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序章 課題の設定 

現在、小・中学校に在籍する児童生徒の中には、「授業についていけない」「クラスメイ

トとすぐに衝突してしまう」など、学校生活において何らかの困難を抱え、苦しんでいる

子ども達が多く存在する。抱える困難がなかなか解消されないために、学校に足が向かわ

なくなるなど、さらに苦しい状況に置かれてしまうケースも少なくない。文部科学省の調

査によると、2016 年度には全国でおよそ 13 万人の小・中学生が長期間学校を欠席した

（文部科学省中等教育局児童生徒課 2017:62）。この数字は氷山の一角であり、支援を必

要としている子ども達は他にも多くいるであろう。 

これらの困難を抱える子ども達の中には、背景に「発達障害」があるケースが多く存在

する。今回の論文では、発達障害を持ち学校生活の中で支援を必要としている子ども達に

焦点を当てて、論を進めていきたい。 

発達障害とは、脳機能の偏りによって起こるとされる諸症状のことであり、コミュニケ

ーションや、社会生活、学習に困難が生じることを特徴とする（横瀬 2015:40）。発達障

害は目に見えにくい障害であり、一人ひとりが持つ障害特性も多様であることから、その

子にとっての最適な支援方法を探ることは容易ではない。 

その中で本論文にて注目する支援は、通常学級1に通う発達障害児への支援である。発達

障害の程度が軽度である場合や、診断名がつくかつかないかの微妙なラインにあたる子ど

も達の多くは、普通学校の通常学級に通う。発達障害を有するとは限らない児童生徒が多

く生活する通常学級において、発達障害を持つ児童生徒が直面しうる課題は多様であり、

教員をはじめとした関係者にとって、それらに対応するのは容易なことではない。 

しかし、その子の特性に合った支援を行えば、子ども達の抱える困難を解消することが

可能である。難しい課題ではあるが、子ども達の可能性を最大限に伸ばすために、一人ひ

とりの特性に合った支援を追及することは必要不可欠であろう。 

そのために、現在、文部科学省を中心として特別な支援を必要とする子ども達への様々

な支援策が実施されている。それらの支援策のいずれにおいてもキーワードとなるのが、

「支援に関わる関係者間の連携」である。学校現場における教職員間の連携や、教職員と

保護者や関係機関との連携、などといった関係者間連携を行い、各々の視点から得た気づ

きを共有しながら、その子の特性に適した支援方法を追及していくことが求められてい

る。たとえば、当該児童生徒の担任教員のみで支援にあたるのではなく、複数の教員でチ

ームを組んで支援を行い、保護者との情報の共有も行いながら、関係者全員でより良い支

援の形を作っていくという形は理想的であるといえよう。 

しかし、多くの児童生徒を抱える学校現場において、十分に関係者間の連携を行うこと

は容易ではない。発達障害を持つ児童生徒への支援において連携がうまく機能しない、と

                                                 
1本研究における「通常学級」は、学校教育法第 4 章・第 5 章が定める小学校・中学校の通

常の学級を指すものとする。 
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いう悩みを抱える現場が数多く存在するのが現実である。子ども達一人ひとりに最適な支

援を追求していくためには、この状況を改善する必要がある。特に、通常学級での支援を

考えるにあたっては、支援の中心となる教職員間の連携を機能させることは欠かせないだ

ろう。教職員は子どもを取り巻く支援関係者のハブとなる存在であり、教職員の中で支援

に関する共通認識が形成されていなければ、保護者や学校外の関係機関との連携にも綻び

が生じることが予想される。また、教職員が連携して子ども達を見守ることで、子ども達

は学校の中で大きな安心感を抱きながら日々成長していくことが出来るように思われる。 

そこで本論文では、この教職員の連携に注目し、通常学級における発達障害を持つ子ど

も達へのより良い支援の在り方を考えていく。第 1 章では、論を進める上での前提確認と

して、通常学級における発達障害児支援の現状を整理する。次に第 2 章では、教職員の連

携に焦点を当てて、通常学級における発達障害児支援の課題をみていく。第 3 章では、先

進的な支援を行っている東京都目黒区と北区の小中学校を対象にインタビュー調査を行っ

た結果を報告・分析し、効果的な教職員間連携の条件と今後の課題について考察する。最

後に第 4 章では、本論文において明らかになったことを踏まえ、効果的な教職員間連携に

ついての考察を行い、残された課題を整理する。 
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第 1 章 通常学級における発達障害児支援の現状 

 普通学校の通常学級には、発達障害を持つ、もしくはその可能性がある児童生徒が一定

数在籍している。文部科学省を中心とした教育行政は、このような子ども達に対する支援

方針を打ち出しており、その方針に沿って各現場では日々の支援が行われている。 

本論文では、このような通常学級現場における特別な支援を要する子ども達への支援の

在り方について考察していく。そのための前提確認として、現在通常学級では、発達障害

を持つ児童生徒に対してどのような支援が行われているのかということを確認する必要が

ある。 

そこで本章では、通常学級における発達障害を持つ児童生徒への支援の現状を整理して

いく。はじめに、発達障害の定義を確認する。次に、通常学級に通う発達障害児の割合と

彼らが直面し得る困難を整理する。それらを踏まえて、通常学級に通う発達障害児に対し

て行われている支援の現状を見ていきたい。 

 

第 1 節 発達障害とは何か 

支援の現状をみていくにあたり、発達障害がどのような障害であるのかを確認しておか

なければならない。そこで本節では、発達障害の定義やその特性を確認していく。 

はじめに、本論文が採用している診断基準を確認する2。本論文における発達障害の各特

性の名称や分類は、発達障害の国際的な診断基準として使用されている ICD-10 及び、

DSM-5 に即するものとする。ICD-10 は、世界保健機関（WHO）が作成した国際疾病分

類であり、身体・精神全ての疾病を網羅している。我が国の公式統計はこの ICD-10 に準

ずることを原則としている。一方、DSM-5（「精神障害の診断と統計の手引き」）は、米国

精神医学会が定めた診断基準であり、精神障害や精神疾病について詳しい分類がなされて

いる。ICD-10 と DSM-5 はほぼ同じ考え方として差し支えないが、DSM-5 が「自閉症ス

ペクトラム障害」のような新しい概念に対応していることなど、両者には若干の相違があ

る。 

それでは、発達障害の定義を確認することにしたい3。発達障害とは、脳機能の偏りによ

って起こる諸症状のことを指し、コミュニケーションや学習などに困難が生じることを特

徴とする。原（2015）はこの発達障害の発生について、「発生には環境要因ではなく、そ

の人の脳の問題が関係しています。つまり、親の育て方、教育のしかた、友人関係などが

直接の原因ではないのです」（原 2015:10）と述べている。発達障害は後天的な原因よっ

て生じるものではなく、先天的に発生するという点が、発達障害の発生に関して重要な点

である。先天的な脳機能の偏りによって生じるため、「治す」という考え方はなじまず、

                                                 
2 以下、ICD-10 と DSM-5 に関する説明は、原（2015）pp.12-13 を参照した。 
3 以下、この段落における発達障害に関する説明は、横瀬（2015）pp.40-41 を参照した。 



5 

 

円滑に日々の生活を送るための「対処法を身に着ける」ことを目的とした支援や療育が行

われている。 

 発達障害は、様々な障害を内包する概念である。今回の研究では、その中でも特に取り

上げられることの多い、三つの障害を想定して論を進めていきたい。具体的には、注意欠

陥多動性障害（以下、ADHD）、学習障害（以下、LD）、自閉症スペクトラム障害（以

下、ASD）の三つである。以下にそれぞれの特性を簡単に整理する。 

 ADHD は、年齢あるいは発達に不釣り合いな「不注意」「多動性」「衝動性」を特徴とす

る。集中し続けることが難しい、過度に喋ってしまう、などの行動特性がみられる（原 

2015:49）。 

LD は、知的発達に大きな遅れはないが、学習面で特有のつまずきや習得の困難さを持

つことが特徴である。読み間違いが多い、鏡文字を書くことがある、など、様々な学習の

状態を示す LD 児がいる（原 2015:24）。 

ASD は、複数の障害を総括した概念であり、この中には自閉症やアスペルガー症候群な

どが含まれる。社会性やコミュニケーションにおける困難や、限定された反復的な行動・

こだわりなどを特徴とする（吉利［他］ 2016：120）。「スペクトラム」という言葉は、

「連続体」を意味しており、ASD に含まれる障害は、それぞれ独立して存在しているわけ

ではなく重なり合う部分を持ち、時には移行していくこともある、という点をこの言葉が

表している（原 2015:54-55）。 

 それぞれの障害の特徴は以上のように整理されるが、人によって障害特性の在り方は

様々であり、いくつかの障害特性を併せ持っている人も少なくない。どの特性が強いかな

ど、特性の濃淡も人それぞれである。また、その人が置かれた環境によって、障害特性か

ら困難が生じることもあれば、特性がプラスに働くこともある。 

 このことについて長谷川・野口（2016）は、「『障害名』と向き合うのではなく、そのひ

とりと向き合い、その人の特性を知ることで、ともにやりたいことを実現していき、困難

を解決していくことが大切なのです」（長谷川・野口 2016:56）と述べている。障害名の

みを見るのではなく、個々の特性や置かれた環境と向き合い、その人にとっての困難を解

決するための最適な支援を探っていくことが重要であるといえよう。 

 

第 2 節 通常学級に在籍する発達障害を持つ可能性のある児童生徒

の割合 

 第 1 節では、発達障害の定義とその特性について確認した。発達障害を持つ、またはそ

の可能性のある子ども達は、その子の障害の程度や特性に応じて最適な進学先が大きく異

なってくる。本論文で取り上げるのは、通常学級に通う発達障害を持つ可能性のある子ど

も達である。そこで本節では、現状の確認として、通常学級に在籍する発達障害を持つ可
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能性のある児童生徒の割合を、文部科学省が行った調査結果をもとに確認していく。 

文部科学省は、2012 年に全国（岩手、宮城、福島の３県を除く4）の公立の小・中学校

に在籍する児童生徒、約 5 万 4 千人を対象に、特別な支援を必要とする児童生徒に関する

調査を行った5。 

この調査結果によると、「知的発達に遅れはないものの、学習面又は行動面で著しい困

難を示す」と担任が回答した児童生徒の割合は、6.5％であった（文部科学省初等中等教育

局特別支援教育課 2012:3）。これは、30 人学級の中に 1 人から 2 人、学習や行動に困

難を示す子どもがいるという可能性を示している。 

また、この調査ではこれらの児童生徒が抱える困難を 3 つに分類したうえでの質問も行

っている。担任が各困難に該当すると回答した児童生徒の割合は、「学習面で著しい困難

を示す」が 4.5％、「『不注意』又は『多動性―衝動性』の問題を著しく示す」が 3.1％、

「『対人関係やこだわり等』の問題を著しく示す」が 1.1％であった（文部科学省初等中等

教育局特別支援教育課 2012:3）。これらの困難は、LD、ADHD、ASD の障害特性に関連

するものであり、上記の障害を有する児童生徒が通常学級に在籍する可能性を示唆してい

る。 

なお、同じく文部科学省が 2002 年に行った同様の調査結果において、担任が「知的発

達に遅れはないものの、学習面又は行動面で著しい困難を示す」と回答した児童生徒の割

合は 6.3％であった（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 2012:11）。対象地域や

学校、児童生徒の抽出方法が異なることから両調査を単純に比較することは出来ないが、

別の年度においても類似した数値が出ていることは注目に値するだろう。このことから、

一つの通常学級に、常に概ね 1 人から 2 人は学習面や行動面において特別な支援を必要と

する児童生徒がいる可能性がある、と捉えて問題がないように思われる。 

 以上の結果から、通常学級には 30 人に 1 人から 2 人の割合で「知的発達に遅れはない

ものの、学習面又は行動面で著しい困難を示す」児童生徒がおり、それらの困難の背景と

して、LD、ADHD、ASD などの発達障害が関係している可能性がある、ということが明

らかになった。 

 

第 3 節 通常学級において発達障害児が直面し得る困難 

 前節にて、通常学級には 30 人に 1 人から 2 人の割合で発達障害を持つ可能性のある子

ども達が在籍しているということを確認した。第 1 節で確認した通り、発達障害の特性は

人それぞれであり、特性と置かれた環境の組み合わせによっては、何らかの困難が生じて

しまうこともある。子ども達においてもこれは例外ではなく、発達障害を持つ子ども達が

                                                 
4 東日本大震災による被害の影響を鑑み、この 3 県は対象外となった。 
5 以下、この項では文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（2012）pp.3-11 に記され

た調査結果を要約する。 
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通常学級において生活を送る中で何らかの困難に直面してしまうことがある。 

そこで本節では、通常学級に通う発達障害を持つ可能性のある子ども達が、学級生活の

中で直面し得る困難にはどのようなものがあるのかということについて確認する。通常学

級において発達障害児が直面し得る困難を障害特性ごとに整理していく。 

発達障害を持つ子ども達が通常学級において直面する困難に共通する特徴の一つとし

て、その子の持つ障害特性と学級内の諸要素のミスマッチが挙げられる。このことについ

て石﨑優子（2017）は、「その児のもつ認知の偏りにより学校環境との間に不適応を起こ

すことが多い」（石﨑 2017:40）と述べている。感覚の偏りや苦手な行動・状況を持つ発

達障害児にとって、通常学級の中には自分の特性にとって苦痛となる要素が存在する場合

が多い。その要素が原因となり、学級環境に適応することが難しい子ども達や、学校が嫌

いになってしまう子ども達が出てきてしまっているように思われる。 

 このような障害特性と学級内要素のミスマッチが続くと、自尊心の低下や学校嫌いなど

の、二次障害に陥る子ども達も多い。二次障害とは、不適切な環境因子によって偶然的に

発生する不適応のことを指す（原 2015:77）。発達障害を持つ子ども達は、日々直面する

一次的な困難によって、このような二次障害に直面することが多いのである。 

それでは、発達障害を持つ子ども達が通常学級にて直面しやすい具体的な困難について

見ていく。ここでは、第 1 節で確認した三つの発達障害、すなわち ADHD、LD、ASD に

着目し、それぞれの障害を持つ児童生徒が直面し得る困難を確認していく。 

 ADHD 児は、その多動で衝動的な行動から、しばしば周囲から「わがまま」「自分のペ

ースで仕切りたがる」と理解されてしまうことが多い（石﨑 2017:40）。その場に適切な

ふるまいができない、という失敗経験の重なりが、自尊感情の低下につながる。結果とし

て、不登校などの二次障害をきたしてしまうのである。 

 また LD 児は、学習上の困難のために、努力しても成績が振るわないという状況に置か

れることが多い。授業内容についていけなくなると、学級にいることが苦痛となり、学校

に足が向かわなくなることがある（石﨑 2017:40）。 

一方、ASD を抱えている子ども達は、多人数集団への適応が困難であることから、自ら

の行動を理解されずに、周囲からわがままと思われがちである（石﨑 2017:40）。曲げら

れない自分の中のルールがある、感覚過敏で音にあふれた教室に入るのがつらいなど、周

囲から気づきにくい困難が多いことから、周囲の十分な理解を得られずに、不適応が長期

化するケースも多い（石﨑 2017：41）。 

 以上のように、発達障害を持つ児童生徒は、その特性と、通常学級において彼らが置か

れる環境とがうまく噛み合わず、上記のような困難に直面する場合がある。この困難を解

決するためには、周囲の人間がその子の特性を理解し、最適な支援や環境の調整を行うこ

とが重要である。そこで次節では、通常学級における発達障害児支援の現状を見ていきた

い。 
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第 4 節 通常学級における発達障害児支援の現状 

 ここまで、発達障害を持つ子ども達が通常学級において生活する中で直面し得る困難を

確認してきた。これらの困難を解決するためには、その子の特性に応じた支援を行うこと

が重要であり、文部科学省を中心に様々な支援策が検討され、実施されてきている。 

そこで本節では、通常学級に通う発達障害児に対して、現在行われている支援の現状を

整理する。はじめに、特別支援教育全体をめぐる近年の動きを捉える。次に、代表的な支

援策をいくつか挙げ、それらの概要と課題を整理する。最後に、各支援策に共通する課題

を整理し、次章以降で着目する点を示したい。 

 

1． 特別支援教育をめぐる近年の動き 

 

はじめに、特別支援教育をめぐる近年の動きを確認する。第 2 節で確認した通り、発達

障害を持つ子ども達に対しては、その子の特性に合った支援を行うことが重要である。こ

の認識は年々強まっており、近年では特別支援教育全体において、子ども達一人ひとりに

目を向けることへの意識が強まっている。ここでは、その大きな起点となった二つの政策

を取り上げたい。 

一つ目の政策は、2007 年に文部科学省が出した「特別支援教育の推進について（通

知）」である。この通知によって、従来の「特殊教育」に代わって「特別支援教育」とい

う概念が教育現場に取り入れられていくようになった。このことについて、原（2015）

は、「障害のある子どもの教育は、障害の程度などに応じ特別の場で指導を行う『特殊教

育』から、障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う

『特別支援教育』への転換が図られた」（原 2015:96）と述べている。従来の特殊教育の

対象の障害だけでなく、前節までに見てきた発達障害を含め、特別な支援を必要とする子

ども達に対して、全ての教育機関において支援を行っていく方向に舵がとられたのである

（原 2015:96）。 

この通知に関する着目すべき点として、それまで通常学級では積極的に行われていなか

った支援策の設置を明記した点が挙げられる。後述する特別支援教育コーディネーターは

その一例である。 

 二つ目の政策は、2016 年から施行されている「障害を理由とする差別の解消に関する法

律」（以下、「障害者差別解消法」）である。この法律は、学校に対して障害を持つ児童生

徒に合理的配慮を行うことを義務付けている6。 

「障害者の権利に関する条約」7は第 2 条において、合理的配慮を「障害者が他の者と平

                                                 
6 学校のみならず、全ての行政機関や事業者に対して障害を持つ者への合理的配慮の実施

が義務付けられた。 
7 2006 年に国連総会にて採択された条約であり、日本は 2013 年に批准した。 
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等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ

適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡

を失した又は過度の負担を課さないものをいう」（文部科学省 2012:2）と定義してい

る。より平易な言葉で表現すると、合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等

に日々の生活や仕事を行うことができるように、個々の特性や場面に応じて必要な支援や

調整を行うことである。 

この合理的配慮を学校現場に取り入れるとは、どのようにすることか。2012 年に行われ

た中央教育審議会初等中等教育分科会は、教育の場における合理的配慮のことを「障害の

ある子どもが、他の子どもと平等に『教育を受ける権利』を享有・行使することを確保す

るため、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のあ

る子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」

（中央教育審議会初等中等教育分科会 2012:25-26）と定義した。つまり、障害のある子

ども達が他の子ども達と平等に日々の学校生活や学習を行うことができるように、一人ひ

とりの特性や場面に応じた調整や支援を行うことが、全ての学校現場に求められているの

である。 

 この障害者差別解消法の施行による合理的配慮の義務化を受けて、文部科学省は学校現

場における対応指針を発表した。そこでは、それまでは通常学級において「必要に応じ

て」行うように指示されていた支援策を、確実に行うものとして定着させていくことを目

指す、という方針が示された（文部科学省 2015b:14-16）。 

 以上の二つが、近年の特別支援教育において重要な起点となった政策である。現在で

は、上記の合理的配慮の考え方を基に、通常学級における障害を持つ子ども達への支援が

進められてきている。次項にて、その中の代表的な支援策の概要と課題を整理していく。 

 

2． 代表的な支援策の概要と課題 

 

 本項では、特別な支援を必要とする子ども達を対象に、現在通常学級にて行われている

代表的な支援策について整理していく。ここで取り上げる支援策は、個別の指導計画・個

別の教育支援計画、特別支援教育コーディネーター、校内委員会である。それぞれの支援

策の概要と課題を確認する。 

 なお、本論文で取り上げるのは「発達障害のある子ども」への支援であるが、以下この

節では各政策の表記にならい、各支援策の対象を「障害のある子ども」と表記している。 

 

（1） 個別の指導計画・個別の教育支援計画 

 

 はじめに、個別の指導計画・個別の教育支援計画について見ていく。 

この両計画は、以前は特別支援学校でのみ作成が義務付けられており、通常学級では
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「必要に応じて」作成するように、という指示に留まっていた。しかし、2012 年の中央教

育審議会から、通常学級においても障害を持つすべての児童生徒に対して作成することが

検討されるようになる。そして、上記の障害者差別解消法に対する文部科学省対応指針に

おいて、小・中学校においても合理的配慮の内容を個別の教育支援計画に明記することが

重要であり、個別の指導計画も活用することが望ましいとされた（文部科学省 

2015b:14）。これを踏まえて、現在、通常学級においてこの両計画を定着させるための試

みが進められている。 

 では、それぞれの計画の概要と課題を確認する。まず、個別の指導計画についてみてい

く。個別の指導計画は、主に学習などの指導面で活用される計画である。学校が実際の指

導を作成するために作成する計画であり、学校の責任において作成する（吉利[他］ 

2016:184）。障害のある児童生徒一人ひとりについて指導の目標や内容、配慮事項などを

示すものであり、教職員が共通理解のもとにその子の教育的ニーズに応じた指導を行うた

めの重要な道標として活用されている（文部科学省教育課程部会特別支援教育部会 

2015:1）。具体的な作成手順としては、学級担任や教科担任が基本的な情報を計画に書き

込み、足りない情報を後述する特別支援教育コーディネーターや校内委員会によって付け

足すという形をとることが多い（吉利［他］ 2016:186）。 

 一方、個別の教育支援計画は、指導面に限らず様々な分野の支援内容を示した計画であ

る。この計画は、乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って一貫して的確な教

育的支援を行うことを目指し、障害のある幼児児童生徒一人ひとりに対する様々な側面に

おける支援の内容を示すものであり、学校や教育委員会が中心となり、福祉、医療、保

健、労働、家庭等の関係機関との連携を図りながら作成する（吉利［他］ 2016:184）。

前述の個別の指導計画とは、関係する機関、時間軸の長さ、言及する支援分野が異なって

おり、個別の教育支援計画をもとに教育現場における指導の方法を具体的に示したもの

が、個別の指導計画であるといえる。 

 最後に、両計画に共通する実施上の課題として、二点を挙げたい。 

第一は、通常学級現場への定着である。個別の指導計画が 2014 年度に通常学級におい

て作成された割合は、小学校が 81.7％、中学校が 66.1％であり、個別の教育支援計画が同

じく 2014 年度に作成された割合は、小学校が 70.6％、中学校が 62.4％であった（文部科

学省教育課程部会特別支援教育部会 2015:6）8。国立・私立の学校に比べて、公立学校で

この計画を作成している割合がやや少なく、今後は公立学校においていかに計画の作成を

定着させていくかが課題となるであろう。 

 第二は、関係者間連携上の課題である。両計画共に、作成にあたって教職員間の連携

や、療育機関等の関係機関と学校の連携を行う必要があるとここまで述べてきたが、この

関係者間連携が有効に機能しないことも多い。たとえば、個別の指導計画作成に関して

                                                 
8 この数値は、通常学級に在籍する発達障害を含む障害のある一部、もしくは全ての児童

生徒に作成している学校の割合である。 
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は、学級の担任が児童生徒の抱える困難に気付いた際に、専門性の高い教員に力を借り、

適切な指導や支援につなげていくことが求められている（柘植［他］ 2017:28）。しか

し、特別支援教育について専門性を持つ特別支援教育コーディネーターの力量不足や多忙

さが指摘されるなど、学級担任を支える体制づくりが十分に出来ていない現場もある（吉

利［他］ 2016:172）。このような場合、個別の指導計画作成における学級担任の負担が

大きく、また専門性の欠けた計画となってしまう可能性も高いであろう。計画の作成にあ

たっては、各関係者の視点と協力が重要であるゆえに、スムーズに関係者間連携ができる

体制づくりを行う必要がある。 

 

（2） 特別支援教育コーディネーター 

  

次に、特別支援教育コーディネーター制度を取り上げる。 

 特別支援教育コーディネーターとは、「保護者や関係機関に対する学校の窓口として、

また、学校の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整の役割を担う者」（国立特別

支援教育総合研究所 2006：4）として位置づけられる教員のことを指す。各関係者をつ

なぎ、障害を持つ子ども達の支援を円滑に進めるためのハブとなる存在であり、先ほどの

個別の指導計画・個別の教育支援計画作成にあたって欠かせない教員である。また、校内

研修を実施し、他の教職員の特別支援教育に関する資質向上を行うことも期待されている

（吉利［他］ 2016:168）。 

以前は一人のコーディネーターが数校の支援に携わることが多かったが、先ほど述べた

2007 年の「特別支援教育の推進について（通知）」に、「各学校の校長は、特別支援教育の

コーディネーター的な役割を担う教員を『特別支援教育コーディネーター』に指名し、校

務分掌に明確に位置づけること」（文部科学省初等中等教育局 2007：2）と明記された。

これをきっかけに、各学校に一人ずつ特別支援教育コーディネーターを設置する動きが進

められてきた。2014 年度には、小学校の 99.3％で導入されている（文部科学省教育課程

部会特別支援教育部会 2015:5）。 

 この特別支援教育コーディネーターに関する課題としては、「力量不足」や「多忙さ」

が指摘されることが多い9。特別支援教育コーディネーターは、指名されてから初めて市町

村によって開催される研修会に参加して資質を向上させていくことが多く、指名されてす

ぐのうちは専門性が十分に伴っていない場合もある。また、本来は専任であることが望ま

しいが、学級担任と兼務していることが少なくない。学級の業務に加えて、多岐にわたる

特別支援教育コーディネーターの業務を行うことは、教員にとって大きな負担であり、多

忙を招きかねない。特別支援教育コーディネーターは、障害を持つ子ども達への支援を行

う上での関係者間のハブとなる存在であるゆえに、人材の育成と労働環境の整備を迅速に

行う必要があるだろう。 

                                                 
9 この段落は、吉利宗久、是永かな子、大沼直樹（2016）、pp.172-173を参照した。 
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（3） 校内委員会 

 

