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沖縄県立総合教育センター 1年長期研修員 第 63集 研究集録 2018年３月 

〈発達障害教育〉 

高等学校における特別支援教育の校内支援体制づくり 

―既存する委員会の活用と生徒理解を深めるための取り組みを通して― 

 

沖縄県立小禄高等学校教諭 山入端 美和    

Ⅰ テーマ設定の理由 

 文科省では改正学校教育法の施行を受け、平成 19年 4月「特別支援教育の推進について（通知）」に

おいて、障害のある全ての幼児児童生徒の教育の一層の充実に向けて、特別支援教育に関する校内委員

会の設置や実態把握等、特別支援教育を行うための体制整備及び取組の必要性が求められた。 

平成 24 年に行われた「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒に関する調査結果」によると、中学３年生の通常学級に 3.2％の割合で、学習面又は行動面

で著しい困難を示す生徒が在籍し、その中には発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする

生徒がいると推測されている。また、平成 29年度学校基本調査によると、沖縄県の中学校卒業者の高等

学校等（高等学校本科・別科、高等専門学校）への進学率は 96.9％である。そのうち、中学校特別支援

学級卒業者の進学率は約 92％で、その内訳は高等学校等へ約 27％、特別支援学校高等部へ約 65％が進

学していると報告されている。これらのことから、通常の高等学校においても発達障害等の可能性があ

る生徒の在籍が推測される。 

  沖縄県立小禄高等学校（以下「本校」とする）は、「鏡の訓」（明るい心、清い心、真の心、人を愛す

る心）のもとで明朗・清廉・誠実・敬愛を校訓とし、コース制・特進クラスの特性を生かした「学力向

上」に努め、部活動等の自主的活動が活発で地域・保護者から信頼される「文武両道」の学校をめざし

ている。 

昨年度実施した生徒の実態調査において、発達障害の診断のある生徒を含む配慮を要する７名の生徒

の在籍が確認されており、特別支援教育に係る具体的な校内支援が必要な状況がある。本校では、これ

まで人権、教育相談、特別支援教育に関する３つの細目が１つの委員会に含まれており、特別支援教育

に関する校内体制が十分に機能していない状況にあった。配慮を要する生徒への共通確認や適切な指

導・支援を行うには、まず生徒の特性理解に努め、教師間での生徒理解を深めていくことが必要であ

る。そのためには、共通確認する校内委員会の機能化を図り、特別支援教育に関する校内支援体制の整

備が喫緊の課題であると考えた。 

そこで本研究では、本校の実情にあわせて既存する委員会を活用し、定期的に情報を共有する場を設

定していく。さらに、生徒の実態把握を基に教師間での情報を共有することで、校内委員会の機能化を

図っていきたい。また、本校教職員への理解・啓発活動を通して生徒理解を深めることで、協力的・組

織的な校内支援体制づくりにつながるのではないかと考え、本テーマを設定した。 

 

〈研究仮説〉 

１ 既存の組織を活用しながら定期的に共通理解をする場を設定し、生徒の実態把握を基に情報を共

有することで、特別支援委員会の機能化が図られるであろう。 

 

２ 校内研修や特別支援教育だより発行の取り組みを通して、教職員への理解・啓発活動を行うこと

で生徒理解が深まり、協力的・組織的な校内支援体制づくりにつながるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

 １ 高等学校における特別支援教育の現状について 
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「特別支援教育の推進について（通知）」（平成 19年４月文科省）では、特別支援教育を実施する

