

すことについて確認している。

◆在籍学級担任等との連携して指導効果を高めている。

生活上の困難さの改善に関する指導例

１ 単元名 「こんな時どうする？」

２ 単元
【自立活動の区分】

２（１）心理的な安定（情緒の安定に関すること）

３（３）人間関係の形成（自己の理解と行動の調整に関すること）

日常生活で起こる出来事に遭遇した際の様々な感情について、場面を考え判断しながら自

分で気持ちのコントロールができる方法を身に付ける学習である。

３ 本時の指導
（１）本時の目標

自分の特徴について、長所短所や得意分野等をじっくり考えることができる。

（２）本時の展開

段

階
学習活動 指導上の留意点 ◆評価◇教具

導

入

分

１ 挨拶

２ 今日の予定は？

３ ビジョントレーニング

・姿勢や声の大きさを意識できる

ように声掛けをする。

・予定の確認を通して、学習の見

通しをもたせる。

・視線を素早く動かすトレーニン

グであることを説明する。

・一人でも学級でやる時と同じように

できたか。

・姿勢の保持ができたか。
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展

開

 

分

４ 学習課題の確認

・課題を復唱し、ワーク

シートに記入する。

５【自立活動】

①自分の考えをもつ。

学習シート

②他の考え方を知る。

・苦手に注目させて、解決

法を考える。

・丁寧に書くように促す。

・取り組むだいたいの時間を始め

に予告し、見通しをもって取り

組めるようにする。

・自分と違う考え方もあることを

場面を例えながら示す。

◇学習の流れの提示

◇ワークシート

・授業や休み時間、部活動等の場面を

想定した、善悪の判断を考える資料

を用意する

◆理由も考えることができたか。

◆ほかの考え方を知ることができた

か。

終

末

分

６ まとめ

・自分の考え方についての

感想を書く。

７ 振り返り

８ あいさつ

・書く内容の観点、項目を示す。

・授業全体を振り返り、学習課題 

に対する達成度や、在籍学級等

での実践ポイント等について評

価する

◇ワークシート

◆自分についてじっくり考えることが

できたか。

こんなときどうしますか？考えてみよう

（３）在籍学級担任等との連携を図るための依頼内容

□特別支援教室における学習記録の確認

□対象児童・生徒の特性についての把握

学習上の困難さの改善に関する指導例

１ 単元名 「すいすい、スラスラ」

２ 単元
【自立活動の区分】

５（５）身体の動き（作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること）

６（３）コミュニケーション（言語の形成と活用に関すること）

「丁寧にバランスよく書くことができる」、「聞き取って読んだり話したりすることがで

きる」ための学習。「書くこと」については、丁寧に書くことやバランスよく書くために、

ノートやワークシートに区切りを付け、その中に入るように書かせる。また、制限時間を決

め、時間内に見通しをもって書き進めさせる。「読むこと」については、聞き取ったことを

理解して読んだり話したりできるように、模範を示しながらやりとりする学習。児童・生

徒の困難さに合わせて調整しながら行うことができる学習であると考える。

３ 本時の指導
（１）本時の目標

書き出しから最後まで丁寧に書くことを意識することができる。

相手に伝わるように話すことができる。

11 
Ⅱ 

「自立活動」指導のポイント

複数の児童を
指導す際の留

意点 

 特別支援教室の指導内容は、『自立活動』である。自立活動については教科用図書がないた

め、巡回指導教員が指導対象の児童・生徒の実態を踏まえて、指導目標に応じた教材の作成や指

