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元ＮＨＫ番組制作協力委員

元京都府内小学校・中学校 校長

元京都教育大学客員教授

元文科省[学校経営スーパーバイザー

京都市教育委員会 指導部 総合育成支援課 顧問

全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会 顧問

国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校 講師

広島市教育委員会巡回指導専門委員

京都府スーパーサポートセンター専門委員

聖ヨゼフ学園舞鶴聖母幼稚園キンダーカウンセラー

大津市教育委員会教育支援センターアドバイザー

NHK厚生文化事業団近畿支局こども発達相談会 専任講師

文部科学省ジュニアードクター育成塾 教育アドバイザー

国立舞鶴工業高等専門学校修学支援室 特命教授 後野文雄（ごのふみお）

特別支援教育士スーパーバイザー
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今の子どもの特徴（その１）

• 所属感の低下：社会の一員であるという認識が低い
自己中心的である

• 自尊感情の低下：自分に対して自信が持てない
「けなし文化」

• 人間関係の希薄化：多様な人間関係が持てない
責任や困難からの逃避傾向

• 規範意識の低下：善悪の判断ができない
「面白い⇔面白くない｣

（内閣府総務省）



今の子どもの特徴（その２）
• 集団で遊べない：コミュニケーション力の弱さ

• 話が聞けない：落ち着きがない、うろうろする、

注意集中に欠ける

・自分でできない：巧緻運動が苦手、依存性が強い

自立心が弱い

（全国国公立幼稚園長会）



３つの「たい力」

その１ 「○力」

その２ 「○力」

その３ 「○力」



教育＝education(英語）

語源（ラテン語）

・「educare」エデュカレ（養い太らせる）

「知識や技術を与える」＝教える

教

「educere」エデュケレ（能力を引き出す） 育

「素質や能力を引き出す」＝育てる



「教育」という表現は
• 「知性・技能・生活能力・道徳規範などを地道に教え
ながら育てること」

「一定以上の長期間をかけて、知性や人間性(道徳性)、
特定技能を向上させられるように教えて育てる」

「指導」という表現は、
• 「知識・技術・人格の向上などの特定の目的に
向けて、教えたり導いたりすること」

• 「短期間で特定の目的を実現するため、その目
的に関するコツを教えて導くこと」



特別支援教育とは（定義）
2003（平成１５）年、

特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議による答申「今
後の特別支援教育の在り方について（最終答申）」において定義づけ
られた。

特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障
害だけでなく、ＬＤ／ＡＤＨＤ／高機能自閉症を
含め障害のある児童生徒の自立や社会参加に向け
て、その一人一人の教育的ニーズを把握して、そ
の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又
は克服するために、適切な教育や指導を通じて必
要な支援を行うものである。



（文部科学省 平成１９年４月１日）

• 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に
向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生
徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生
活や学習上の困難又は克服するため、適切な指導及び必要な支
援を行うものである。

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけ
でなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必
要とする幼児児童生徒が在籍するすべての学校において実施さ
れるものである。

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育に
とどまらず、障害の有無やその他個々の違いを認識しつつ様々
な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるも
のであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を
持っている。

すべての子どもを支援する

特別支援教育の理念



インクルーシブ教育について
（中央教育審議会初中分科会報告：H24.7）より

• 障害者権利条約によれば、インクルーシブ教育シ
ステムとは、人間の多様性の尊重等の強化、障害
者が精神的及び身体的な機能等を最大限度まで発
達させ、自由な社会に効果的に参加することを可
能とするとの目的の下、障害のある者と障害
のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のあ
る者が一般的な教育制度から排除されないこと、
自己の生活する地域に於いて初等中等教育の機会
が与えられること、個人に必要な「合理的配
慮」が提供される等が必要とされている。



差別の解消と合理的配慮
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律」【障害者差別解消法】の概要

第１項：障害を理由とする差別の権利侵害行為の禁止

第２項：社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止

第３項：国による啓発・知識の普及を図るための取組

１，差別を解消するための措置

国・地方公共団体等、民間事業者

２，合理的配慮の不提供の禁止

国・地方公共団体等

民間事業者

※２５／６／１９ 可決・成立 ： ２８／４／１施行日

法的義務

法的義務

努力義務



合理的配慮とは何をどこまですることなのか

「特別扱い＝不平等じゃないのか？」

①合理的配慮で必要な配慮は提供しなければなら
ない。

②皆と同じにしたくてもできないから支援する

③正当な理由なしに「特別扱いはできない」という理
由で合理的配慮を拒否すること自体が差別的行為
にあたる。

特別扱い＝「ずるい」という考えは古い！

そして、その考え自体が「差別」を生みます。

京都大学学生総合支援センター准教授 舩越高樹



元長野パラリンピックメダリスト

【マセソンさんの話】

1998年長野パラリンピック、

アイススレッジスピードレース

で金３銀１の計４個のメダルを

獲得したマセソン（旧姓・松江）

美季選手。米国の大学に留学し、現在はカ
ナダで暮らしているマセソン氏が実際に感じ
た「欧米」と「日本」との「違い」とは――。



私自身は変わらないのに、場所によって
障がいの感じ方が全然違う。例えば、日本
をはじめとしたアジアに来ると、移動のし
にくさや周囲の人々の態度・視線・言動な
どから私は障がいがある「障害者」だと思
い知らされることがしばしばある。しかし
、在住のカナダでは感じないことです。と