最後に、校内委員会について整理したい。 

 校内委員会とは、「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

担当、通級指導教室担当、特別支援学級担任、対象の児童の学級担任等から構成される、

校内における支援体制の要となる組織」（吉利［他］ 2016：167）のことを指す。上記の

ような役割の教職員がチームとなり、特別な支援を必要としている児童生徒の実態把握や

支援方法の検討を行っている。 

 この校内委員会も、特別支援教育コーディネーターと同じく、2007 年の「特別支援教育

の推進について（通知）」に設置が明記された。2014 年度には小学校の 99.4％で導入され

ている（文部科学省教育課程部会特別支援教育部会 2015：5）。 

 校内委員会に関する課題として、池田幸枝・若松昭彦（2017）は校内委員会の機能化に

関する調査結果から、「『管理職からのトップダウンで全てが決まる』、『該当の教職員のみ

の対応となっている』といった支援体制が構築できていない内容の記述が多くあった。」

（池田・若松 2017：49）と述べている。このことから、校内委員会が本来の教職員の連

携の場として機能していない学校もあるということが推測できる。校内委員会を形式上の

連携の場とせず、それぞれの立場から意見を活発に交換することのできる場所にすること

が重要であろう。 

 

3． 各支援策に共通する課題と本論文における着目点 

 

 前項にて、代表的な支援策の概要と課題を整理した。最後に、各支援策に共通する課題

を確認し、本論文において今後どのような点に注目をして論を進めていくのかについて示

す。 

 ここまで、個別の指導計画・個別の教育支援計画、特別支援教育コーディネーター、

校内委員会について確認してきた。このいずれの支援策においても、その子の支援に携わ

る関係者間の連携が、支援をより良いものにするための鍵となっているように思われる。

教職員間の連携、学校を中心とした子どもを取り巻く各機関の連携など、関係者がそれぞ

れの視点からその子にとっての最適な支援を考え、それを他の関係者の視点と組み合わせ

ながら一貫した支援を作り上げていくことが求められているといえよう。特に、通常学級

での支援を考えるにあたっては、支援の中心となる教職員間の連携を機能させることは欠

かせないだろう。というのも、教職員の中で支援に関する共通認識が形成されていなけれ

ば、保護者や学校外の関係機関との連携にも綻びが生じることが予想されるからである。

そして何より、子ども達にとって、毎日の大半を過ごす学校の中で、自分は多くの先生達

に見守られているという感覚を抱くことが、非常に大きな意味を持つように思われる。 
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中でも、支援の中心となる教職員の連携を機能させることは特に重要であるように思われ

る。 

しかし、ここまで見てきた通り、いずれの支援策においても、この教職員の連携は、重

要であると同時に機能させることが難しい要素でもある。そこで、次章以降ではこの教職

員の連携に着目し、教職員の連携を機能させるにあたっての課題や、より良い連携の方法

について考察していくこととする。ここまで見てきた支援策を実行するにあたって、教職

員の連携をより良く機能させるための方法について考えていく。この点について考えるに

あたり、各支援策を行う中で得た気づき等をいかに効果的に結びつけるか、という視点も

重要になってくるであろう。 

ここまでは、各支援策の概要と一般的な課題を確認してきたため、教職員の連携に着目

した細かな課題については、まだ議論できていない。そこで第 2 章では、通常学級におい

て発達障害児支援を行うにあたっての教職員の連携の課題について、より詳細に確認して

いきたい。 
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第２章 通常学級における発達障害児支援の課題 ―教職

員の連携に焦点を当てて― 

 第１章にて、通常学級における発達障害児支援の現状を整理し、いずれの支援策において

も関係者間の連携が鍵となるということが明らかになった。また、本論文においては支援に

関わる者の中でも、特に教職員の連携に注目して論を進めていくということを確認した。 

子ども達一人ひとりの特性に応じた支援を行うためには、教職員がそれぞれの強みを活

かしながら連携していくことが不可欠である。しかし、この教職員の連携を機能させること

は容易ではなく、様々な課題が指摘されている。 

 そこで第２章では、教職員の連携を機能させるにあたっての課題について、より詳細に

確認していく。第 1 章で確認した支援策を軸にしながら、教職員の連携に着目した課題を

整理することとしたい。第 1 章では各支援策の概要と課題を個々に確認した。本章では、

その視点に加え、それぞれの支援策同士の繋がりという視点からも支援の課題を考えてい

く。 

 まず第１節では、通常学級における発達障害児支援に関わる教職員を整理し、その中でも

重要な役割を担う「通級による指導」を担当する教員について、その支援内容や連携の在り

方を確認する。第２節では、通常学級での支援における教職員の連携の課題について、先行

研究の結果をまとめる。次に第３節では、小学校教員 3 名の方に発達障害支援における教

職員間連携の課題についてアンケート調査を行った結果の報告と分析を行う。最後に第４

節にて、第３節までに確認した教職員間連携の課題を整理する。 

 

第 1 節 通常学級において発達障害児支援に関わる教職員 

 本章の冒頭で確認した通り、ここからは通常学級における発達障害児支援について、教職

員の連携に焦点を当ててみていく。そこで本節では、前提の確認として、学校の中でどのよ

うな立場にあたる教職員が発達障害児支援に関わるのかということについて確認する。ま

た、それに関連して、通常学級における発達障害児支援を考えるにあたって重要な役割を持

つ「通級による指導」の概要と、通級指導教室担当教員が教員間の連携において果たす役割

についても整理する。 

 

1． 通常学級における発達障害児支援に関わる教職員 

 

 はじめに、通常学級における発達障害児支援に関わる教職員を確認する。支援に関わる教

職員の範囲には、学校によって幅があることが予想されるため、ここでは、一つの基準とし

て、第 1 章で確認した校内委員会への参加者を参考にする。 
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吉利［他］（2016）は、校内委員会の構成について、「校長、教頭、特別支援教育コーディ

ネーター、教務主任、生徒指導担当、通級指導教室担当、特別支援学級担任、対象の児童の

学級担任等から構成される、校内における支援体制の要となる組織」（吉利［他］ 2016：

167）としている。また、原（2015）は、同じく校内委員会について、「一般に管理職、養

護教諭、学年代表の教諭、特別支援学級や通級担当教諭、特別支援教育コーディネーターな

どで構成」（原 2015：99）されると述べている。両者が指摘する校内委員会の構成メンバ

ーに大きな差がないことから、通常学級における発達障害児支援にあたってはここに挙げ

られたような教職員が連携することが求められているといえよう。 

当該児童生徒への支援の中心となる学級担任の他に、管理職や養護教諭・教務担当といっ

た学校の全体像や全校の生徒の様子を把握している教職員、通級指導教室担当や特別支援

学級担任などの特別支援教育における専任性を持った教職員、そして各教職員をまとめる

役割である特別支援教育コーディネーターが連携し、それぞれの観点から支援の方針を決

めていくことが求められているように思われる。また、ここに挙げられた教職員以外にも、

当該児童生徒の所属する学年の教員集団など、当該児童生徒と接する機会が多い教職員は、

日々の実践の中で担任らと指導方針等について話し合う機会が多いことが予想される。 

 これを踏まえ、本論文においては、学校によって支援に関わる教職員の範囲には差がある

という前提のもと、ここまでに述べたような教職員が通常学級における発達障害児支援に

関わると想定して、今後の論を進めていくこととする。 

 

2． 「通級による指導」とは何か 

 

前項にて、通常学級における発達障害児支援に関わる教職員を確認した。本項では、支援

に関わる教職員として挙げた、通級指導教室担当の教員について詳細に確認していく。 

通級指導教室とは、文部科学省が 1994 年に学校教育法施行規則の一部改正を行い制度化

した、「通級による指導」という教育形態を行う教室である（文部科学省 2007：5-6）。こ

の「通級による指導」は、通常学級における発達障害児支援を考えるにあたって、とても重

要な存在である。そこで本項では、通級による指導の概要と、通級指導教室担当教員と他の

教員との連携はどのようなものであるのかについて確認する。 

 

（1） 「通級による指導」の制度内容 

 

「通級による指導」とは、「小学校、中学校、中等教育学校前期課程の通常の学級に在籍

する比較的軽度の障害のある児童生徒に対し、その障害の程度に応じて、週に 1 時間～8 時

間（単位時間）の範囲において特別の指導を行う教育形態」（全国特別支援学級設置学校長

協会 2012：124）のことを指す。通級による指導の対象となった児童生徒は、週に何時間

か、在籍する通常学級から通級指導教室に移動して、その子に応じた支援や指導を受けてい
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る。 

この通級による指導の対象となるのは、「言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学

習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）、肢体不自由、弱視・身体虚弱など」（原 2015：

97）の障害を持つ子どもであり、本論文が対象とする発達障害を持つ子ども達も指導の対象

に含まれる。また、指導の対象となるのは、「通常の学級での活動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」（全国特別支援学級設置学校長協会 2012：128）

であり、指導の対象とするかどうかの判断にあたっては、自治体によって差はあるが、一般

的には校内委員会や教育委員会の専門家チームによる検討が行われる（原 2015：99）。 

なお、ここまで確認した通級による指導を行うための通級指導教室は、全ての学校に設

置されているわけではない。そのため、在籍する学校に通級指導教室がない児童生徒は、

教室のある他の学校に通って指導を受けることになる。 

 

 （2） 通級指導教室担当教員と他の教員との連携 

 

次に、通常学級において発達障害児支援を行うにあたり、通級指導教室担当の教員が教員

間の連携において果たす役割を確認する。はじめに、通級による指導を担当とする教員に求

められる資質はどのようなものか整理する。次に、通級指導教室担当教員が教員間の連携に

おいて果たす役割を確認する。 

 

 1） 通級による指導を担当とする教員に求められる資質 

はじめに、通級による指導を担当とする教員にはどのような資質が求められるのか確認

する。まず資格という観点では、通級による指導を担当する教員は、小学校であれば小学

校教員免許状が、中学校であれば中学校教員免許状が必要となる（文部科学省 2007：

94）。 

では、小学校、あるいは中学校の教員免許状を持っている者ならば誰でも通級による指

導を担当できるかというと、そうではない。文部科学省（2007）は、通級による指導を担

当する教員の資質について、「通級による指導は、児童生徒一人一人の障害の状態に応じ

た専門的な指導を行うことから、高度の専門性が要求される」（文部科学省 2007：94）

と述べており、特別支援学校教諭免許状を所有している教員など、指導力のある教員を充

てるなどの配慮が大切であるとしている（文部科学省 2007：94）。つまり、資格として

は、小学校・中学校教員免許状以外のものは必要ではないが、障害を持つ子ども達への指

導を行う専門性や力量のある教員を配置することが求められるということである。 

 

2） 通級指導教室担当教員が教員間の連携において果たす役割 

次に、通常学級に在籍する発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたり、この通級指

導教室担当教員が、他の教員といかに連携し、教員間の連携においてどのような役割を果た
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すのかについて確認する。通級指導教室担当教員は、前項で述べた校内委員会への参加以外

の場面においても、当該児童生徒に関わる教職員と密に連携を取りあう場面が多い。ここで

は、個別指導計画の作成、個別の教育支援計画の作成、通級指導教室担当と在籍学級担任に

よるそれぞれの指導現場への訪問を取り上げる。 

はじめに、個別の指導計画作成について見ていく。個別の指導計画は、第 1 章第 4 節で

確認した通り、障害のある児童生徒一人ひとりについての指導目標や指導内容、配慮事項な

どをまとめた計画である。通級による指導の対象となっている児童生徒の場合、在籍校、及

び通級指導教室担当のそれぞれの立場10で、それぞれの場において行う指導の内容を反映し

た計画を作成することになる（全国特別支援学級設置学校長協会 2012：133）。 

作成にあたっては、通級指導教室担当教員と在籍校は連携をしながら計画作成を行う。通

級指導教室担当教員は、在籍学級の担任や保護者にその児童生徒に関する情報を記入して

もらい、協議をしながら、通級による指導における指導目標や指導内容を計画に反映させて

いく（全国特別支援学級設置学校長協会 2012：139-140）。さらに、在籍学級における個

別の指導計画作成においても、通級指導教室担当教員から助言や提案が行われることが多

い（全国特別支援学級設置学校長協会 2012：130）。通級指導教室担当教員は、通級によ

る指導と、在籍学級の両方において、指導計画作成の要となっているといえよう。 

年度の終わりには、通級指導教室担当教員は、作成した個別の指導計画を軸に、その年度

における通級による指導の内容と成果、次年度に残された課題を報告書にまとめ、在籍校に

送ることとなっている（全国特別支援学級設置学校長協会 2012：130）。このような、年

度ごとに支援の流れが切れないようにするための連携の工夫を行うことも求められている

のである。 

次に、個別の教育支援計画について確認する。長期的な視点で様々な分野の支援内容を示

す計画である、個別の教育支援計画については、作成主体は在籍校にある。しかし、個別の

指導計画と同様、通級指導教室担当の教員もこの教育支援計画の作成に連携することが多

く、計画検討の場に参加するなどの様々な協力を行うことが求められている（全国特別支援

学級設置学校長協会 2012：132）。 

最後に、通級指導教室担当教員と在籍学級担任によるそれぞれの指導現場への訪問につ

いて確認する。指導現場の相互訪問は重要な連携の一つである。通級指導教室担当教員

が、学期に 1 回程度、対象の児童生徒の在籍学級を訪問し、普段の授業の様子を観察した

り、担任と意見交換をしたりする機会を設けることがある（全国特別支援学級設置学校長

協会 2012：145）。その反対に、在籍学級の担任が、当該児童生徒が通級する教室を訪問

し、指導を受けている様子を観察して、通級指導教室担当教員と意見交換を行う機会を設

置することもある（全国特別支援学級設置学校長協会 2012：146）。両者がそれぞれの指

導の現場を訪問し、当該児童生徒の様子を観察してフィードバックをすることで、お互い

                                                 
10 近年では、両者の個別の指導計画を一体化した、「連携型個別指導計画」の導入を検討

している自治体も出てきている。これについては、第 3 章にて詳しく述べる。 
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に今後の指導のヒントを得るという連携を行うことが求められているといえよう。 

通級指導教室担当の教員は、支援する児童生徒が在籍する学校の教職員と、主に以上の

ような連携を、行っている。全体を通して、通級指導教室担当教員には、専門的な観点か

ら他の教職員が児童生徒への指導を組み立てるにあたってのサポートを行うことが求めら

れているように思われる。 

 

3． 本節のまとめ 

 

 本節では、学校の中で発達障害児支援に関わる教職員を確認した。そして、関係する

教職員の一人である通級指導教室担当教員に注目し、専門性の高い通級指導教室担当教員

が教員間の連携において果たす役割を整理した。通常学級における発達障害を持つ子ども

達への支援には、児童生徒の在籍学級担任の他に、管理職の教職員や、特別支援教育に関

する専門性を持った教職員が関わるということが明らかになった。詳細に確認した通級指

導教室担当の教員に関しては、専門的な観点から他の教職員が支援を行うにあたってのサ

ポートを行うことが求められているということが明らかになった。 

ここまで触れた教員間の連携は一部であり、他にも日常的に発達障害を持つ子ども達へ

の支援に関して、教員間で様々な連携が行われていることが予想される。 

 ここまで述べたもの以外も含め、発達障害を持つ子ども達への支援に関わる教員間の連

携が各現場において機能することが望ましいが、うまく機能しない現状があることも事実

である。そこで次節以降では、通常学級における発達障害児支援を行うにあたっての、教職

員間の連携の課題について確認していくこととする。 

 

第 2 節 教職員間連携の課題に関する先行研究 

 第 1 節では、通常学級における発達障害児支援に関わる教職員を整理した。そして、支援

において重要な枠割を担う「通級による指導」を担当する教員に注目し、その支援内容や連

携の在り方について確認した。 

通常学級において発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたっては、前節にて確認

したものを含め、教職員間の連携を様々な場面で密に行うことが求められる。しかし、その

教職員間連携が有効に機能せず、子ども達への支援にあたって不都合が生じてしまう場合

もある。 

そこで本節では、通常学級における発達障害児支援を行うにあたっての、教職員間連携の

課題について、先行研究の結果を確認していくこととする。はじめに、第 1 章にて確認した

「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援教育コーディネーター」、「校内委員会」

に注目し、それぞれの支援策の実施における教職員間連携の課題を確認する。次に、先行研

究結果から明らかになった個々の支援策に関する教職員間連携の課題を整理し、各支援策
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における課題に共通する特徴について考察する。 

 

1． 各支援策における教職員間連携の課題 

 

 本項では、各支援策における教職員間連携の課題について確認していく。取り上げる支援

策は、「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援教育コーディネーター」、「校内

委員会」である。第 1 章においても、これらの支援策の概要と課題を確認した。ここでは、

教職員の連携に焦点を当てて課題を整理していくこととする。 

 

（1） 個別の指導計画・個別の教育支援計画 

 

 はじめに、個別の指導計画・個別の教育支援計画に関する教職員間連携の課題を確認する。

第 1 章にて、この両計画は、特別な支援を必要とする子ども達への指導や支援に関して、教

職員をはじめとした関係者の中で共通理解を形成するための重要な手段であると確認した。

この両計画の作成や活用における教職員間連携の課題には、どのようなものがあるだろう

か。ここでは、通常学級現場の教職員に対して、両計画の作成や活用に関する調査を行った、

池田・安藤（2012）、小坂・姉崎（2011）、八木（2015）が指摘している課題を確認してい

く。 

池田・安藤（2012）は、小学校の通常学級における個別の指導計画作成の実態や、通常学

級担当教員の関与を明らかにするために、特別支援教育コーディネーターを中心に小学校

教員 10 名にインタビュー調査を行った（池田・安藤 2012：136）。インタビュー内容の分

析結果から、通常学級担当教員が主体的に計画作成に関与していくための課題を複数挙げ

ている。ここでは、その中でも教職員の連携に関連する課題として二つを取り上げる。 

 池田・安藤（2012）による第一の課題は、教職員の多忙感や負担感により計画作成が円滑

に進まない場合があるということである（池田・安藤 2012：138-139）。第 1 章で確認し

た通り、個別の指導計画作成には通常学級の担任をはじめ、複数の教職員が関与する。池田・

安藤（2012）は、日々の業務の多忙さ、そして計画作成にかかる負担の大きさから、通常学

級担当教員が計画作成に手が回らない現状があることを指摘している（池田・安藤 2012：

139）。また、同調査において「特別支援教育コーディネーターの多忙感」（池田・安藤 2012：

141）も指摘されている。この指摘は、計画作成において他の教職員を支える役割を担う特

別支援教育コーディネーターまでもが多忙な状況に置かれ、現場全体で計画作成に対する

余裕がないという状況が存在することを示唆しているように思われる。 

 池田・安藤（2012）による第二の課題は、作成した計画を授業に有効活用できていないと

いう課題である（池田・安藤 2012：139-140）。池田・安藤（2012）は、「個別の指導計画

を作成したものの、授業や引継ぎに『つながらない』という発言が得られた」（池田・安藤 

2012：139）と述べており、計画を作成したけれども、その計画を授業にて有効に活用する
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ことができておらず、また次年度の担当へ引き継ぐのも難しい現状があると指摘している

（池田・安藤 2012：140）。計画は作成することが目的ではなく、活用して指導や支援を

より良いものにすることが目的であるため、この活用のプロセスにおいても、関わる教職員

で丁寧に連携をすることが求められるであろう。 

 次に、小坂・姉崎（2011）が指摘している課題を確認する。小坂・姉崎（2011）は、小学

校において、連携のための手段として効果的に活用できる「個別の教育支援計画」、「個別の

指導計画」の作成・策定のあり方を探ることを目的に、特別支援教育コーディネーター担当

教員へのインタビュー調査を行った（小坂・姉崎 2011：154）。インタビュー結果から、

両計画の作成・策定に関する課題を指摘しており、文献研究をもとにそれらの課題に対する

具体的方策を考察している。ここでは、その中から教職員の連携に関連する課題を二つ確認

する。 

 小坂・姉崎（2011）による第一の課題は、個別の指導計画を有効活用するための校内支援

体制づくりである（小坂・姉崎 2011：157）。上述の池田・安藤（2012）の指摘と同じく、

小坂・姉崎（2011）の調査においても、作成した個別の指導計画をいかに学校現場において

有効活用するかという点が課題となった。これに対して、小坂・姉崎（2011）は、「困って

いる状況を担任『一人で』ではなく、『みんなで』対応するという流れが自然に行われるよ

うな『校内支援システム』を意識的・戦略的に構築することが重要である」（小坂・姉崎 

2011：157）と考察している。また、個別の指導計画を有効活用するにあたって、校内支援

体制システムに、「計画・実施・評価・改善（見直し）という一連の『PDCA サイクル』」（小

坂・姉崎 2011：153）を取り入れることが重要であるとも述べている（小坂・姉崎 2011：

158）。その子どもに関連する教職員が協働をして、指導計画の作成や、活用の状態を確認

し、より良い在り方を追求するためのシステムを構築することが求められているように思

われる。 

 小坂・姉崎（2011）による第二の課題は、個別の教育支援計画の策定における関係者や関

係機関との連携をいかに構築するかということについてである（小坂・姉崎 2011：155）。

第 1 章にて確認した通り、個別の教育支援計画は、学校や教育委員会が中心となり、家庭や

医療・福祉などの関係機関と連携しながら作成・策定を行う。小坂・姉崎（2011）は、計画

を作成して、その方針に沿って支援を進めていくにあたり、本人や保護者との話し合いや、

学校以外の関係機関との連携を密に行うことが重要であると指摘している（小坂・姉崎 

2011：156）。この指摘は、発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたり、教職員が連

携しなければならない相手は学校外の関係者にも渡るということを示している。教職員内

の連携に注目している本論文においては、教職員は、学校内の連携体制を構築するにあたり、

保護者や学校外の関係機関との連携構築にも留意する必要があるという視点で、この課題

を捉えることとする。 

 最後に、八木（2015）が指摘している課題を確認する。八木（2015）は、個別の指導計

画の作成上の課題を明らかにするために、現職教員 186 名に対してアンケート調査を行っ
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た（八木 2015：236）。この現職教員には、小・中学校の他に高等学校教諭や幼稚園教諭

なども含まれる。 

ここでは、八木（2015）がこの調査結果をもとに指摘している課題の中から、学校種を問

わず存在する教職員間連携に関連する課題として、「作成形式の学校間の違い等から生じる

困難さ」（八木 2015：239）を取り上げる。八木（2015）は、指導計画を作成するにあた

り、学校によって様式が異なることから、学校間で当該児童生徒について引継ぎを行う際な

どに、教職員が指導計画の書き方に戸惑うことがあると指摘している（八木 2015：239）。

個別の指導計画は、支援を行うにあたっての共通認識を形成するためのものであることか

ら、その様式が異なることは、教職員内の共通認識形成に支障が生じるように思われる。 

 

（2） 特別支援教育コーディネーター 

 

 次に、特別支援教育コーディネーターに関する教職員間連携の課題を確認する。第 1 章

にて、特別支援教育コーディネーターは、各関係者をつなぎ、特別な支援を必要とする子ど

も達への支援を円滑に進めるためのハブとなる教員であると確認した。教職員間連携の鍵

となる特別支援教育コーディネーターに関しても、様々な教職員間連携の課題が指摘され

ている。ここでは、特別支援教育コーディネーターの活動の実態や課題に関する調査を行っ

た、田中・上村（2017）と、腰川・芳賀・河村（2017）が指摘する課題を確認していく。 

 田中・上村（2017）は、ある特定の地区における特別支援教育コーディネーターの活動の

改善策を検討することを目的に、コーディネーターへのアンケート調査と、コーディネータ

ーが機能的に活動できている学校へのインタビュー調査を行った（田中・上村 2017：192-

193）。調査結果から、特別支援教育コーディネーターが活動するにあたって抱えている課

題を複数指摘している。ここでは、その中でも教職員の連携に関連する課題として三つを取

り上げる。 

 田中・上村（2017）による第一の課題は、多忙によりコーディネーターが十分な活動時間

を確保できていないことである（田中・上村 2017：198）。コーディネーターが担当する

業務は多岐にわたり、その中には、関係機関との連絡調整といった手間や時間を要するもの

も多い。さらに、コーディネーター以外にも複数の校務分掌を担っている者が多いというこ

とがこの調査から明らかになっている（田中・上村 2017：194）。特別支援教育コーディ

ネーターに加え、他の業務も兼務するといった多忙な状況に置かれることで、コーディネー

ターとしての業務を行うための十分な時間を確保できていないコーディネーターも多いよ

うである。田中・上村（2017）は、コーディネーターが支援活動の基盤となる業務を十分に

行えないことについて、「校内支援体制の機能面においては課題であろう」（田中・上村 

2017：198）と述べている。コーディネーターが多忙な状況に置かれることは、他の教職員

と共に行う学校全体の支援が機能しない状況を引き起こしかねないであろう。 

 田中・上村（2017）における第二の課題は、経験や研修の不足による特別支援教育コーデ
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ィネーターの能力不足についてである（田中・上村 2017：199）。コーディネーターの業

務は、経験や専門的な知識を必要とするものがあり、就任して日が浅いコーディネーターに

とっては、難しい業務も多い（田中・上村 2017：199）。このコーディネーターの経験や

知識の不足をそのままにしておいては、学校全体の支援の質が下がってしまう。田中・上村

（2017）はこれに対して、コーディネーター1 人で支援を行うのではなく、学校全体でチー

ムとして支援を行うことの重要性を指摘しており、「全職員の特別支援教育に関する知識を

深め、チーム全体の援助力を向上させる必要がある」（田中・上村 2017：199）と述べて

いる。コーディネーターの能力不足は状況や地域によって避けられないものであるため、そ

れを教職員全員でチームとなってカバーすることが求められるように思われる。 

 田中・上村（2017）による第三の課題は、教職員の中で特別支援教育コーディネーターの

仕事が明確に共有されていないことである（田中・上村 2017：200）。田中・上村（2017）

はアンケート調査により、コーディネーターの仕事が明確になっていない実態を明らかに

し、コーディネーターが担うべき仕事を確実に遂行できる状況を作らなければならないと

指摘している（田中・上村 2017：200）。コーディネーターの仕事を明確化して、それを

全教職員に周知し、全員でサポートを行うような体制を作ることが重要であるように思わ

れる。 

 次に、腰川・芳賀・河村（2017）が指摘している課題を確認する。腰川・芳賀・河村（2017）

は、小中学校の特別支援教育コーディネーターが、校内で実践を 1 年間行った中でコーデ

ィネーターとして実践できた成果と課題を明らかにするために、ある特定の地区の特別支

援教育コーディネーターを対象に、自由記述方式の調査を行った。 

 ここでは、腰川・芳賀・河村（2017）がこの調査結果をもとに指摘している課題の中か

ら、教職員間連携に関連する課題として、「教職員の情報共有の困難さ」（腰川・芳賀・河村 

2017：18）を取り上げる。特別支援教育コーディネーターは、支援に関する情報を教職員

内で共有する場面においても重要な窓口役である。この情報共有にあたって、教職員全体へ

の共有や、校内委員会での共有に困難さを感じているコーディネーターがいるということ

が、腰川・芳賀・河村（2017）の調査から明らかになった（腰川・芳賀・河村 2017：18）。

子ども達の支援に関する情報は膨大であるため、関連する教職員全員が確実に情報を共有

できている状態を作ることは難易度の高いことであろう。これに関しても、コーディネータ

ーのみならず、教職員全員でチームとなって情報共有に協力する体制が必要であるように

思われる。 

 

