
   
 

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画は、全ての小･中学校に「特別支援教室」

を設置することによって、在籍校における支援体制を整備し、発達障害の児童･生徒に

対する指導内容･方法の充実を図ることを提案しています。 

併せて、自閉症･情緒障害学級（固定学級）の計画的な配置を進めることで、通常の

学級や、特別支援教室、との役割分担を明確にした「重層的な支援体制」の確立を目指

して、発達障害の程度等に応じた教育内容･方法の充実を目指しています。 

このような取組の下、情緒障害等通級指導学級では、発達障害の児童･生徒のソーシ

ャルスキルの習得に向けた指導の研究･開発は比較的活発に行われていますが、例えば、

読み書きに障害のある児童･生徒に対する指導内容･方法は、今後の実践研究の充実が期

待される状況がありました。 

そこで、本資料では、情緒障害等通級指導学級を利用している児童･生徒の教科の補

充指導等に関する実践研究の成果を基に、特別支援教室における巡回指導や通常の学級

における学習指導にも生かすことのできる指導内容･方法を紹介します。 

また、通級指導学級を利用している知的障害を伴わない自閉症や発達障害の児童･生

徒の中には、通級による指導では学習や生活上の困難の改善が難しいと思われる児童･

生徒がいると考えられています。 

こうした状況を踏まえ、「重層的な支援体制」の整備に当たっては、自閉症･情緒障害

学級の計画的な設置が期待されるところです。そのため、本資料では、知的障害のない

自閉症の児童･生徒のための新たな教育課程の研究･開発の成果を基に、自閉症･情緒障

害学級における教育課程編成の在り方について提案しています。 

本資料が、区市町村教育委員会における読み書きに障害のある児童や自閉症･情緒障

害学級の児童･生徒に向けた指導の基底資料となり、「重層的な支援体制」の一層の整備

に資することを願っています。 

なお、本資料は、平成２３、２４、２５年度発達障害の児童･生徒の指導方法の研究･

開発事業及び自閉症･情緒障害学級の指導内容の研究･開発事業検討委員会委員の御協

力を得て作成したものであり、専門委員及び委員各位に感謝の意を表します。 
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