いうことは障がいは私にあるのでは
なく、社会が作り出しているので
はないかと思うんです。」



大事なのは「モノ」ではなく

「人」
温かい心



発達障害とは（発達障害者支援法）厚労省

○LD（学習障害）⇒SLD（限局性学習症）

○ADHD(注意欠陥多動性障害）⇒注意欠如多動性障害

○ASD（自閉症スペクトラム障害）

（※）高機能自閉症・アスペルガー症候群

その他これに類する脳機能の障害であって

その症状が通常低年齢において発現するも

のとして政令で定めるものをいう。

※ DD（発達障害）⇒ NDD（神経発達症群）



LD（学習障害）の定義
学習障害とは、全般的な知的発達に遅れはな
いが、聞く、話す、読む 書く、計算する又は
推論する能力のうち特定のものの習得と使用に
著しい困難を示す状態を指すものである。
学習障害は、その原因として、中枢神経系に

何らかの機能障害があると推定されるが、視覚
障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障
害や、環境的な要因が直接の原因となるもので
はない

（文部科学省１９９９年）



ADHD（注意欠陥多動性障害）の定義
• ADHD(注意欠陥多動性障害とは、年齢あるいは発
達に不釣り合いな注意力及び、又は衝動性、多動
性を特徴とする行動の障害で
社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので
ある。
この障害は、１２歳以前に現れ、その状態が継続
し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全が
あると推定される。

(文部科学省２００３
年）

※ＡＤＨＤ・ＡＤＤなど



高機能自閉症（ASD)の定義
• 高機能自閉症とは、３歳位までに発症し、
他人との社会的関係の形成の困難さ、 言葉
の発達の遅れ、 興味や関心が狭く特定のも
のにこだわることを特徴とする行動の障害で
ある自閉症のうち、知的機能の発達の遅れを
伴わないものをいう。
また、自閉症は中枢神経系に何らかの要因

による機能不全があると推定される。
（文部科学省２００３年）

※高機能自閉症・アスペルガー症候群



４つの障害＋１
• コミュニケーション・スキルの障害
• ソーシャル・スキルの障害
• アカデミック・スキルの障害
• モーター・スキルの障害
• ＋感覚の問題



発達障害の割合（LD/ADHD/高機能自閉症等）

• 文部科学省：平成１４年１０月の調査 6.3％

平成２４年１２月 文部科学省調査
結果
小１：９．８％
小４：７．８％
中１：４．８％
中３：３．２％

あれから１０年

６．５％



特別支援教育の基本的な考え方

•特殊教育→ 特別支援教育

既製服→  注文服（個別の指導計画）

（個別の教育支援計画）
※ 指示に対して

１ 聞こえてなかったのか
２ 聞いていなかったのか
３ 言われている意味が分からなかったのか
４ 分かっているけれど、下に落ちている物を探すこと

が優先順位１番
↓

１人１人どこでつまずいているのか

《アセスメントの重要性》
特別支援教育はすべての教員のレベルアップ



【教育的ニーズとアセスメント】
特別支援教育の定義に従えば

まずは児童生徒の教育的ニーズを把握しなけ
ればならない。

教育的ニーズを正確に把握する

指導・支援において重要な意味を持つ

アセスメントの重要性



二次障害の主な症状

不登校
暴力 暴言
ひきこもり

器物破損 反抗
反社会的行動

学習意欲の低下
いじめ問題等々



“すべての子どもを支えてこそ学校である”
「気づき」から始まる理解と支援

「困った子ども」 「困っている子ども」

・子ども側の視点から学習上の課題，生活上の課題に気づく

学習者の目線



• 聞き返しが多い ・ すぐ忘れる
• 社会性に欠ける ・ 集団に入りにくい
• 整理整頓ができない 姿勢が悪い
• 知的な遅れはないが気になる
• 運動が苦手である ・ 反社会行動
• 左右が覚えられない ・ 方向感覚が悪い
• 読めない・文字や絵がうまく書けない。
• 冗談が通じない こだわりが強い
• 図ー地が混乱する 他の刺激に気を取られる。
• 語用論的障害が見られる。トラブルメーカー
• コミュニケーションが苦手