（3） 校内委員会 

 

 最後に、校内委員会に関する教職員間連携の課題を確認する。第 1 章にて、校内委員会

は、特別な支援を必要としている児童生徒の実態把握や支援方法の検討を行うための組織

であり、当該児童生徒の学級担任をはじめ、その子に関わる教職員によって構成されると確
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認した。この校内委員会に関する教職員間連携の課題は、どのようなものであろうか。ここ

では、校内委員会の実態や課題に関する調査を行った、池田・若松（2017）が指摘する課題

を確認する。その際、特別支援教育コーディネーターに関する先行研究として取り上げた、

腰川・芳賀・河村（2017）においても校内委員会に関する課題が指摘されているため、こち

らも参照しながら課題を確認していく。 

 池田・若松（2017）は、ある特定の市の幼稚園、小・中学校、高等学校11における校内委

員会の現状、成果や課題を明らかにするために、特別支援教育コーディネーターを対象に質

問紙調査を行い、さらに、回答校の中で校内委員会が機能している学校に対して、その学校

が実践している工夫や留意点を明らかにするための聞き取り調査を行った（池田・若松 

2017：43-44）。調査結果から、校内委員会を機能させるにあたっての課題を複数指摘して

いる。ここでは、その中でも教職員の連携に関連する課題として三つを取り上げる。 

 池田・若松（2017）による第一の課題は、校内委員会を行うための時間の確保である（池

田・若松 2017：48）。この課題は、池田・若松（2017）による質問紙調査の中で最も高い

割合で挙がった課題であった。校内委員会には、複数の教職員が参加する。各々の教職員が

多忙なため、会議の時間を設定することが難しい状況が発生しているようである。腰川・芳

賀・河村（2017）による特別支援教育コーディネーターに関しての調査においても、特別支

援教育コーディネーターが校内委員会を開催するにあたって、「日程や時間の確保の困難さ」

（腰川・芳賀・河村 2017：16）を感じていることが明らかになっている。関連する教職

員で十分な話し合いを行うためには、時間の確保という物理的な障壁を超えなければなら

ないようである。 

 池田・若松（2017）による第二の課題は、校内の支援体制の構築である（池田・若松 2017：

48）。池田・若松（2017）は、質問紙調査において、校内委員会が機能しているかという質

問に対して否定的な評価をしている学校に関して、「『管理職からのトップダウンで全てが

決まる』、『該当の教職員のみの対応になっている』といった支援体制が構築できていない内

容の記述が多くあった」（池田・若松 2017：49）としている。この結果から、教職員がチ

ームとなって各々の意見を検討しながら支援方針を決める、支援に関する情報を周辺の教

職員も含めて共有するといった、協働的な支援体制が構築できていない学校も多いことが

予想される。池田・若松（2017）は、支援の目標や手立てを設定するうえでの基盤となる、

児童生徒の実態把握について、「いろいろな立場の教職員から情報を収集する」（池田・若松 

2017：50）ことが重要であると述べており、複数の教職員の視点を支援に反映せず、一部

                                                 

11池田・若松（2017）の調査対象には、本論文が取り扱う小・中学校の他に、幼稚園、高等

学校も含まれる。質問紙調査の回答校 142 校のうち、127 校が小・中学校と、小・中学校が

回答の大半を占めている（池田・若松 2017：44）ことに加え、幼稚園、高等学校で発生

している課題は小・中学校においても類似したものが起きる可能性が高いと思われること

から、池田・若松（2017）の調査結果を、本論文において参照することとした。 
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の教職員のみで方針を決めることは、支援の質を下げかねないだろう。また、チームとして

の支援体制が整っていないことは、前述した、特別支援教育コーディネーターが多忙である

状況のように、一部の教職員に過度な負担がかかる状況を引き起こすように思われる。 

 池田・若松（2017）による第三の課題は、校内委員会を円滑に運営するにあっての工夫や

配慮である（池田・若松 2017：48）。校内委員会を有意義な話し合いの場とするための工

夫や配慮について、課題を感じているコーディネーターも多いようである。池田・若松（2017）

は、校内委員会が機能している学校への聞き取り調査をもとに、「実態把握だけで時間が終

わってしまうことのないよう、会議が始まる前に会議の流れや時間配分を提示する」（池田・

若松 2017：49）等の、工夫や配慮点のポイントを示している。各現場の状況に応じて、

話し合いを機能させるために最適な方法を追求していくことが求められるであろう。 

 

2． 各支援策における教職員間連携に関する課題の整理と共通する特徴 

 

 前項では、「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援教育コーディネーター」、

「校内委員会」に注目し、先行研究の結果をもとにそれぞれの支援策を実行するにあたって

の教職員間連携の課題を確認した。本項では、前項にて確認した個々の支援策に関する教職

員間連携の課題を整理し、各支援策における課題に共通する特徴について考察する。 

前項にて確認した各支援策における教職員間連携の課題を図にして整理すると、以下の

ようになる。 

 

【表 1：先行研究より明らかになった教職員間連携の課題の整理】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支援策 教職員間連携の課題 参考先行研究

教職員の多忙感・負担感により計画作成が円滑に進まない 池田・安藤（2012）

作成した計画を有効活用できていない 池田・安藤（2012）

個別の指導計画を有効活用するための校内支援体制いかに構築するか 小坂・姉崎（2011）

個別の教育支援計画の策定における関係者や関係機関との連携をいかに構築するか 小坂・姉崎（2011）

学校間で個別の指導計画の形式が異なることから、作成に支障が出る 八木（2015）

多忙により特別支援教育コーディネーターとしての活動時間を十分に確保できない 田中・上村（2017）

経験や研修の不足による特別支援教育コーディネーターの能力不足 田中・上村（2017）

教職員の中で特別支援教育コーディネーターの仕事が明確に共有されていない 田中・上村（2017）

教職員の情報共有の困難さ 腰川・芳賀・河村（2017）

校内委員会を行うための時間の確保
池田・若松（2017）

腰川・芳賀・河村（2017）

校内の支援体制をいかに構築するか 池田・若松（2017）

校内委員会を円滑に運営するため、いかに工夫や配慮を施すか 池田・若松（2017）

個別の指導計画
個別の教育支援計画

特別支援教育コーディネーター

校内委員会
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これを踏まえ、各支援策における課題に共通する特徴について考察する。いずれの支援策

においても、関連する教職員が支援策の実施にあたるための時間が十分に確保できないと

いう指摘が見受けられる。さらに、作成・検討した支援策の有効活用や、重要な役割を担う

教職員をサポートするための校内支援体制を構築することの重要性についても、共通して

指摘されていた。 

また、それぞれの支援策は独立したものでなく、お互いに関連し合うものであるため、い

ずれかの支援策で生じた課題が、他の支援策にも影響を与えるということが発生している

ように思われる。たとえば、校内委員会が関連する教職員が支援方針の共有を行う場として

十分に機能していないという課題は、特別支援教育コーディネーターの仕事内容が教職員

の中で明確に共有されておらず、コーディネーターへのサポートが不十分であるという課

題の因子となり得るであろう。 

 以上のように、先行研究の結果から、各支援策における教職員間連携に関する課題と、各

支援策に共通する課題の特徴が明らかになった。これを踏まえ次節では、さらに教職員間の

連携に関する課題について詳細に見ていくために、小学校教員にアンケート調査を行った

結果をまとめる。 

 

第 3 節 教職員間連携の課題に関する現場の声―小学校教員へのア

ンケート調査結果― 

 前節では、通常学級において発達障害児支援を行うにあたっての教職員間連携の課題に

ついて、先行研究の結果を確認した。「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援

教育コーディネーター」、「校内委員会」に関連する教職員間連携の課題が明らかになり、そ

れらを類型化して整理した。 

教職員間連携について、さらに現場の教職員が感じている課題を明らかにするために、現

役小学校教員 2 名と元小学校教員 1 名にアンケート調査を行った。本節では、このアンケ

ート調査の結果をまとめていく。はじめに、本調査の概要を整理する。次に、本調査の結果

を、各支援策の実施状況と、教職員間連携の課題についてそれぞれまとめる。最後に、調査

結果から明らかになった教職員間連携の課題を整理する。 

 

1． 本アンケート調査の概要 

 

 本項では、本アンケート調査の概要をまとめる。本調査の目的、対象、形式、質問項目を

整理する。 
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（1） 本調査の目的 

 

 はじめに、本アンケート調査の目的を確認する。本調査の目的は二つある。 

 第一の目的は、通常学級において発達障害児支援を行うにあたっての教職員間連携の現

状と課題について現場の声を知ることである。現場の教員が感じる課題を聞き取ることで、

教職員間連携の課題をより詳細に確認していく。 

 第二の目的は、教職員間連携の課題を観点別に類型化して整理することである。教職員間

連携の課題についての声を分析し、先行研究の結果から明らかになった観点と合わせて教

職員間連携の課題を捉えることで、次章以降着目する論点を整理していく。 

 

（2） 本調査の対象 

 

 次に、本調査の対象についてまとめる。 

 本調査では、現役小学校教員の方 2 名と、元小学校教員の方 1 名の計 3 名に、前項の目

的に沿ってアンケート調査を行った。3 名ともに、小学校で勤務している、あるいは勤務経

験のある方であり、本論文が取り扱う通常学級現場の状況を理解している。3 名の調査を行

った時点での属性は次の通りである。なお、対象者の氏名と勤務地域・学校名は伏せて属性

を記載する。 

 

a 氏： 小学校教員／特別支援学級担任／女性 

b 氏： 小学校教員／養護教諭／女性 

c 氏： 元小学校教員／ALT（外国語指導助手）／2018 年 3 月に退職／女性 

 

 （3） 本調査の形式 

 

次に、本調査の形式を確認する。 

本調査は、3 名に質問項目をメールにて送付し、回答をメールにて返送してもらう形をと

った。2018 年 7 月 25 日に質問項目を送付し、2018 年 8 月 28 日に全員分の回答を確認し

た。 

 

（4） 本調査の質問項目 

 

最後に、本調査の質問項目を確認する。 

本調査の質問内容は、以下の表の通りである。3 名それぞれに、以下の項目全てに回答し

てもらった。 
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【表 2：本アンケート調査における質問内容】 

 

質問項目 質問内容 

➀ 

勤務する／してきた学校現場において、「個別の指導計画・個別の教育支援

計画の作成」、「特別支援教育コーディネーターの設置」、「校内委員会の実

施」は実際に機能しているか。これらを他の教職員と連携しながら機能させ

るうえで、課題だと感じる点はどのようなものか。 

② 

勤務する／してきた学校現場では、「個別の指導計画」、「個別の教育支援計

画」を作成するにあたって、教職員同士の連携は図られているか。両計画作

成にあたっての教職員間連携において、課題であると感じる点はあったか。 

 

2． 支援策の実施状況に関する回答結果 

 

 本項では、本アンケート調査の結果を踏まえ、調査対象 3 名の教職員が勤務する、あるい

はしていた学校における、各支援策の実施状況をまとめる。a（2018）、b（2018）、c（2018）

をもとに、教職員 3 名から得られた支援の実施状況に関する回答結果を要約する。 

 

（1） 現場における支援策の実施状況 

 

 はじめに、質問項目➀への回答結果を踏まえ、調査対象の教職員が勤務している、あるい

はしてきた学校現場における各支援策の実施状況をまとめる。実施状況を質問した支援策

は、前節までに確認してきた「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援教育コー

ディネーター」、「校内委員会」である。質問項目➀の内容は、以下の通りである。 

 

【表 3：質問項目➀の内容】 

 

質問項目 質問内容 

➀ 

勤務する／してきた学校現場において、「個別の指導計画・個別の教育支援

計画の作成」、「特別支援教育コーディネーターの設置」、「校内委員会の実

施」は実際に機能しているか。これらを他の教職員と連携しながら機能させ

るうえで、課題だと感じる点はどのようなものか。 

 

a 氏、c 氏からは「個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成」、「特別支援教育コーデ

ィネーターの設置」、「校内委員会の実施」の全てを実際に現場で行っているという回答が得

られた。 
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b 氏の勤務する学校では、「特別支援教育コーディネーターの設置」、「校内委員会の実施」

を実施している。「個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成」については、「行っていな

いと思う」としたうえで、その子に見合った目標を立てて日々の指導を進めることは行って

いるという回答が得られた。なお、b 氏は「個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成」

について、「個別の指導、教育支援計画は立ててないと思う」（b 2018）と、推測ととれる

形での言及をしていた。そのため、実際には b 氏が勤務する現場において、「個別の指導計

画・個別の教育支援計画の作成」が実施されている可能性もある。 

 

 （2） 個別の指導計画・個別の教育支援計画作成における教職員間連携の現状 

 

 次に、質問項目②の内容を踏まえ、調査対象の教職員が勤務している、あるいはしてきた

学校現場における、個別の指導計画・個別の教育支援計画作成にあたっての教職員間連携の

現状を確認する。本論文が注目する教職員間連携を行うにあたり、この両計画は教職員間の

共通認識を形成する重要な役割を持つため、質問項目②にて取り上げた。質問項目②の内容

は、以下の通りである。 

 

【表 4：質問項目②の内容】 

 

質問項目 質問内容 

② 

勤務する／してきた学校現場では、「個別の指導計画」、「個別の教育支援計

画」を作成するにあたって、教職員同士の連携は図られているか。両計画作

成にあたっての教職員間連携において、課題であると感じる点はあったか。 

 

 はじめに、調査対象者の勤務する、あるいはしていた学校における、個別の指導計画・個

別の教育支援計画作成にあたっての教職員間連携の現状をまとめる。 

a 氏からは、担任が計画のベースを作って教職員に共有し、それをもとに話し合いをする

ことが基本的な連携の流れであるが、それが機能していない現状があるという回答が得ら

れた。c 氏が勤務していた学校現場では、クラスの学力レベルや他クラスの進め方とのバラ

ンスを取りながら、計画を作成していたとのことだった。 

b 氏は質問項目➀において、「個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成」は行っていな

いと回答したため、両計画作成における教職員間連携についての言及はなかった。 

 

3． 教職員間連携の課題に関する回答結果 

 

 前項では、調査対象 3 名の教職員が勤務している、あるいはしていた学校現場における、
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「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援教育コーディネーター」、「校内委員会」

の実施状況や、教職員間連携の現状を確認した。「特別支援教育コーディネーター」、「校内

委員会」は全員から実施しているという回答が得られ、「個別の指導計画・個別の教育支援

計画の作成」については、a 氏と c 氏より実施しているという回答が得られた。 

これを踏まえ本項では、a（2018）、b（2018）、c（2018）をもとに、各支援策に関連する

教職員間連携の課題についての 3 名の回答結果をまとめる。支援策ごとに、回答から明ら

かになった課題を、類型化して整理していくこととする。 

 

（1） 個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連する教職員間連携の課題 

 

 はじめに、個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連する教職員間連携の課題について

の回答結果をまとめる。個別の指導計画・個別の教育支援計画に関しては、a 氏の回答に課

題についての言及があった。ここでは、a 氏が回答した課題を三つに分類して整理する。 

 第一の類型は、データの連携不足により、作成に手間がかかるという課題である。個別の

指導計画と個別の教育支援計画には、記入する内容が共通する項目が存在する場合がある。 

データ同士の連携が行われていないために、片方の計画用に作成したものと同じような文

言を、もう片方の計画にも作成しなければならないなど、手間が二重にかかっているケース

があると a 氏は回答した。また、児童が進級・進学した際に、前年度の計画と新しく作成し

なければならない計画の形式が異なる場合についても、作成の手間がかかるという言及も

あった。手間がかかりすぎてしまうことで、教職員内で共通認識を形成するための重要な手

段である両計画の作成に支障が出ているという現状があるようである。 

 第二の類型は、行政から示されているフォーマットが使いづらいという課題である。発達

障害を持つ子ども達への支援を行うにあたり、教職員が把握しておかなければならない情

報は多岐にわたる。個別の指導計画・個別の教育支援計画にそれらの情報を分かりやすくま

とめることができれば、教職員内の情報共有をスムーズに行いやすい。しかし、行政によっ

ては情報をまとめにくい計画様式を示しているということが、a 氏の回答か明らかになった。 

 第三の類型は、作成した計画の内容を教職員同士で十分に共有できていないという課題

である。a 氏は、作成した計画内容の教職員内での共有が十分に行えていない現状があると

回答した。共有のための時間を確保できないことや、情報の量が膨大であるがゆえに、教職

員内の共有が追い付いていないようである。 

 以下、ここまでに整理した個別の指導計画・個別の教育支援計画に関する教職員間連携の

課題と、それに関連する回答結果の要約を表にまとめると、以下のようになる。 
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【表 5：アンケート調査から明らかになった個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連

する教職員間連携の課題の整理】 

 

 

出典：a（2018）をもとに筆者作成。 

 

（2） 特別支援教育コーディネーターに関連する教職員間連携の課題 

 

 次に、特別支援教育コーディネーターに関連する教職員間連携の課題についての回答結

果をまとめる。特別支援教育コーディネーターに関しては、a 氏と c 氏の回答に、課題につ

いての言及があった。ここでは、両者が回答した課題を三つに分類して整理する。 

 第一の類型は、特別支援教育コーディネーターの取り組みにばらつきがあるという課題

である。a 氏、c 氏共に、特別支援教育コーディネーターによって取り組みや能力がまちま

ちであると回答しており、c 氏はこのことから、コーディネーターがどこまでの対応をして

くれるのかが分かりにくいと指摘していた。特別支援教育コーディネーターの担う支援の

教職員間連携の課題 関連する回答結果の要約

データの連携不足により、
作成に手間がかかる

・保育園、幼稚園在籍時と小学校在籍時で区の定める形式が異なっており、
　小学校入学後に新たに計画を作成する必要がある。（a氏）

・個別の指導計画、個別の教育支援計画に必要なデータの連携をしておらず、
　その都度新規にデータを入力して作成する必要がある。（a氏）

・形式によっては、個別の教育支援計画に書いてあるデータと同じものを、
　また一から個別の指導計画に入力して作成する必要がある。（a氏）

行政から示されている
フォーマットが使いづらい

・自治体が示すフォーマットが簡易的なものであり、連携会議の状況や対応策を
　書くスペースがなく、過去どの病院や施設、療育や塾との関わりがあったのか
　分からない。（a氏）

作成した計画の内容を
教職員同士で十分に共有
できていない

・作成対象となる児童が多く、計画を作成したものの、共有ができていない
　児童が多い。（a氏）

・簡略化した資料を別途作成するなどの工夫をしているが、共有だけで2時間
　近くを要してしまうため、全体での個々の対応策等の共有ができていない。
　（a氏）

・膨大な資料を読み込むのに時間がかかり、新担任がスムーズに理解しにくい
　現状がある。（a氏）
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範囲が人によって異なるために、他の教職員は特別支援教育コーディネーターの動きにつ

いて共通認識を形成しにくいようである。 

 第二の類型は、特別支援教育コーディネーター向けの研修が不十分であるという課題で

ある。a 氏は、行政が特別支援教育コーディネーター向けの研修を行うのが年度半ばの 9 月

であるため、新任のコーディネーターが研修を受けることなく業務を務めなければならな

い期間が長いという問題を指摘した。特別支援教育コーディネーターの業務は、専門的な知

識を必要とするものも多いため、研修が不足することで、コーディネーターとしての業務を

確実に遂行することができないコーディネーターも出てきてしまうことが予想される。特

別支援教育コーディネーターは、発達障害を持つ子ども達への支援における教職員のまと

め役であるため、コーディネーターの専門性が確保されないことは他の教職員にも影響を

及ぼすように思われる。 

 第三の類型は、コーディネーターに自分の指導に対するフィードバックをしてほしいが、

充実していないという課題である。第一の課題で見た通り、人によって特別支援教育コーデ

ィネーターの取り組みはまちまちである。c 氏は、子ども達への指導にあたっている教職員

としては、指導やカリキュラムへの助言を求めているが、コーディネーターによってはそこ

まで手が回らないこともあると回答した。特別支援教育コーディネーターが行う対応と、他

の教職員がコーディネーターに求めている対応がかみ合っていないために、この課題が発

生しているように思われる。 

 以下、ここまでに整理した特別支援教育コーディネーターに関する教職員間連携の課題

と、それに関連する回答結果の要約を表にまとめると、以下のようになる。 
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【表 6：アンケート調査から明らかになった特別支援教育コーディネーターに関連する教

職員間連携の課題の整理】 

 

出典：a（2018）、c（2018）をもとに筆者作成。 

 

（3） 校内委員会に関連する教職員間連携の課題 

 

 次に、校内委員会に関連する教職員間連携の課題についての回答結果をまとめる。校内委

員会に関しては、a 氏と b 氏の回答に課題についての言及があった。ここでは、両者が回答

した課題を五つに分類して整理する。 

 第一の類型は、情報を共有する時間が取れないという課題である。a 氏と b 氏共に、校内

委員会を行うための時間の確保の難しさについて複数の回答があった。教職員それぞれが

激務であることや、支援を必要とする子ども達に関する情報量が膨大であるために共有に

長い時間を要すること等が原因となり、校内委員会を行うための時間を確保することが難

しい状況が生まれているようである。校内委員会は、複数の教職員の視点を共有することの

できる貴重な機会であるため、実施するための時間を確保できないことは非常に大きな課

題であるように思われる。 

 第二の類型は、一部の教職員しか情報を共有していないという課題である。a 氏は、校内

委員会で話し合った内容を、他の教職員に共有するための体制が整っていないという問題

点を指摘した。校内委員会に参加する教職員以外にも、当該児童の支援に関わっており、情

報を把握しておくべき教職員がいる場合、彼らにも校内委員会における話し合い内容を共

有する必要がある。a 氏の回答から、その共有を十分に行えていない現場もあるということ

が明らかになった。 

 第三の類型は、話し合いの時間を取ったはいいが、有益な議論まで至らないという課題で

教職員間連携の課題 関連する回答結果の要約

特別支援教育コーディネーターの
取り組みにばらつきがある

・その年によって、その人によって取り組みはまちまちである。（a氏）

・配属される人の実力がバラバラであるため、教員側としてはどこまで対応して
　もらえるのか未知数である。対象生徒の観察のみ、先生方の指導をするのみ
　などの場合がある。（c氏）

特別支援教育コーディネーター
向けの研修が不十分である

・自治体としての特別支援教育コーディネーター研修の第1回が９月にあり、
　新任された人は何の説明も研修もないまま半年を過ごす。（a氏）

自分の指導に対するフィードバックを
してほしいが、充実していない

・実際に授業を行う教員としては、指導への助言が欲しい。（c氏）

・個人用に授業カリキュラムを立てたとしても、その児童に当てはまるとは
　限らない。立てたカリキュラムが児童に対応しているか判断してくれる
　アドバイザーが欲しい。（c氏）
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ある。a 氏は、話し合いの時間は設けるものの、有益な対応策や展望を話し合うまでに至ら

ず、理想論の共有だけで終わってしまう場合もあると回答した。それぞれの教職員が激務の

なか時間を合わせて校内委員会を実施しているのにも関わらず、その時間を有効活用でき

ないのは非効率的であろう。支援の質を向上させていくための有益な議論を行うことが求

められるように思われる。 

第四の類型は、教職員間で意見の違いが生じた際に、対応の仕方に迷うという課題である。

a 氏は、他の教職員からの支援に関するアドバイスを受け入れられない教職員もいると回答

した。一人の子どもの支援には様々な教職員が関わることから、教職員間で支援に関して意

見が衝突するということも多いに発生し得ることである。その違いを踏まえたうえで、支援

に関する建設的な話し合いを行っていくことは容易ではないことが予想される。また、b 氏

は、保護者と教職員の意見が異なる場合があると指摘した。教職員は支援を行う子どもの保

護者とも密に連携を行う必要がある。教職員は、保護者といかに支援についての話し合いを

行うかという視点を持ったうえで、教職員間の連携を密にする必要があるであろう。 

 第五の類型は、情報共有不足により、保護者とのコミュニケーションにトラブルが生じる

という課題である。a 氏は、教職員間の情報共有が不十分であることが要因となって、保護

者との間にトラブルが生じ得ると回答した。その子どもに関する情報を十分に把握してい

ない状況で保護者との話し合いを行い、以前も聞いた内容を聞き取りしてしまうなどのト

ラブルが起きてしまう可能性が高いと a 氏は指摘した。このようなトラブルは、教職員と

保護者の間の信頼関係を壊してしまうため、避けなければならない。十分な情報の共有を行

うためにも、複数の教職員で情報の確認を行う校内委員会を機能させるべきであろう。 

 以下、ここまでに整理した特別支援教育コーディネーターに関する教職員間連携の課題

と、それに関連する回答結果の要約を表にまとめると、以下のようになる。 
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【表 7：アンケート調査から明らかになった校内委員会に関連する教職員間連携の課題の

整理】 

 

 

出典：a（2018）、b（2018）をもとに筆者作成。 

 

4． 本アンケート調査から明らかになった教職員間連携に関する課題の整理 

 

