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1945 国連憲章採択
1948 国連人権宣言
1959 ノーマライゼーション（デンマーク）
1971 知的障害者の権利宣言（スウェーデン）
1973 リハビリテーション法（アメリカ）
1975 全障害児教育法（アメリカ）
1977 インテグレーション制度化（イタリア）
1978 ウォーノックレポート（イギリス）SNE
1979 養護学校義務制実施（日本）
1981 国際障害者年
1983年～1992年 国連障害者の十年
１９９３ 障害者の機会均等に関する基準規則
１９９４ サラマンカ宣言（ユネスコ） 万人のための教育世界会議
2006 障害者権利条約 採択 決議（2001）
２００８ 障害者権利条約 発効（第24条 教育）
２０１３ 障害者差別解消法 制定（日本）
2014 障害者権利条約 批准（日本） 141番目

障害者の人権擁護

教育の権利

隔離・差別から
平等・公平に

一般教育体系での
教育の保障

ノーマライゼーション
から

インクルーシブ教育

国際的な特別支援教育の現状と課題

インクルーシブ
教育

障害者の権利条約 第24条 教育 （概要）

障害のある人が成人教育や生涯学習も含めて、インクルージョン教育

制度の下に良質な教育を受けられる公平な機会を与えられること。

個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。

さらに障害のある人も教員に採用し、点字や手話の学習やそれらの利

用できる機会を確保する。

すべての
教育の場・機会

合理的配慮の
提供

フルインクルージョン
が原則
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１

多様な障害のあ
る児童生徒の理解
や、指導法等に関
する研修や専門的
な研修、資格取得
の機会の保障等

7

２

ICT機器などを含
めた、効果的な教
材・教具や指導法
の工夫・活用の推

進、環境整備

8

３

短期間、短時間
の限られた場面で
の指導・支援の中
での、在籍学級や
保護者、関係機関
との指導目標の達
成に向けての空間
的、時間的連携、

情報共有
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「A Survival Guide for New Special Educators」
Bonnie S. Billingsley et al : Jossey – Bass 2013

特別支援教育担当教員向けの指導書では、特に、個別の
教育支援計画に基づき、多様な方法での情報提示、多様な
表現手段の選択肢の用意、多様な励ましの重要性を強調す
るとともに、学校全体でのICT活用や組織的な指導体制、
教師一人一人の実践力の向上が重要な課題であると指摘。

特別支援教育担当教員の専門性

保護者へ手紙を書くことの推奨
私が担当する教師です
お子さんの教育に携われてうれしいです
個別の支援計画を一緒に作っていきましょう
いつでも相談してください
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背景

急増する通級指導担当教員
多くの初任者、未経験者の教員
多様な障害の児童生徒の理解
個別指導の指導法の多様化
関係機関との連携の重要性
保護者との連携での説明責任
ICT活用等の指導法の研修
個人情報の管理、活用
通級指導のやりがい、意義
通級指導の位置付け、機能
管理職、所属校の教職員の無理解

2020
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管理職に必要な知識理解、認識

単なる個別指導ではないこと
単なる小集団指導ではないこと
小集団指導では全教員が個別の主担当であること
塾での指導と同じではないこと
自立活動を中心とした個別指導であること
通常学級での学習の補完としての

個別の教育課程であること
保護者指導、面談は児童生徒指導の延長であること
通常学級担任として任せられない教員の勤務場所ではないこと

宮城県総合教育センター資料
通級による指導の基礎知識（11分）
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難聴・言語障害学級担任に求められる専門性

特に、

専門領域の知識・技能
正しい障害観
客観的な児童理解
通常学級担任との協調
保護者・本人への説明責任

ケース会議の重要性
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1. 会議は、関係者全員の参加が望ましいです。
全員参加が望ましいのは、当該児童生徒と保護者にとっての優先事項、必要な支援、

合理的配慮、役割分担について、共通理解を図るためです。
また、特に小学校高学年以上は、児童生徒自身の参加も考えられます。支援計画の作

成の過程に参加することで、自分ができるようになりたいことは何かを理解し、その実現
のために必要な支援について自己決定していくことにつながります。具体的には、以下の
方々の参加が想定されます。