にあたり、各学校において表１に示す体制の整備及び取り組みを行う必要があるとしている。 

また「平成 27年度特別支援教育体制整備状況調

査」によると、高等学校でも年度推移の視点でみる

と整備状況は高い数値を示している一方、小・中学

校と比べると実態把握の実施率が低いと報告されて

いる（図１）。 

沖縄県においては、実態把握の実施には全国と同

様に差がみられるものの校内委員会の設置および特

別支援教育コーディネーターの指名は小中高すべて

において 100％である（図２）。 

しかし、高等学校では校

内委員会の実施回数が０回

とする学校の割合は 5.0％

（図３）、特別支援教育コ

ーディネーターによる連絡

調整等が未実施であるとす

る学校の割合は 16.7％

（図４）と報告されてい

る。さらに、池田幸枝・若

松昭彦（2017）は、「幼稚

園・小・中学校・高等学校

における校内委員会の機能

化に関する調査研究」にお

いて、「国立特別支援教育総

合研究所による特別支援教育に関する取組状況の調査結果では、『特別支援教育体制のシステムが進

んだ中、（中略）課題を抱えている学校が多い』ことを明らかにしている。この結果より、校内委員

会は設置されているが、個々の子どもたちの教育的ニーズにどのように応えていくかといった具体的

な支援方策について十分に検討する状況に至っていない学校もあることが示唆された」としている。 

表１ 特別支援教育の体制整備及び取組 

１ 特別支援教育に関する校内委員会の設置 

２ 実態把握 

３ 特別支援教育コーディネーターの指名 

４ 関係機関との連携を図った｢個別の教育支援 

  計画｣の策定と活用 

５ ｢個別の指導計画｣の作成 

６ 教員の専門性の向上 

図１ 全国・公立・学校種別・項目別実施率 図２ 沖縄県・公立・学校種別・項目別実施率 

図３ 校内委員会の実施回数 図４ 連携調整等が実施されているか 
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また、「発達障害等困難のある生徒の

中学校卒業後における進路に関する分析

結果（概要）」（平成 21年文科省）によ

ると、調査対象の中学３年生のうち発達

障害等困難のある生徒の割合は約 2.9％

であり、そのうち約 75.7％が高等学校

に進学することとしている。これら高等学校に進学する発達障害等困難のある生徒の高等学校進学者

全体に対する割合は約 2.2％であることから、高等学校に発達障害等困難のある生徒が一定数いるこ

と、特に定時制・通信制に多いと分析されている。（表２） 

 

２ 職員の特別支援教育に関する理解度の調査 

沖縄県立総合教育センター「平成 28年度調査研究報告」による

と仲本邦也（2016）は、沖縄県では、平成 18年度から「特別支援

教育」に関する研修内容が高等学校初任者研修で実施され、平成

23年度からは、沖縄県総合教育センターで発達障害の理解につい

ての研修が１日実施されていると報告している。 

このことから、高等学校の教職員が特別支援教育に関しての理解

を深める機会があるということがわかる。また、教職員の意識調査

として仲本は、県立高等学校（全日、定時、通信）の特別支援教育

コーディネーター（68名）が「自校の課題」（図５）として感じて

いることは｢障害の特性理解」が 49％で最も多く、次いで「支援体

制の共通理解」が 32％であると報告している。 

  

３ 校内支援体制について 

「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン」（平成 29年文

科省）によると、「校長のリーダーシップの下、全校的な教育支援体制を確立し、教育上特別の支援

を必要とする児童等の実態把握や支援内容の検討等を行うため、特別支援教育に関する委員会（校内

委員会）を設置する」としており、校内委員会の役割を次のように示している（表３）。 

また、校内委員会を設置するにあたっては、「各学校の実情を踏まえて設置することが大切」であ

るとし、方法としては、「①独立した委員会として新規に設置する②既存の学校内組織（生徒指導部

会等）に校内委員会の機能を持たせる」などをあげている。さらに、「校内委員会の構成員を決める

にあたっても各学校の規模や実情に応じて、学校としての方針を決め、教育支援体制を作るために必

要な者を校長が判断した上で、構成員とすること」としており、校内委員会の充実を図ることが求め

られている。 

池田ら（2017）は、「校内委員会が機能している状態とは、『校内委員会の開催日時をあらかじめ計

画して実施し（必要に応じて臨機応変に対応できるケース会議を実施する）、実施後は振り返りを行

い、改善を図るといった、運営上でのＰＤＣＡサイクルが回っていること』更には、『校内外の人と

の連携を図りながら、子どもの実態把握や具体的な支援の検討を行い、その情報を全体で共有するこ 

 