 前項にて、アンケート調査の結果から明らかになった教職員間連携の課題を、支援策ごと

に整理した。本項では、ここまでに明らかになった課題を整理する。 

 本アンケート調査の結果から明らかになった教職員間連携の課題を、関連する支援策に

対応する形で表にまとめると、以下のようになる。 

教職員間連携の課題 関連する回答結果の要約

情報を共有する時間が取れない

・集まって情報を共有する時間がなかなかとれない。（a氏、b氏）

・激務のため、会議を設定する時間はもうこれ以上ないという物理的な課題がある。
　（a氏）

・学校によっては、週に一回、会議室に給食を持って集まり、話しながら食べることも
　あった。（b氏）

・校務分掌が1人でいくつもある忙しさなどが課題。（b氏）

・子どもに関するデータの共有だけで2時間近くを要してしまうため、個々の
　対応策等を全体で共有することが出来ていない 。（a氏）

一部の教職員しか情報を共有してい
ない

・会議の内容を周知する場面がなく、一部の先生しか情報を知らないという状況
　もある。（a氏）

話し合いの時間を取ったはいいが、
有益な議論まで至らない

・話し合いの時間は設けるものの、担任にとっての有益な対応策や展望を話し合う
　ことや、対策を立てることが出来ず、理想論の共有だけで終わることもある。（a氏）

・上記のような会議により、ただでさえ学級がうまくいかずに困っている担任が、
　時間も奪われ更に疲弊してしまう。（a氏）

教職員間で意見の違いが生じた際
に、対応の仕方に迷う

・巡回指導講師や、特別支援教育コーディネーターのアドバイスをなかなか
　受け入れられない担任もいる。（a氏）

・学校からの提案やアドバイスを親が受け入れない場合もある。（b氏）

情報共有不足により、保護者とのコ
ミュニケーションにトラブルが生じる

・データが膨大であるため、教員が過去の情報を把握することが間に合わず、
　親に対して前に聞いたことと同じことを聞き取りしてしまうケースや、過去に
　連携をして上手くいかなかった病院や療育施設を紹介してしまうというケースが
　生じ得る。（a氏）

・親と教員間のコミュニケーションにトラブルが起きると、両者の信頼関係が壊れ、
　協力関係を築きにくくなる。子どもの前で親が担任を悪く言うなど、子どもにとって
　良くない状況が生まれることもある。（a氏）
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【表 8：アンケート調査の結果から明らかになった教職員間連携の課題の整理】 

 

 

 いずれの支援策においても、前節にて確認した先行研究の結果から明らかになった課題

と共通するものが挙げられている。その一方で、先行研究の結果においては指摘されていな

かった課題もある。 

 これを踏まえ次項では、先行研究の結果と本アンケート調査の結果から明らかになった

課題をもとに、各支援策に関連する教職員間連携の課題を整理する。それを踏まえ、次章以

降の論点を確認していくこととしたい。 

 

第 4 節 教職員間連携に関する課題の整理 

前節まで、教職員間の連携に焦点を当てて、通常学級における発達障害児支援の課題を確

認してきた。先行研究の結果と、小学校教員へのアンケート調査の結果から、様々な教職員

間連携の課題が明らかになった。本節では、ここまでに明らかになった課題を整理し、次章

以降の論点を確認していくこととする。 

 はじめに、本章第 2 節と第 3 節にて明らかになった、各支援策における教職員間連携の

課題を整理する。次に、整理した課題を踏まえ、次章以降の論点を確認する。 

支援策 アンケート調査から明らかになった教職員間連携の課題

データの連携不足により、作成に手間がかかる

行政から示されているフォーマットが使いづらい

作成した計画の内容を教職員同士で十分に共有できていない

特別支援教育コーディネーターの取り組みにばらつきがある

特別支援教育コーディネーター向けの研修が不十分である

自分の指導に対するフィードバックをしてほしいが、充実していない

情報を共有する時間が取れない

一部の教職員しか情報を共有していない

話し合いの時間を取ったはいいが、有益な議論まで至らない

教職員間で意見の違いが生じた際に、対応の仕方に迷う

情報共有不足により、保護者とのコミュニケーションにトラブルが生じる

個別の指導計画・個別の教育支援計画

特別支援教育コーディネーター

校内委員会
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1． 各支援策における教職員間連携の課題の整理 

 

 本章では、先行研究の結果と、小学校教員へのアンケート調査の結果をもとに、通常学級

において発達障害児支援を行うにあたっての教職員間連携の課題を確認してきた。本項で

は、ここまでに明らかになった教職員間連携の課題を整理する。本論文において注目する支

援策である、「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援教育コーディネーター」、

「校内委員会」のそれぞれについて、第 2 節と第 3 節で明らかになった課題を整理してい

く。さらに、支援策ごとに整理した課題を踏まえ、各支援策に共通する課題を確認する。 

 

（1） 個別の指導計画・個別の教育支援計画 

 

 はじめに、個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連する教職員間連携の課題を整理す

る。先行研究の結果とアンケート調査結果のそれぞれから明らかになった課題を確認し、そ

れらを類型化して整理していくこととする。 

第 2 節にて先行研究結果から明らかになった、個別の指導計画・個別の教育支援計画に

関連する教職員間連携の課題を表にまとめると、以下のようになる。 

 

【表 9-1：個別の指導計画・教育支援計画に関する教職員間連携の課題（先行研究より）】 

 

 

 一方、第 3 節にてアンケート調査の結果から明らかになった、個別の指導計画・個別の教

育支援計画に関連する教職員間連携の課題を表にまとめると、以下のようになる。 

  

先行研究結果から明らかになった課題 参考先行研究

教職員の多忙感・負担感により計画作成が円滑に進まない 池田・安藤（2012）

作成した計画を有効活用できていない 池田・安藤（2012）

個別の指導計画を有効活用するための校内支援体制をいかに構築するか 小坂・姉崎（2011）

個別の教育支援計画の策定における関係者や関係機関との連携をいかに構築するか 小坂・姉崎（2011）

学校間で個別の指導計画の形式が異なることから、作成に支障が出る 八木（2015）
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【表 9-2：個別の指導計画・教育支援計画に関する教職員間連携の課題（アンケート調査

結果より）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先行研究の結果と、アンケート調査の結果から、以上のような課題が存在することが明ら

かになった。これらの結果を踏まえ、個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連する教職

員間連携の課題を、四つの類型に整理する。 

 第一は、計画作成に関する困難である。形式の使いづらさや、データ同士の連携不足によ

り作成の手間が余計にかかることなど、計画の形式や作成システムの中には、作成段階にお

いて教職員が困難を感じるものが存在するということが明らかになった。個別の指導計画・

個別の教育支援計画は支援に関する共通認識を形成するための重要なツールであるため、

その形式が使いづらいものであると、教職員の中で支援に関する認識を共有することに困

難が生じやすいであろう。 

 第二は、計画を作成するための時間の確保である。池田・安藤（2012）の研究結果から、

教職員が多忙であることにより、計画を作成するための時間が十分に確保できないという

課題が明らかになった（池田・安藤 2012：138-139）。この教職員の多忙さは、後述する

ように、他の支援策における課題にも大きく関連する。 

 第三は、計画の有効活用に関する課題である。先行研究結果とアンケート調査結果の両方

において、作成した計画を有効に授業等において活用できていないという課題が指摘され

た。計画は、実際に活用することで、その計画の良い点や改善すべき点が見えてくるもので

あるため、作成した計画を確実に活用することが求められるように思われる。 

 第四は、計画作成にあたっての関係者や関係機関との連携の構築である。その子に合った

支援方針を決めていくにあたっては、教職員のみならず、保護者や、医療機関などの学校外

の関係機関を連携し、各々の視点から得た気付きを計画に反映させることが重要である。教

職員は、これらの関係者や関係機関との連携を見据えたうえで、教職員内の連携を図ってい

く必要があるであろう。 

 以上のように、ここまでに明らかになった課題を整理した。改めて、以上の四類型を図に

まとめると、以下のようになる。 

アンケート調査から明らかになった課題

データ同士の連携不足により、作成に手間がかかる

行政から示されているフォーマットが使いづらい

作成した計画の内容を教職員同士で十分に共有できていない
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【図 1：個別の指導計画・教育支援計画に関する教職員間連携の課題の整理】 

 

（2） 特別支援教育コーディネーター 

 

 次に、特別支援教育コーディネーターに関連する教職員間連携の課題を整理する。先行研

究の結果とアンケート調査結果のそれぞれから明らかになった課題を確認し、それらを類

型化して整理していくこととする。 

第 2 節にて先行研究結果から明らかになった、特別支援教育コーディネーターに関連す

る教職員間連携の課題を表にまとめると、以下のようになる。 

 

【表 10-1：特別支援教育コーディネーターに関する教職員間連携の課題（先行研究より）】 

 

  

先行研究結果から明らかになった課題 参考先行研究

多忙により特別支援教育コーディネーターとしての活動時間を十分に確保できない 田中・上村（2017）

経験や研修の不足による特別支援教育コーディネーターの能力不足 田中・上村（2017）

教職員の中で特別支援教育コーディネーターの仕事が明確に共有されていない 田中・上村（2017）

教職員の情報共有の困難さ
腰川・芳賀・河村

（2017）
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 一方、第 3 節にてアンケート調査結果から明らかになった、特別支援教育コーディネー

ターに関連する教職員間連携の課題を表にまとめると、以下のようになる。 

 

【表 10-2：特別支援教育コーディネーターに関する教職員間連携の課題（アンケート調査

結果より）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先行研究結果と、アンケート調査の結果から、以上のような課題が存在することが明らか

になった。これらの結果を踏まえ、特別支援教育コーディネーターに関連する教職員間連携

の課題を、四つの類型に整理する。 

 第一は、特別支援教育コーディネーターの多忙さである。田中・上村（2017）は、多忙に

より、活動時間を十分に確保できない特別支援教育コーディネーターが存在するというこ

とを指摘した。（田中・上村 2017：198）。支援において教職員間連携のハブとなる存在で

ある特別支援教育コーディネーターが多忙な状況に置かれることで、校内全体の支援が機

能しない状況が生じる可能性も高いように思われる。 

 第二は、特別支援教育コーディネーターの専門性の確保である。経験や研修が不足してい

ることにより、コーディネーターによっては、支援に関する専門性が十分に確保されていな

い場合があるということが明らかになった。研修など、特別支援教育コーディネーターの専

門性を確保するための取り組みを充実させると同時に、学校全体でコーディネーターをバ

ックアップするための支援体制を構築していくことが重要であろう。 

 第三は、特別支援教育コーディネーターの仕事内容に関する共通認識の形成である。教職

員の中で特別支援教育コーディネーターが担う仕事内容が明確に共有されていないことで、

コーディネーターは必要なサポートを受けることができず、他の教職員はコーディネータ

ーが対応する業務範囲を把握できずに戸惑う、といった事態が発生している現場があると

いうことが明らかになった。その現場において、特別支援教育コーディネーターが担う仕事

の範囲を明確にして、教職員内で共有することで、コーディネーターも他の教職員も動きや

アンケート調査から明らかになった課題

特別支援教育コーディネーターの取り組みにばらつきがある

特別支援教育コーディネーター向けの研修が不十分である

自分の指導に対するフィードバックがほしいが、充実していない
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すくなるように思われる。 

 第四は、教職員内の情報共有の困難さである。腰川・芳賀・河村（2017）は、教職員に情

報を共有することについて困難さを感じている特別支援教育コーディネーターが存在する

ということを指摘した（腰川・芳賀・河村 2017：18）。ここまでに述べた課題においても、

共通認識をいかに形成するかという点は重要な点になっている。教職員のまとめ役である

特別支援教育コーディネーターにとって、情報を確実に伝達することは重要かつ、難易度の

高い業務であろう。 

 以上のように、ここまでに明らかになった課題を整理した。改めて、以上の四類型を図に

まとめると、以下のようになる。 

 

【図 2：特別支援教育コーディネーターに関する教職員間連携の課題の整理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 校内委員会 

 

 最後に、校内委員会に関連する教職員間連携の課題を整理する。先行研究の結果とアンケ

ート調査結果のそれぞれから明らかになった課題を確認し、それらを類型化して整理して

いくこととする。 

第 2 節にて先行研究結果から明らかになった、校内委員会に関連する教職員間連携の課

題を表にまとめると、以下のようになる。 
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【表 11-1：校内委員会に関する教職員間連携の課題（先行研究より）】 

 

 

 一方、第 3 節にてアンケート調査結果から明らかになった、校内委員会に関連する教職

員間連携の課題を表にまとめると、以下のようになる。 

 

【表 11-2：校内委員会に関する教職員間連携の課題（アンケート調査結果より）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先行研究の結果と、アンケート調査の結果から、以上のような課題が存在することが明ら

かになった。これらの結果を踏まえ、校内委員会に関連する教職員間連携の課題を、三つの

類型に整理する。 

 第一は、時間の確保である。校内委員会に関係する教職員が多忙であることにより、校内

委員会を行うための時間や、情報共有を行うための時間を十分に確保できない場合がある

ということが明らかになった。「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援教育コ

ーディネーター」における課題と同じく、教職員の多忙さは校内委員会にも影響を及ぼして

先行研究結果から明らかになった課題 参考先行研究

校内委員会を行うための時間の確保
池田・若松（2017）

腰川・芳賀・河村（2017）

校内の支援体制をいかに構築するか 池田・若松（2017）

校内委員会を円滑に運営するために、いかに工夫や配慮を施すか 池田・若松（2017）

アンケート調査から明らかになった課題

情報を共有する時間が取れない

一部の教職員しか情報を把握していない

話し合いの時間を取ったはいいが、有益な議論まで至らない

教職員間で意見の違いが生じた際、対応の仕方に迷う

情報共有不足により、保護者とのコミュニケーションにトラブルが生じる
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いる。校内委員会は関わる教職員数も多いことから、それぞれの時間を合わせることが特に

難しいように思われる。 

 第二は、校内委員会を効果的に活用するための校内支援体制の構築である。一部の者しか

情報を把握していないなど、校内でチームとなって支援にあたるための体制が整っていな

い現場が存在するということが明らかになった。関連する教職員間の連携が取れず、一部の

教職員の視点から支援を行うことは、気付きの偏りや支援の質の低下をまねきかねないで

あろう。 

 第三は、有益な議論を行うための運営の工夫についてである。支援に関する話し合いの時

間を有意義なものにするためには、様々な工夫が必要となる。アンケート調査の結果から、

時間ばかり過ぎて有意義な議論に至らないという状況に陥っている現場が存在するという

ことが明らかになった。有益な議論を行う場として校内委員会を機能させるためには、様々

な工夫が必要となるように思われる。 

 以上のように、ここまでに明らかになった課題を整理した。改めて、以上の三類型を図に

まとめると、以下のようになる。 

 

【図 3：校内委員会に関する教職員間連携の課題の整理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 各支援策に共通する課題 

 

 ここまで、各支援策に関連する教職員間連携の課題を確認してきた。最後に、各支援策

に共通する課題として、二つの課題を確認する。 

 第一は、時間の確保である。いずれの支援策においても、教職員が多忙さゆえに、支援

策を実行するために必要な時間を確保できない状況があるということを確認した。特に、

複数の教職員で直接集まって支援方針を検討する必要のある場面においては、それぞれが

多忙であるがゆえに時間を合わせることが難しいという現状があるようである。 
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 第二は、支援に関する共通認識の形成である。三つの支援策全てにおいて、支援に関係

する教職員の中で、情報を共有し共通認識を形成することに関して困難さがあるという課

題が挙がった。情報を伝えるべき教職員に必要な情報を届け、全員が支援方針を理解して

いる状況を作ることは支援の基盤となることであるため、この課題を解決する工夫を行う

ことが求められるように思われる。 

 以上二つの課題は、いずれの支援策においても指摘されている課題であることから、円

滑な支援を行うにあたって、確実に解決しなければならない課題であるように思われる。 

 

2． 次章にて着目する論点 

 

 前項では、先行研究の結果とアンケート調査の結果から明らかになった、通常学級にお

いて発達障害を行うにあたっての教職員間連携の課題を整理した。本項では、ここまでに

確認した課題を踏まえ、次章にて着目する論点を確認していくこととする。 

 次章にて着目する論点を整理するために、本論文の目的を改めて確認する。本論文の目

的は、通常学級に在籍する発達障害を持つ子ども達に対して、子ども達一人ひとりに合っ

た支援を行うための方法を考えることである。支援を構成する様々な要素の中で本論文が

注目するのは、「教職員の連携」である。教職員が密に連携をとり、それぞれの教職員が

持つ視点や力を活かして、子ども達一人ひとりに合った支援を行うための方法について考

えることが、本論文の目指すところである。 

 これを踏まえ、第 2 章では、教職員間の連携に注目し、通常学級における発達障害児支

援の課題を確認してきた。本論文が注目する支援策である、「個別の指導計画・個別の教

育支援計画」、「特別支援教育コーディネーター」、「校内委員会」に関する教職員間連携の

課題が明らかになった。それと同時に、教職員内の共通認識の形成や、多忙な状況の中で

支援のための時間を確保することなど、いずれの支援策においても共通して存在する課題

も明らかになった。多くの通常学級現場が、これらの課題を抱えているように思われる。

これまで確認してきた課題を解決し、効果的な教職員間連携を行うためには、どのような

条件を満たすことが必要なのであろうか。 

 この問いを解決するために、次章では、先進的な支援の取り組みに注目し、効果的な教

職員間連携の条件について考えていくこととする。先進的な支援実践を行っている学校で

は、ここまでに確認してきた課題をいかに解決し、教職員間の連携体制を構築しているの

かという点に着目して調査を行う。その結果から、効果的な教職員間連携の条件について

考察していく。 
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第 3 章 目黒区・北区の小中学校における実践についての

インタビュー調査結果 

 第 2 章にて、教職員の連携に焦点を当てて、通常学級における発達障害児支援の課題を

確認した。先行研究の結果と小学校教員へのアンケート調査結果を踏まえ、本論文が取り上

げる支援策である、「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援教育コーディネー

ター」、「校内委員会」に関連する教職員間連携の課題を整理した。 

 各通常学級現場は、支援を行うなかで、ここまでに明らかになった課題を含め、様々な教

職員間連携の課題に直面していることが予想される。これらの課題を解決するためには、従

来にはなかった先進的な実践を参考にすることが有効であろう。先進的な実践から効果的

な教職員間連携の条件を見出し、各現場がそれぞれの状況に合わせて、自らの実践に活かす

ことで、支援の質が向上していくように思われる。また、そのような実践から見出される課

題は、今後多くの現場が直面することが予想される課題であることから、非常に重要なもの

である。 

 そこで第 3 章では、通常学級における発達障害児支援について、他の地域をリードする

取り組みを行っている東京都目黒区・北区の小中学校に注目し、教職員間の連携について見

ていく。先進的な取り組みを行う通常学級現場にて、実践に携わっている教職員へインタビ

ュー調査を行い、その結果から効果的な教職員間連携の条件と今後の課題について考察し

ていくこととする。 

 まず第 1 節では、東京都目黒区・北区の小中学校を調査対象とした理由を整理する。次に

第 2 節では、目黒区・北区において導入されている支援策の一つである「特別支援教室」に

注目し、その導入の背景と概要を確認する。第 3 節では、目黒区・北区の小中学校、計 4 校

にインタビュー調査を行った結果をまとめる。最後に第 4 節にて、本調査結果を基に、効果

的な教職員間連携の条件と今後の課題について考察を行う。 

 

第 1 節 東京都目黒区・北区の小中学校を調査対象とした理由 

 本章の冒頭にて、先進的な実践を行っている地域として、東京都目黒区・北区の小中学校

を取り上げ、両区の小中学校にインタビュー調査を行い、効果的な教職員間連携の条件と今

後の課題について考察すると述べた。本節では、この両区を調査対象に選んだ理由を確認す

る。 

 

1． 東京都に注目した理由 

 

まず、全国の都道府県の中で、東京都に注目した理由を説明する。文部科学省は、文部科
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学省（2003）において、「障害の程度等に応じ特別の場で指導を行う『特殊教育』から障害

のある児童生徒一人一人の教育的二一ズに応じて適切な教育的支援を行う『特別支援教育』

への転換を図る」（文部科学省 2003：22）と、障害のある子ども達への教育の在り方の転

換を示して以降、特別支援教育の推進について様々な指針を示してきた。「小・中学校にお

ける LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥/多動性障害）、高機能自閉症の児童生徒への教育

支援体制の整備のためのガイドライン（試案）」（文部科学省 2004）など、発達障害のあ

る子ども達への教育の在り方についても重要な指針が出されている。東京都は、それらを踏

まえ対応方針を示しており、文部科学省が示した支援方針や支援策を、現場に導入するため

の動きを進めている。たとえば、東京都教育委員会（2010）においては、次項で詳述する

「特別支援教室」を、都内全ての公立小中学校に配置する計画を示している（東京都教育委

員会 2010：5）。 

このように、文部科学省が打ち出した方針を全国に先駆けて実施している点から、東京都

は発達障害を持つ子ども達への支援に関して先進的な実践に取り組んでいると判断し、本

調査の対象地域を決めるにあたり、東京都に注目することにした。 

 

2． 目黒区・北区に注目した理由 

 

 次に、東京都の中でも、目黒区と北区を本調査の対象地域として選んだ理由を確認する。

二つの理由から、目黒区と北区を本調査の対象とした。 

第一は、目黒区と北区が、東京都において「特別支援教室」の現場導入を進めるためのモ

デル地区として指定された経緯を持つことである。東京都は、後述する「特別支援教室」を

都内全ての公立小学校に円滑に導入するためのモデル運用を行う地域として、目黒区と北

区を含む 4 区市12を「小学校13特別支援教室モデル事業」に指定した（東京都教育委員会 

2018a：17）。このモデル事業の期間は 2012 年度から 2014 年度までの 3 年間であり、この

モデル事業の成果を踏まえ、都内全ての公立小学校への特別支援教室設置が推進された（東

京都教育委員会 2018a：5）。このモデル事業において、目黒区は 22 校、北区は 37 校の小

学校に特別支援教室を導入し、運用を行った（東京都教育委員会 2018a：14）。 

この特別支援教室は、2018 年に都内の全小学校に設置が完了したばかりのため、運用が

始まったばかりという地域も多い。2012 年度からこの特別支援教室を導入している両区は、

他の地域に先導する形でこの新たな制度を取り入れたうえでの支援を行っていることから、

先進的な実践を行っている地域であると判断した。 

 第二は、両区共に、特別支援教育を推進するための計画策定や実践を、力を入れて行って

                                                 
12 目黒区と北区の他に、狛江市と羽村市も指定された（東京都教育委員会 2018a：

14）。 
13 目黒区は、「中学校特別支援教室モデル事業」（2016 年～2017 年）にも指定された（東

京都教育委員会 2018b：17）。 
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いる点である。 

目黒区は、発達障害を持つ子ども達への教育に関して、都内における先進的な取り組みを

行ってきた歴史を持つ。たとえば、目黒区立五本木小学校に設置されている「ゆりのき学級」

は、自閉症児を対象とした情緒障害学級として、昭和４７年度に都内でも先駆的な取り組み

として設置されたものである（目黒区特別支援教育検討委員会 2006：7）。このような発

達障害を持つ子ども達への教育を行う制度を草分け的に行ってきた経緯があることから、

目黒区は環境の整備やノウハウの蓄積が進んでいる地域であるように思われる。 

また、目黒区は、「目黒区における特別支援教育のあり方について（最終報告）」におい

て、国や東京都の示した指針を受け、「ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等を含む障害のある

児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応え、個の能力や可能性を最大限に伸ばす、多様で柔

軟な教育を展開する」（目黒区特別支援教育検討委員会 2006：7）という区としての方針

を掲げている。このように目黒区は、区内の全小中学校における指導体制の充実を図ってい

る。 

一方、北区は 2007 年から三回にわたって、「北区特別支援教育推進計画」を示している。

2018 年に策定された、「第三次北区特別支援教育推進計画～すべての学校における特別支

援教育の充実を目指して～」（北区教育委員会 2018）では、第一次・第二次計画における

成果と課題を踏まえ、支援の方針を示している。一例として、校内の協力体制に関する施策

を取り上げると、第二次計画までの段階から、特別支援教育コーディネーターや管理職の役

割の明確化が必要であるという課題が明らかになった（北区教育委員会 2018：11）。これ

を踏まえ第三次計画においては、校内委員会マニュアルの作成など、具体的な指導や支援方

法の検討・共有を校内でスムーズに行うための方法を示すための工夫を打ち出している（北

区教育委員会 2018：26-27）。このように、数年単位で各現場での実践を振り返りながら

次の計画を策定するという流れを積み重ねていることで、区全体の特別支援教育の質を向

上させているように思われる。 

以上のように、目黒区・北区は、特別支援教育を推進するための取り組みを積極的に行っ

ており、東京都の中でも特別支援教育推進のためのモデル地区として指定され、学校現場に

おいて様々な支援策が行われてきた。このことから、目黒区・北区は、通常学級における発

達障害児支援について他の地域をリードする存在であり、効果的な教職員間連携の条件と

今後の課題を明らかにするために、両区の通常学級現場における教職員間連携の実態を調

査することが有効であるように思われる。このような理由から、本調査の対象を東京都目黒

区・北区に設定した。 

 

第 2 節 特別支援教室とは何か 

 前節にて、効果的な教職員間連携の条件を明らかにするための調査対象として、東京都目

黒区・北区の小中学校を選んだ理由を確認した。この両区において、他の地域に先駆けた
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様々な支援の形が導入されていることを理由として挙げ、導入されている支援策の一つと

して、「特別支援教室」についても言及した。 

この特別支援教室は、現在、文部科学省が設置を進めようとしているものであり、全国に

先駆けて東京都にて導入が進められている。今後、東京都以外の都道府県においても特別支

援教室の導入が進められていくことが予想されることから、この特別支援教室は通常学級

における発達障害児支援について考えていくうえで、非常に重要な連携機関の一つである。

そこで本節では、この特別支援教室がどのようなものであるか確認していくこととする。始

めにこの特別支援教室導入の背景を確認する。次に、特別支援教室設置の概要を整理し、そ

れを踏まえ、特別支援教室制度導入によって得られる効果と今後の課題を確認していく。 

 

1． 特別支援教室導入の背景 

 

