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研究員派遣による学校支援に関する研究 

 

学ぶ力向上のための研究員派遣による学校支援の在り方 

－小学校における特別支援教育の手法を用いた学校支援の在り方－ 

 

 

 

Ⅰ 研 究 の 目 標 

 

  小学校の通常学級および特別支援学級において、特別支援学校教員が研究員として受入校に行き、

これまで培ってきた特別支援教育の視点や手法を用いた学校支援を行う。具体的には、当センターの

特別支援教育に関する研究において作成してきた研究成果物などを、学校や学級、あるいは特別な支

援を必要とする児童の実態や課題、ニーズに合わせて効果的に活用することで、学ぶ力向上を目指す。

同時に、小学校が特別支援学校に求めている「センター的機能」について探る。 

 

Ⅱ 研 究 の 仮 説 

 

児童のアセスメントを丁寧に行い、その結果を学習環境、指導方法、関わり方などの具体的な支援

や指導に生かすことができるよう学校を支援することで、特別支援教育の視点や手法がこれまで以上

に取り入れられた実践が行われ、すべての子どもの学びやすさにつながり、学ぶ力が向上するであろ

う。 

 

Ⅲ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 各受入校に研究委員を委嘱するとともに、当センターから特別支援学校教員の研究員が受入校に行

き、学校支援の内容を検討する。 

２ 学習活動に参加することにより学級や支援の必要な児童の状況を詳しく把握し、担任と情報を共有、

確認を行い、特別支援教育の視点や手法を取り入れた具体的な支援や学習活動を計画、実施する。 

３ 派遣研究連絡協議会を開催し、各校の取組状況について交流や協議を行う。 

４ 各校での取組内容、成果と課題についてまとめる。 

 

Ⅳ 研 究 の 内 容 

 

  小学校における特別支援教育の視点や手法を用いた学校支援として、以下の研究を進める。 

特別支援教育の視点を生かした児童理解から有効な指導・支援につなげる工夫 

小学校における特別支援教育の手法を用いた学校支援の在り方Ⅰ 

  ・特別支援学級における児童のアセスメントと支援方法 

  ・通常学級における児童のアセスメントと支援方法 

小学校における特別支援教育の手法を用いた学校支援の在り方Ⅱ 

  ・学習環境づくりと授業のユニバーサルデザイン化 

  ・低学年における効果的な書字指導 

  ・身体面の動きに視点を当てた指導 

研究員派遣による学校支援に関する研究(特別支援教育) 
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Ⅴ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究から明らかになったこと 

(１) 特別支援学校教員が、１日を通して授業に参加し、実際に指導を共に行う中で、クラスの状況や

児童の様子を踏まえたアセスメントと支援内容のアドバイスを行うことは、対象児童だけでなく、

クラス全体の支援となる。 

(２) 教材の準備や教室環境の改善を共に行うだけでなく、実際に児童と関わっていくことが、小学校

教員にとってモデルとなり、特別支援教育の視点を理解するのに有効であった。 

(３) 「個」から「集団」を見る特別支援学校の視点と「集団」から「個」を見る小学校の視点の良さ

を互いに理解し、生かしていくことが、学校全体のユニバーサルデザイン化につながる。 

 

２ 今後の課題 

(１) インクルーシブ教育システムの構築に向け、特別支援教育コーディネーターと担任が連携・協力

できる校内組織の充実を図る必要がある。 

(２) 管理職と特別支援教育コーディネーターが中心となり、小学校教員全体の特別支援教育に対する

理解と専門性をより向上させる必要がある。 

(３) 特別支援学校のセンター的機能の充実を目指すために、小学校が特別支援学校に求めるニーズを

的確に把握するための連携の在り方を探っていく必要がある。 

 

文   献 

滋賀県総合教育センター「気付きを支援に生かすためのハンドブック『自己肯定感を育てる特別支援教育』」、平成26年(2014年) 

滋賀県総合教育センター「特別支援教育の知恵袋 書字編」、平成27年(2015年) 
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小学校における特別支援教育の手法を用いた学校支援の在り方Ⅰ 