表２ 発達障害等困難のある生徒の高等学校の進学先 

図５ 自校の課題 

表３ 校内委員会の役割 

○ 児童等の障害による学習上又は生活上の困難の状態及び教育的ニーズの把握 

○ 教育上特別の支援を必要とする児童等に対する支援内容の検討 

 （ 個別の教育支援計画等の作成・活用及び合理的配慮の提供を含む） 

○ 教育上特別の支援を必要とする児童等の状態や支援内容の評価 

○ 障害による困難やそれに対する支援内容に関する判断を、専門家チームに求めるかどうかの検討 

○ 特別支援教育に関する校内研修計画の企画・立案 

○ 教育上特別の支援を必要とする児童等を早期に発見するための仕組み作り 

○ 必要に応じて、教育上特別の支援を必要とする児童等の具体的な支援内容を検討するためのケース会議を開催 

○ その他、特別支援教育の体制整備に必要な役割 
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とで、個々の教員による支援が全体での支援に広がっていること』と捉えることができる」としてい

る。これらのことから、本校の校内支援体制づくりに向け、本校の特別支援教育に関する現状を把握

するために、本校の教職員を対象に意識調査アンケートを実施した。 

Ⅲ 研究の実際 

１ 教職員の特別支援教育に関する意識調査アンケートの結果（４月） 

本校の特別支援教育に関する取り組みも踏まえた教職員の意識調査を４月に実施した。その回答率

は約 83.1％（59／71名）であった。図６はその結果である。 

特別支援教育に関する理解度を調査するためＱ１～Ｑ６では、「よく知っている」「聞いたことはあ

る」「知らない」の３択とし、「聞いたことはある」を「耳にしたことはあるものの意味を理解するま

でには至らない状況」と捉えて考察する。すると、Ｑ１～Ｑ６において約 60％以上の教職員が「聞

いたことはある」「知らない」と回答した。このことから、本校の教職員半数以上は特別支援教育に

関して十分に理解できていない現状にあるとわかった。次に、Ｑ７～Ｑ９において要支援生徒に対す

る意識を考察する。教職員 54％は要支援生徒が「いる」とし、接した際に落ち着きのなさや指示の

通りにくさ等から要支援生徒の存在を感じたと答えている。また、本校の要支援生徒への対応が充実 

 

図６ 教職員の意識調査（４月） 

＊要支援生徒は、特別な教育的支援を要する生徒を示す。 

＊ 
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「していない」「わからない」とする教職員は 61％であった。要支援生徒への対応は充実「していな

い」「わからない」と半数以上を占める一方、Ｑ９のグラフからは様々な場面で支援を行っている様

子が伺える。つまり、教職員各々が手探りの状態の中で、要支援生徒に対する何らかの支援を様々な

場面で行っていることがわかった。 

このような回答から、本校の教職員は、要支援生徒の存在を把握してはいるものの、特別支援教育

に関する知識や理解が十分でないため、要支援生徒への対応に苦慮している現状があるのではないか

と推測される（表４）。 

次は、要支援生徒に対する

校内での取り組みの現状であ

る。校内での取り組みは充実

「していない」「わからない」

とする教職員は 63％であっ

た。それから、「要支援生徒に

ついて共通理解する時間や場

（委員会）は必要か」の問い

に対して、教職員 95％が「必

要」と回答している（図７）。 

「本校における要支援生徒に

対する課題は何か」の問いに

対しては、「教師間での共通理

解や情報共有がしづらい」「ケース会議や担当者会議がない」等の回答が得られた（表５）。 

このようなアンケートの回答より、本校の教職員は①共通理解する時間や場（委員会）の設定②生

徒の特性理解③全職員による情報の共有が必要であると考えている現状があるとわかった。 

このような結果を受け、本校の校内支援体制づくりに向けて、次の３つの柱で取り組んだ。 

 