導計画を考える必要がある。 

「退室目標」を踏まえた自立活動の指導のポイントは以下の３点である。 

 以下に紹介する指導例は、工夫することで「小集団指導」でも実施が可能である。 

◆自立活動６区分 項目との関連性が明確である。

◆１単位時間の終末の指導場面で、特別支援教室での学びから在籍学級等で生か

すことについて確認している。

◆在籍学級担任等との連携して指導効果を高めている。

生活上の困難さの改善に関する指導例

１ 単元名 「こんな時どうする？」

２ 単元
【自立活動の区分】

２（１）心理的な安定（情緒の安定に関すること）

３（３）人間関係の形成（自己の理解と行動の調整に関すること）

日常生活で起こる出来事に遭遇した際の様々な感情について、場面を考え判断しながら自

分で気持ちのコントロールができる方法を身に付ける学習である。

３ 本時の指導
（１）本時の目標

自分の特徴について、長所短所や得意分野等をじっくり考えることができる。

（２）本時の展開

段

階
学習活動 指導上の留意点 ◆評価◇教具

導

入

分

１ 挨拶

２ 今日の予定は？

３ ビジョントレーニング

・姿勢や声の大きさを意識できる

ように声掛けをする。

・予定の確認を通して、学習の見

通しをもたせる。

・視線を素早く動かすトレーニン

グであることを説明する。

・一人でも学級でやる時と同じように

できたか。

・姿勢の保持ができたか。
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（２）本時の展開

段

階
学習活動 指導上の留意点 ◆評価◇教具

導

入

分

１ 挨拶

２ 今日の調子は？

３ ビジョントレーニング

・姿勢や声の大きさを意識できる

ように言葉掛けをする。

・自分の言葉で表現できるように

話すきっかけを作る。

・多くの情報の中から目的の情報

を素早く見つけ出すトレーニン

グであることを伝える。

・一人でも学級でやるときと同じよう

にできたか。

・姿勢の保持ができたか。

展

開

 

分

４ 学習課題の確認

・課題を復唱し、ワーク

シートに記入する。

５【自立活動】

①書くこと

・丁寧に書く。（試写）

・時間内に書く

（バランスを考えて）

・英文を書く。（試写）

②話すこと

・英文を聞く。

（一通り、区切って）

・聞き取って読む。

（声に出して）

・丁寧に書くように促す。

・在籍学級で学習している内容を

取り入れ、「書くこと」「話す

こと」を中心に進める。

・書き終えたり話し終えたりする

ごとに評価し、上達に向けたポ

イントについて指導する。

※集中の妨げにならないように言

葉掛けの声の大きさを調整す

る。

◇学習の流れの提示

◇ワークシート

◇本人が使用しているノートに応じた

見本例を用意

◆丁寧に書くことを意識しながら書く

ことができたか。

◆聞いた通りに読んだり、話したりで

きたか。

◆あきらめずに取り組むことができて

いるか。

終

末

分

６ まとめ

・自分が書いた文を声に出

して読む。

７ 振り返り

・本時の学習をもとに、在

籍学級で試すことを考え

る。

・座る姿勢に気を付けさせながら

読ませる。

・授業全体を振り返り、在籍学級

で試すことを具体的に考えさせ

ワークシートにメモするように

促す。

◆声の大きさなど相手に伝わるように

読むことができたか。

スムーズに書こう！話そう！

（３）在籍学級担任等との連携を図るための依頼内容

□特別支援教室における学習記録の確認

□机間指導を通して、ノートの記載内容についてチェック・評価

□特別支援教室での学びの成果を発揮できる、話す場面の設定
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参考