～特別支援教育の視点を生かした児童理解から有効な指導・支援につなげる工夫～ 研究員 福田 大輔 

Ⅰ 研究の経過 

４月   研究構想、推進計画の立案、専門委員・研究委員の委嘱 

５月   派遣研究(県内公立小学校３校、原則各校週１回派遣、総派遣日数80日) 

～12月 

６月   校内研修会「発達障害児への支援の在り方」 

７月   第１回派遣研究連絡協議会(研究構想、計画、取組内容の交流) 

校内研修会「児童の見立てと支援の在り方 ～明日から使える支援のあれこれ～」 

11月   第２回派遣研究連絡協議会(取組内容の交流および協議) 

      教員対象アンケートの実施 

12月   研究報告書原稿執筆 

２月   研究発表大会 

Ⅱ 研究内容 

 １ 特別支援学級での支援(３校) 

   特別支援学級には、「少しの刺激(視覚・聴覚)に敏感に反応し、情報の取捨選択が難しい」「集

中できる時間が短い」「見通しが持ちにくいため、目標を持って活動することができない」という

様子を見せる児童が在籍していることが多い。そのため、なかなか授業に参加することができなか

ったり、落ち着いて学習に取り組むことができなかったりする状況であった。また、見通しを持っ

て過ごすことが難しいため、その時々に思いついたことに固執してしまい、要求が通らなければ非

常に混乱してしまうことが日常的に見られた。これらのことから、受入校３校において、特に児童

が落ち着いて学習に向かうことができるための「学習環境づくり」と、児童自身が自分の予定とし

て使うことができる「１週間の予定表」の活用を図ることにした。 

 (１) 学習環境づくり 

   ア 視覚情報の整理 

     教室に置かれている教材や掲示されている児童の作品、すぐ

隣の友だちの席などを視覚情報として捉え、過敏に反応してし

まうために、自分の好きなことであっても短時間しか集中でき

ないケースがあった。そこで、視覚情報の整理として、余分な

情報が入らないように教室に置く教材や掲示物を必要最低限に

した。併せて、既存のロッカーや本棚の背面を利用し、個別の

空間を確保した(図１、図２)。このような支援を行うことで、

学習や自分の好きなことに集中できる時間が少しずつ長くなっ

た。また、学習の時間と遊びの時間の気持ちの切り替えもスム

ーズに行うことができるようになった。 

   イ 個別の空間の確保 

     児童が混乱したときの支援として、児童の気持ちにより添い、

落ち着くように言葉かけを行うことが多いが、この支援が逆効

果となるケースがあった。また、混乱しているため、いつも以上に過敏になり、落ち着くまで

時間がかかるケースもあった。そこで、視覚情報が整理された個別の空間を用意し、その空間

を利用して気持ちを落ち着ける習慣をつけるよう支援したところ、個別の空間が安心できる空

間となり、気持ちの切り替え等ができるようになっていった。 

図２ 個別の学習空間例２ 

図１ 個別の学習空間例１ 

 

図１ 個別の学習空間例１ 
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   ウ 子どもに合わせて変えていくこと 

     毎年、特別支援学級には様々な実態の児童が在籍する。また、前年度より在籍していた児童

であっても、成長に伴って課題は変化してくる。そこで、適切な時期に教室環境の見直しを行

うことや柔軟な設定変更を行うことの必要性を教員に伝え、教室環境を整理し、個々に応じた

設定による児童の学ぶ力向上を目指した。 

 

 (２) １週間の予定表 

毎日の繰り返しや時間割を頼りにすることで、１日の見通しを持って過ごすことはできていた。

しかし、１週間、あるいは１か月となると、見通しを持つことが難しくなる児童が多かった。将

来、児童自身が見通しを持ち、主体的に活動するためには、予定表を児童が活用しやすい形に作

り替える必要があると考えた。 

   ア １週間の見通し 

     「将来的には１週間を見通す力を持って過ごせると生活に張

り合いが出る｣と考え、まずは１週間の見通しを確実に持つこと

をねらいとして学級で取り組めるように工夫した(図３)。 

   イ 自分で分かって行動する 

     予定表を活用するねらいのもうひとつは、「予定を自分のも

のとしてとらえる」ということである。そこで児童と教師がと

もに予定表を作り、内容を確認する流れを大切にした。予定表

作りの中で行う｢予定を書く｣「日付を選ぶ」といった活動は、児童の実態に応じて課題を設定

しやすいこと、活動内容が分かりやすいこと、短時間でやりきれることなどから、児童の自信

につながった。この結果、児童は予定を「自分の予定」として主体的にとらえるようになり、

見通しを持ち、安心して活動できるようになった。 

 