２ 校内支援体制づくりに向けた本校での取り組み 

 (1) 既存する委員会の活用 

佐々木ら（2007）の研究では、「既存の委員会を活用することで学校規模や時間的な制約を克服

する上で有効に機能することが明らかになった」と報告されている。このことを受け、本校の組織

表４ 「実際に指導や支援をして気づいたことはありますか？」（一部抜粋） 

・ボーダーの生徒がいるかもしれないということ。 

・要支援生徒だと先生各々では気づいてそれなりに対応していると思うが、教師間の連携がないので、私自身その 

対応でいいのかどうか不安です。 

・指導や支援といった場面にあたったことがなく、これから経験していくことになります。 

・一斉での指示が通じない。個別の対応が必要な時がある。 

・個別の支援を適切に行うことの大切さ。要支援生徒の進路支援の難しさ。 

・校内でのケース会議、教科担当者会議のようなものがない。あった方が担任は助かると思います。 

図７ 要支援生徒に対する校内での取り組みの現状 

表５ 「本校における要支援生徒に対する課題は何ですか？」（一部抜粋） 

・特別支援についての研修を毎年実施して理解を深めたい。 

・要支援生徒のレベル（実態把握、支援の必要性）ができていないので、どのような支援が必要なのか分からない。 

・生徒数が多すぎて担任等、一部の職員しか関わりがない。  ・全体としての取り組みがもう少しほしい。 

・担任と（教育相談）係（または委員会）との情報共有  ・教科担当との情報共有がしづらい。機会が少ない。 

・教師間の連携、要支援生徒に対する共通理解     ・情報の共有があまりできていないのではないかと思う。 

・定期的にケース会議を行い、学校生活における困り感を早目にキャッチする体制づくり 

・校内でのケース会議、教科担当者会議をつくる。 

・発達障害のある生徒について職員の共通理解を深め、指導方法を確立すること。 

・個々の生徒の支援内容を理解し、共通に支援内容を確認することや定期的なフィードバックや個々の状況について 

確認しあう、会議などを持つ等、体制や時間の確保だと思います。 
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体制の現状をふまえ、校内支援体制づくりに向けて有効に機能するための校内委員会の運営を検討

することにした。 

   ① 本校の組織体制 

本校には、各種委員会の１つに人権委員会がある。その人権委員会には「人権擁護に関するこ

と・教育相談及び保健室登校に関すること・特別支援教育に関すること」の３つの細目が含まれ

ており、これまで特別支援教育に係る生徒の話し合いが具体的に行われていない状況にあった。 

そこで、話し合いの内容を明確化し、話し合いの場や時間を設定するため、人権委員会の中で

その内容に応じた委員会名をつけ、平成 29年４月よりそれぞれ人権委員会、教育相談委員会、

特別支援委員会としてスタートしている（図８）。本校の特別支援教育コーディネーターは、教

育相談係と各学年主任が担当しているため、構成メンバーに各学年主任を明記することで分かり

やすくした。学年を問わず生徒に関わる内容であるため、学年主任との連携は欠かせない。ま

た、委員会で話し合う際、内容に応じて該当クラス担任からの情報提供も必要になってくるた

め、構成メンバーとして担任も明記している。 

② 特別支援委員会のねらい 

本校の特別支援委員会のねらいを表６に示す。特別な教育的支援が必要な生徒を本校教職員で

共通理解のもと指導・支援していくことで、「気づき」を早期にかつ組織的に共有することで、

計画的・事前的に対応していける校内支援体制づくりが図られると考えた。月１回の開催で進め

ているため、委員会当日に配布する資料の冒頭には、特別支援委員会のねらいを提示し委員会で

確認する内容や検討事項を明確化することにしている。 

 

 

 

 

 

 