発達障害等の症状



発達障害の理解

【発達障害のある人と向き合う時のポイント】

“自分以外の人が、自分と・・・・”
• 同じモノをみている

• 同じ形に見えている

• 同じ色を見ている のではない

• 同じ明るさを感じている ことをまず

• 同じ音を聴いている 自覚する

• 同じ温度を感じている

• 同じ感情をもっている



サインを読み取ろう！！

特定の教科に課題

姿勢・鉛筆の持ち方

靴の履き方・目の動き

言葉の使い方 など



• 言語・認知機能
↑↑

• 目と手の協応動作（巧緻性）
↑↑

• 粗大運動・姿勢（重力・バランス）
↑↑

• 基礎感覚（前庭・触・固有）

感覚運動発達の階層性



児童生徒の行動特徴把握の留意点

学校のルール 先生の指示 授業規律

休み時間・登下校の行動
宿題等の家庭学習

学びの姿勢

関
連



失敗をよくする。 物をよくなくす。

忘れ物が多い。見通しが持てない。

外的刺激にすぐ気を取られる。

課題を最後までやりきれない。

手足をよく動かす。離席をよくする。

しゃべりすぎ。

質問が終わるまでに答えてしまう。

順番を待つことができない。

会話に割り込む。結果を考えずに行動してしまう。

カッとなりやすく、反省心が薄い。攻撃的・反抗的

不注意性

多動性

衝動性

ＡＤＨＤの症状



• 人との関わり方が場面に不適切で下手である。

• 場の雰囲気が読めない。

• 周囲とトラブルを起こしやすい。

• 共感性が弱い

• こだわりが強い

• ユーモア・皮肉・からかいがわからない。

ASD[自閉症スペクトラム障害]

（高機能自閉症・アスペルガー症候群）の症状

語用論の障害が見られる



瞬間・瞬間を生きるスライド型
• ADHD.ASD児等は連続性のある一本のフィルムではな

く、一つ一つの場面で成り立っているスライド。

• 叱られると「しまった」と思い反省するが次の瞬
間にはすぐ忘れる。

• 決して先生の注意を聞いていないのではなく自己コントロー
ル力の弱さのため考えるより先に行動してしまう。

障害の特性を生かした
生徒指導の在り方が必要



指導の基本（スライド型の場合）

• すぐ指導する

• 現場で指導する

• もう一度場面を再現する（再現フィルム）

• 場面を区切って（スライド型）で指導する

• 良かったところ・そうでないところを明確化
する

• どうするかを伝える。



よく使う言葉でわかっていない言葉

• ちゃんとしなさい
• きちんとしなさい
• 笑われるでしょ
• しっかりしなさい
• 恥ずかしいでしょ



肯定的で具体的な言葉かけ（人的環境づくり）

「ちゃんと聞きなさい。」→「話す人の顔を見て聞きましょう。」

「早く準備をしなさい。」→「○分までに準備をしましょう。」

「後で職員室に来なさい。」→「○時○分までに、職員室に来て

下さい。」

「早く課題を出しなさい。」→「○曜日までに、○○の課題を職

員室に出しましょう。」

「制服をちゃんときなさい。」→「シャツをズボンの中に入れましょ

う。」



「何をどうするか？具体的に話す
」

１を知って１０は？→できな
い

１を知って１は→で
きる



『失敗からは学べない』

何をどうするか 具体的に話す



自己「感情の種」を植えよう！

肯定的・・・「愛情」「独立心」

「他人を尊重する心」

自己の感情が

否定的・・「恐怖心」「不安感」

「罪悪感」「過剰な義務感」

「価値が見いだせない」



「能力をほめるか」・「努力をほめるか」

今日の注目！！ 【非認知的能力】

忍耐力・自尊感情・自己制御など

「社会的自尊感情」と「基本的自尊感情」
他者との比較によって評価 自分の中にある有能さを

されることで高まる感情 基準に評価され高まる感情



生徒指導の三機能を指導に生かす

・共感的関係

・自己存在感

・自己決定



そもそも指導場面とは
• 学習や運動・行動に対して評価される所
子どもたちが行った学習や運動・行動に対して、

適切な評価をされる所。

• 些細なことでもほめる、認められる所
「それぐらいできて当たり前」でなく取組の過程において小さな「できた」を大切に

しながら 些細なことでもほめることで自己肯定感を高める所

• 居心地がいい所

ルールが明確にされ秩序が保たれているところ

• 存在感のある所、
努力が認められ、励まされ、

大切にされていることを実感できる所



子どもが落ち着いて過ごせるために

• 指示や説明が端的で、わかりやすい。

• 口やかましくなく、話が短い。

• 子どもに多くの活動をさせている。

• さりげない「ほめことば」が多い。

• 子どもの意見を大切にしている。

• 整理整頓されている環境がある。



制御（我慢）と賞賛＋励まし
我慢して行ったことに対しては、

賞賛「ほめる」 【快の感情】

「はげまし」 【不快の感情】

「ほめる」 【快の感情】

①

②

③



関わり方の基礎

・信頼関係（ラポート）構築

・「失敗体験」を少なくする

・達成可能な目標の設定

・強制は逆効果

・衝動的な行動に巻き込まれない

・一貫性のある対応

・他の子どもとの関係を「つなぐ」

・予防的な対応



ご清聴ありがとうございました
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