 ２ 通常学級での支援(２校) 

受入校２校で行った通常学級での支援において、その対象となった児童の課題は多岐にわたる。

中でも、以下の２点については、児童が授業に向かい、学びを深めるために特に大切にした。 

 (１) 授業の始まり・終わりの挨拶 

授業に向かうためには、それまでの活動から気持ちを切り替えることが必要である。工夫され

た授業展開にも関わらず、気持ちの切り替えができていないために授業に向かいにくい児童が多

く見られた。時間の区切りを明確にし、『気持ちの環境整理』を行うために、クラス全員が前を

向き、姿勢を整えて挨拶をすることを大切にした。これにより体だけでなく心も授業に向きやす

くなり、授業内容の理解も深まっていった。特に学習に向かう習慣が確立していない低学年や、

発達障害等により気持ちの切り替えが苦手な児童には、効果的であった。併せて、挨拶をするこ

とで向かった授業への気持ちを継続させるための『机の環境整理』も大切にした。「机の上に何

を出すのか」「今は何を使うのか」を明確に伝えることは、多くの児童の分かりやすさにつなが

った。 

 

 (２) 話を聞く力 

    『気持ちの環境整理』と『机の環境整理』を実施した上で、児童が注目しているかを必ず確認

しながら話をすることを提案した。話を聞くことに課題のある児童の多くは、話を聞くための気

持ちの切り替えができていない実態がある。そのため、教材を提示しながら話をすることやアイ

図３ １週間の予定表 
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コンタクトをとりながら話をすることなど、注意を教員に向けさせてから話をすることを大切に

した。このように児童に応じてより良い方法を探り、支援をすることで、教員に注目し、話に集中

できるようになってきた。また、話と話の間隔への配慮を行うことや児童の知っている言葉を選

んで話すことなど、児童の様子に応じた話し方を教員が意識することも、さらに大切だと考える。 

    こうした当たり前のことを確実に行うことが、通常学級におけるユニバーサルデザイン化の第

一歩であり、基礎的環境整備が整うことでもある。 

 

 ３ 教員対象のアンケート調査から 

   派遣研究を受けることでの小学校教員の特別支援教育に関する意識の変化や有効であった実践、

支援内容などを確認するため、11月にアンケート調査を実施した。以下に主な意見を示す(図４)。 

課

題 

・小学校における特別支援教育の質を上げるためには、教員が児童のアセスメントを行うことができる視点と支援

方策を実行していく力量を上げることが必要。(管理職) 

・特別支援教育についての理解は深まってきているが、支援の必要な児童を目の前にしたときには、対応しきれて

いない。(管理職) 

・専門職の者から小学校教員が学ぶことが多いことを感じた。特別支援教育の質を高めていくためには、特別支援

学校との関係を強めることが必要。(管理職) 

成

果 

・同一校へ継続して来校してもらえることで、研究員と教員の良い関係もできる。また、児童の実態や変化を把握

することができる。それがあるからこそ、研究員と相談することや助言を受け入れることができ、実践につなげ

ることができた。(管理職・一般教員) 

・実際に行っている支援が有効かどうか、児童のアセスメントを行い、個に応じて助言をいただくことができたの

で心強かった。(一般教員) 

・児童を見る上で、これまで考えていなかった視点を知ることができた。(一般教員) 

・児童への支援と児童の育ちの関係を理解できるようになった。(一般教員) 

・専門的な視点から助言をもらえることで、保護者に安心感を与えることができた。(一般教員) 