③ 特別支援委員会の持ち方 

特別支援委員会は、放課後の 1時間を目安に設定し開催した。限られた時間でスムーズに話し

合いを進めていくための工夫として、①委員会レジュメ（図９）の作成と配布②話し合う内容の

明確化③時間配分の明確化を行い、特別支援委員会を実施した。レジュメは、Office365を利用

して構成メンバーへメールで事前に配布し、構成メンバーが見通しを持って特別支援委員会に参

加できるようにした。 

④ 特別支援委員会の開催月とその内容 

     これまで実施した特別支援委員会の開催月とその内容を表７にまとめた。教師間における情報

の明確化と共有化がしっかり図られるよう、話し合う内容については事前に教頭および教育相談

係と打ち合わせを行った。そうすることで、当日の委員会がスムーズに進行できると同時に話し

合う内容をより深めながら特別支援委員会を実施していくことができた。また、委員会後は話し

合った内容をまとめた議事録を作成した。その議事録は、後日、本校教職員で共通確認する上で

の提案事項ならびに情報提供として配布することにした。 

表６ 特別支援委員会のねらい 

(1) 特別な教育支援が必要な生徒の実態把握を全職員で行い、指導・支援を具体化する。 

  ＊学校全体としてのチームで見守る【情報の共有化】 

(2) 特別な教育支援が必要な生徒への指導に関して、全職員の共通理解を図る。 

  また、そのための校内研修推進を目指す。 

  ＊学校全体としてのチームで育てる【支援方法の共有化と一貫性】 

図８ 特別支援委員会の構造図 
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(2) 生徒の実態把握 

① 生徒の情報シート及び共有シートの作成と活用 

本校における要支援生徒の存在や状態を把握するために、「気になる生徒」情報共有シート（以

下「情報シート」とする）を作成した（資料 04）。情報シートは、６つの項目に対して気になる

「〇」、特に気になる「◎」とし、生徒の様子を具体的に書く欄を用意した。また、校内ＬＡＮの

共有フォルダにおいて学年・学級ごとにシートを作成し、本校の教職員がいつでも記入および閲

覧できるようにした。情報シートへの書き込み作業は、５月と 11月の２回実施し、書き込み作業

に１週間の期限を設定した。その後、各学年主任が学年用として１枚の情報シートにまとめ、特

別支援委員会で共通確認の資料として活用した。情報シートに示された６つの項目で、本校教職

員の生徒を見る視点が統一されたことにより、11月は５月よりも「気になる生徒」の数が増えて

いた。さらに、５月に名前が上がった生徒に対する他教科からの情報も寄せられる等、情報シー

トの活用は、より多角的な側面からの実態把握ができつつあるのではないかと考える。 

図９ 委員会レジュメ 

表７ 特別支援委員会の開催月とその内容 

図 10 共有シート（一部抜粋） 
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また、これまでに共有された要支援生徒を各学年でまとめた共有シートを作成した（図 10）。

このシートは、多角的な視点からその生徒の現状や変容を確認でき、最新の情報が入り次第書き

換えができるようにした。このシートによって要支援生徒がすぐに確認でき、指導・支援の早期

対応が可能になると考える。この共有シートを学年会や特別支援委員会で用いることで教師間の

共通理解や情報共有がより的確に行え、生徒理解をさらに深められると考えている。 

② セラプラスの実施（図 11） 

     SERAPLUS（以下、セラプラスとする）は、生徒の内面を３つの視点（測定領域）から把握す

ることによって、対人関係の場面で配慮を必要とする生徒を早期に見つけ、支援の糸口をつかむ

ことができるアンケートである。今年度、本校の全学年生徒を対象に５月中旬に実施された。そ

の後、各担任が結果データを三者面談時に活用できるよう、教職員へ向けて教育相談係が結果デ

ータの見方を説明した後、データをＰＤＦ化し校内ＬＡＮへ保管した。セラプラスは、先に取り

組んだ生徒の情報共有シートと併せて、生徒の実態把握をする上で貴重な情報源となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 教職員に対する特別支援教育への理解・啓発活動 