 本項では、特別支援教室の導入が推進されるに至った背景を確認する。 

 文部科学省は、2003 年に発表した「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」

（文部科学省 2003）にて、従来の特殊教育の対象の障害14だけでなく、LD、ADHD、高

機能自閉症を含めて障害のある児童生徒に対して一人ひとりの教育的ニーズに合わせた指

導を行う必要があることを指摘した（文部科学省 2003：22）。これを踏まえ、2005 年に

出された「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」（文部科学省 

2005）では、小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級である「特別支援学級」

15（原 2015：99）と、第 2 章にて確認した「通級による指導」の実態を踏まえ必要な見直

しを行いつつ、新しい制度の在り方を検討する必要性を指摘した（文部科学省 2005：15-

16）。子どもによって、特別の指導を受けるにあたっての最適な時間や頻度、内容は様々で

あるため、全授業時間固定式の特別支援学級や、指導時間数や対象となる障害が限られる通

級による指導では、柔軟に対応することが難しい場合も多いことが、この指摘の理由である

（文部科学省 2005：pp.14-15）。 

 これを踏まえ、子ども達一人ひとりの教育的ニーズにより弾力的な対応することを目指

して構想されたのが「特別支援教室」である。子ども達が指導を受ける時間や場所などにつ

いて、従来の制度よりもその子の状況に応じた対応を行うことを目指し、特別支援教室の構

想や、先行実施が進められてきた。 

東京都では、この特別支援教室の導入が他に先駆けて進められており、2010 年には「東

京都特別支援教育推進計画第三次実施計画」において、都内の全ての小中学校に特別支援教

                                                 
14 特殊教育は、「障害の程度等に応じ特別の場で指導を行う」（文部科学省 2003：22）

ものであった。それに対して特別支援教育は、本論文が対象としているような通常学級に

在籍する発達障害を持つ子ども達など、特殊教育では対象としていなかった子ども達を含

め、障害のある子ども達一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行うとい

うものである（文部科学省 2003：22）。 
15 以前は、「特殊学級」という名称であった。 
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室を設置するという構想を示した（東京都教育委員会 2010：5）。そのための準備として、

いくつかの地域を東京都特別支援教室モデル事業に指定し、特別支援教室の先行導入を進

めてきた。本章で取り上げる目黒区と北区も、小学校の特別支援教室モデル事業に指定され

た地域である。 

 特別支援教室は、このような背景で導入が進められてきている。これを踏まえ次項にて、

特別支援教室の概要を確認していくこととする。 

 

2． 特別支援教室の概要 

 

 前項では、特別支援教室導入の背景を確認した。特別支援教室は、障害を持つ子ども達の

多様な教育的ニーズに弾力的に対応することを目指して、構想・導入が進められている。こ

の項では、この特別支援教室の概要を確認していく。 

特別支援教室とは、第 2 章第 1 節で確認した「通級による指導」と同じく、子ども達の

障害に応じた特別の指導を行う教室である。文部科学省（2005）は、特別支援教室を、

「LD・ADHD・高機能自閉症等を含め、障害のある児童生徒が、原則として通常の学級

に在籍し、教員の適切な配慮、ティーム・ティーチング、個別指導や学習内容の習熟度に

応じた指導などの工夫により通常の学級において教育を受けつつ、必要な時間に特別の指

導を受ける教室」（文部科学省 2005：15）と定義している。支援の対象となっている児

童生徒は、普段は在籍する学級にて学習を行い、一週間のうちの決められた授業時間に、

在籍する学級から特別支援教室に移動をして指導を受けるという点も、通級による指導と

共通する。 

なお、文部科学省（2005）は、特別支援教室の構想段階において、児童生徒が特別支援

教室で過ごす時間の長さの観点から、三つの教室の在り方の例を示している。具体的に

は、「ほとんどの時間」を特別支援教室で指導を受ける形態をⅠ型、「比較的多くの時間を

通常の学級で指導を受けつつ、相当程度の時間を」特別支援教室で指導を受ける形態をⅡ

型、「一部の時間のみ」特別支援教室で指導を受ける形態をⅢ型としている（文部科学省 

2005：16）。子ども達によって、どれくらいの時間を、どこで指導を受けることがベスト

であるかは大きく異なるため、このような様々な教室の在り方を想定することで、弾力的

に様々な子ども達への支援に対応することを目指し、この特別支援教室が構想されたので

ある。 

 特別支援教室が通級指導教室と大きく異なる点は、各学校に教室が設置されている点で

ある。第 2 章第 1 節にて、通級指導教室は全ての学校に設置されているわけではなく、在

籍する学校に通級指導教室がない児童生徒は、教室のある他の学校に通って指導を受ける

ことになると確認した。目黒区（2012）は、この仕組みを「子どもが動く」（目黒区 2012）

と表現している。子ども達は、指導を受けるために在籍校とは異なる学校に出向く必要があ

るのである。これを図で表すと、以下の図 4 のようになる。 
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【図 4：通級指導教室の仕組み】 

 

出典：目黒区（2012）をもとに筆者作成 

 

一方、特別支援教室制度においては、子どもではなく教員が移動する。特別支援教室は、

各学校に特別支援教室を設置して近隣の学校数校でブロックを組み、そのブロックにおけ

る巡回拠点校の教員が各学校の特別支援教室を巡回して、子ども達に指導を行うという仕

組みをとる。 

子ども達は、在籍校の中で、在籍学級から特別支援教室へと教室間を移動して、それぞれ

の教室で指導を受ける。目黒区（2012）は、この仕組みを「教員が動く」（目黒区 2012）

と表現している。ただし、場合によっては、児童生徒が巡回拠点校にある特別支援教室へ通

って指導を受けることもある（目黒区 2012）。このことを図で表すと、以下の図 5 のよう

になる。 
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【図 5：特別支援教室の仕組み】 

 

出典：目黒区（2012）をもとに筆者作成 

 

東京都は、この制度の実現のために、平成 30 年度には都内全ての公立小学校に特別支援

教室を設置した（東京都教育委員会 2018a：5）。また、同じく都内の全ての公立中学校に

ついても平成 33 年度までの設置を目指している（東京都教育委員会 2018b：22）。 

ここまで見たように、子ども達が移動をするのか、教員が移動をするのかという点が、通

級指導教室と特別支援教室の最大の違いである。これを踏まえ、次項では特別支援教室制度

導入によって得られる効果と、今後の課題を確認する。 

 

3． 特別支援教室制度導入によって得られる効果と今後の課題 

 

 前項にて、特別支援教室の概要を確認した。これを踏まえ、本項では特別支援教室制度

を導入することによって得られる効果と、今後の課題を確認する。それぞれ、東京都教育委

員会（2018b）や、先行研究によって行われている指摘のうち、特に重要な指摘を整理する。 

 

 （1） 特別支援教室制度導入によって得られる効果 

 

はじめに、特別支援教室制度を導入することによって得られる効果として、二点を確認す

る。 

第一の効果は、子ども達の移動時間の短縮である。特別支援教室制度においては、子ども
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達は、在籍校において、在籍学級から特別支援教室へと教室間の移動をすればよいことにな

るので、他校に設置された通級指導教室に通う場合と比較して、移動にかかる時間が短くな

る。他校の通級指導教室に通う場合、指導を受ける時間に加えて、移動にかかる時間も在籍

学級での指導を受けられない時間となるため、学習に遅れが出るなどの不安が生じかねな

い（東京都教育委員会 2018b：8）。 

一方、特別支援教室では、「在籍学級の時間割等に応じて特別支援教室での指導の時間を

柔軟に設定することが可能になることから、在籍学級での授業の遅れに対する不安の軽減

を図る」（東京都教育委員会 2018b：10）ことができる。これは、子ども達やその保護者

の心理的負担を軽減することに一役買うものであるように思われる。 

 第二の効果は、巡回指導教員と児童生徒の在籍校の教員が、直接顔を見合わせて連携を取

ることが可能になることである。第 2 章でも言及したように、通級指導教室設置校と、在籍

校が異なる場合、通級による指導を担当する教員と在籍校の教員が直接連携を取れる場面

は学期に数回に留まる。 

一方、特別支援教室では、児童生徒の在籍校に巡回指導教員が訪問して、特別の指導を行

うため、在籍校の教員と当該児童生徒の様子等について直接話し合いを行うことができる。

東京都教育委員会（2018b）はこのことについて、「巡回指導教員が、在籍学級担任や教科

担任等の教員に対して具体的な指導内容・方法や支援の方法について助言し、在籍学級担任

や教科担任等が助言に基づいて発達障害のある生徒を含む全ての生徒にとって分かりやす

い授業を実施することで、全ての生徒にとっても、より良い効果をもたらすことが期待でき

る」（東京都教育委員会 2018b：10）と述べている。 

 

（2） 特別支援教室制度実施にあたっての課題 

 

 一方、特別支援教室制度を実施するにあたっての今後の課題には、どのようなものがある

だろうか。ここでは、二点を確認したい。 

 第一の課題は、特別支援教室での指導を担当する教員には高い専門性が求められるとい

う点である。松谷[他]（2016）は、特別支援教室の担当教員について「支援を必要とする児

童への直接的な指導・支援のみでなく、通常学級の担任、保護者への支援も求められている」

（松谷[他] 2016：128）と述べている。特別支援教室教員には、指導スキルに加え、他の

教員や保護者にも適切な助言を行う力や、各関係者を繋ぐコーディネート力が求められて

おり、多様な面での専門性が必要となるように思われる。 

 第二の課題は、子ども達の心情への配慮である。通級による指導と、特別支援教室による

指導のどちらにおいても、在籍学級の授業を一部抜けることは変わりなく、そのことに対し

て不安や恥ずかしさを抱いてしまう児童生徒は多いように思われる。東京都教育委員会

（2018b）は、このことに関して、「一部の授業を抜けて特別な指導を受けることについて、

生徒の自尊感情に配慮し、利用する生徒本人の自己理解・自己決定の尊重を図ることが重要



52 

 

である」（東京都教育委員会 2018b：13）と述べている。特別支援教室に関しては、在籍

校内の教室に通うことから、他の生徒の目が気になってしまう子ども達も多いことが予想

される。東京都教育委員会（2018b）は、教室の場所や指導の場面における教室環境の整備

に関して、子ども達が安心して学習に臨めるように配慮する必要があるとしている（東京都

教育委員会 2018b：13）。 

 ここでは言及していない点を含め、特別支援教室を導入するにあたっては多くの課題が

存在する。しかし、本論文が焦点を当てている教職員間の連携に関して、これまでの制度よ

りも密な連携を生み出す可能性の高い支援制度であるように思われる。これを踏まえ次節

では、この特別支援教室を導入している学校を含む目黒区・北区の小中学校にインタビュー

調査を行った結果をまとめていくこととする。 

 

第 3 節 東京都目黒区・北区の小中学校における実践についてのイ

ンタビュー調査結果 

 前節では、東京都目黒区・北区が行っている先進的な支援の取り組みの一つである、特別

支援教室の概要を確認した。両区は、特別支援教室の導入をはじめ、他の地域に先駆ける形

で、特別支援教育の推進に取り組み、発達障害を含む障害を持つ子ども達が、その子一人ひ

とりに合った方法で成長していくことのできる学校づくりを進めている。このことを踏ま

え、効果的な教職員間連携の条件と今後の課題を明らかにするために、先進的な支援の実践

を行っている両区の小中学校に勤務する教職員、計 5 名を対象にインタビュー調査を行っ

た。本節では、このインタビュー調査の結果をまとめる。 

 はじめに、本調査の概要を整理する。次に、目黒区・北区の小中学校に勤務する教職員 5

名へのインタビュー調査結果をそれぞれまとめる。 

 

1． 本調査の概要 

 

前述の通り、本節では、東京都目黒区・北区の小中学校に勤務する教職員、計 5 名を対象

に行ったインタビュー調査の結果をまとめていく。はじめに、本項にて、本インタビュー調

査全体の概要を整理する。本調査の目的と対象、形式についてまとめる。 

 

（1） 本調査の目的 

 

 はじめに、本インタビュー調査の目的を確認する。本調査の目的は二つある。 

 第一の目的は、先進的な支援の取り組みを行っている通常学級現場における教職員間連

携の現状を知ることである。インタビュー対象者の勤務する学校は、特別支援教室事業にお
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ける巡回拠点校であるなど、目黒区・北区の中でも特別支援教育推進の要となる学校である。

そのような先進的な支援の取り組みを行っている通常学級現場においては、いかに教職員

間の連携を図り、第 2 章で確認した教職員間連携の課題を解決しているのかということに

ついて確認していく。 

 第二の目的は、効果的な教職員間連携の条件と、教職員間連携に関する今後の課題を明ら

かにすることである。インタビュー対象者の勤務する学校における、教職員間連携の在り方

や、連携を機能させるための工夫等を調査し、それを踏まえ、効果的な教職員間連携を行う

ための条件を明らかにしていく。また、対象者が子ども達への支援を行うにあたって、教職

員との連携面で抱える課題についても調査を行う。先進的な支援の取り組みを行っている

現場が直面している課題は、今後多くの学校において発生する可能性が高いことから、通常

学級おける発達障害児支援の今後の課題として、整理していくこととする。 

 

 （2） 本調査の対象 

 

 次に、本調査の対象についてまとめる。本調査では、東京都目黒区・北区の小中学校に勤

務する教職員計 5 名に、前項の目的に沿ってインタビューを行った。5 名の内訳は、目黒区

の学校に勤務する教職員 2 名と、北区の学校に勤務する教職員 3 名である。以下に、2018

年現在における、それぞれの対象者の業務内容や、勤務する学校についての情報をまとめる。 

 目黒区については、それぞれ別の公立小学校の教職員である 2 名、A 氏と B 氏を対象に

インタビュー調査を行った。2 名が勤務する学校は、両校とも特別支援教室巡回拠点校に指

定されており、先進的な支援の取り組みを行っている目黒区において、発達障害を持つ子ど

も達への支援を推進するにあたっての中心的な役割を担う学校であると判断し、それぞれ

の学校に勤務する A 氏と B 氏に、インタビュー調査を行った。 

 A 氏は、目黒区の公立小学校において、主任教諭を務めており、特別支援教室にて子ども

達への指導を行っている。A 氏の勤務する小学校は、特別支援教室巡回拠点校に指定されて

おり、A 氏は同じブロック内の小学校の特別支援教室を巡回して指導を行っている。 

 B 氏は、目黒区の公立小学校において、校長を務めている。B 氏が校長を務める小学校

は、特別支援教室巡回拠点校に指定されている。B 氏は、校長室を子ども達が気軽に立ち寄

れる場所にするなど、子ども達を教職員全員で見守ることのできる学校づくりに取り組ん

でいる。 

一方、北区に関しては、同じ公立小学校に勤務する C 氏と D 氏の 2 名と、公立中学校に

勤務する E 氏の計 3 名を対象にインタビュー調査を行った。C 氏と D 氏が勤務する小学校

は、特別支援教室の巡回拠点校であり、言語障害や難聴に対応する通級指導教室も設置され
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ている。E 氏の勤務する中学校は、情緒障害16に対応する通級指導教室が設置されており、

2019 年度からは、特別支援教室の巡回拠点となる予定である。これらのことから、両校は、

北区において支援の中心となる学校であると判断し、それぞれの学校にて子ども達への指

導を行っている 3 名にインタビュー調査を行った。 

 C 氏は、北区の公立小学校において、主任教諭を務めている。C 氏は通級による指導を担

当しており、C 氏が勤務する学校に設置されている通級指導教室にて、言葉の読み書きや、

聞くことなどに困難のある子ども達への指導を行っている。 

 D 氏は、C 氏と同じ公立小学校において教諭を務めており、特別支援教室にて指導を行っ

ている。D 氏の勤務する小学校は特別支援教室巡回拠点校に指定されており、D 氏は同じ

ブロック内の小学校を巡回して、特別な支援を必要とする子ども達に向けて指導を行って

いる。 

 E 氏は、北区の公立中学校において主任教諭を務めており、情緒障害に対応する通級指導

教室にて子ども達への指導を行っている。E 氏の勤務する中学校は、2019 年度から特別支

援教室巡回拠点校となる予定である。 

 

 （3） 本調査の形式 

本調査は、対象者が勤務する学校を訪問し、対面でのインタビュー方式にて行った。イン

タビュー内容は、ボイスレコーダーを用いて記録した。それぞれのインタビュー実施日時は、

以下の表の通りである。 

 

【表 12：東京都目黒区・北区の小中学校教職員へのインタビュー実施日時】 

 

インタビュー対象者 インタビュー実施日時 

A 氏（目黒区・公立小学校主任教諭） 2018 年 9 月 6 日 

B 氏（目黒区・公立小学校校長） 2018 年 9 月 20 日 

C 氏（北区・公立小学校主任教諭） 2018 年 9 月 13 日 

D 氏（北区・公立小学校教諭） 2018 年 9 月 13 日 

E 氏（北区・公立中学校主任教諭） 2018 年 9 月 21 日 

 

 

 

                                                 
16 情緒障害とは、障害の診断名ではなく、教育や福祉の分野で使用される概念である（村

中 2017：119-120）。文部科学省（2018）は、情緒障害を「情緒の現れ方が偏っていた

り、その現れ方が激しかったりする状態を、自分の意志ではコントロールできないことが

継続し、学校生活や社会生活に支障となる状態」（文部科学省 2018）と定義しており、

情緒障害教育の対象を、「発達障害である自閉症などと心因性の選択性かん黙などのある

子ども」（文部科学省 2018）としている。 
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2． A 氏（目黒区・公立小学校主任教諭）へのインタビュー調査結果 

 

 前項では、本インタビュー調査の概要を確認した。ここからは、目黒区・北区の小中学校

に勤務する教職員 5 名を対象に行ったインタビュー調査結果をそれぞれ報告していく。は

じめに、目黒区の公立小学校において主任教諭を務める A 氏へのインタビュー結果をまと

める。質問項目ごとに回答結果をまとめ、それらを踏まえて、支援にあたって A 氏が支援

に関わる学校において行われている教職員間連携と、A 氏が感じる教職員間連携について

の課題を整理する。 

 前項にて述べた通り、A 氏は目黒区の公立小学校において、主任教諭を務めており、特別

支援教室にて子ども達への指導を行っている。A 氏の勤務する小学校は、特別支援教室巡回

拠点校に指定されており、A 氏は同じブロック内の小学校の特別支援教室を巡回して、発達

障害を持つ子ども達を含む、特別な支援を必要とする子ども達への指導を行っている。 

 A 氏に質問した内容は、以下の表の通りである。 

 

【表 13：A 氏への質問内容】 

 

質問項目 質問内容 

➀ A 氏が行う支援の内容 

② 特別支援教室にて指導している児童に関わる教職員との連携方法 

③ 教職員の連携に関する課題 

④ 
個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と、作成に関する

連携方法 

⑤ 
特別支援教室等の指導の対象とはなっていないが特別な支援を必要とするよ

うに思われる児童への働きかけ方と、支援にあたっての教職員の連携方法 

⑥ 
発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって難しさを感じる点 

（➀～⑤において言及したもの以外） 

 

 以下、A（2018）をもとに、A 氏から得られた回答内容を要約する。 

 

 （1） A 氏が行う支援の内容 

 

 はじめに、質問項目➀への回答結果を踏まえ、A 氏が行っている支援内容を整理する。 

 A 氏は、特別支援教室にて、発達障害を持つ子ども達を含む、特別な支援を必要とする子

ども達を対象に指導を行っている。中心となる指導内容は、自立活動17である。自立活動に

                                                 
17 自立活動とは、「障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために

必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う」（文部
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加え、「漢字を書く」、「計算をする」など、その子の特性に応じる形で教科的な内容を考慮

した課題を取り入れることもある。子ども達の多くは、2～3 時間ほどの時間を特別支援教

室で過ごす。 

勤務校での指導に加え、A 氏は他校への巡回も行っている。A 氏の勤務する学校は、特別

支援教室巡回拠点校に指定されており、担当する学校を巡回して、子ども達への指導や、子

ども達が在籍学級において学習に取り組む様子の観察なども行っている。 

 A 氏の勤務校に設置された特別支援教室は、以前は通級指導教室として機能していた。特

別支援教室に形が変わったことで、利用児童の数が増加し、通う児童の障害の様子も多様化

している。A 氏は、通級指導教室時代と比べ、一人の子どもに対してじっくり時間をかけて

指導することは難しくなってしまったけれども、より多くの子ども達の支援に携わること

ができるようになったことは、特別支援教室制度の大きなメリットであると感じている（A 

2018）。 

 

 （2） 特別支援教室にて指導している児童に関わる教職員との連携方法 

 

次に、質問項目②への回答結果を踏まえ、A 氏が行っている、特別支援教室にて指導して

いる児童に関わる教職員との連携方法を整理していく。A 氏は、指導する児童に関わる教職

員との連携方法として、大きく三つのことを行っている。 

 第一は、児童に関する情報を、教職員らと直接話をして共有することである。A 氏は、朝

の授業が始まる前の時間や、放課後の時間など、隙間の時間を利用して児童に関わる教職員

と直接コミュニケーションを取っている。A 氏から特別支援教室での児童の様子を伝え、在

籍学級担任らが在籍学級での児童の様子を A 氏に伝えることで、お互いにそれぞれの支援

の場における、児童への働きかけ方のヒントを得ることができる。このことから、A 氏は児

童に関わる教職員達と直接コミュニケーションをとる時間をとても重要なものと捉えてい

た。 

 第二は、連絡帳を用いた情報の共有である。情報共有を行うためには、第一の方法を行う

ことのできる状態がベストである。しかし、児童の在籍校を訪問できる日数が限られるなど、

年度によっては直接教職員とコミュニケーションを取りにくい状況が発生することもある。

その場合は、連絡帳を用いて教職員とやり取りをすることで、児童に関する情報を共有して

いる。 

 第三は、在籍校訪問期間における面談・行動観察である。1 年間の中で、特別支援教室に

おける指導がない期間があり、その期間を利用して、A 氏は児童の在籍校を訪問している。

児童が在籍学級で生活・学習する様子の観察や、担任教員との面談や、保護者も交えた三者

面談を行っている。この面談では、個別の指導計画を参照し、計画の中身の検討や、指導の

                                                 

科学省 2017：199）ことを目指して行うものであり、人間関係の形成や、身体の動き等

の分野に関する指導を行う（文部科学省 2017：199）。 
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報告、長期的な見直しの検討などを行っている（A 2018）。 

 

 （3） 教職員の連携に関する課題 

 

次に、質問項目③への回答結果を踏まえ、A 氏が教職員との連携を行ううえで課題だと感

じる点をまとめる。 

A 氏は、教職員それぞれに支援に対する視点があるため、お互いの視点や意見を理解した

うえで連携を行うことが重要であり、難しさを感じる点でもあると捉えている。そして、日

ごろから教職員同士がよくコミュニケーションをとることが、お互いの視点や意見を理解

するための重要な手段であると述べていた。 

教職員によって子ども達を見る視点は様々であり、子ども達の様子もまた様々である。教

職員の中には、特別な支援について視点が向かない人もいる。これを踏まえ A 氏は、その

教職員の普段の授業の様子や、その教職員が担当する子どもの行動などをよく観察し、コミ

ュニケーションを密にとりながら、支援についての提案を行うよう心掛けている（A 2018）。 

 

 （4） 個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と作成に関する連携 

方法 

 

 次に、質問項目④の回答結果を踏まえ、A 氏が関わる学校における、個別の指導計画・個

別の教育支援計画の作成に関わる教職員と、作成にあたっての連携方法をまとめる。 

 個別の指導計画に関しては、A 氏をはじめ、特別支援教室の教員が作成を担う。特別支援

教室の教職員は、作成にあたり、児童の在籍学級の担任教員と保護者に聞き取りを行い、児

童の様子や、指導に期待すること等の情報を集める。この聞き取りは、アンケート用紙に記

入してもらう方法や、直接話をする方法にて行われる。特別支援教室の教員は、集約した情

報を整理して個別の指導計画を作成し、特別支援教室教員・担任教員・保護者の三者面談に

て内容や方針の確認を行う。 

 一方、個別の教育支援計画に関しては、児童の在籍校が作成を行う。作成の中心となるの

は、児童の在籍学級の担任教員である。特に配慮が必要な児童については、特別支援教育コ

ーディネーターも作成に関わることが多く、今後の方針等についての話し合いや、校内委員

会における情報の集約などを行う。また、特別支援教室の教員は、担任が個別の教育支援計

画を作成するにあたって視点を参考にできるように、作成した個別の指導計画を担任と共

有している。作成後は、個別の指導計画と同じく、特別支援教室教員・担任教員・保護者の

三者面談にて計画内容の確認を行う。 

 ここまでに整理した両計画の作成における連携の流れを表にすると、以下のようになる

（A 2018）。 

  



58 

 

【表 14：A 氏が関わる学校における個別の指導計画・教育支援計画作成時の連携方法】 

 

 個別の指導計画 個別の教育支援計画 

主たる作成者 ・特別支援教室教員 ・児童の在籍校・在籍学級担任 

作成中の連携方法 ・児童の在籍学級担任、保護者 

への聞き取り 

・特別支援教育コーディネーター 

との方針の相談 

 

・校内委員会における情報の集約 

 

・特別支援教室教員からの個別の 

指導計画の共有 

作成後の連携方法 ・三者面談（特別支援教室教員、 

在籍学級担任、保護者）に 

おける計画内容の確認 

・三者面談（特別支援教室教員、 

在籍学級担任、保護者）に 

おける計画内容の確認 

 

出典：A（2018）をもとに筆者作成 

 

 両計画の作成に関して、A 氏は作成にかかる手間を小さくすることが重要であると述べ

ていた。A 氏の関わる学校においては、目黒区の情報管理システムを利用し、当該児童に関

する情報や資料の引継ぎを行っている。データを引き継ぐことで、新年度に計画を作成する

際に、昨年度のものをたたき台として使用することができる。作成するデータの中には、昨

年度と文言が変わらない部分もあるため、一から作成するのに比べて時間を節約できるの

である。このような作成のスリム化を進めることが重要であると、A 氏は述べていた（A 

2018）。 

 

 （5） 特別な支援の対象とはなっていないが配慮を要するように思われる児童への 

働きかけ方と、支援にあたっての教職員の連携方法 

 

 次に、質問項目⑤への回答結果を踏まえ、特別支援教室等の指導の対象とはなっていない

が、特別な支援を必要とするように思われる児童への働きかけ方と、そのような児童への支

援にあたっての教職員の連携方法についてまとめる。通常学級に在籍する児童の中には、特

別な支援の対象となっている児童の他にも、配慮を要するように思われる児童がいること

がある。そのような子ども達に対して、A 氏は他の教職員と協力しながら、以下のような流

れで働きかけを行っている。 

 様子が気になる児童に対して行う最初の働きかけは、複数の目でその子が気になる行動

をとる理由を精査することである。子ども達が通常学級において気になる行動をとる背景
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や要因は、その子によって様々である。本論文の主題である発達障害が背景にある子どもも