図４ 教員対象アンケートの主な意見 

派遣研究は、継続的かつ定期的に小学校を訪問することで、児童の課題や変化だけでなく、教員

の特別支援教育への意識の変化を見ることができるものであった。１日を通した授業参観で「児童

は何に困っているのか」「どのように支援を行えばよいのか」を把握し、児童と毎日関わる学級担

任に直接伝えることで、すぐに生かせる支援となった。しかし、学級担任だけの力で児童の成長を

支えることはできない。必要なことは、学校として児童のより良い成長のための支援を考え、行っ

ていくことである。そのためにも、児童に関する情報の共有と発信を常に行うこと。そして、状況

に応じて、特別支援学校のセンター的機能の利用や医療機関などの専門機関への迅速な連携ができ

るよう、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制づくりは欠かせないものである。 

 

 ４ 合理的配慮と基礎的環境整備の視点から 

児童の行動の要因・背景を探り、的確なアセスメン

トを行うことが、支援内容を考える上で基礎となる。

そこで「学級での様子」「指導上悩んでいること」「友

だちとの関係」「家庭での状況」など多面的な情報を

学級担任から聞き取るようにした。また、気になる児

童の様子を参観したり、児童と関わったりするととも

に、学級の状況の把握も同時に行うようにした。そし

て、気になる児童の様子とその要因・背景を分析し、

国立特別支援教育総合研究所作成の支援例や、児童が

学びを深めることができる授業の組み立て案などを盛

り込んだ報告書を作成した。その際、「座席配置」や

「板書の仕方」、「授業の冒頭の『めあて』や『授業
図５ 報告書作成のポイントと校内での共通理解の流れ 

 ＜担任への事前の聞き取り＞ 

○学級での様子  ○指導上で悩んでいること 
○友だちとの関係 ○家庭での状況 

＜報告書作成のポイント＞ 

○学級の状況の把握 
・座席配置、掲示物などの教室環境 

○児童のアセスメントと支援方法 
 ・担任が悩んでいることに関する内容 
 ・参観を通して気になった児童に関する内容 
 ・国立特別支援教育総合研究所作成の支援例 
○その他 
 ・授業の組み立て 
 ・授業の中で気になったこと 

＜学校への報告＞ 

○学級担任への提出 
○特別支援教育コーディネーターへの提出 
       ↓ 
 管理職・職員での共通理解 
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の見通し』の提示」など基礎的環境整備に関すること、「集中力の持続のための支援」や「指示理

解のための支援」など合理的配慮に関することも大切な視点とした(図６)。また、担任それぞれの

持ち味を踏まえ、よかった指導方法を特別支援教育の視点から意味付けをしたり、担任の個性を生

かした支援を提案したりして、教員が自らの指導に対して自信が持てるよう配慮した。 

なお、このような観点で作成した報告書は、学級担任だけでなく、管理職や特別支援教育コーデ

ィネーターにも提出し、校内で周知することにより、児童一人ひとりの自己肯定感の向上を図って

もらった(p.5の図５)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員は、すべての児童の学びを深めるために、基礎的環境整備を整えるなど実態や課題に応じた

工夫や支援を行わなければならない。また、自身の表情を大切にしながら児童と関わることも重要

になる。児童は教員の表情から安心感を得る。そして、その安心感が積み重なることで意欲が生ま

れ、学びの土台となる。特に授業に苦手意識がある児童へは、見通しや興味を持たせるだけでなく、

授業の中での様子や発言を丁寧にくみ取り、その時々に応じた個への支援を行うことが必要である。

こうしたことの積み重ねが「できた」「分かった」だけでなく、「途中までだけどがんばることが

できた」と実感できる「児童が主役の授業」につながり、自己肯定感へとつながっていく。 

教員は、一人ひとりの良さを大切にし、児童の行動を否定的に捉えず、肯定的な眼差しで見守り

ながら｢強みと良さを生かした支援｣をしていくことの必要性を今回の研究で再確認した。 

Ⅲ 成果と課題 

 １ 成果 

 (１) 特別支援教育の視点が必要な児童に対して、「教室環境」や「授業に向かう個々の環境」の整

理を行うことで、学ぶ力の向上につなげることができた。 

 (２) 児童の行動の要因・背景を探るために、特別支援教育の視点を養う必要性があることを教員に

伝えることができた。 

 