Q 発達障害等の特性に応じた指導内容の設定について

特別支援教室を利用している児童・生徒は様々な発達障害等を抱えており、個々の苦手意

識も様々で、実態に応じた指導内容の工夫等の仕方に苦労している。個々の発達障害等に

応じて適切な指導を行うためには、どのように教材研究をすればよいか。

A 「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学

部）」には、自立活動６区分27項目の一つ一つに関して、発達障害の特性に応じた児童・生

徒の実態や、指導上の留意点等について記載されている。巡回指導教員は担当する児童・生

徒の実態を踏まえたうえで、これまでの指導経験だけに頼るだけではなく、学習指導要領の記載

内容に基づいた指導を行う必要がある。

例えば、自立活動の「６ コミュニケーション（５）状況に応じたコミュニケーションに関すること」

の具体的指導内容例と留意点については、以下のように記載されている。

LDのある児童・生徒の場合

話の内容を記憶して前後関係を比較したり類推したりすることが困難なため、会話の内容や状

況に応じた受け答えをすることができない場合がある。

このような場合には、自分で内容をまとめながら聞く能力を高めるとともに、分からないときに聞き

返す方法や相手の表情にも注目する態度を身に付けるなどして、そのときの状況に応じたコミュニ

ケーションができるようにすることが大切である。

自閉症のある児童・生徒の場合

会話の内容や周囲の状況を読み取ることが難しい場合があるため、状況にそぐわない受け答え

をすることがある。

そこで、相手の立場に合わせた言葉遣いや場に応じた声の大きさなど、場面にふさわしい表現

方法を身に付けることが大切である。なお、その際には、実際の生活場面で、状況に応じたコミュ

ニケーションを学ぶことができるような指導を行うことが大切である。

（２）本時の展開

段

階
学習活動 指導上の留意点 ◆評価◇教具

導

入

分

１ 挨拶

２ 今日の調子は？

３ ビジョントレーニング

・姿勢や声の大きさを意識できる

ように言葉掛けをする。

・自分の言葉で表現できるように

話すきっかけを作る。

・多くの情報の中から目的の情報

を素早く見つけ出すトレーニン

グであることを伝える。

・一人でも学級でやるときと同じよう

にできたか。

・姿勢の保持ができたか。

展

開

 

分

４ 学習課題の確認

・課題を復唱し、ワーク

シートに記入する。

５【自立活動】

①書くこと

・丁寧に書く。（試写）

・時間内に書く

（バランスを考えて）

・英文を書く。（試写）

②話すこと

・英文を聞く。

（一通り、区切って）

・聞き取って読む。

（声に出して）

・丁寧に書くように促す。

・在籍学級で学習している内容を

取り入れ、「書くこと」「話す

こと」を中心に進める。

・書き終えたり話し終えたりする

ごとに評価し、上達に向けたポ

イントについて指導する。

※集中の妨げにならないように言

葉掛けの声の大きさを調整す

る。

◇学習の流れの提示

◇ワークシート

◇本人が使用しているノートに応じた

見本例を用意

◆丁寧に書くことを意識しながら書く

ことができたか。

◆聞いた通りに読んだり、話したりで

きたか。

◆あきらめずに取り組むことができて

いるか。

終

末

分

６ まとめ

・自分が書いた文を声に出

して読む。

７ 振り返り

・本時の学習をもとに、在

籍学級で試すことを考え

る。

・座る姿勢に気を付けさせながら

読ませる。

・授業全体を振り返り、在籍学級

で試すことを具体的に考えさせ

ワークシートにメモするように

促す。

◆声の大きさなど相手に伝わるように

読むことができたか。

スムーズに書こう！話そう！

（３）在籍学級担任等との連携を図るための依頼内容

□特別支援教室における学習記録の確認

□机間指導を通して、ノートの記載内容についてチェック・評価

□特別支援教室での学びの成果を発揮できる、話す場面の設定
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参考

Q１ 拠点校における分掌と部活動について
巡回指導教員の分掌、部活動のもち方について、拠点校における分掌は「巡回指導教員として

の業務に支障がないように配慮」、拠点校における部活動は、「巡回指導教員としての業務に支障
がないようにする必要がある」とされている。具体的に、どのような違いがあるか。

A１ 巡回指導教員は常時拠点校に勤務しているわけではないので、本務校である拠点校における
校務分掌については、巡回指導教員として業務に支障がないように配慮した上で、分掌業務を
担当することを想定している。
一方、放課後の時間帯は、生徒等からの相談や学級、教科の担当教員等との在籍学級での
指導・支援の工夫に関する打合せなど、特別の指導を担当する教員として対応すべき業務を遂
行する必要があることから、拠点校における部活動については、必ず担当することを想定している
ものではなく「部活動を担当する場合においては、巡回指導教員としての業務の遂行に支障がな
いようにする必要がある。」としている。
なお、拠点校において巡回指導教員の校務分掌を検討する際には、巡回指導教員は、拠点
校・巡回校において、各学校の特別支援教育コーディネーターや特別支援教室専門員等と連
携し、発達障害教育の推進役を担うことが求められていることに留意する必要がある。

Q２ 指導時数について
小学校では、従来の通級指導学級では週当たり半日程度の指導を受けていたが、在籍校での
特別支援教室では、週当たり２時間程度の指導となり、指導時数が減ったケースがあると聞いた。
特別支援教室の導入で、必要な時間数の指導が受けられなくなったのではないか。