いれば、心理的なことが要因となって落ち着きの無さなどの行動を見せる子どももいる。要

因によってアプローチ方法が全く異なるため、支援の入り口において複数の目で要因を見

極めることが非常に重要である。 

要因の見極めには、ここまでに言及してきた特別支援教室教員、在籍学級担任や特別支援

教育コーディネーターの他に、スクールカウンセラーが児童の様子を見ることもある。また、

判断に迷う案件においては、教育委員会に在籍する心理士にも様子を見てもらうこともあ

る。 

このように、複数の目によってその子が抱えている背景を精査した後は、その背景・要因

にあったアプローチを行っていく。発達障害が背景にある場合には、特別支援教室の利用に

繋げるなど、その子の障害の様子に応じた支援を行う。ケースによっては、スクールカウン

セラーの視点から支援を進めることや、医療機関に繋げることもある（A 2018）。 

 

（6） 発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって難しさを感じる点 

 

 最後に、質問項目⑥への回答結果を踏まえ、ここまで言及した点の他に、A 氏が発達障害

を持つ子ども達への支援に関して難しさを感じる点をまとめる。A 氏は、人材と環境の整備

を今後進めなければならないと述べていた。 

 A 氏は、より多くの子ども達に向けて広く支援を行う、という特別支援教室の理念を、非

常に重要なものであると捉えている。しかし、巡回型の特別支援教室制度を実施していくに

あたり、人材と環境の整備が不十分な側面もある。たとえば、運動を伴う支援を行う際には、

様々な設備が必要となるが、設備が十分に整っていない学校も多い。他にも、利用児童数の

増加に対して、人的な配置が追い付いていない箇所もあるとのことだった。 

また、制度の変更に伴い、これまで指導のために使っていた一教室を、仕切りで分けて相

談室と併用として使用している例もある。これまで使用できていた場所を使えなくなって

しまうことで、残念に思う子ども達も多いという。 

 特別支援教室制度を今後充実させていくには、このような人材と環境の整備不足を解消

していく必要がある（A 2018）。 

 

 （7） A 氏が支援に関わる学校において実施している教職員間連携と課題の整理 

 

 ここまで、A 氏へのインタビュー結果を、質問項目ごとにまとめた。最後に、A 氏が支援

に関わる学校において実施している教職員間連携と、教職員間連携に関する課題を整理す

る。 

 A 氏が支援に関わる学校において実施している教職員間連携を、関連する支援策に対応

する形でまとめると、以下の通りである。 
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【表 15：A 氏が支援に関わる学校において行われている教職員間連携】 

 

 

出典：A（2018）をもとに筆者作成 

 

 A 氏は、教職員同士が子どもへの支援に関して直接話をすることが重要であると捉えて

おり、面談などの公的な場でのコミュニケーションに加え、日ごろから少しでも多く直接コ

ミュニケーションをとる時間を確保することを心掛けていた。 

一方、A 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点を表にまとめ

ると、以下の通りである。 

  

関連する支援策 A氏が支援に関わる学校において行われている教職員間連携

個別の指導計画・個別の教育支援計画

・個別の指導計画作成時の相談（特別支援教室担当教員、担任教員、保護者）

・個別の指導計画、個別の教育支援計画を用いた面談（特別支援教室担当教員、
　担任教員、保護者）

・担任教員と特別支援教育コーディネーターによる方針の相談

・特別支援教室担当教員から担任教員への視点の提供

特別支援教育コーディネーター
・校内委員会における情報の集約

・教職員が個別の指導計画・個別の教育支援計画を作成するにあたってのサポート

校内委員会 ・子ども達への支援に関する情報の集約

その他

・教職員同士で、直接話をする時間をなるべく多くとる

・連絡帳を用いた情報共有

・児童の在籍学級担任との面談

・児童の在籍校学級担任と保護者との三者面談

・児童の在籍学級を訪問しての行動観察

・特別な支援の対象となってはいないが、支援を必要としているように思われる児童
　がいた場合、複数の教職員でその子が気になる行動をとる理由を精査する
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【表 16：A 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点】 

 

 

出典：A（2018）をもとに筆者作成 

 

 A 氏が特に重点的に述べていた課題は、「特別支援教室制度導入にあたっての、人材と環

境の整備」であった。先進的な支援の形である、特別支援教室制度を実施するためには、多

くの人材と、各校の環境整備が不可欠であり、両者の整備を行っていくことが欠かせないで

あろう。 

 

3． B 氏（目黒区・公立小学校校長）へのインタビュー調査結果 

 

 次に、目黒区の公立小学校において校長を務める B 氏へのインタビュー調査結果をまと

める。質問項目ごとに回答結果をまとめ、それらを踏まえて、支援にあたって B 氏が勤務

する学校において行われている教職員間連携と、B 氏が感じる教職員間連携についての課

題を整理する。 

B 氏が校長を務める小学校は、特別支援教室巡回拠点校に指定されており、地域におい

て、特別な支援を必要とする子ども達への支援を推進するにあたっての中心的な役割を担

っている。児童数は少なく、比較的小規模の小学校である。 

 B 氏に質問した内容は、以下の表の通りである。 

  

関連する支援策 A氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点

個別の指導計画・個別の教育支援計画 ・作成にかかる手間を小さくすること

その他

・お互いの視点や意見を理解したうえで連携を行うこと

・教職員同士が直接コミュニケーションをとる機会を日ごろから確保することが重要

・特別支援教室制度導入にあたっての、人材と環境の整備
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【表 17：B 氏への質問内容】 

 

質問項目 質問内容 

➀ B 氏が勤務する小学校の特別支援教室にて行っている支援内容 

② 発達障害を持つ可能性のある児童についての情報を教職員間で共有する方法 

③ 
個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と、作成に関する

連携方法、計画の活用方法 

④ 特別支援教育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割 

⑤ 
発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって工夫している点や 

難しさを感じる点（➀～④において言及したもの以外） 

 

以下、B（2018）をもとに、B 氏から得られた回答内容を要約する。 

 

 （1） B 氏が勤務する小学校の特別支援教室にて行っている支援内容 

 

 はじめに、質問項目➀への回答結果を踏まえ、B 氏が校長を務める小学校の特別支援教室

にて行っている支援の内容を整理する。 

 B 氏が校長を務める小学校に設置された特別支援教室では、その子の特性に合わせた学

習面の補助的な指導や、コミュニケーションに関する指導を行っている。コミュニケーショ

ンに関する指導については、小集団の形での指導も取り入れている。なお、特別支援教室で

の指導は、4 名の教職員が担当している。 

 B 氏は、障害の有る無しに関わらず、子ども達が周囲の人に助けてもらう感覚を経験する

ことのできる学校づくりを目指しており、困っている様子の子ども達に対して声をかける

ことを大切にしている。特に発達障害を持つ子ども達は、困ったことがあっても一人でため

込んでしまう傾向が強いため、教職員の方から声をかけていくことが重要であり、このこと

がひいては二次障害を防ぐことにつながると捉えている。 

 B 氏は、このような学校づくりのための一つの方法として、心を落ち着かせるための場所

として、校長室にて子ども達を迎え入れている。B 氏の校長室には、教室で癇癪を起こした

子や、じっと座っていられなくなってしまった子が気持ちを落ち着かせにくるという。B 氏

はそのような子ども達のために、校長室内に気持ちを落ち着かせるためのスペースを設け

ており、子ども達はそこでしばらく過ごすことで、クールダウンすることができるのである。 

 以上のように、B 氏が校長を務める学校では、教職員からの子ども達への積極的な声掛け

や、校長室を含む学校全体で子ども達が落ち着ける環境を作ることで、子ども達全員が安心

して過ごすことのできる学校づくりに取り組んでいる（B 2018）。 
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 （2） 発達障害を持つ可能性のある児童についての情報を教職員間で共有する方法 

 

 次に、質問項目②への回答結果を踏まえ、B 氏が校長を務める小学校の教職員間におけ

る、発達障害を持つ可能性のある児童についての情報共有方法についてまとめる。B 氏が小

校長を務める学校においては、二つの方法によって支援を必要とする子ども達に関する情

報の共有を行っている。 

 第一の方法は、日常的な教職員同士の会話である。教職員達は職員室にて子ども達に関す

る情報を頻繁に共有しており、そのコミュニケーションの量は、わざわざ会議の場を設定す

る必要がないように感じるほどであるとのことだった。これに関して B 氏は、学校の規模

が小規模であることが、教職員同士の情報共有のしやすさに繋がっているのかもしれない

と述べていた。 

 第二の方法は、会議における子ども達の情報の共有である。月に 1 回、子ども達一人ひと

りについて、その子の特性や現在の状況について、教職員全員で共有する会議を行っている

（B 2018）。 

 

 （3） 個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と、作成に関する連携 

方法、計画の活用方法 

 

 次に、質問項目③への回答結果を踏まえ、B 氏が校長を務める小学校における、個別の指

導計画・個別の教育支援計画作成に関連する情報をまとめる。まとめる内容は、計画の作成

に関わる教職員、計画の作成に関する教職員の連携方法、計画の活用方法の三点である。 

 計画の作成に関わる教職員は、当該児童の在籍学級担任や、特別支援教育コーディネータ

ーが中心となる。ケースによっては、保護者との面談を行いながら計画を作成している。作

成にあたっては、担任教員と特別支援教育コーディネーターが相談をしながら作成すると

いった連携を行っている。 

 計画の活用法については、教職員内の情報共有のための手段となっている。先ほど述べた

子ども達についての情報を共有する会議においても、使用されるそうである。 

 また、B 氏は個別の指導計画・個別の教育支援計画に関して、保護者に対して開示するも

のであるために、計画に掲載できない内容もあると述べていた。B 氏は、計画に書くことは

できない内容については、教職員内で共有を行うことになるため、最終的に重要となるのは

教職員内の情報共有であるのではないかと考えている（B 2018）。 

 

 （4） 特別支援教育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割 

 

 次に、質問項目④への回答結果を踏まえ、B 氏が校長を務める小学校における、特別支援

教育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割を確認する。 
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 B 氏が校長を務める小学校においては、特別支援教室の主任教諭が特別支援教育コーデ

ィネーターを担当している。特別支援教育コーディネーターは、学校内を巡回し、全校の子

ども達の様子を把握しており、その情報をもとに特別支援の視点を他の教職員に投げかけ、

支援をリードする役割を担っているとのことであった。 

 B 氏は、特別支援の観点を持っており、かつ、全校を巡回して子ども達の様子を掴む時間

のある教職員が、特別支援教育コーディネーターを担うことが重要であると考えている。子

ども達全体の様子を把握するということが、教職員をリードしていくうえで重要な点であ

ると捉えていた（B 2018）。 

 

 （5） 発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって工夫している点や難しさを感 

じる点 

 

 最後に、質問項目⑤への回答結果を踏まえ、ここまで言及した点の他に、B 氏が発達障害

を持つ子ども達への支援に関して工夫している点や、難しさを感じる点をまとめる。B 氏

は、工夫している点と、難しさを感じる点についてそれぞれ一点ずつ言及した。 

 支援に関して工夫している点は、子ども達が安心できる場所を全校で作るということで

ある。先述した、校長室の気持ちを落ち着けることのできるスペースに加え、空き教室を利

用して子ども達がクールダウンできるようにしたり、スクールカウンセラーにつないだり

など、B 氏が校長を務める学校では、教職員同士で協力をしながら子ども達が心を落ち着か

せることのできる環境づくりに取り組んでいる。これは、担任教員一人でできることではな

く、教職員がそれぞれの時間をやりくりして、協力して行っていくことが重要であると B 氏

は述べていた。 

 一方、難しさを感じる点は、保護者との支援方針についての話し合いの進め方である。保

護者の中には、子どもに障害があるということを受容できず、周囲に子どもに障害があるこ

とを秘密にしてほしいと望む保護者もいる。このようなケースにおいて、授業中にタブレッ

ト端末を使用するなどといった合理的配慮を取り入れる場合、他の子ども達や保護者達へ

の説明が行えないため、周囲の正しい理解が得られないことがある、と B 氏は述べた。そ

れぞれのケースに応じて、子ども達の保護者とどのように話し合いを進めていくかよく考

える必要があるそうである（B 2018）。 

 

 （6） B 氏が勤務する学校において実施している教職員間連携と課題の整理 

 

 ここまで、B 氏へのインタビュー結果を、質問項目ごとにまとめた。最後に、B 氏が勤務

する学校において実施している教職員間連携と、教職員間連携に関する課題を整理する。 

 B 氏が校長を務める学校において実施している教職員間連携を、関連する支援策に対応

する形でまとめると、以下の通りである。 
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【表 18：B 氏が勤務する学校において行われている教職員間連携】 

 

出典：B（2018）をもとに筆者作成 

 

 B 氏は、学校全体を子ども達にとって安心できる環境にするための工夫に取り組んでお

り、そのことがひいては、発達障害を持つ子ども達にとっても、教職員達が助けてくれると

いう安心感のもと、日々の生活に臨むことができる学校づくりに繋がると捉えていた。その

ためには、担当教員に任せるのではなく、教職員全員で協力することが重要であると強調し

ていた。 

一方、B 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点を表にまとめ

ると、以下の通りである。 

 

【表 19：B 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点】 

 

 

出典：B（2018）をもとに筆者作成 

関連する支援策 B氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点

個別の指導計画・個別の教育支援計画 ・保護者に開示するため、掲載できない内容がある

その他
・保護者が子どもに障害があることを受容できていない場合の、支援方針についての
　話し合いの進め方

関連する支援策 B氏が勤務する学校において行われている教職員間連携

個別の指導計画・個別の教育支援計画
・児童の担任教員と、特別支援教育コーディネーターで相談をしながら計画を作成する

・教職員内で支援に関する情報を共有する際の資料として活用する

特別支援教育コーディネーター
・学校内を巡回し、全校の子ども達の様子を把握する

・特別支援に関する視点を他の教職員に投げかけ、支援をリードする

その他

・日常的に教職員同士で子どもに関する情報を共有する

・教職員全員で、月に1回、子ども達一人ひとりの特性や状況を共有するための会議を行う

・教職員全員で子ども達への声掛けを行う。

・子ども達が気持ちを落ち着かせることのできる環境を学校内に多数作る
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 個別の指導計画・個別の教育支援計画には、保護者も確認するという計画の特性上、掲載

できない情報がある。そのような計画に掲載しない部分の情報については、教職員同士で共

有を行うことが重要であると B 氏は述べていた。 

 

4． C 氏（北区・公立小学校主任教諭）へのインタビュー調査結果 

 

 次に、北区の公立小学校において、主任教諭を務める C 氏へのインタビュー調査結果を

まとめる。質問項目ごとに回答結果をまとめ、それらを踏まえて、支援にあたって C 氏が

支援に関わる学校において行われている教職員間連携と、C 氏が感じる教職員間連携につ

いての課題を整理する。 

C 氏は通級による指導を担当しており、C 氏が勤務する学校に設置されている通級指導

教室にて、言語障害や難聴といった困難を抱える子ども達への指導を行っている。 

 C 氏に質問した内容は、以下の表の通りである。 

 

【表 20：C 氏への質問内容】 

 

質問項目 質問内容 

➀ C 氏が行う支援の内容 

② 通級指導教室にて指導している児童に関わる教職員との連携方法 

③ 
個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と、作成に関する

連携方法 

④ 特別支援教育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割 

⑤ 教職員の連携に関する課題 

⑥ 
通級指導教室等の指導対象とはなっていないが、特別な支援を必要とする 

ように思われる児童への働きかけ方と、支援にあたっての教職員の連携方法 

⑦ 先進的な支援の取り組みを行うにあたって課題を感じる点 

⑧ 
発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって意識している点 

（➀～⑦において言及したもの以外） 

 

以下、C（2018）をもとに、C 氏から得られた回答内容を要約する。 

 

 （1） C 氏が行う支援の内容 

 

 はじめに、質問項目➀への回答結果を踏まえ、C 氏が行っている支援の内容を整理する。 

 C 氏は、通級指導教室にて、言葉の発音や理解に困難がある子ども達や、聞くことに困難

のある子ども達に向けての指導を行っている。前節にて確認した通り、指導の対象となって
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いる子ども達は、在籍校から C 氏が勤務する学校に設置された通級指導教室に移動し、指

導を受けている。 

C 氏が在籍する通級指導教室の対象校は 16 校であり、7 名の教員で指導を行っている（C 

2018）。 

 

 （2） 通級指導教室にて指導している児童に関わる教職員との連携方法 

 

 次に、質問項目②への回答結果を踏まえ、C 氏が行っている、通級指導教室にて指導し

ている児童に関わる教職員との連携方法について整理する。C 氏は、指導する児童に関わる

教職員との連携方法として、大きく三つのことを行っている。 

 第一は、連絡帳を用いたやり取りである。2～3 週間に 1 回ほどの頻度で、児童の在籍学

級の担任教員と連絡帳を用いて、児童の情報を共有している。C 氏は通級指導教室での子ど

もの様子や行った指導を伝え、担任教員からは学校での様子を伝えてもらうという形の連

携を行っている。 

 第二は、電話による情報共有である。第一にあげた連絡帳でのやり取りに加え、電話にて

児童の在籍校の教職員と連絡を取り合うこともある。 

 第三は、児童の在籍校への訪問である。7 名の通級指導教室担当教員が全 16 校の対象校

を 2～3 校ずつ分担し、2～3 か月に 1 回ほどのペースで、児童の在籍校を訪問するという

取り組みを、2018 年度から始めている。訪問時は、在籍校の特別支援教育コーディネータ

ーとの連携を図り、在籍校での児童の様子や、特別支援教育コーディネーターが疑問に思っ

ている点の解消を行っている。 

 第四は、担任連絡協議会である。年に一度、児童の担任教員に通級指導教室に来てもらい、

指導の概要や内容を伝えている。 

これらの連携を行うなかで、C 氏は、児童が在籍学級の授業を受けやすくなるための工夫

を在籍校の教職員に伝えている。プリントなどで指導上のポイントを伝え、それを在籍校の

教職員が実際に指導に活かすという連携を行っている（C 2018）。 

 

 （3） 個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と、作成に関する連携 

方法 

 

 次に、質問項目③への回答結果を踏まえ、C 氏が関わる学校における、個別の指導計画・

個別の教育支援計画の作成に関わる教職員と、作成にあたっての連携方法をまとめる。2020

年度から、「連携型個別指導計画」という新たな形の個別の指導計画が導入される予定であ

り、現在、C 氏の勤務する学校においては試行期間として使用が始まっている。この「連携

型個別指導計画」に関する情報を中心に回答が得られた。 

 連携型個別指導計画は、在籍校が作成を担う。主な作成を担う教員は学校によって様々で
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あり、児童の担任教員が担当する場合もあれば、特別支援教育コーディネーターが担当する

場合もある。特別支援教育コーディネーターは、計画の作り方を把握しており、教職員らに

対して、作り方についてのアナウンスを行っている。 

 連携型個別指導計画には、特別な支援に関する目当てなど、専門的な知識を必要とする項

目がある。その点については、C 氏をはじめ、通級指導教室担当教員から情報を提供して、

計画作成のサポートを行っている。 

 なお、この連携型個別指導計画は、情報を記入する欄が少しであるため、支援を行うにあ

たって必要な情報をカバーしきれていない場合がある。そのため、通級指導教室では従来作

成していたような、詳細な個別の指導計画を教室独自で作成し続けているとのことであっ

た（C 2018）。 

 

（4） 特別支援教育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割 

 

 次に、質問項目④への回答結果を踏まえ、C 氏が勤務する学校における、特別支援教育

コーディネーターが教職員間連携において果たす役割を確認する。 

特別支援教育コーディネーターは 1 校につき 1 名という場合が多い。それに対し、C 氏

が勤務する学校では、4 名の教職員が特別支援教育コーディネーターを担当している。4 名

の内訳は、通常学級担当教員、養護教諭、通級指導教室担当教員、特別支援教室教員であり、

メインのコーディネーターは通級学級担当教員が担っている。 

 通常学級担当教員のコーディネーターは、校内委員会などの場所において、各児童の支援

の方針を取りまとめている。通級指導教室担当教員や、特別支援教室教員のコーディネータ

ーは、それぞれの担当する障害特性に関連する相談にのっている。様子が気になる児童の観

察や、通級指導教室への入級につなげるか否かといった相談を担当している。 

 このように、それぞれのコーディネーターが、役割を分担して、校内の特別支援をリード

している（C 2018）。 

 

 （5） 教職員の連携に関する課題 

 

 次に、質問項目⑤への回答結果を踏まえ、C 氏が支援にあたって教職員との連携を行う上

で課題だと感じる点をまとめる。 

 C 氏は、教職員間連携の課題として、情報のすれ違いを指摘した。児童の在籍校の教職員

と頻繁に連絡を取り合っていないと、情報のすれ違いが生まれ、そのすれ違いがもととなっ

て、支援に関する大きな誤解が生まれてしまうことがあるという。 

 C 氏はそのようなすれ違いを生まないために、担任教員だけでなく、学校全体で共通の認

識を持っているかという点を意識しながら連絡を取ることを心掛けていると述べていた（C 

2018）。 
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 （6） 特別な支援の対象とはなっていないが配慮を要するように思われる児童への 

働きかけ方と、支援にあたっての教職員の連携方法 

 

 次に、質問項目⑥への回答結果を踏まえ、特別な支援の対象とはなっていないが配慮を要

するように思われる児童への働きかけ方と、そのような児童への支援にあたっての教職員

の連携方法をまとめる。 

 C 氏が担当しているのは通級指導教室であるため、働きかけを行うのは、相談等に来てく

れた子ども達である。C 氏が勤務する学校の児童に関しては、在籍学級での様子を観察し

て、入級につなげるかどうかということに関するアドバイスはできるけれども、実際に何か

しらの指導を行うことはできないとのことだった（C 2018）。 

 

 （7） 先進的な支援の取り組みを行うにあたって課題を感じる点 

 

 次に、質問項目⑦への回答結果を踏まえ、先進的な支援の取り組みを行うにあたって、C

氏が感じている課題をまとめる。C 氏は、組織だった支援体制を確立することに伴う、所要

時間や手間の増加を課題として挙げた。 

 C 氏は、北区が長年をかけて構築してきた、組織だった支援体制を評価しており、児童が

通級指導教室に入級をするか否かの基準が明確になるなどの効果が生まれていると捉えて

いる。 

 しかし、その一方で、システマティックになったことで、踏まなければならない手順が増

え、子ども達を通級指導教室への入級につなげるまでにかかる時間が長くなってしまった

現状もあると述べていた。支援までの流れを明確に決めたことに伴い、時間がかかるように

なってしまったことに対して、もどかしさを感じるとのことであった（C 2018）。 

 

 （8） 発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって意識している点 

 

 最後に、質問項目⑧への回答結果を踏まえ、ここまで言及した点の他に、C 氏が発達障害

を持つ子ども達への支援に関して意識している点をまとめる。 

 C 氏は、子ども達が将来社会にでて生きていく力をつけることを目標として設定して、指

導を行うことを意識していると述べていた。課題のある点を直すという視点ではなく、その

子の全体像を捉えて、自信を持って学級に戻り、将来的に社会で活躍できるための力をつけ

るための指導の在り方を考えることが重要であると、C 氏は捉えていた（C 2018）。 
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 （9） C 氏が支援に関わる学校において実施している教職員間連携と課題の整理 

 

 ここまで、C 氏へのインタビュー結果を、質問項目ごとにまとめた。最後に、C 氏が支援

に関わる学校において実施している教職員間連携と、教職員間連携に関する課題を整理す

る。 

 C 氏が支援に関わる学校において実施している教職員間連携を、関連する支援策に対応

する形でまとめると、以下の通りである。 

 

【表 21：C 氏が支援に関わる学校において行われている教職員間連携】 

 

 

出典：C（2018）をもとに筆者作成 

 

 C 氏は、児童の在籍校の教職員や在籍学級の担任との情報共有に関して、通級指導教室と

いう支援制度の特性上、連絡帳や電話を中心的な手段として利用していた。それに加えて、

定期的に開催する面談や、児童の在籍校訪問を行うことで、連携を密にしていた。 

一方、C 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点を表にまとめ

関連する支援策 C氏が支援に関わる学校において行われている教職員間連携

個別の指導計画・個別の教育支援計画

・連携型個別指導計画の作成

・在籍校が連携型個別指導計画を作成する際に、通級指導教室担当教員から情報
の提供を行う

特別支援教育コーディネーター

・連携型個別指導計画作成についての教職員へのアナウンス

・校内委員会における各児童の支援方針の取りまとめ

・（特別な支援を担当教職員の場合）自身が担当する障害特性についての相談や、
特別な支援に繋げるか否かについての相談への対応

校内委員会 ・各児童の支援方針の共有

その他

・連絡帳を用いた情報共有

・電話による情報の共有

・児童の在籍校を訪問し、児童の在籍校での様子の観察や、特別支援教育コーディ
ネーターとの話し合いを行う

・年に一度、児童の在籍学級担任に通級指導教室に来てもらい、指導の概要や内容
を伝える

・児童の在籍学級担任に、指導の方法についてのアドバイスを行う
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ると、以下の通りである。 

 

【表 22：C 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点】 

 

 

出典：C（2018）をもとに筆者作成 

 

 学校内で児童の支援方針について共通認識を確実に形成していくためには、情報のすれ

違いを起こさないようにしなければならないということが、C 氏の回答から明らかになっ

た。また、組織だった支援体制を確立することに伴い、所要時間や手間が増加することがあ

るという指摘は、先進的な支援の取り組みを実施するにあたり配慮しなければならない点

であろう。 

 

5． D 氏（北区・公立小学校教諭）へのインタビュー調査結果 

 

 次に、北区の公立小学校において、教諭を務める D 氏へのインタビュー調査結果をまと

める。質問項目ごとに回答結果をまとめ、それらを踏まえて、支援にあたって D 氏が支援

に関わる学校において行われている教職員間連携と、D 氏が感じる教職員間連携について

の課題を整理する。 

D 氏は、前項にて調査結果を報告した C 氏と同じ学校に勤務しており、特別支援教室に

て指導を行っている。D氏の勤務する小学校は特別支援教室巡回拠点校に指定されており、

D 氏は同じブロック内の小学校を巡回して、発達障害を持つ子ども達を含む、特別な支援を

必要とする子ども達への指導を行っている。 

 D 氏に質問した内容は、以下の表の通りである。 

  