 ２ 課題 

(１) 特別な支援を要する児童に対しての「特別支援教育」ではなく、すべての児童にとって役に立

つ「特別支援教育」となるためのユニバーサルデザインの視点がさらに必要である。 

(２) 「交流及び共同学習」を中心とした特別支援学級と通常学級の連携について、双方の学級担任 

が同じ視点で取り組む仕組みづくりが必要である。 

図６ 派遣研究で行った基礎的環境整備と合理的配慮に関わる提案 

合理的配慮 

書字が苦手な 

児童への支援 

話を聞くことが苦手な 

児童への支援 

集中力の持続が困難な 

児童への支援 

読むことが苦手な 

児童への支援 

計算が苦手な 

児童への支援 

理解に時間のかかる 

児童への支援 

状況理解が困難な 

児童への支援 
手指の巧緻性に課題のある 

児童への支援 

基礎的環境整備 

授業の始まり 

終わりの挨拶 
座席配置 

教室内の 

掲示物の整理 

授業の組立て 言葉かけの仕方 

板書の仕方 提示の仕方 指示の出し方 

自己肯定感の高まり 
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小学校における特別支援教育の手法を用いた学校支援の在り方Ⅱ 

～特別支援教育の視点を生かした児童理解から有効な指導・支援につなげる工夫～  研究員 武田 博史 

Ⅰ 研究の経過 

４月    研究構想、推進計画の立案、トータルアドバイザー・研究委員の委嘱 

５月   派遣研究(県内公立小学校３校、原則各校週１回派遣、総派遣日数80日) 

～12月  

７月   第１回派遣研究連絡協議会(研究構想、計画、取組内容の交流) 

８月   研究の中間報告・特別支援教育に関する校内研修(各校) 

11月   第２回派遣研究連絡協議会(取組内容の交流および研究報告の協議) 

      教員対象アンケート実施 

12月   研究報告書原稿執筆 

２月   研究発表大会 

Ⅱ 研究内容 

 １ 特別な教育的ニーズのある児童の実態把握 

授業参観や支援を行いながら児童の実態把握を行った。また、担任から児童の学校や家庭でのエ

ピソードや課題を聞き取り、放課後に児童の実態や課題について共通理解を図る時間を設定し、お

互いに児童理解を深めながら実践内容の検討や学習環境の見直しを行った。また、３校の低学年10

学級では当センターの平成26年度特別支援教育に関する研究Ⅰの成果物「特別支援教育の知恵袋 書

字編」にある「書字指導」に関する実態把握のための「聴写テスト」を実施し、課題を把握した。

さらに、２校の特別支援学級で「身体の動きのぎこちなさ」の改善に関する実態把握のための「身

体面の課題チェックシート」を活用し、児童個々の身体の動きや姿勢、身体感覚の観点から実態把

握を行った。特別支援学校教員の行動の要因・背景を理解する観点や受け止め方、身体面の課題に

焦点を当てた児童理解はどの学校においても新しい視点であった。要因・背景の理解から、児童の

行動の理由が推測され、担任の肯定的な児童理解が深まり、支援の充実につながった。 

 

２ 重点的に取り組んだ支援 

(１) 学習環境づくり 

児童が安心し、集中できる学習環境を整え、児童自身が

「自分でできる」実感を持てることをねらい、ユニバーサ

ルデザインの観点と個別支援の観点の両面から教室の学習

環境の見直しを提案した。児童の注意が逸れる原因になる

と思われる教室の掲示物を極力減らしたり、ロッカーや本

棚に目隠しをしたりするなど、必要に応じて外部からの刺

激の調整を行った。また、確認しやすい学習予定表や、係

活動などの当番表の実践例を紹介した。机の引き出しやロ

ッカーの整頓の仕方を写真で掲示し(図１)、児童が自分で

確認できるための支援も必要に応じて行った。個別支援の

観点から、姿勢保持能力に合わせて机やいすの高さ調整を

したり、集中しやすい座席の位置を検討したりした。また、

個別学習時の個別スペースを作ることの有効性などについ

て担任と共通理解を図った(図２)。 

図１ ロッカーの整頓見本の掲示例 

図２ 個別スペースの設置例 
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(２) 授業のユニバーサルデザイン化 