（関係者） 通級担当 在籍学級担任 特別支援教育コーディネーター 養護教諭
学年主任 管理職 SC  SSW その他のキーパーソン
保護者 本人

（関係機関） 福祉施設（児童発達支援センター、放課後等デイサービス事業所など）
医療機関 相談支援機関 必要に応じてその他の関係機関 など

ケース会議の重要性 https://www.mext.go.jp/tsukyu-guide/facilitation/index.html
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２ 参加者が話しやすい環境づくり

参加者全員が同じ方向を向いて、支援の検討にあたれるようにするには、物理的な
環境を整えることも大切です。例えば、会議や面談の場面において、机を挟んで向か
い合った状態だと、緊張感が生まれて発言がしづらくなることもあります。

対面ではなく、横並びとなるように席の配置を工夫したり、ホワイトボードや付箋な
どを用いて議論を進めたりすることで、緊張感が少なくなり、参加者みんなで、支援の
検討に臨むことができます。

3 会議の終了時間と目標

貴重な機会を有効に活用できるよう、あらかじめ、会議の終了時間を決めておき、
終了時間までに確実にたどり着きたい目標について、全員と共通理解を図った上で
会議に臨むことが大切です。

例えば、会議時間は60 分、目標は「今、一番優先度の高い目標とそのための手立
ての役割分担を決める」などです。
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4 会議で話し合うことと時間配分

会議時間内に、確実にその日の目標にたどりつくために、どのくらいの時間配分で
何をこなしていく必要があるのか、計画を立てておきましょう。例えば、個別の教育支援
計画の作成に係る会議においては、以下のようなスケジュールが考えられます。

全体60 分
① 挨拶・自己紹介（5 分）
② 今困っていること、できるようになると本人が困らなくなることを、各自が付箋に書き出す（5 分）
③ 付箋を机あるいはホワイトボードに一人ずつ貼っていき、近いものを組み合わせる（5 分）
④ それらの中で、家庭、学校それぞれの場における優先事項を決めていく（5 分）
⑤ 優先順位の高いもの3 つについて、1 年後に目指す状態像(長期目標)を決める（10 分）
⑥ その目標に対して、今すでに取り組んでいる手立てや支援をそれぞれ付箋に書き出して貼る（5 分）
⑦ さらに、今後できそうな手立てを書き出して貼る（10 分）
以上で45 分です。15 分余裕を見ておくとよいでしょう。

※会議時間が短い場合は、例えば②や⑥などについては、事前に用意してきてもらう
ことも考えられます。
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5 参加者の意見や検討状況を視覚的に整理

付箋やホワイトボードを活用し、意見を視覚的に整理していくことで、参加
人数が多くても、それぞれの考えや思いを共有しながら、検討を進めること
ができます。

6 進行役として、進んでポジティブな声かけ

対象の児童生徒についても、関係者・機関についても、できないところを
探すのではなく、それぞれのできること、頑張っているところに着目するよう
な声かけを、進行役として、率先して行いましょう。支援者それぞれがすでに
工夫している点をお互いに認識することにつながり、また、会議がポジティブ
な雰囲気になります。
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7 次回の日程や連絡方法の決定

なかなか、関係者全員が集まるのは難しいため、日程はなるべ
く早めに決めておくと良いでしょう。また、会議がない間の、連絡
手段を決めておきましょう。

その他

•タイムキープを忘れずに行いましょう。
•必要に応じて、会議の始めに「約束事」を提示しておくのも良い
でしょう。
•会議の流れを記録し、また、会議終了後には決定事項などを関
係者で共有できるようにしましょう。以下に示すようなシートの活
用も考えられます。
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19

個別指導計画の活用

関係機関での連携と情報共有

成長・発達の記録と引き継ぎ
（移行支援計画など）

合理的配慮の適用と評価

セルフ・アドボガシーの育成
（事例検討会への本人参加）

関係者が集まり
話し合うことが

重要
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Mock IEP Meeting: Preparing 
for a Re-Evaluation of an Elementary Student