関連する支援策 C氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点

個別の指導計画・個別の教育支援計画
・連携型個別指導計画は、支援を行うにあたって必要な情報をカバーしきれていない
　場合がある

その他

・情報のすれ違いから、大きな誤解が生まれることがある

・学校全体で、その児童の支援について共通認識を形成できているか確認する
　ことの重要性

・組織だった支援体制を確立することに伴う、所要時間や手間の増加
　（通級指導教室への入級までにかかる時間など）
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【表 23：D 氏への質問内容】 

 

質問項目 質問内容 

➀ D 氏が行う支援の内容 

② 特別支援教室にて指導している児童に関わる教職員との連携方法 

③ 特別支援教室にて指導している児童の在籍学級に入って行う支援の方法 

④ 教職員の連携に関する課題 

⑤ 
個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と、作成に関する

連携方法、計画の活用方法、両計画に関する課題 

⑥ 特別支援教育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割 

⑦ 校内委員会を実施するにあたっての課題 

⑧ 
特別支援教室等の指導対象とはなっていないが、特別な支援を必要とする 

ように思われる児童への働きかけ方と、支援にあたっての教職員の連携方法 

⑨ 先進的な支援の取り組みを行うにあたって課題を感じる点 

⑩ 
発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって難しさを感じる点 

（➀～⑨において言及したもの以外） 

 

以下、D（2018）をもとに、D 氏から得られた回答内容を要約する。 

 

 （1） D 氏が行う支援の内容 

 

 はじめに、質問項目➀への回答結果を踏まえ、D 氏が行っている支援の内容を整理する。 

 D 氏は、特別支援教室にて、発達障害を持つ子ども達を含む、特別な支援を必要とする子

ども達を対象に指導を行っている。指導している内容は小集団活動と個別指導に分かれる。

小集団活動では子ども達同士のコミュニケーションを重視した活動を行っている。一方、個

別指導では、その子の特性に合わせ、学習に関連する内容やソーシャルスキルトレーニング

に関する内容を指導している。 

勤務校での指導に加え、D 氏は他校への巡回も行っている。D 氏の勤務する小学校は、特

別支援教室巡回拠点校に指定されており、担当する学校を巡回して、子ども達への指導を行

っている。D 氏は、全部で 18 名の児童の指導を担当している（D 2018）。 

 

 （2） 特別支援教室にて指導している児童に関わる教職員との連携方法 

 

 次に、質問項目②への回答結果を踏まえ、D 氏が行っている、特別支援教室にて指導し

ている児童に関わる教職員との連携方法を整理していく。D 氏は、指導する児童に関わる教

職員との連携方法として、大きく二つのことを行っている。 
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 第一は、連絡ノートを用いた情報のやり取りである。この連絡ノートは、児童の在籍学級

担任、保護者、特別支援教室教員の三者で情報をやり取りするためのノートである。特別支

援教室教員が、毎週の指導時に、指導の内容や目当て、その日の児童の様子を記録する。担

任教員と保護者はその記録を確認し、コメントを書くといった形で情報を共有している。 

 第二は、直接のコミュニケーションである。D 氏は、上記の連絡ノートを直接担任教員に

手渡すようにしている。その際に、その日の児童の様子などについて直接伝えている。直接

ノートを手渡すことができなかった際には、電話にて担任教員と情報を共有することもあ

るとのことであった。 

また D 氏は、これらの連携に加え、児童が在籍する学校の特別支援教育コーディネータ

ーや、不登校児童を見ることの多い養護教諭とは、日ごろからコミュニケーションをとって

いると述べていた（D 2018）。 

 

 （3） 特別支援教室にて指導している児童の在籍学級に入って行う支援の方法 

 

 次に、質問項目③への回答結果を踏まえ、D 氏が行っている、特別支援教室にて指導して

いる児童の在籍学級に入って行う支援の方法を整理する。 

D 氏が勤務している特別支援教室では、週に 1 度、教室支援という時間を設けており、担

当している子ども達の在籍学級に入って、授業を受けている様子の観察や、場合によっては

支援を行っている。 

 年度によっては、入室者の増加に伴い、教室支援の時間を確保できないという事態が発生

することもあるそうである（D 2018）。 

 

 （4） 教職員の連携に関する課題 

 

 次に、質問項目④への回答結果を踏まえ、D 氏が感じている、支援にあたっての教職員間

連携の課題を整理する。 

D 氏は、教職員間連携の課題として、教職員同士が直接話をするための時間の確保を指摘

した。前述の通り、D 氏は児童の在籍学級の担任と直接話をすることを心掛けているけれど

も、どうしても直接お話をする時間を取れないこともあり、そのような場合は連携が取りづ

らくなってしまうと述べていた（D 2018）。 

 

 （5） 個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と、作成に関する連携

方法、計画の活用方法、両計画に関して課題だと感じる点 

 

 次に、質問項目⑤への回答結果を踏まえ、D 氏が支援に関わる学校における、個別の指導

計画・個別の教育支援計画に関連する情報をまとめる。整理する内容は、作成に関わる教職
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員と、作成にあたっての連携方法、計画の活用方法、計画に関して課題だと感じる点である。

D 氏は、C 氏と同じ学校に勤務しているため、C 氏と同じく連携型個別指導計画を使用して

おり、回答の内容も連携型個別指導計画に関するものであった。 

 まず、作成に関わる教職員と、作成にあたっての連携方法についてまとめる。連携型個別

指導計画の作成は、児童の在籍学級の担任教員と、特別支援教室教員の両者で行っている。

両者で方針を確認しながら作成していく。 

 作成した計画の活用方法については、学期の終わりに実施する保護者との面談において、

その学期における指導の成果や、今後の課題を説明する際の資料として利用している。また、

特別支援教室の担当や、在籍学級の担任教員が変わる際に、引継ぎの資料としても活用され

ている。 

 最後に、連携型個別指導計画に関する課題についてまとめる。D 氏は二つの課題を指摘し

た。 

第一は、計画作成にあたっての児童の在籍学級担任教員との連携である。前述の通り、連

携型個別指導計画は、児童の在籍学級の担任教員も作成に携わる。多忙な担任教員にとって、

計画作成のための時間を確保することは容易ではないようである。また、支援に関する目標

の立て方などが分からないという壁にぶつかる担任教員もいるため、D 氏をはじめ、個別の

指導計画の作成方法を熟知している教職員が作成方法を教えていく必要があると、D 氏は

述べていた。 

 第二は、他の計画と内容が似ている項目があることである。北区では、支援に関する計画

として、連携型個別指導計画の他にも、担任教員と保護者が書くものとして指定されている

計画がある。連携型個別指導計画と、その計画には内容が被る項目があり、同じことを二度

書かなければならない。D 氏はこのことが、担任教員らにとって負担であると捉えていた

（D 2018）。 

 

 （6） 特別支援教育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割 

 

 次に、質問項目⑥への回答結果を踏まえ、D 氏が支援に関わる学校における、特別支援教

育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割についてまとめる。 

 D 氏が支援に関わる学校において、特別支援教育コーディネーターは、支援に関する情報

を教職員達に伝達する役割を担っている。たとえば、質問項目⑤で触れた、個別の指導計画

について、教職員達に対して作成するよう声掛けを行うなどの情報伝達を行っている。 

 D 氏が担当している学校では、特別支援教育コーディネーターを 2 名配置している学校

が多く、養護教諭や通常学級の担任が務めることが多い。前述の通り、D 氏は C 氏と同じ

学校に勤務しており、両者が勤務する学校では、4 名の教職員が特別支援教育コーディネー

ターを担当している。4 名の内訳は通常学級担当教員、養護教諭、通級指導教室担当教員、

特別支援教室教員であり、D 氏は、特別支援教室教員として、特別支援教育コーディネータ
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ーを務めている（D 2018）。 

 

 （7） 校内委員会を実施するにあたっての課題 

 

 次に、質問項目⑦への回答結果を踏まえ、D 氏が校内委員会を実施するにあたって課題に

感じる点についてまとめる。質問項目⑥で確認した通り、D 氏は特別支援教育コーディネー

ターを務めており、校内委員会において教職員達をまとめていく立場にある。D 氏は、校内

委員会の実施に関する課題として、教職員内で共通認識を形成することの難しさを挙げた。 

 子ども達の支援には数多くの教職員が関わっており、それぞれの教職員が持つ考え方も

様々である。このことから、必要な情報を共有することや、教職員内で考え方を一つにまと

めていく作業は難しさを伴うものである。なお、D 氏は、この課題は特別支援の分野に限っ

たものではなく、いずれの分野の話題においても教職員内で共通認識を形成することは容

易にはいかないことであると述べていた（D 2018）。 

 

 （8） 特別な支援の対象とはなっていないが配慮を要するように思われる児童への 

働きかけ方と、支援にあたっての教職員の連携方法 

 

 次に、質問項目⑧への回答結果を踏まえ、特別支援教室等の指導の対象とはなっていない

が、特別な支援を必要とするように思われる児童への働きかけ方と、そのような児童への支

援にあたっての教職員の連携方法についてまとめる。通常学級に在籍する児童の中には、特

別な支援の対象となっている児童の他にも、配慮を要するように思われる児童がいること

がある。そのような子ども達に対して、D 氏は他の教職員と協力しながら、以下のような流

れで働きかけを行っている。 

 様子が気になる児童がいる場合、その児童の在籍学級の担任教員が D 氏をはじめ、特別

支援教室教員に相談を行う。相談を受けた教員は、支援方法の提案や、当該児童の学級での

様子の観察などを行う。このような流れで、担当教員と特別支援教室教員で相談をしながら、

対応方法を検討することが多いとのことであった。 

 さらに D 氏は、指導を担当している児童の在籍学級に入って支援を行っている際に、様

子が気になる児童がいた場合は、声掛けや可能な範囲の支援を行っている（D 2018）。 

 

 （9） 先進的な支援の取り組みを行うにあたって課題を感じる点 

 

 次に、質問項目⑨への回答結果を踏まえ、先進的な支援の取り組みを行うにあたって、D

氏が感じている課題をまとめる。D 氏は、先進的な支援の取り組みを行うにあたって課題を

感じる点として、二点を挙げた。 

 第一の課題は、通級による指導から特別支援教室に制度が切り替わる際の、子ども達と保
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護者への対応である。D 氏は、通級による指導から、特別支援教室に指導が切り替わる時期

を経験しており、その際に制度の変更に関して不安を覚える子どもや保護者が多数いたと

述べていた。通級による指導と比べて、特別支援教室の制度においては、子ども達一人あた

りが指導を受けられる時間が短くなる。また、通級による指導では、児童が通級指導教室に

通う際に、基本的に保護者が付きそうことになっており、毎週、担当教員と直接話をするこ

とができたが、特別支援教室ではそれができない。このように、通級による指導においては

できていたことができなくなることを心配する声があがったそうである。 

さらに、在籍校の中で、自分の在籍学級から特別支援教室に移動して指導を受けるという

ことに心理的障壁を感じる親子も多い。在籍校内で支援を受けるため、周囲の子ども達に見

られていじめを受けてしまうのではないかという心配を抱く保護者もいる。子ども達も、新

しい特別支援教室に自分が通うことができるか、不安を感じやすいようである。 

制度の切り替えを行う際には、このような不安を受け止め、慎重に対応することが求めら

れる。実際に制度の切り替えを経験した D 氏は、いざ特別支援教室が始まると、子ども達

は大きな抵抗感を抱くことなく、教室に通えている印象を抱いているということだった。 

第二の課題は、人員の整備である。特別支援教室制度では、在籍校の中で支援を受けるこ

とができ、通いやすいことから、指導を受ける子どもの人数が増えている。D 氏は、子ども

の人数が増えるにつれて、教員の数が足りなくなるという事態が起きていると述べていた。

年度途中で教員の数を増やすことはできないことから、この教員の不足は深刻な問題であ

るように思われる（D 2018）。 

 

 （10） 発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって難しさを感じる点 

 

 最後に、質問項目⑩への回答結果を踏まえ、ここまで言及した点の他に、D 氏が発達障害

を持つ子ども達への支援に関して難しさを感じる点をまとめる。D 氏は、難しさを感じる点

として、特別支援教室における指導を担当する教員同士の連携を挙げた。 

 D 氏が指導を行う特別支援教室には、7 名の教員が配置されている。D 氏の勤務する学校

は巡回拠点校であり、7 名の教員で、D 氏が勤務する学校を含む計 4 校、80 名弱の子ども

達への支援を分担して行っている。D 氏は、この 7 名の教員の間で情報を共有することが

大変であると述べていた。週に 1 度、全員で集まって情報の共有を行う時間は設けている

ものの、大勢の子ども達に関する情報を共有するのには膨大な時間がかかるため、工夫が必

要であるということであった（D 2018）。 

 

 （11） D 氏が支援に関わる学校において実施している教職員間連携と課題の整理 

 

 ここまで、D 氏へのインタビュー結果を、質問項目ごとにまとめた。最後に、D 氏が支援

に関わる学校において実施している教職員間連携と、教職員間連携に関する課題を整理す
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る。 

 D 氏が支援に関わる学校において実施している教職員間連携を、関連する支援策に対応

する形でまとめると、以下の通りである。 

 

【表 24：D 氏が支援に関わる学校において行われている教職員間連携】 

 

 

出典：D（2018）をもとに筆者作成 

 

 D 氏も A 氏と同様に、各校を巡回した際に、指導を担当する児童の担任教員らと直接話

をする時間を少しでも多く確保することを重視していた。また、週に一度の教室支援は 

一方、D 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点を表にまとめ

ると、以下の通りである。 

  

関連する支援策 D氏が支援に関わる学校において行われている教職員間連携

個別の指導計画・個別の教育支援計画

・連携型個別指導計画の作成

・在籍校が連携型個別指導計画を作成する際に、特別支援教室担当教員から
　情報の提供を行う

・在籍学級の担任や、特別支援教室の担当が変わる際の引継ぎ時に活用

特別支援教育コーディネーター ・個別の指導計画作成についての教職員へのアナウンス

その他

・連絡ノートを用いた情報共有

・児童に関わる教職員と支援のことについて直接話をする

・電話による情報の共有

・特別支援教室の指導の対象となっている児童の在籍学級に入り、行動観察や
　支援を行う

・様子が気になる児童についての相談（通常学級担任、特別支援教室担当教員）
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【表 25：D 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点】 

 

 

出典：D（2018）をもとに筆者作成 

 

 特別支援教室制度を実施するにあたって人員の整備を行わなければならないという指摘

は、A 氏による指摘と共通するものであった。各教職員が多忙であるがゆえに、教職員同士

で直接話をする時間を確保できない場合もあると D 氏は指摘しており、多忙な状況の中で

コミュニケーションのための時間を確保することの難しさが浮き彫りになった。 

 

6． E 氏（北区・公立中学校主任教諭）へのインタビュー調査結果 

 

 最後に、北区の公立中学校において、主任教諭を務める E 氏へのインタビュー調査結果

をまとめる。質問項目ごとに回答結果をまとめ、それらを踏まえて、支援にあたって E 氏

が支援に関わる学校において行われている教職員間連携と、E 氏が感じる教職員間連携に

ついての課題を整理する。 

E 氏は、北区の公立中学校において主任教諭を務めており、通級指導教室にて、発達障害

を持つ子ども達を含む特別な支援を必要とする子ども達への指導を行っている。E 氏の勤

務する中学校は、2019 年度から特別支援教室巡回拠点校となる予定である。 

 E 氏に質問した内容は、以下の表の通りである。 

  

関連する支援策 D氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点

個別の指導計画・個別の教育支援計画
・連携型個別指導計画作成にあたっての、児童の在籍学級担任との連携

・計画間で、内容が被る項目がある

校内委員会 ・教職員内で共通認識を形成することの難しさ

その他

・教職員同士が直接話をするための時間の確保

・通級指導教室から特別支援教室に制度が切り替わる際の、子ども達と保護者達が
　感じる不安への対応

・特別支援教室制度を実施するにあたっての人員の整備

・特別支援教室における指導を担当する教員同士の連携
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【表 26：E 氏への質問内容】 

 

質問項目 質問内容 

➀ E 氏が行う支援の内容 

② 通級指導教室にて指導している生徒に関わる教職員との連携方法 

③ 教職員の連携に関する課題 

④ 発達障害を持つ生徒を囲む生徒達への働きかけ方 

⑤ 
個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と、作成に 

関する連携方法、計画に関して課題だと感じる点 

⑥ 特別支援教育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割 

⑦ 
通級指導教室等の指導の対象とはなっていないが特別な支援を必要とする 

ように思われる生徒への支援の在り方と支援にあたっての教職員の連携方法 

⑧ 
発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって難しさを感じる点 

（➀～⑦において言及したもの以外） 

 

以下、E（2018）をもとに、E 氏から得られた回答内容を要約する。 

 

 （1） E 氏が行う支援の内容 

 

 はじめに、質問項目➀への回答結果を踏まえ、E 氏が行っている支援の内容を整理する。

E 氏は、通級指導教室にて、自閉症スペクトラム障害などを持つ生徒達に向けて支援を行っ

ている。前節にて確認した通り、指導の対象となっている生徒達は、在籍校から E 氏が勤

務する学校に設置された通級指導教室に移動し、指導を受けている。 

また、E 氏は、指導を担当した生徒達が高校に進学した後も、様子の聞き取りを行なって

おり、高校に足が向かわなくなってしまった生徒とお話をするなど、様々なアフターケアも

行っている（E 2018）。 

 

 （2） 通級指導教室にて指導している生徒に関わる教職員との連携方法 

 

 次に、質問項目②への回答結果を踏まえ、E 氏が行っている、通級指導教室にて指導し

ている生徒に関わる教職員との連携方法を整理していく。E 氏は、指導する生徒に関わる教

職員との連携方法として、大きく二つのことを行っている。 

 第一は、連絡帳を用いた情報のやり取りである。この連絡帳は、通級指導教室担当教員、

生徒の在籍学級担任教員、保護者が連絡を取り合うためのものであり、生徒自身が記入を行

う欄もある。毎回の通級による指導の際に、通級指導教室担当教員は、その日の指導の記録

や、在籍学級担任や、保護者に向けた連絡事項を記入する。生徒もその日行った活動や感想、
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自己評価等を記入する。指導後、生徒は連絡帳を担任教員と保護者に渡し、両者は連絡事項

を確認してコメントを記入する。なお、E 氏が勤務する学校に在籍している生徒の場合は、

E 氏が職員室の在籍学級担任の机に連絡帳を置く。このような流れで、毎週、その生徒を囲

む三者が連絡帳を確認できるようにしている。 

 第二は、電話やメールを用いた情報のやり取りである。第一の方法として挙げた連絡帳は、

生徒も内容を確認するため、生徒に見られて支障のある内容を記入することはできない。そ

のような内容については、電話やメールにて、通級指導教室担当教員、生徒の在籍学級担任

教員、保護者の間で情報のやり取りを行っている。 

 第三は、個別の指導計画を用いた連携である。個別の指導計画には、その子の特性や支援

の目標などの情報がまとまっており、教職員間で情報を共有するのに活用している。これに

ついては、質問項目⑤にて詳細にまとめる（E 2018）。 

 

 （3） 教職員の連携に関する課題 

 

 次に、質問項目③への回答結果を踏まえ、E 氏が感じている、支援にあたっての教職員間

連携の課題を整理する。 

 E 氏は、教職員間連携の課題として、発達障害への理解が不足している教職員への対応を

指摘した。E 氏は、教職員の中には、発達障害への理解が不足しており、子ども達に対して

誤った対応をしてしまう教職員もいるということを指摘した。たとえば、発達障害の特性か

ら苦手なことがある生徒に対して、繰り返し練習すればできるようになるという考えのも

と、生徒に繰り返し苦手なことをできるようにするための練習をさせてしまう教職員もい

るそうである。このような場合、練習しても苦手を克服できないことから、学習性無力感が

強くなるなどといった、二次障害が起きてしまう可能性がある。 

 E 氏は、支援する生徒の担任教員が、上記のような発達障害への理解が不足している教職

員であった場合、その教職員の意識の在り方に応じて対応の方法を変えている。その教職員

の意識が変容する見込みがある場合は、話し合いなどを通じて、当該教職員に支援の必要性

を理解してもらうように働きかけている。一方、意識の変容が期待できない場合は、その生

徒が所属する学年の他の教職員に働きかけ、当該生徒の特性や、支援の方針を理解してくれ

る教職員との連携を行っている。発達障害を持つ子ども達にとって、自分のことを理解して

くれる人の存在は、安心感や向上心を抱くために非常に重要であるため、当該生徒の周りに、

その子のことを理解し、支援に協力してくれる教職員を 1 人でも多く確保することが重要

であると、E 氏は述べていた（E 2018）。 

 

 （4） 発達障害を持つ生徒を囲む生徒達への働きかけ方 

 

 次に、質問項目④への回答結果を踏まえ、E 氏が行っている、発達障害を持つ生徒の周囲
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の生徒達への働きかけの方法をまとめる。 

 E 氏は、以前勤務していた区において、支援を行っている生徒の在籍学級の生徒達に対し

て、その生徒の障害特性や、生徒達に行ってほしい配慮についての授業を行ったことがある。

このような発達障害を持つ生徒を囲む生徒達への働きかけは、当該生徒の在籍学級の担任

教員や、在籍校の校長からの要望があってはじめて実現するものである。E 氏は、この学校

において、当該生徒に関わる教職員への研修や、保護者会にて通級指導教室の説明を行って

いた経緯があり、教職員との連携が十分に取れている状態であったため、上記のような授業

を実施するに至った。 

 このように、E 氏が、直接当該生徒を囲む生徒達に働きかけを行うというケースはそこま

で多くなく、大概は担任教員に周囲の生徒への指導の方法について提案を行い、担任教員か

ら声掛けをしてもらうことが多い。その際には、教員の方から考えを押し付けるのではなく、

生徒達自身から、発達障害を持つ生徒との関わり方ついて意見をひき出すような声掛けを

行えるようにすることが重要であると、E 氏は考えている。 

 なお、支援をする生徒が在籍する学校が、全体的に生徒達の行動が落ち着かなく、教職員

達に、発達障害を持つ子ども達のケアを行う余裕がない場合もある。そのような場合には、

E 氏は、彼らが通級指導教室に来た際に、気持ちを落ち着かせてあげることで、通級の先生

達は自分のことを理解してくれるという安心感を抱かせるように尽力している（E 2018）。 

 

 （5） 個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関わる教職員と、作成に関する連携

方法、計画に関して課題だと感じる点 

 

 次に、質問項目⑤への回答結果を踏まえ、E 氏が支援に関わる学校における、個別の指導

計画・個別の教育支援計画に関連する情報をまとめる。整理する内容は、作成に関わる教職

員と、作成にあたっての連携方法、計画に関して課題だと感じる点である。E 氏が支援に関

わる学校では、C 氏と D 氏が支援に関わる学校においても取り入れられていた、「連携型個

別指導計画」を作成している。この連携型個別指導計画と、E 氏が通級指導教室にて独自に

作成している個別の指導計画に関する情報を中心に、回答が得られた。 

 はじめに、計画作成に関わる教職員についてまとめる。連携型個別指導計画は、生徒の在

籍校が作成することになっており、在籍学級における指導の目標や、通級指導教室における

指導の目標などを記入する。一方、E 氏が通級指導教室にて独自に作成している個別の指導

計画は、当該生徒の支援を担当する通級指導教室の教員が中心となって作成する。こちらの

独自の個別の指導計画には、指導にあたって必要な情報を詳細にまとめている。連携型個別

指導計画は、記入する情報量が少ないため、通級にて特別な支援を行うために必要な、専門

的な情報をまとめた計画を、独自に作成している。 

 連携型個別指導計画と、通級指導教室にて独自に作成している指導計画の違いを表にま

とめると、以下のようになる。 
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【表 27：連携型個別指導計画と通級指導教室にて独自に作成している個別の指導計画の違

い】 

 

 
連携型個別指導計画 

通級指導教室にて独自に作成している

個別の指導計画 

主たる作成者 生徒の在籍校 通級指導教室担当教員 

記載する情報の

例 

・生徒の基本情報 

・在籍校における指導目標 

・在籍校における支援内容 

・通級指導教室における支

援内容、目標 

・生徒の基本情報 

・生徒の障害特性 

・小学校までの様子 

・これまでの支援の経緯 

・保護者や在籍校からの願い 

・進路に関する情報 

・短期的な指導目標 

・長期的な指導目標 

・指導の手立て 

情報量 少ない（A4 用紙 1 枚程度） 多い 

 

出典：E（2018）をもとに筆者作成 

 

 次に、作成にあたっての連携方法についてまとめる。E 氏は、通級指導教室にて作成した

個別の指導計画と、生徒の在籍校が作成する連携型個別指導計画のデータを連携させるフ

ォームを作成し、2018 年度から運用している。これは、通級指導教室にて独自に作成して

いる個別の指導計画の内容が、連携型個別指導計画の対応する部分に自動的に反映される

仕組みのフォームである。このフォームを利用することで、生徒の在籍校の教職員は、連携

型個別指導計画作成において、通級による指導に関する情報を記入する手間を省くことが

できる。また、在籍校の教職員は、通級指導教室独自の計画を参照して、通級指導教室にて

さらに行ってほしい指導などを要望することもできている。 

 計画に関して課題だと感じる点については、E 氏は計画を作成する際の手間を少なくす

ることが解決すべき課題だと捉えている。連携型個別指導計画と通級指導教室が作成する

個別の指導計画には、上記の通り内容の重複があり、E 氏はここにかかる手間を減らすため

のデータ連携フォームを作成した。このような対応が追い付いていない学校も多いように

思われるため、手間を減らす工夫を行っていくことが重要だとE氏は述べていた（E 2018）。 
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 （6） 特別支援教育コーディネーターが教職員間連携において果たす役割 

 