全体指導だけでは指示内容が十分に理解しにくい児童への支援

として、指示や現在の活動内容が確認できる提示の方法、児童へ

の指示内容の理解確認の方法の工夫などを提案した。また、板書

の書き写しや書字が苦手な児童への支援として、板書の文字の大

きさや行間の広さの工夫、ノートに写しやすくするためのマス目

の入ったボードの活用、書き写す文字の量の調整などを提案した。

毎朝の行動や授業の流れを一連のものとしてパターン化し、黒板

やボードに文字やカードで示す指示の視覚化(図３、図４)により、

準備や片付けが習慣化できるようになり、活動に見通しを持つこ

とで、主体的に行動する姿を引き出すことにつながった。こうし

た支援はどの児童にとっても自分で確認してできることを増やし、

行動を大人から認められる機会を増やすことにもつながり、個へ

の支援が学級全体の分かりやすさにつながることが確認できた。 

 

(３) 特別支援教育に関する研究成果物の導入 

小学校低学年における「書字」のつまずきの軽減に向け、平成26年度

特別支援教育に関する研究Ⅰの研究成果物「特別支援教育の知恵袋 書

字編」(図５)を活用し、「書字」に関する全体指導を低学年10学級で導

入した。また、児童の「身体面の動きのぎこちなさ」や「姿勢保持の困

難さ」の課題改善に向け、平成26年度特別支援教育に関する研究Ⅱの研

究成果物「身体面の課題チェックシート活用の手引き・実践事例集」を

２校の特別支援学級の「体育」の授業で導入し、有効な指導方法を検討

した(図６)。 

ひらがなの聴写テストや身体面の動きのぎこちなさに気付く

ためのチェックシートを実態把握に活用し、つまずきの傾向に

合わせた指導内容を検討した。具体的な教材を提示したり、研

究員が補助的に授業に入り、実践方法の見本を見せたりするこ

とで、ねらいを確認しながら進めることができた。 

 

 ３ 教員対象のアンケート調査から 

   派遣研究を受けることでの小学校教員の特別支援教育に関する意識の変化や有効であった実践、

支援内容などを確認するため、11月に質問紙調査を実施した。以下に主な意見を示す(図７)。 
 

課
題 

・通常学級に支援が必要な児童が増加してきており、集団生活や学習指導の中で困難さが増している。児童個々の教育的

ニーズに応じるためには教員の専門性や指導体制を充実させていくことが必要である。(管理職) 

・小学校が望む特別支援学校のセンター的機能については、小学校とは違う視点での実態把握や指導方法の紹介が効果的

と考えられる。また、児童の１日の生活を見た上でのアドバイスが有効である。(管理職) 

成
果 

・派遣研究は個別の支援を必要とする児童へのアセスメントの視点や支援の仕方や関わり方などすぐに生かせる職員の研

修になった。連携を図ることの重要性が明らかになり、早期からの相談や支援の必要性に改めて気づいた。(管理職) 

・特別支援教育の観点からの児童理解の仕方や普段気づきにくい子どもの変化を別の視点から教えてもらえた。支援方法

や関わり方など研究員がモデルとなり、具体的で分かりやすかった。自分の実践の良いところや児童の変化を聞くこと

ができることで、実践に自信が持てた。(一般教員) 

・センターの研究成果物は実態把握の方法、教材や指導方法がまとまっていて授業に取り入れやすく、児童が楽しみなが

ら実践できた。研究員が指導の見本を実際に示すことで導入しやすかった。(一般教員) 

 

図３「毎朝すること」を 

視覚化した例 

図４ 授業の流れの確認をする例 

図７ 教員対象アンケート調査の主な意見 

図６ 身体面の課題改善に向けた 
スクーターボードの実践 

小学校における特別支援教育の手法を用いた学校支援の在り方Ⅱ 

図５ 「特別支援教育の
知恵袋書字編」 
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４ 特別支援教育の手法を用いた学校支援で大切だったこと 

(１) 児童の実態把握や支援で大事にした３つの観点 

    特に以下の３つの観点からの実態把握や支援を心がけた。 

①スモールステップの課題設定で自信を高めることや、児童が努力して達成したことを本人にわ

かる方法でフィードバックして認め、自己肯定感を高める観点 

②児童が目標達成のためにしている代替努力を見つけ、行動を肯定的に理解する観点 

③活動のねらいや学習内容を将来の児童の社会自立につなげて考える観点 

 