アメリカ手話（ASL）を主なコミュニケーション手段として使用して
いるJavannaという名前の聴覚障害者の5年生との模擬IEPミーティング。

IEPミーティングに参加するのは、Javanna、彼女の父親（Justin 
Johnson）、学校の管理者（Susan Lane-Outlaw）、およびJavanna
の教師（Nanette McDevitt）です。

このIEPミーティング中に、彼らは、ジャバンナにどのような個別指導
計画（IEP）が必要なのかを、彼女のライティングとリーディングのスキ
ルの観点からテストすることについて話し合います。

22

保護者支援の重要性

信頼関係の構築
在籍学級担任との一貫性
他者批判への非同調
専門分野以外の内容への不関与

将来に向けての目標や情報の共有
保護者も重要な支援者の一人
重要な初回の面談

23

個別指導の難しさ

限定的な場面、時間

見えない通常学級での生活の様子

児童生徒の心理状況等の推測

一対一の閉塞的な環境

聴覚障害教育の課題

障害認知学習（自立活動） 情報保障 基礎学力の向上
聴者社会での学習・活動 系統的なキャリア教育

通級指導での対応
先輩達との交流 心理面での支え
仲間意識の醸成と聴者との関わり
情報保障による学力向上の個別指導
特に、言語能力の向上

聴覚障害情報センターの機能の必要性
情報提供 キャリア支援 教育相談 アイデンティティ
余暇活動 ＳＮＳ スポーツ
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聴覚障害への合理的配慮

聞こえにくさを補うことができるようにするための指導を行う。（補聴器等の効果的な
活用、相手や状況に応じた適切なコミュニケーション手段（身振り、簡単な手話等）の
活用に関すること 等）

（1）－1－2 学習内容の変更・調整
音声による情報が受容しにくいことを考慮した学習内容の変更・調整を行う。（外国

語のヒアリング等における音質・音量調整、学習室の変更、文字による代替問題の用
意、球技等運動競技における音による合図を視覚的に表示 等）

（1）－2－1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮
聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供を行う。（分かりやすい板書、教科書の音

読箇所の位置の明示、要点を視覚的な情報で提示、身振り、簡単な手話等の使用
等）また、聞こえにくさに応じた聴覚的な情報・環境の提供を図る。（座席の位置、話
者の音量調整、机・椅子の脚のノイズ軽減対策（使用済みテニスボールの利用等）、
防音環境のある指導室、必要に応じてFM式補聴器等の使用 等）

（1）－2－2 学習機会や体験の確保
言語経験が少ないことによる、体験と言葉の結び付きの弱さを補うための指導

を行う。（話合いの内容を確認するため書いて提示し読ませる、慣用句等言葉の
表記と意味が異なる言葉の指導等）また、日常生活で必要とされる様々なルール
や常識等の理解、あるいはそれに基づいた行動が困難な場合があるので、実際
の場面を想定し、行動の在り方を考えさせる。

（1）－2－3 心理面・健康面の配慮
情報が入らないことによる孤立感を感じさせないような学級の雰囲気作りを図

る。また、通常の学級での指導に加え、聴覚に障害がある児童生徒等が集まる交
流の機会の情報提供を行う。

（2）－1 専門性のある指導体制の整備
特別支援学校（聴覚障害）のセンター的機能及び難聴特別支援学級、通級によ

る指導等の専門性を積極的に活用する。また、耳鼻科、補聴器店、難聴児親の会、
聴覚障害者協会等との連携による、理解啓発のための学習会や、児童生徒のた
めの交流会の活用を図る。

（2）－2 幼児児童生徒､教職員､保護者､地域の理解啓発を図るための配慮
使用する補聴器等や、多様なコミュニケーション手段について、周囲の児童生徒、教
職員、保護者への理解啓発に努める。

（2）－3 災害時等の支援体制の整備
放送等による避難指示を聞き取ることができない児童生徒に対し、緊急時の安全確
保と避難誘導等を迅速に行うための校内体制を整備する。

（3）－1 校内環境のバリアフリー化
放送等の音声情報を視覚的に受容することができる校内環境を整備する。（教室等
の字幕放送受信システム 等）

（3）－2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
教室等の聞こえの環境を整備する。（絨毯・畳の指導室の確保、行事における進