   ① 特別支援教育だよりの作成 

     ４月実施アンケートの実態をふまえ特別支援教育に関する啓発活動のため、教職員向けに特別

支援教育だより「Keep smiling」を発行している（資料 05）。その内容は、４月実施アンケートの設

問で取り上げた語句をお便りのテーマとしている。本校の教職員に対して、特別支援教育に関す

る情報がわかりやすく、読みやすくなるようテーマを月１つに絞り、文字の大きさやイラストな

どを取り入れるなどして工夫

を凝らした。これまで発行し

た毎月のテーマと内容を表８

に示した。 

また、教職員が本校におけ

る特別支援教育を学校全体で

の取り組みとして実感し、教

職員間での情報提供や共有が

より図られるよう、第４号【８

月発行】からは教職員からの

エピソード記載の企画を取り

入れた。 

② 職員研修の実施 

本校での特別支援教育についての理解をさらに深めていくため、実施にむけた企画・検討を特

別支援委員会で行い、職員研修を８月下旬に実施した。研修の内容は、事前アンケートで教職員

から取り上げて欲しい意見をもとに決定した。当日の実施要項（一部抜粋）は図 12である。本研

究の進捗状況として、高等学校における特別支援教育の現状と本校の現状（４月実施の教職員の

図 11 セラプラス（３つの視点） 

表８ 特別支援教育だより発行計画 

第 1 号【5 月】…特別支援教育について・発達障害とは？ 

気になる生徒チェック項目 

第 2 号【6 月】…発達障害（LD・ADHD・ASD）の特性と理解 

第 3 号【7 月】…特別支援教育コーディネーターの役割 

第 4 号【8 月】…高等学校での特別支援教育に関する校内委員会の役割 

第 5 号【9 月】…インクルーシブ教育システム 

第 6 号【10 月】…高等学校における通級による指導の制度化 

第 7 号【11 月】…アタッチメント（第 4 の発達障害） 

第 8 号【12 月】…本校で見つけた！特別支援教育のあれこれ－聞き取り調査－ 

第 9 号【1 月】…通級による指導 PartⅡ（12 月アンケートでのリクエスト） 
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意識調査アンケートの結果）をまとめ報告した。今後、

特別支援教育は高等学校においても必要不可欠な分野

であることを伝え、本校の校内支援体制づくりを進め

ていく上での協力を呼びかけた。 

さらに、沖縄県総合教育センター研究主事の塩川真

弓氏の『 気づきから始まる理解と支援 』と題する講

義とワークによって、専門的な立場から生徒の特性理

解について学ぶことができ有意義な職員研修が実施で

きた。研修後によせられた教職員の感想については、

次の３「職員研修後のアンケート結果」にて報告する。 

 

３ 職員研修後のアンケート結果 

職員研修後に実施したアンケート回答率は、約 54.2％

（26/48名）であった（図 13）。その回答は、特別支援教

育に関するすべての語句において、理解を深めることが

｢できた｣｢まあまあ｣できたとする肯定的な回答が 80％以

上であった。この結果より、毎月発行のお便りや特別支援

委員会の開催による効果が少しずつ表れているのではないかと考える。 

研修後の感想からは、「生徒側の気持ちを考えるきっかけになった」「問題行動を嘆くのではなく、

その背景を考えていきたい」「生徒が抱く困難さも含めて、理解することが大事｣といった 「気づ

き」の視点を持つ必要性を強く感じたとするコメントが多数よせられた。さらに、今後の教育実践で

活用していきたいことに「指示や説明は視覚的な情報とともに出す」「指示の出し方、板書、プリン

ト作成にもう少し留意していく」といった合理的配慮に関する具体的なコメントもみられた。 

また、講義の中で「授業での共通配慮事項」の実践を目の当たりにし、「本校でもそれを作成する

機会（時間）を設けて、ぜひ策定してほしい」といった前向きなコメントがあり、本校の教職員が

徐々に特別支援教育に関する理解を深めていることが分かった。今後、本校の実状にあわせて全教職

員で共通理解・共有を行い、生徒個々のニーズに応じた指導・支援へ繋げていけるようにする。 

本校で特別支援教育をより充実させていくために必要な項目を１位から３位まで選択した結果は、

図 14の通りである。項目Ｃ）教職員間の共通理解が最も多く(N=26名中 18名）、次いで項目Ｄ)教職

図 13 教職員の理解度（８月） 

図 12 職員研修実施要項（一部抜粋） 
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員間で話し合う時間の確保（N=26名中 17名）、項

目Ｅ）支援が必要な生徒の共有シート（N=26名中

13名）と続いた。項目Ｃ～Ｅの必要性を１位とし

た教職員が多いこともわかった。 

 