A２ 小学校では、特別支援教室の導入により、指導時数が減少している場合があるが、これは、
その理由として、自校で指導を受けられるようになったことにより、対象児童に真に必要な指導
時数・指導内容が精選して行われるようになったことや、校内での連携が進み、通常の学級で
行う配慮や支援が増えたことなどが挙げられる。指導の精選や校内での連携等により通級によ
る指導時数が減少し、通常の授業を受けることができる時数が増えたことは、特別支援教室導
入の効果の表れといえる。

Q３ 在籍校以外の特別支援教室の利用について
思春期の影響等で、在籍校にて特別支援教室に通う姿を周囲の友達に見られることを嫌がる
生徒がいる。そうした生徒は他校の特別支援教室に通って指導を受けることは可能か。

A２ 特別支援教室の導入により、これまで通常指導学級で行ってきた特別な指導を、原則とし
て在籍校で受けることになるが、生徒本人の事情や指導上の必要により、在籍校以外で指導
を受ける方が効果的な生徒は、例外的に他校に設置されている特別支援教室で指導を受け
ることも可能である。
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Ⅲ 

特別な支援が必要な児童・生徒への対応
特別な支援が必要な児童・生徒への対応については、校長のリーダーシップの下、学校全体

で組織的に対応することが大切です。 

また、児童・生徒の実態によっては、発達障害等に関する専門性を有する教育相談室と連携

を図るケースもあります。 

特別な支援が必要な児童・生徒への対応、教育相談室との連携等について確認しましょう。 
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１ 
特別な指導が必要な児童
生徒への気付き

Ⅲ 

就学時における就学前機関等からの情報の活用

 発達障害のうち、自閉症や注意欠陥多動性障害については、就学前から既に家庭や

地域の生活の中で、あるいは幼稚園や保育所の中で保護者や保育者等が気付いている

場合がある。 

 このため、就学前に療育機関において支援を受けている幼児もおり、これらの幼児

が小学校に就学する際の就学相談において、どのような支援を受けてきたのかに関す

る情報を適切に就学先の小学校に引き継ぐ必要がある。 

 就学前機関等の情報を、就学先の小学校に引き継ぐためには、保護者の同意が必要

であるが、中には支援を受けてきたことを小学校に知られたくない保護者もいる。教

育相談室や小学校は、就学前機関等から得た情報を当該の幼児が就学した後に、小学

校で適切に支援を行うための準備に活用することを明確に保護者に伝え、理解を得る

必要がある。 

 実際に就学前機関等から得られた支援に関する情報は、必ずしもそのまま小学校で

活用できるとは限らない。そこで、就学前機関で受けていた支援の内容を踏まえて、

小学校で行う特別な指導や支援の内容を検討し、教育委員会又は小学校から保護者に

説明して、納得を得る必要がある。 

就学前機関からの支援に関する引継ぎ

小学校で行う指導・支援の検討

乳幼児期

就学支援シート 

希望する保護者が、幼稚園・保育所
と共に作成し、小学校で活用する。 

学齢期
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小学校から中学校への引継ぎ

 小学校の校長は、進学先の中学校の校長と連携を図り、教育上特別な支援を必要と

する児童に対する支援内容を記載した学校生活支援シート等の内容を保護者の同意を

得て、中学校に引き継ぐ。 

 中学校では、教科担任制となることや部活動が始まることなどにより、生徒の学習

環境や生活環境が大きく変化するため、小学校で学びにくさを感じられた教科等につ

いて明確にしておく必要がある。そのため、教員相互の学校見学や当該児童及び保護
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依頼する際に活用できる
ようにするためのファイ
ル。支援内容が決定した
ら、教育相談室が保護者
に支給する。 

学校生活支援ファイル 

１ 
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Ⅲ 
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就学前機関からの支援に関する引継ぎ

小学校で行う指導・支援の検討

乳幼児期

就学支援シート 

希望する保護者が、幼稚園・保育所
と共に作成し、小学校で活用する。 

学齢期
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気になる児童・生徒のチェックシート  

「気になる児童・生徒のチェックシート」は、校内委員会の検討資料となります。また、保護者が

教育相談室に教育支援の申し込みをする際に、学校が用意する資料に含まれています。 

 