行次第や挨拶文、劇の台詞等の文字表示 等）

（3）－3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮
緊急情報を視覚的に受容することができる設備を設置する。

合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 別表より
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American Speech-Language-Hearing Association

リソースルームでのサポート内容

聴覚活用
聴覚及び言語発達の評価
人工内耳に関する評価及び医療との連携
補聴器及び代替コミュニケ－ション（ＡＳＬ他）の活用
ＩＤＥＡに基づく個別教育計画の作成及び適用
（3歳から21歳までのプログラム関与）
保護者・家族支援

言語障害教育の課題

言語発達障害の児童の指導
発達障害としての学習障害（ディスレクシア）への支援
従来からの言語発達病理としての言語指導

吃音の児童の指導
・障害の自己理解 ・改善・克服の意欲
・対人関係の形成 ・学習意欲の向上
・主体的な環境調整 ・自己コントロールの学習
・心理的負担の軽減 ・周囲の誤解、からかい等への対応

吃音のグループ指導

映画 My Beautiful Stutter
20１９ 吃音を持つ5人の子供たちの、挑戦と成長を描く映画。
吃音によって差別やいじめを経験してきた彼らが、吃音を持つ子供たちのための自助
団体「SAY」で自らの命を絶とうとした子供や、自分の殻に籠っている子、治療に失敗
し疲れ果てている子、社会から沈黙を強いられ、「吃音を出してはいけない」という圧
力に苦しむ子供たちとの出会い。
「吃音があっても大丈夫」というSAYの革新的な考えに触れ、異なる背景を持つ子供
たちに変化が。
エグゼクティブプロデューサー：Paul Rudd, Mariska Hargitay, 

Peter Hermann, George Springer, Patrick James Lynch
プロデューサー：Ryan Gielen, Michael Alden
ディレクター：Ryan Gielen 脚本：Steven Sander

話し言葉の流暢（りゅうちょう）性に関わる障害の指導

（１）自由な雰囲気で「楽に話す」ことを奨励する環境作り
自由で楽な雰囲気の中で，子供が「楽に話せた」という感触を得るこ

とができるような経験を重ねる指導が必要
低学年の子供においては，自由な遊びや身近な生活の場を用意し，

教師との間で，受容的で温かな関係をつくり，そこでの子供の自発的な
行動を奨励することが大切であり、不安を抱いている子供については，
共感的な関係を築く中で楽に話せたと実感できる経験を重ねていく指
導が必要
興味をもって話を聞いてくれる聞き手の存在によって，子供は自分の

話し方についてではなく，話の内容を考えながら話すという態度が育つ

8



（２）「楽に話す」体験をさせる方法
言葉が出なくなることに対して強い不安を感じている場合が多く、楽

に話せたという体験をする指導を通して，話す自信や意欲につながる
例えば，音読の場合，他者と一緒に声を合わせて読むなどの方法に

よって流暢性が得られることが多い。
聴覚的フィ－ドバックの利用等も一時的な流暢性を得る上で有効だ

が、非流暢にしか話せない自分を恥じることもあり注意が必要。

（３）難発から抜け出す方法
日常生活において急に話せなくなるとか，声が出なくなるという経験

（難発）で悩むことが多い。 例えば，
・声が詰まったときの口や体の構えを一度解消し，はじめからやり直す。
・息を少しずつ吐き出しながら話す。
・最初の語音をゆっくりと引き伸ばして発語する。
など、個々の事例で異なるが個別に適切な練習が大切

（４）苦手な場面や語音に対する緊張の解消
実際の生活で失敗したり，困ったりした経験により，子供は苦手な場面

や特定の語音に対する緊張を抱いていることが多い。
このような形成された緊張を解消することが，子供の社会生活の充実や

その自己実現を図る上で大切な指導。
例えば，子供と教師との人間関係を前提に，苦手な場面を想定して特

定の語音の練習、緊張を徐々に高めての段階的な練習。

（５）日常生活におけるコミュニケーションの態度
通級指導では流暢に話せても，実際の生活場面では困難も多い。また，

完全な流暢性は得られず、実際の生活場面を利用し，日常生活における
コミュニケーションの態度を育てる指導や配慮が必要。

「吃音は悪いことではなく」、主体的なコミュニケーションをする指導が
必要。保護者や学校内の人々に周知徹底し，話の中身に耳を傾け、どもり
ながらでも伝えようとしているメッセージを受け取ることが重要。