４ 聞き取り調査 

笹森ら（2014）の研究によると、「小中学校に比

べ、高等学校には生徒のニーズに応じた指導の蓄

積が少なく、またそのような工夫を組織的に行う

素地もない。結果として、工夫が必要であると感

じていても教師個々の取り組みに終わってしまう

場合が多く、学校を挙げての取組となりにくい。

ニーズに応じた指導・支援の工夫を学校全体で組

織的に展開するための教師間の共通確認が必要で

あろう」と報告されている。 

本校における４月調査においても「先生各々で

は気づいて対応しているが、教師間の連携がない

ので不安」とする声や職員研修後のアンケートで

実践事例を知りたいとする声が回答より得られた。それを受け、教師個々の取り組みを全教職員で共

通確認し、組織的に取り組むための校内支援体制づくりに向け、校内における教職員の配慮を要する

生徒への指導・支援についての聞き取り調査を実施した（表９）。 

本報告書には、生徒３名の中から生徒Ｃへの対応例を報告する。また、考察においては、３名の生

徒の聞き取り調査から共通する点をまとめた。 
表９ 聞き取り調査の内容 

１ 目 的：校内で指導・支援が上手くいっている事例を集約して、全教職員で共通理解・共有する。 

２ 実施方法：現担任や前担任、教科担任等へ対象生徒の様子や生徒との関わり方を中心に聞き取る。 

まず、現担任への聞き取りから始める。その後、前担任や対象生徒の得意・不得意科目の 

教科担当者へ授業の様子や配慮している事項等について、話を伺う。 

３ 対象生徒：４月に配慮を要する生徒として名前が確認され、これまで上手く指導・支援が適応してい 

るであろうと思われる生徒を各学年から１名ずつ選出する。 

４ 生徒 C への対応例（一部抜粋） 

 ※実態(４月時点)：自閉的傾向がみられ、母親もそのことを認識しているが個性として捉えている。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 考 察 

①生徒の特性理解をした学級・授業づくりをしている。 

  ・学級での居場所づくり（学級のルールを徹底する） 

  ・個に応じた指導を模索しながら実践（ノート→既成プリントへ） 

  ・生徒の話をよく聞く（相手を認める、相手の話を共感する等） 

  ・得意な分野を伸ばす指導や支援（行事の役割分担、部活動の取組方を工夫） 

②職員間の情報共有（引継ぎや連携）を行っている。 

  ・授業や部活動での様子を伝達・共有している。 ・前担任からの引継ぎ資料がある 

③特別支援教育に関する情報や知識を持っている。 

  ・前任校での経験が本校でも活かされている 

図 14 特別支援教育を充実させていくために必要な項目 

(人) 



- 11 - 

 

 Ⅳ 仮説の検証 

本研究では、「高等学校における特別支援教育の校内支援体制づくり」を目指して、校内委員会開催

の工夫や生徒理解を深めるための取り組みを行ってきた。研究仮説に基づき、４月のアンケート調査

と 12 月のアンケート調査の変容を基に、仮説を検証する（表 10、図 15）。12 月のアンケート調査の

回答率は、約 64.8％（46/71名）である。 

 

１ 研究仮説１について 

   ４月の意識調査アンケートより、要支援生徒に対して本校の教職員 95％が共通理解する時間や場

（委員会）は必要であると回答した。そこで、既存の人権委員会を活用し、特別支援教育に係る話し

合いの場を特別支援委員会として設定し、毎月定例で開催した。特別支援委員会では、委員会のねら

いを明確に示し、各項目の話し合う内容や時間の設定を確認し、情報共有シートを活用することで、

設定した時間内で共通確認を行うことができた。 

その後、12月のアンケート調査より、「クラスの生徒だけでなく、教科で関わる生徒の情報は大

切」「複数の視点からの情報を得ることができる」「支援の必要な生徒に気づくことがまず大切。情報

共有により適切な支援が可能になると思う」「教室での様子や対応がよくわかり、参考になった」「生

徒に対して情報がスムーズに共有できいいと思う」といった感想があった。 

このことにより、本校の実情にあわせ既存の組織を活用した定期的な特別支援委員会において、情

報共有シートを活用しながら情報を共有したことで、特別支援委員会の機能化が図られたと考える。 

 

２ 研究仮説２について 

   ４月と 12月に実施した教職員の特別支援教育に関する意識調査アンケートの質問項目において、

４月時点の「よく知っている」よりも 12月時点で理解を深めることが「できた」「まあまあできた」

とする割合が増加し、４月時点では「知らない」とする割合が 12月時点には減少している。特にＱ

１特別支援教育についてとＱ２発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・自閉症スペクトラム等）についての質問