ポイント 

在籍学級における生徒への気付き

 小学校では在籍学級担任が、児童に発達障害があることに気付くのは、児童が授業

中に立ち歩く、学習に関係のない話を始めるなど、授業の進行の妨げとなるような目

立った行動をすることによる場合が多い。 

 また、文字の読みや書きに課題が生じ、練習を積み重ねても成果が得られないな

ど、学習上の困難さが目立つ場合もある。 

 中学校では、友人関係や授業における態度等に表面上問題が生じていなくても、思

春期となり、友人との円滑なコミュニケーションが取れず孤立していることがある。

また、障害特性上の困難さに起因する学習の積み上げができていないことから、中学

校での学習に対応できず、学習への意欲が低下していたりすることが見受けられる。 

 これらの児童・生徒の行動の変化に気付いたときには、「気になる児童・生徒の

チェックシート」等で児童・生徒の実態について把握し、把握した内容を、特別支援

教育コーディネーターや巡回指導教員、巡回相談心理士等に相談することが必要であ

る。 

 

 保護者が家庭における児童・生徒の様子の変化等に気付き、在籍学級担任等に相談

してくることがある。 

 これをきっかけに、児童・生徒の発達障害に気付くことがある。学校の相談窓口を

保護者に知らせるとともに、在籍学級担任等は、家庭での児童・生徒の様子に関する

保護者からの情報に敏感でいる必要がある。 

 

在籍学級担任、教科担任の気付き

保護者からの相談等による気付き

82



83 

 

気になる児童・生徒のチェックシート  

「気になる児童・生徒のチェックシート」は、校内委員会の検討資料となります。また、保護者が

教育相談室に教育支援の申し込みをする際に、学校が用意する資料に含まれています。 

 

ポイント 

在籍学級における生徒への気付き

 小学校では在籍学級担任が、児童に発達障害があることに気付くのは、児童が授業

中に立ち歩く、学習に関係のない話を始めるなど、授業の進行の妨げとなるような目

立った行動をすることによる場合が多い。 

 また、文字の読みや書きに課題が生じ、練習を積み重ねても成果が得られないな

ど、学習上の困難さが目立つ場合もある。 

 中学校では、友人関係や授業における態度等に表面上問題が生じていなくても、思

春期となり、友人との円滑なコミュニケーションが取れず孤立していることがある。

また、障害特性上の困難さに起因する学習の積み上げができていないことから、中学

校での学習に対応できず、学習への意欲が低下していたりすることが見受けられる。 

 これらの児童・生徒の行動の変化に気付いたときには、「気になる児童・生徒の

チェックシート」等で児童・生徒の実態について把握し、把握した内容を、特別支援

教育コーディネーターや巡回指導教員、巡回相談心理士等に相談することが必要であ

る。 

 

 保護者が家庭における児童・生徒の様子の変化等に気付き、在籍学級担任等に相談

してくることがある。 

 これをきっかけに、児童・生徒の発達障害に気付くことがある。学校の相談窓口を

保護者に知らせるとともに、在籍学級担任等は、家庭での児童・生徒の様子に関する

保護者からの情報に敏感でいる必要がある。 

 