（６）本人の自己実現
話し言葉の流暢性は，子供の社会生活や本人の自己意識に大きな

影響を与え，ひいては自己実現にもかかわる。
例えば，社会生活での失敗や，その中で感じる気まずさや無力さ，

あるいは失敗を予期することが，自己に対する見方をゆがめたり，うま
くいかないことを，全て言葉の障害のせいとして捉えてしまったりするこ
とにつながる。その結果，自分自身が本来もっている能力や個性，さら
には，自分の指向する方向までも見誤ることにもなる。

このため，子供と教師との温かな人間関係の中で，自分自身や吃音
について話し合うなどして吃音に向かい合い，自分の考えや見方を整
理し，見直し，本来の自己を再発見することができるような指導が必要。
また，子供の趣味を生かしたり，特技を伸ばしたりすることによって，新
しい自分を発見させるような指導も必要。

36

通級による指導の管理面でのポイント
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37

他校通級の取扱い
他の学校において通級による指導を受ける場合（いわゆる他校通級）の手続き、

教育課程の協議等については、通級による指導を受ける児童生徒が在籍する学校
の設置者による規定等に従い、適切に行うことが必要です。なお、この規定等につ
いては、他校通級実施要綱モデル（案）（141 頁参照）を参考にして作成すること
ができます。なお、他の設置者が設置する学校において他校通級を行う場合には、
児童生徒が在籍する学校の設置者は、当該児童生徒の教育について、あらかじめ
他校通級を受け入れる学校の設置者と十分に協議を行うことが必要です。

他校通級の児童生徒を受け入れる学校にあっては、当該児童生徒を自校の児
童生徒と同様に責任を持って指導するとともに、通級による指導の記録を作成し、
当該児童生徒の氏名、在籍している学校名、通級による指導を実施した授業時数
及び指導期間、指導の内容等を記載し、適正に管理することが必要です。また、当
該児童生徒が在籍する学校に対して、当該記録の写しを通知します。

〔H5.1.28 通知、H28.12.9 通知参照〕
38

指導要録の記載
通級による指導を受ける児童生徒の成長の状況を総合的に捉えるため、指導要録

において、通級による指導を受ける学校名、通級による指導の授業時数、指導期間、
指導内容や結果等を記入することが必要です。なお、他の学校において通級による指
導を受けている場合には、当該学校からの通知に基づき記載します。

〔H5.1.28 通知、H25.10.4 通知、H28.12.9 通知参照〕

個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成・引継ぎ
早期からの一貫した支援のためには、障害のある児童生徒等の成長記録や指導内

容等に関する情報について、本人・保護者の了解を得た上で、その扱いに留意しつつ、
必要に応じて関係機関が共有し活用していくことが求められます。教育委員会におい
ては、幼稚園・保育所・認定こども園や障害児相談支援事業所等で作成されている個
別の支援計画等を有効に活用しつつ、障害のある幼児に関する情報を一元化し、小
学校へ引き継ぐなどの取組を進めていくことが適当です。また、通級による指導の対
象となる児童生徒の個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成や進学先等への
引継ぎを促進するための体制を構築することが重要です。

〔H25.10.4 通知、H28.12.9 通知参照〕

今後の期待

指導教員の専門性と人員の確保
研究授業、事例研究、ケース会議
通常の学級の経験

退級基準と通常の学級での指導への継続
個別の教育支援計画の保護者説明
通級指導学級の連携・組織化
特別支援教室の活用と巡回指導の研究
通常の学級との新たな連携・協力
全都的な通級支援の手引きの作成
通級担任の意識
（何故、教員が行っているのか？）

まとめ

絵：井上正直
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動画視聴

https://commonsi.muc.meiji.jp/em/6163727448293