 次に、質問項目⑥への回答結果を踏まえ、E 氏が勤務する学校における、特別支援教育コ

ーディネーターが教職員間連携において果たす役割についてまとめる。 

 E 氏が勤務する学校では、特別支援教育コーディネーターは校内委員会にて、各学年の特

別支援教育担当の教員と共に、要支援の生徒達に対する支援に関しての情報共有を行って

いる。 

 また、質問項目⑤にて言及した連携型個別指導計画についても、各担任に作成についての

声掛けを行い、完成した計画を保管している。特別支援教育コーディネーターが時間をかけ

て、教職員に対して指導計画作成についての呼びかけを行うなかで、教職員達がスムーズに

計画を作成できるようになった学校もあるとのことであった（E 2018）。 

 

 （7） 特別な支援の対象とはなっていないが配慮を要するように思われる児童への 

働きかけ方と、支援にあたっての教職員の連携方法 

 

次に、質問項目⑦への回答結果を踏まえ、通級指導教室等の指導の対象とはなっていない

けれども、特別な支援を必要とするように思われる児童への働きかけ方と、そのような児童

への支援にあたっての教職員の連携方法についてまとめる。 

特別な支援の対象とはなっていないけれども、特別な支援を必要とするように思われる

生徒達に対しては、保護者の了承なしに直接的な働きかけを行うことはできないため、学校

公開日などを利用して、在籍学級にて授業を受ける様子を観察し、在籍校の教職員に対して、

指導のアドバイスを行うなどの働きかけを行っている。つまり、E 氏は生徒に直接働きかけ

を行うことはせず、在籍校の教職員にアドバイスを行い、実際の働きかけは在籍校の教職員

が行っている。 

また、教職員達は、当該生徒を特別な支援に繋げたいと考えているが、保護者が強く反対

をする場合もある。このような場合には、E 氏を始め、特別な支援を担当する教員と生徒の

担任教員で連携し、保護者との話し合いの進め方を両者で検討した後に、面談に臨むなどの

対応をしている。多くの保護者にとって、自身の子どもに障害があることを受容することは、

悲しみや混乱といった、様々な感情を伴うものである。そのため、特別な支援に繋げるかど

うかについての面談は、保護者の心に寄り添いながら慎重に行わなければならない。保護者

と担任教員の信頼関係を構築することが非常に重要なことであるため、E 氏は自身が、保護

者が受け入れがたいであろう情報を伝える役目を担い、担任教員には保護者の想いに寄り

添う役を徹底させるなどといった、保護者と担任教員の信頼関係を壊さずに面談を行うた

めの工夫を行っている（E 2018）。 
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（8） 発達障害を持つ子ども達への支援を行うにあたって難しさを感じる点 

 

 最後に、質問項目⑧への回答結果を踏まえ、ここまで言及した点の他に、E 氏が発達障害

を持つ子ども達への支援に関して難しさを感じる点をまとめる。E 氏は、これまでに支援に

あたって難しさを感じた経験として、支援に関する専門性やコーディネート力が不足して

いる教員が通級による指導を担当することになった経験を挙げた。 

 通級による指導を担当する教員は、子ども達への指導力に加えて、他の教職員や保護者と

の情報のやり取りや、調整を行うためのコーディネート力も求められる。E 氏は、これらの

力が不足している教員が通級による指導を担当することは難しいため、上記の力を持ち合

わせた教員が指導を担当するべきであると述べていた（E 2018）。 

 

 （9） E 氏が支援に関わる学校において実施している教職員間連携と課題の整理 

 

 ここまで、E 氏へのインタビュー結果を、質問項目ごとにまとめた。最後に、E 氏が支援

に関わる学校において実施している教職員間連携と、教職員間連携に関する課題を整理す

る。 

 E 氏が支援に関わる学校において実施している教職員間連携を、関連する支援策に対応

する形でまとめると、以下の通りである。 
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【表 28：E 氏が支援に関わる学校において行われている教職員間連携】 

 

 

出典：E（2018）をもとに筆者作成 

 

 通級指導教室にて作成した個別の指導計画と、連携型個別指導計画のデータ連携フォー

マットは、第 2 章にて確認した、計画作成における手間が大きい、という課題への解決策と

なり得るものであるように思われる。 

一方、E 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点を表にまとめ

ると、以下の通りである。 

  

関連する支援策 E氏が支援に関わる学校において行われている教職員間連携

個別の指導計画・個別の教育支援計画

・連携型個別指導計画の作成

・通級指導教室にて作成した個別の指導計画の内容が、連携型個別指導計画の
　該当する項目に自動貼り付けされるフォーマットの導入

・在籍校が連携型個別指導計画を作成する際に、通級指導教室担当教員から
　情報の提供を行う

特別支援教育コーディネーター

・連携型個別指導計画作成についての教職員へのアナウンス

・完成した連携型個別指導計画の保管

・校内委員会における各児童の支援方針の取りまとめ

校内委員会 ・要支援の生徒達に対する支援に関しての情報の共有

その他

・連絡帳を用いた情報共有

・電話やメールによる情報の共有

・支援を必要とするように思われる生徒の行動を観察し、当該生徒に関わる教職員
　に指導方法等についてのアドバイスを行う

・保護者との面談を行うにあたって、在籍学級担任と通級指導教室担当教員で
　話し合いの進め方についての方法を検討し、実施する
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【表 29：E 氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点】 

 

 

出典：E（2018）をもとに筆者作成 

 

 「発達障害についての理解が不足している教職員への対応」に関して、E 氏はその教職員

の意識の在り方に応じて対応を変えていた。このことは、教職員それぞれが異なる考え方を

持っているという前提のもと、連携する教職員の組み合わせによって対応の在り方を変え

る必要があるということを示唆しているように思われる。 

 

第 4 節 効果的な教職員間連携の条件と今後の課題についての考察 

 

 前節では、先進的な支援の取り組みを行っている、東京都目黒区・北区の小中学校に勤務

する 5 名の教職員を対象に行ったインタビュー調査の結果をまとめた。それぞれの教職員

が支援に関わる学校において行っている教職員間連携や、教職員間連携に関して課題と感

じている点が明らかになった。 

 インタビューの調査結果を踏まえ本節では、効果的な教職員間連携の条件と、今後の課題

について考察を行う。本調査の結果において、5 名が教職員間連携について言及していた点

のなかで、共通して挙げられることの多かった点に注目し、そこから考えられる効果的な教

職員間連携の条件と今後の課題をそれぞれ類型化して整理していくこととする。 

 

1． 効果的な教職員間連携の条件 

 

 はじめに、効果的な教職員間連携の条件についての考察を行う。本調査の結果から導き出

される、効果的な教職員間連携の条件を各支援策に間連するものごとに、類型化して整理し

ていく。また、いずれの支援策の範囲にも収まらない条件についてもまとめる。 

 

関連する支援策 E氏が支援にあたっての教職員間連携に関して課題と捉えている点

個別の指導計画・個別の教育支援計画 ・計画作成にかかる手間を少なくすること

その他

・発達障害への理解が不足している教職員への対応

・保護者が子どもに障害があることを受容できていない場合の、支援方針についての
　話し合いの進め方

・特別な支援を担当する教員の、支援に関する専門性やコーディネート力の確実な
　確保
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（1） 個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連する効果的な教職員間連携の条件 

 

 はじめに、個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連する条件を整理する。個別の指導

計画・個別の教育支援計画に関して、本インタビュー調査の結果から考えられる効果的な教

職員間連携の条件は二つある。 

第一は、計画間でデータを連携させることである。これは、計画作成にかかる手間を少な

くするために、A 氏や E 氏が勤務する学校において取り組まれていた実践であった。個別

の指導計画、個別の教育支援計画、また本調査で指摘された連携型個別指導計画には、お互

いに内容が重複する項目がある。二重に同じ内容を作成するという手間を省くために、計画

間でデータを連携させ、手間を図ことが効果的であろう。 

第二は、計画を利用した教職員間のコミュニケーションの実施である。いずれの調査対象

者の勤務する学校においても、計画の作成にあたって、担任教員、特別支援を担当する教員、

特別支援コーディネーターらによる計画作成にあたっての相談や、計画を資料として活用

した面談を行なっていた。計画を媒体として、児童生徒に関わる教職員間のコミュニケーシ

ョンを図ることが重要であるように思われる。 

 

（2） 特別支援教育コーディネーターに関連する効果的な教職員間連携の条件 

 

 次に、特別支援教育コーディネーターに関連する条件を整理する。特別支援教育コーディ

ネーターに関して、本インタビュー調査の結果から考えられる効果的な教職員間連携の条

件は、支援に関する情報の発信・取りまとめ役として機能することである。 

 いずれの調査対象者の勤務する学校においても、特別支援教育コーディネーターは、支援

に関する情報の発信や、取りまとめ役として機能していた。また、多くの学校において、児

童生徒の在籍学級担任は、個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成にあたって特別支援

教育コーディネーターと相談を行っていた。学校内で、特別支援教育コーディネーターが支

援に関する情報の発信・取りまとめ役として機能することで、担任教員らは安心して支援に

取り組むことができるように思われる。 

また、子ども達への指導に関する専門的な相談は、通級指導教室担当教員や、特別支援教

室教員と行い、計画作成などの支援に伴う様々な手続きについては、特別支援教育コーディ

ネーターと相談をしながら行うなどというように、両者のそれぞれの強みを活かして、教職

員の相談を受けている学校もあった。特別な支援を担当する教員と、特別支援教育コーディ

ネーターが両者の強みを活かしながら教職員の相談にのることで、より効率的に支援に関

する疑問を解消していくことができるように思われる。 
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（3） 校内委員会に関連する効果的な教職員間連携の条件 

 

 次に、校内委員会に関連する条件を整理する。校内委員会に関して、本インタビュー調査

の結果から考えられる効果的な教職員間連携の条件は、支援方針に関する情報共有の場と

して機能することである。 

 いずれの調査対象者の勤務する学校においても、支援に関わる教職員で、情報の取りまと

めを行うための話し合いの時間を設けていた。校内委員会にて、支援に関わる情報を共有す

ることで、教職員内で、支援に関する共通認識を形成し、その後の支援に活かすことができ

るように思われる。 

 C 氏が指摘していたように、担任教員が考えていた支援方針と、学校全体で想定していた

支援方針にずれがあるという事態が発生する場合も起こりうるため、校内委員会にて、その

ような認識のずれを確実に解消することが重要であろう。 

 

（4） その他の効果的な教職員間連携の条件 

 

 最後に、いずれの支援策の範囲にも収まらない条件を整理する。本インタビュー調査の結

果から考えられる、その他の効果的な教職員間連携の条件は二つある。 

 第一は、当該児童生徒を囲む三者で、定期的に支援に関する情報をやり取りすることであ

る。当該児童生徒を囲む三者とは、在籍学級担任教員、特別な支援を担当する教員、保護者

である。この条件は、通級による指導や、特別支援教室における指導の対象となっている子

ども達に関して行うべき連携に関するものである。特別な支援の対象となっている児童生

徒については、A 氏、C 氏、D 氏、E 氏が指導を行っている、通級指導教室、もしくは特別

支援教室の全てにおいて、連絡帳などを用いた三者のやり取りを行っていた。三者全員が支

援の流れや、児童生徒の様子を、定期的に把握することで、疑問点や、アイデアなどが生ま

れた際に三者間でスムーズに共有することが行いやすいように思われる。 

 第二は、教職員間で直接話をする時間をなるべく多くとることである。第一の条件にて述

べた、連絡帳等を用いた情報のやり取りに加え、直接教職員同士で支援についての話をする

ことの重要性を意識している調査対象者が多かった。教職員同士で話をしたことから支援

のヒントを見出し、支援に活かすという流れが各所で起こることで、支援全体の質が向上し

ていくように思われる。この直接的なコミュニケーションについては、特別な指導を担当す

る教員が各校を巡回する特別支援教室制度を取り入れることで、より実施しやすくなるで

あろう。 

 

 （5） 効果的な教職員間連携の条件の整理 

 

 ここまで、インタビュー調査結果から考えられる、各支援策に関連する効果的な教職員間
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連携の条件と、いずれの支援策の範囲にも収まらない効果的な教職員間連携の条件を確認

してきた。ここまでに確認した条件を表にまとめると、以下のようになる。 

 

【表 30：インタビュー調査の結果から考えられる効果的な教職員間連携の条件の整理】 

 

 

2． 教職員間連携に関する今後の課題 

 

 次に、教職員間連携に関する今後の課題についての考察を行う。本調査の結果から導き出

される、教職員間連携に関する今後の課題を整理していく。はじめに、支援策の一つである

個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連する課題を確認する。次に、支援策の範囲に収

まらない教職員間連携の課題を整理する。最後に、先進的な支援の取り組みを実施するにあ

たっての今後の課題を確認する。 

 

（1） 個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連する教職員間連携の今後の課題 

 

 はじめに、個別の指導計画・個別の教育支援計画に関連する課題を整理する。個別の指導

計画・個別の教育支援計画に関して、本インタビュー調査の結果から考えられる教職員間連

携に関する今後の課題は、計画作成にかかる手間を小さくすることである。 

 効果的な教職員間連携の条件においても述べた通り、個別の指導計画や個別の教育支援

計画、連携型個別指導計画には、お互いに内容が重複する項目がある。A 氏や E 氏が活用

していたような、計画間でデータを連携させるシステムの導入を進めることで、計画作成に

かかる手間を少なくし、多忙な教職員にかかる負担を減らすことができるようになるよう

に思われる。第 2 章第 3 節にて整理した、小学校教員へのアンケート調査においては、こ

のような計画間のデータ連携がなされていないという回答があったため、計画間のデータ

連携を行うためのシステムを各学校に普及していくことが必要なのではないだろうか。 

関連する支援策 効果的な教職員間連携の条件

個別の指導計画・個別の教育支援計画
・計画間でデータを連携させる

・計画を理解した教職員間のコミュニケーションの実施

特別支援教育コーディネーター ・支援に関する情報の発信・取りまとめ役として機能する

校内委員会 ・支援方針に関する情報共有の場として機能する

その他
・当該児童生徒を囲む三者で、定期的に支援に関する情報をやり取りする

・教職員間で直接話をする時間をなるべく多くとる
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（2） 支援策の範囲に収まらない教職員間連携に関連する今後の課題 

 

 次に、各支援策の範囲に収まらない教職員間連携に関する今後の課題を整理する。各支援

策の範囲に収まらない教職員間連携に関して、本インタビュー調査の結果から考えられる

今後の課題は、二つある。 

 第一は、教職員間で支援について直接話をする時間の確保である。効果的な教職員間連携

の条件の項において、教職員間で直接コミュニケーションをとることの重要性について述

べた。A 氏や D 氏は、特別支援教室教員として、各校を巡回する中で、担任教員らと直接

話をする時間を確保することを意識しているが、話をしようとしている教職員と時間が合

わず、直接話をすることができない場合もあると述べていた。教職員が直接話をする時間を

確保しやすくするために、学校全体で教職員の業務に時間の余裕を生むことが求められる

ように思われる。 

 第二は、自身の子どもに障害があることを受容することに困難を感じている保護者への

対応である。これは、B 氏と E 氏の回答に言及があった課題である。E 氏のインタビュー

結果にて確認した通り、保護者にとって、自身の子どもに障害があることを受容することは

様々な感情が伴うものであるため、教職員は保護者の心に寄り添いながら慎重に対応しな

ければならない。担任教員と特別な支援を担当する教員で協力して面談の進め方を検討す

るなど、一人の教職員で対応するのではなく、複数の教職員の視点を合わせて慎重に対応す

ることが重要であろう。 

 

（3） 先進的な支援の取り組みを実施するにあたっての今後の課題 

 

 最後に、調査対象者が勤務する学校において取り入れられていたような、先進的な支援の

取り組みを実施するにあたっての今後の課題をまとめる。本インタビュー調査の結果から

考えられる、先進的な支援の取り組みを実施するにあたっての今後の課題は、二つある。 

 第一は、人員と環境の整備である。これは、特別支援教室を導入するにあたって特に考慮

すべき課題である。A 氏や D 氏が指摘していた通り、特別支援教室制度は各学校にて支援

を行うことで、従来よりも、より多くの子ども達に支援を届けやすくなるというメリットが

る。しかし、それに伴い、巡回指導を行う教員の数や、各校の特別支援教室の環境を整備す

る必要があり、A 氏と D 氏は現在、この整備が追い付いていないと捉えていた。特別支援

教室制度を効果的に運用していくために、人員と環境の整備を推進する必要があるように

思われる。 

 第二は、組織だった支援制度を構築するにあたり、支援を行うにあたって手間や所要時間

がかかりすぎてしまっている箇所がないか配慮することである。これは C 氏が指摘してい
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た課題である。組織だった支援体制を構築することは、支援の流れが明確になるため、望ま

しいことであるが、そのことにこだわるがあまり、支援を行うにあたって手間や時間がかか

りすぎてしまうことがないように配慮することが重要である。また、連携型個別指導計画に

ついても、在籍校も計画の作成に関わるという支援体制を構築するための手段として画期

的な方法ではあるけれども、計画内容が支援を行うにあたって必要な情報をカバーしきれ

ていないという声も挙がった。連携型個別指導計画を導入するということは、その分手間が

増えることになるため、かける手間に見合った効果が得られるように、計画内容を構成する

ことが求められるのではないだろうか。 

 

 （4） 教職員間連携に関する今後の課題の整理 

 

 ここまで、インタビュー調査結果から考えられる、教職員間連携に関する今後の課題を確

認してきた。ここまでに確認した課題を表にまとめると、以下のようになる。 

 

【表 30：インタビュー調査結果から考えられる教職員間連携に関する今後の課題の整理】 

 

 

  

関連する項目 教職員間連携に関する今後の課題

個別の指導計画・個別の教育支援計画 ・計画作成にかかる手間を小さくすること

支援策の範囲に収まらない教職員間連携
・教職員間で支援について直接話をする時間の確保

・自身の子どもに障害があることを受容できていない保護者への対応

先進的な支援の取り組みの実施

・人員と環境の整備

・組織だった支援制度を構築するにあたり、支援を行うにあたって手間や所要時間が
　かかりすぎてしまっている箇所がないか配慮すること
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第 4 章 本論文のまとめと残された課題 

 

 第 3 章では、先進的な支援の取り組みを実施している、東京都目黒区・北区の小中学校教

員 5 名へのインタビュー結果をまとめた。5 名それぞれが、通常学級における発達障害を持

つ子ども達への支援に関して様々な工夫を行っており、それらを踏まえ、効果的な教職員間

連携の条件と、教職員間連携に関する今後の課題についての考察を行った。 

 これを踏まえ本章では、本論文のまとめを行い、それを踏まえ、通常学級における発達障

害児支援を行うにあたっての教職員間連携について、残された課題を整理していくことと

する。はじめに、本論文において明らかになったことを整理する。次に、本論文において明

らかになったことを踏まえ、効果的な教職員間連携についての考察を行う。最後に、本論文

において明らかにすることができなかった課題を整理する。 

 

第 1 節 本論文において明らかになったことのまとめ 

 

 はじめに、本論文において明らかになったことを整理する。 

 本論文は、通常学級に在籍する発達障害を持つ子ども達に注目し、子ども達一人ひとりに

合った支援を行うための方法を考えることを目的に設定して論を進めてきた。その中でも、

教職員間の連携に注目し、教職員が密に連携を行いながら発達障害を持つ子ども達に対し

てより良い支援を行うための方法について考えてきた。 

 第 1 章では、通常学級における発達障害児支援の現状を整理した。通常学級において、発

達障害を持つ子ども達が直面し得る困難の多くは、その子の持つ障害特性と学級内の諸要

素のミスマッチから生じていることが多く、その子の特性を理解し、特性に合わせた支援や

配慮を行っていくことが重要であるということが明らかになった。また、通常学級において

行われている支援策として、「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、「特別支援教育コー

ディネーター」、「校内委員会」に注目し、いずれの支援策においても、教職員間の連携が支

援策を機能させるにあたっての鍵であるということを確認した。 

 第 2 章では、この教職員間連携の課題を明らかにするために、先行文献研究と、小学校教

員 3 名へのアンケート調査を行った。その結果、「個別の指導計画・個別の教育支援計画」、

「特別支援教育コーディネーター」、「校内委員会」のそれぞれについて、教職員間連携の課

題が複数明らかになり、特徴ごとにそれらの課題を類型化して整理した。明らかになった各

支援策に関連する課題を整理すると、以下の表のようになる。 
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【表 31：各支援策に関連する教職員間連携の課題の整理】 

 

 

 第 3 章では、このような課題を踏まえ、効果的な教職員間連携を行うための条件を明ら

かにするために、先進的な支援の取り組みを実施している東京都目黒区・北区の小中学校教

員へのインタビューを行った。 

 インタビュー調査の結果、明らかになった効果的な教職員間連携の条件を整理すると、以

下の表のようになる。 

 

【表 32：インタビュー調査の結果から考えられる効果的な教職員間連携の条件の整理】 

 

 

関連する支援策 第2章にて整理した教職員間連携の課題

個別の指導計画・個別の教育支援計画

・計画作成に関する困難

・計画作成のための時間の確保

・計画の有効活用

・関係者や関係機関との連携構築

特別支援教育コーディネーター

・特別支援教育コーディネーターの多忙さ

・特別支援教育コーディネーターの専門性の確保

・特別支援教育コーディネーターの仕事内容に関する共通認識の形成

・教職員内の情報共有の困難さ

校内委員会

・時間の確保

・校内委員会を効果的に活用するための校内支援体制の構築

・有責な議論を行うための運営の工夫

関連する支援策 効果的な教職員間連携の条件

個別の指導計画・個別の教育支援計画
・計画間でデータを連携させる

・計画を理解した教職員間のコミュニケーションの実施

特別支援教育コーディネーター ・支援に関する情報の発信・取りまとめ役として機能する

校内委員会 ・支援方針に関する情報共有の場として機能する

その他
・当該児童生徒を囲む三者で、定期的に支援に関する情報をやり取りする

・教職員間で直接話をする時間をなるべく多くとる
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 一方、先進的な支援の取り組みを実践している学校にて支援に取り組んでいる調査対象

者が、教職員間連携に関する課題と捉えている点を整理すると、以下の表のようになる。 

 

【表 33：インタビュー調査結果から考えられる教職員間連携に関する今後の課題の整理】 

 

 

これらの課題は、他の学校においても特別支援教室制度等を導入するにあたり、発生し得

る課題であるように思われる。 

 

第 2 節 効果的な教職員間連携に関する考察 

 

 第 1 節にて、ここまで本論文において明らかになったことを整理した。これを踏まえ本

節では、効果的な教職員間連携に関する考察を行う。 

東京都目黒区・北区の小中学校教員へのインタビューにおいて、調査対象者 5 名全員が、

教職員間連携を機能させるための鍵として、教職員間のコミュニケーションを積極的に行

うことを挙げていた。本論文において着目した支援策である、「個別の指導計画・個別の教

育支援計画」、「特別支援教育コーディネーター」、「校内委員会」のいずれも、教職員間の十

分なコミュニケーションがなければ、支援現場において機能させることはできない。 

日ごろから、教職員同士で密にコミュニケーションをとり、子どものことや、支援方針に

ついて、活発に情報の共有を行うこと。このことが、発達障害を持つ子ども達の特性や支援

方針のヒントをつかむきっかけになり、それぞれの教職員が行う支援の質が上がっていく。

そして、行った支援の結果を踏まえ、再び教職員同士でフィードバックし合う。このように、

教職員間の密なコミュニケーションを基盤として、支援の質を向上させていくためのサイ

クルを構築していくことが、効果的な発達障害児支援を行うにあたり、必要不可欠なのでは

ないだろうか。 

関連する項目 教職員間連携に関する今後の課題

個別の指導計画・個別の教育支援計画 ・計画作成にかかる手間を小さくすること

支援策の範囲に収まらない教職員間連携
・教職員間で支援について直接話をする時間の確保

・自身の子どもに障害があることを受容できていない保護者への対応

先進的な支援の取り組みの実施

・人員と環境の整備

・組織だった支援制度を構築するにあたり、支援を行うにあたって手間や所要時間が
　かかりすぎてしまっている箇所がないか配慮すること
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このことを図にまとめると、以下のようになる。 

 

【図 6：教職員間のコミュニケーションを基盤とした支援のサイクル】 

 

 

 「教職員間で密にコミュニケーションをとることが重要である」。このことは、改めて強

調するまでもないような、教育現場における常識であるように思う。しかし、子ども達一人

ひとりが持つ障害特性は多様であり、教職員一人ひとりが持つ支援に対する考え方もまた

多様である。一つとして同じように進む支援はないことから、その時々の状況に応じた教職

員間のコミュニケーションを取らないことには、その子にとって最適な支援を行うことは

できないのではないだろうか。 

改めて、コミュニケーションの重要性を認識し、教職員間での情報の共有を密に行ってい

くことが、発達障害を持つ子ども達一人ひとりが笑顔で過ごすことのできる学校を作って

いくために、非常に重要であるように思われる。 

 

第 3 節 残された課題 

 

 前節では、本論文において明らかになったことを踏まえ、効果的な教職員間連携に関する

考察を行い、本論文の結論として、支援に関して教職員間で密にコミュニケーションをとる

ことの重要性を指摘した。 

 最後に、本節では、残された課題として、本論文において明らかになった効果的な教職員

間連携の方法を実践していくにあたり起こりうるコスト面の課題について触れる。 
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 本論文は、先進的な支援の取り組みを実施している地域として、東京都目黒区・北区に注

目し、両区の小中学校に勤務する教職員 5名を対象としたインタビュー調査結果を踏まえ、

効果的な教職員間連携の条件についての考察を行った。調査対象者の勤務する学校では、個

別の指導計画を作成するためのデータ連携フォームを利用するなど、連携を助けるシステ

ムを活用しながら、効果的な教職員間連携を行っていた。一方、複数の調査対象者が挙げて

いた課題として、人材と環境の整備が追いついていないという問題があった。 

 教職員間の連携をサポートするシステムや設備の設置と、人材・環境の整備のいずれも、

実施するにあたって非常に大きなコストのかかるものである。費用面のコストはもちろん

のこと、時間や場所といった物理的なコストがかかることが予想されるであろう。特に、人

材の整備に関しては、専門性を持った人材を育成するための研修制度の充実などを図る必

要がある。 

 これらの教職員間連携の充実にあたっての諸要素をいかに保障するか、またその際のコ

ストをいかに抑えるか、ということについては、本論文において言及することはできなかっ

た。この課題は、行政との関連性が強いものであろう。今後の課題として、引き続き追求し

ていくこととしたい。 
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