在籍学級担任、教科担任の気付き

保護者からの相談等による気付き

83



２ 
特別支援教育コーディネーター
の役割

Ⅲ 

特別支援教育コーディネーターの役割について

 特別支援教育コーディネーターは、所属校の特別支援教育を推進す

ることが役目となっている。特別支援教室の運営はもちろんのこと、

特別支援教育に関わる教育活動は多岐にわたるが、その各プロセス

で、関わり合う人たちをつなぎ、知恵と力を引き出し、児童・生徒へ

の支援に結び付けていく必要がある。 

 特別支援教育コーディネーター 

１ 校内の教員の相談窓口

２ 校内外の関係者との連絡・調整

 教員の相談窓口として求められる役割は、児童・生徒に関わっている教員の悩みに耳を

傾け、悩みの内容、児童・生徒と教員をめぐる状況などを把握・整理することである。そ

れには、まず困っている教員から話を聴こうとする姿勢が必要である。さらに、話の内容

とコーディネーターがもっている障害についての知識などからアセスメントをし、その後

の対応を考えていく窓口となる。コーディネーターが窓口となることで、特別支援学級担

任や巡回指導教員からアドバイスをもらったり、校内委員会での検討を考えたりと、担任

一人でなく、複数の教員で支えていくことを目指す。  

 連絡・調整役として求められる役割は、まず、学校内外の関係者とコンタクトを取るこ

とである。そして、情報を集めたり、支援のための知恵や力を引き出し合うことで、チー

ムワークを形成していく。子どもの支援という目的のために、今まで子どもと関わってき

た職員（例えば、幼稚園や保育園の先生）やこれからの支援を考える上で求められる専門

機関の職員（例えば、医療関係者、特別支援学校のコーディネーターなど）と連絡を取

り、校内と校外の関係者をつなぐ連絡窓口としての機能が求められる。また、現在そして

今後どのように支援をしていけばよいか、複数の教員や機関で方針を共有することを目指

す。  
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３ 地域の関係機関とのネットワーク作り

４ 保護者の相談窓口

５ 教育的な支援

 連絡・調整で顔見知りになった関係者同士が連絡を取り合えるよう、コーディネーターは調整

を行い、ネットワークを作っていく役割がある。普段から連絡を取り合える関係を作っておけ

ば、いざ話し合いたいと思ったときに連絡が取りやすくなる。面識のない人に連絡を取ろうとし

ても、つい腰が重くなる。連絡を取ることが必要だと思っていながらなかなか腰が上がらない状

態では、その結果が子どもへの支援への遅れになりかねない。学校の事情などで外に出にくい場

合もあるかもしれないが、地域の連絡会、勉強会など様々な機会を上手く活用し、顔をつなぐと

いったコーディネーターの柔軟性やフットワークの軽さが、結果的に地域との連携になり、ネッ

トワーク作りの基盤になる。はじめから大きなネットワークを作ろうとしてもなかなか難しいも

のである。一歩一歩着実に関係をつなげていくことが大切である。 

 ここでコーディネーターに求められる役割は、まず保護者の相談の窓口となり、保護者の心配

や学校への要望などをきちんと聴くことである。保護者の希望は様々なので、中には学校での対

応が難しいこともあるだろうが、最初から“できません”の姿勢ではなく、“まずは考えてみま

しょう”という姿勢で話を聴くことが大切である。また、保護者は子どものことを一番良く知っ

ている。保護者と協力関係を結ぶことができれば、子どもの支援を考えるうえで心強いパート

ナーができたと言える。さらに、保護者の相談から学級担任や校内委員会につないでいくことも

ある。保護者の相談の中にはこれからの支援や学校そのものを変えていくエッセンスが隠れてい

るかもしれない。コーディネーターは保護者の相談窓口になることで、そうしたエッセンスを汲

み上げる役も担っていることを心に留めておくことが大切である。 

 担任が行う子どもへの支援の仕方や指導方法を検討したり、研修会を開催したりすることも役
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３ 校内委員会の役割
Ⅲ 

校内委員会の設置の目的及び委員構成

校内委員会の設置方法

 特別支援教育に関する校内委員会の設置の仕方には、以下のような様々な方法があ

る。それぞれに利点があり、各学校の事情を考えて検討し設置していく必要がある。 

（１） 新規の委員会として新たに設置する。 

（２） 既存の校内組織に校内委員会の機能を付加する。 

（３） 既存のいくつかの校内組織を整理・統合して設置する。 

 特別な支援等が必要と思われる児童・生徒に関しては、校内委員会の中で実態につい

て多面的に把握し、支援方法について検討する。また、校内委員会における協議、在籍校

における保護者との面談を経て支援レベルを検討し、支援レベル３の児童・生徒について

は、保護者の同意を得てから教育相談室に特別な支援の検討を申請することとする。 

 校内委員会の設置の目的については、「特別支援教育コーディネーターの推進について

（通知）」（平成19年４月１日付19文科初第125号）において、「各学校においては、校長

のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発達障害を含む障害のある幼児児童

生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、校内に特別支援教育に関する委員会を設

置すること」と示されている。 

 校内委員会の委員構成については、「校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教

務主任、生徒指導主事、通級指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼

児児童生徒の在籍学級担任、学年主任、その他必要と思われる者など」としている。 

 特別支援教室導入後は拠点校のみならず、巡回校でも巡回指導教員を委員とすることが

望ましい。また、必要に応じて、臨床発達心理士等の出席も可能である。 

 
「特別支援教育コーディネーターの推進について（通知）」 

（平成19年４月１日付19文科初第125号）
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校内委員会における役割の明確化