(２) １日の学校生活を通した児童理解 

児童の学習場面や苦手とする場面の様子だけでなく、得意なこ

とや好きなことの把握を含め、休憩時間や掃除の時間など１日の

様子を通して児童を観察し、多面的に実態把握することができた。

学級担任から学校や家庭の様子などの情報を得、児童の強みや特

性、興味・関心を生かした支援(図８)を担任と相談することで、

より具体的な実践を計画し、児童の変化に合わせて改善していく

ことができた。 

 

(３) 定期的な児童の変化の確認と実践の計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各校１週間に１回の継続した派遣支援ができることを生かし、研究員が同じ児童や学級のアセ

スメントを繰り返し行い、それをもとに担任と一緒に支援を計画、実施したり、定期的に支援の

練り直しをしたりする形を繰り返した(図９)。これにより、担任だけでは気付きにくかった児童

図９ 通常学校において特別支援教育の質を高める「協働のＰＤＣＡサイクル」イメージ 

派遣型 １週間単位の実践のサイクル

Ｐ：支援策の計画→ 改善
Ｄ：実践
Ｃ：効果測定
Ａ：児童の変化の評価

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ｄ 派遣受入校
（学級担任）

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｐ 研究員
（特別支援
学校教員）

支援策の改善

効果を想定

次の支援の準備

児童の変化の評価

実践

効果測定

図８ 得意なものを題材にした 
ペーパークラフトの実践 
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の成長や変化、実践を定期的に評価でき、担任が支援の効果を実感できることにつながり、担任

が自信を持つことに有効であった。また、児童の変容に合わせてスモールステップで次の課題を

相談、準備、実施するサイクルができたことも支援の継続につながり、特別支援教育の質を高め

ていくことにつながった。 

 

(４) 特別支援教育の視点を校内に広げる 

研究の中間報告や特別支援教育に関する教員対象の研修会を夏季休業中に実施した。また、特

別支援教育支援員の連絡会議に参加した学校では、特別支援の視点からの児童理解について直接

児童に関わることの多い支援員に伝える機会を得た。肯定的な児童理解を深め、支援の充実につ

ながった。 

 

 (５) 関わり方のモデルとなる 

特別支援学校の教員である研究員の話しかけ方、伝え方等の関わり方を小学校教員が見ること

は、小学校教員が多面的な児童への関わり方を知る機会となり、モデルとなっていた。また、繰

り返し協力し支援する中で、担任との意思疎通が進み、他の児童の実態把握の相談や支援にもつ

ながった。 

 

Ⅲ 成果と課題 

 １ 成果 

(１) 実態把握をもとに行動の困難さの要因・背景を理解した上で特別支援教育の視点を取り入れた

実践や教室環境の整備を協力し実施できたことは、それまで担任が問題行動ととらえがちであっ

た児童の行動を肯定的に受け止めることにつながり、教員の特別支援教育に関しての意識を高め

ることに有効であった。 

(２) 研究成果物を導入したことで、「書字」や「身体の動きの課題」から見えてくる、児童の実態

把握の観点を小学校教員に提案することができた。また、センターの研究成果物は具体的な説明

や実践、教材があり、実践に取り入れやすく、有効であった。 

 

２ 課題 

(１) 小学校の通常学級で授業のユニバーサルデザイン化や特別支援教育の視点を取り入れた支援を

継続して進めるためには、担任が定期的に相談・協力できる支援体制の充実が必要である。その

ためには特別支援教育に関して専門性のある特別支援教育コーディネーターを育成し、支援体制

を充実させることが必要である。 

(２) 小学校の通常学級では、児童個々の特別な教育的ニーズに対しての支援の要望が高く、本研究

では通常学級全体のユニバーサルデザイン化は環境整備の提案にとどまることが多かった。今後、

通常学級での実態把握の方法の充実と、授業方法のユニバーサルデザイン化について教員の意識

をより高めていく必要がある。 

(３) 小学校において、専門性の高い者が児童について定期的にアセスメントできることは非常に重

要で、効果的である。今後、校内の支援体制を充実させていくために、特別支援学校のセンター

的機能や地域の関係機関との連携を進める必要がある。 
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