においては、回答した全ての教職員が理解を深めることが「できた」「まあまあできた」と回答して

いる（図 15）。 

また、「お便りや生徒の情報共有シートは特別支援教育を理解するにあたり役立ったか」の質問に

対して、お便りでは 93％、生徒の情報共有シートでは 74％の教職員が役立ったとする回答が得られ

た（図 16）。お便りに関しては、「今後も支援が必要な生徒が普通高校にも増えてくると思うので、

色々と情報を得られて良かった」「改めて、様々なタイプの生徒が本校に在籍しているということを

感じ取ることができた」との回答もあり、本校教職員の生徒理解に繋がったのではないかと考える。 

図 15 4 月と 12 月のアンケート変容 

表 10 教職員の特別支援教育に関する意識調査アンケートの質問項目 
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これらのことから、本研究で

の取り組み(特別支援委員会の開

催、職員研修、特別支援教育だよ

り発行等)は、本校教職員が特別

支援教育に関して理解を深めるた

めには有効であったと考える。 

また、これまでのアンケート

結果より本校の教職員が必要とし

ている「共通理解する時間」の持

ち方についての意見（表 11）に

は、「学年会や教科会で時間を設

定してはどうか」とする声や「学

期に 1回は拡大学年会を実施したい」という声が多数あげられるなど、本校教職員全体による生徒の

共通確認を行う必要性を感じている状況が伺える。 

このことにより、職員研修や特別支援教育だより発行の取り組みを通し、本校教職員への理解・啓

発活動を行うことで、本校教職員の特別支援教育に関する知識や生徒理解が深まり、協力的・組織的

な校内支援体制づくりができつつあるのではないかと考える。 

Ⅴ 成果と課題 

１ 研究の成果 

(1) 特別支援委員会を月１回の頻度で開催することができ、その内容を職員会議等において本校教職

員へ情報提供することができた。 

(2) 情報共有シートの作成と活用を通して、生徒の実態把握を多角的に捉えることができ、教職員間

での情報の共有化が図られようになった。 

(3) 特別支援教育に関する意識調査アンケートと職員研修の実施、啓発資料を継続的に配布すること

で、本校教職員の特別支援教育に関する理解が深まり、前向きな変容が見られた。 

(4) 本校の教師個々の取り組みを実践事例として全教職員で共通確認したことで、生徒の特性理解を

深めることができ、教職員間のより良い連携が図られつつある。 

 

２ 今後の課題 

(1) 次年度の年間計画へ特別支援委員会を明記し、委員会の持ち方や取り組み方をより明確化させる。 

(2) 本校教職員での共通理解を図るため、生徒の情報共有シートの活用を工夫する。 

(3) 特別な教育的支援が必要な生徒に対して、全教職員による組織的な取り組みが行えるよう、校内

支援フローチャートの作成および周知を図る。 

(4) 途切れない支援がスムーズに行えるよう、校内での引継ぎおよび中学校との連携を図る。 

 

表 11 「Ｑ「共通理解する時間」は、いつ・どのように持つと良いと思いますか。」（一部抜粋） 

・学年会で話し合うのが一番なので、成績会議の前にはやるべきではないかと思う。 

・本当は困った意見がでたら学年団で共有がいいと思います。でも、時間がないことが多いですね。 

・学年会の議題として必ず「共通理解する時間」を持って頂きたい。 

・教科内で共通理解する。 

・学期に 1 回はしっかりと時間を確保して、拡大学年会を実施した方が良いと思います。 

・学期に最低 1回は必要。担任や教科担任の困り感や有効な手立てを図りたい。 

・学期毎に設定できると、やはり効果的だと感じます。 

・拡大学年会。現在これが実施できていないのでやはり必要があると感じます。 

・通級制度がはじまるなかで、学期に 1 度は持った方が良いと思う。 

・発足職員会議や夏季休業中などに、学年主任、HR担任、教科担任などで話し合い（授業中の様子などの報告）を 

設定する。 

図 16 特別支援教育だよりと生徒の情報共有シートの役立ちについて 
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