 校内委員会の役割を明確にして、効果的に機能させることが重要となる。校内委員会の役割

は、他の校内組織や外部の関係機関等の連携・役割分担等を考慮して検討するとともに、全教職

員で共通理解を図ることが重要である。 

 校内委員会の役割としては、以下の内容が考えられる。各学校の事情を考えて検討していく必

要がある。 

 

（１）実態把握・・・・・・・・児童・生徒の実態を多角的・客観的に把握する。 

（２）情報共有・共通理解・・・情報を校内外の関係者全員で共有し、共通理解を図る。 

（３）支援策の検討・・・・・・組織的に多角的・客観的な視点で支援策を検討する。 

               必要に応じて、外部の専門家を招聘して支援策の検討を行う。 

（４）関係機関との連携・・・・当該児童・生徒に関わっている関係機関・関係者と情報を共有 

               し連携を図る。 

（５）校内研修会の実施・・・・教職員の専門性の向上を図る。 

（６）相談の窓口・・・・・・・当該児童・生徒の担任のみで対応せず、組織的に対応する。 

（７）理解啓発の促進・・・・・教職員、保護者等への理解啓発を推進し、特別支援教育の充実 

               を図る。 

（８）その他 

 

Q：「発達障害のある生徒への支援のレベル」のレベル１及びレベル２に該当する児童・生徒への支援とはどのようなものか。

A：通常の学級には、様々な実態の生徒が在籍している。様々な実態の児童・生徒の特性を踏まえて指導の工夫や配慮を実施してい

くためには、日々の教育活動にユニバーサルデザインの視点を取り入れた、全ての児童・生徒に分かりやすい授業づくりを行うことが必
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ポイント

【参考】 ユニバーサルデザインの視点を取り入れた学校の教育活動の推進について ≪小学校及び中学校での取組の事例集≫

３ 校内委員会の役割
Ⅲ 
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 校内委員会の委員構成については、「校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教

務主任、生徒指導主事、通級指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼

児児童生徒の在籍学級担任、学年主任、その他必要と思われる者など」としている。 
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「特別支援教育コーディネーターの推進について（通知）」 

（平成19年４月１日付19文科初第125号）
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校内委員会の流れについて

（１）特別支援教育コーディネーターは、学級担任や教科担任、保護者からの情報により、発達障害の可能 

   性がある児童・生徒に対する校内での指導・支援について検討する必要があることを、校長、副校長 

   に報告する。 

   ※「気になる児童・生徒のチェックシート」が未作成の場合は、特別支援教育コーディネー 

    ターが学級担任や教科担任等に作成を指示する。 

（２）校長は、巡回指導教員に発達障害の可能性のある児童・生徒の行動観察を指示する。 

   ※行動観察の記録用紙については学校の任意の様式 

（３）校長は、対象児童・生徒に対する支援策を講じる必要があると判断した場合、校内委員会を招集する。 

（４）校内委員会で校長は、特別支援教育コーディネーター、在籍学級担任及び教科担任等から対象児童・ 

   生徒が在籍学級で抱えている困難さや在籍学級での状況等について、「気になる児童・生徒のチェック    

   シート」や巡回指導教員が作成した行動観察記録の内容を踏まえながら報告させ、対象児童・生徒の必 

   要な支援のレベルを判定する。この際、臨床心理士等からの専門的所見を得るため、校内委員会への出 

   席や書面での所見の提出を求めることが重要である。 

（５）保護者に対して、校内委員会の検討に至った経緯、検討の結果、支援策について説明し、了解を求め   

   るとともに、保護者の意見を聴取する。 

（６）保護者の求める支援が校内委員会の判断と一致しない場合には、継続して校内委員会で検討するとと 

   もに、保護者への説明を行い、相互の合意形成を図る。 

（７）対象児童・生徒の支援がレベル３であり、保護者の合意も得られた場合には、校長は教育相談室に教育 

   支援の検討を申請する。 

校内委員会での特別な支援の必要性についての検討の流れ

◆教育相談室に教育支援の申し込みをする際に必要な書類

①保護者が用意するもの

・「教育支援申込票」 （学校に提出）

②学校が用意するもの

・「教育支援についての意見書」

・「気になる児童生徒のチェックシート」

・巡回指導教員が作成した行動観察記録（学校任意様式）

・その他、学校が校内委員会で使用した資料

※教育相談室は、①②の資料の提出を受けて支援先の検討を始めます。
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ポイントポイント
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   要な支援のレベルを判定する。この際、臨床心理士等からの専門的所見を得るため、校内委員会への出 

   席や書面での所見の提出を求めることが重要である。 

（５）保護者に対して、校内委員会の検討に至った経緯、検討の結果、支援策について説明し、了解を求め   
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   支援の検討を申請する。 

校内委員会での特別な支援の必要性についての検討の流れ

◆教育相談室に教育支援の申し込みをする際に必要な書類

①保護者が用意するもの

・「教育支援申込票」 （学校に提出）
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※教育相談室は、①②の資料の提出を受けて支援先の検討を始めます。

89



90



91



93 

 

       １ 教育支援委員会（専門部会）で行うこと 

 専門部会では、専門医、外部有識者を除く教育支援委員で構成され、各回の審議対

象児童・生徒の支援先について専門部会としての見解を決める。未就学の児童がいる

場合には、会議前にグループ行動観察を行い、予め割り当てられた委員に行動観察記

録をその場で作成してもらい委員会資料として用いる。 

 

◆部会メンバー 

 教育支援委員会は、次に掲げる者をもって構成し、教育長が委嘱又は任命する委員

をもって組織する。特別支援学級設置校長、特別支援学級担任教諭、専門医、外部有

識者、東京都立特別支援学校教諭、福生市教育相談室相談員、指導主事、教育委員会

事務局職員。 

 

※ 教育支援委員会委員のうち、特別支援学級（小中の知的固定、小中の情緒固定、 

 ことばの教室、小中特別支援教室）の担任の参加については、通常の業務に支障を 

 きたすことのないよう教育支援委員会ごと各代表１名の参加としている。 

※ 専門部会に提出する資料については、Ｐ１４１を参照。 

２ 教育支援委員会（最終審議会）で行うこと 

 専門部会での見解を踏まえ、専門医、外部有識者のより専門的な指摘や意見も交

えて最終的な支援の在り方について決定する。相談員の意見と保護者の希望が一致

していないケース（例えば、保護者は通常の学級＋特別支援教室を希望している

が、相談員の見立ては情緒固定学級が適当など）については、再審議や継続相談を

条件に支援先が決定される場合もある。  

教育支援委員会について

◆教育支援委員会の目的 

 教育上個別の支援を必要とする児童・生徒に対し、一人一人に合った適切な教育 

支援を行う。 

 

◆教育支援委員会開催の時期 

 年度内に全９回実施。７月に第一回を開催し、９月以降各月の頻度で行っている。

早期支援が必要と判断したケースについては、臨時の教育支援委員会を開催する場合

もある。 

  

◆臨時教育支援委員会の対象児童・生徒 

 年度切り替えに伴い、前年度第９回（２月）から、次年度第１回（７月）まで期   

間が開いてしまうため、以下の例に対しては臨時教育支援委員会を開催する。 

 ① 中学在学の生徒で一部支援の活用（特別支援教室）が適当だと見込まれる場合 

 ② 昨年度、教育支援委員会で判定を受け不一致になったが、保護者の意向が変わ  

   り、見解の一致が見込まれる場合） 

 年度の後半には審議対象の児童・生徒人数が増えるため、12月から２月までの間

に、専門部会を２度開催し、最終審議であわせて支援先を決定している。 
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