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１ 特別支援教室での指導 

(1) 特別支援教室で行う指導とは 

特別支援教室の指導は、これまでも情緒障害等通級指導学級で行われてきた対象児童に対する指 

導と同様である。その目的は、在籍学級において対象児童が抱えている困難さを改善することによっ 

て、在籍学級で有意義な学校生活を送れるようになることである。この困難さとは、障害による学 

習上又は生活上の困難であり、特別支援学校学習指導要領の自立活動を参考にして指導内容を計画 

していかなければならない。 

なお、「自立活動の指導」について、平成 29年４月に公示された特別支援学校学習指導要領では、 

その目標を「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。」と示している。 

そのため、個別的な学習支援、あるいは精神疾患、家庭環境等、他の要因のみにより一斉指導が 

困難な児童は、特別支援教室での特別な教育課程に基づく指導ではなく、通常の教育課程の中で指 

導内容や方法を工夫していくことが適切である。 

 

(2) 自立活動の考え方 

自立活動の内容は、人間としての基本的な行動を遂行するための要素と、障害による学習上及び 

生活上の困難を改善・克服するために必要な要素を含んでいる。また、自立活動の内容は、個々の 

児童に必要な項目を選定し、項目相互の関連性を考慮しながら具体的な指導内容を設定する。この 

ように自立活動の指導をする際には、これら二つの要素とともに個々の児童の実態を把握し、児童 

の状態に応じた具体的な指導内容を設定することが必要である。 

なお、自立活動の指導に当たっては、成長期にある児童の実態は様々に変化するので、それらを 

見極めながら環境を整えつつ、指導内容・方法の創意工夫に努め、児童の自立と社会参加の質の向 

上につながる指導を進めることが必要である。 

 

(3)  障害に応じた特別な指導とは 

障害に応じた特別な指導については、平成 28年 12月 9日に公布された「学校教育法施行規則第百

四十条の規定による特別の教育課程について定める件の一部を改正する告示」（平成 28年文部科学省

告示第 176号。平成 30年 4 月 1 日施行）により、指導の内容の趣旨が明確化されたことに留意する

必要がある。 

  改正前ただし書（「ただし、特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を補充する

ための特別の指導を含むものとする。」）も、「障害による学習上又は生活上の困難を改善又は克服す

る」という通級による指導の目的を前提としつつ、特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教

科の内容を取り扱いながら指導を行うことも可能であることを明示する趣旨であったが、単に各教

科・科目の学習の遅れを取り戻すための指導など、通級による指導とは異なる目的で指導を行うこと
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ができると解釈されることのないよう規定を改め、その趣旨が明確化されたものである。 

本改正の趣旨を踏まえ、各学校が通級による指導を教科等の内容を取り扱いながら行う場合にも、

障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服する目的で行われるよう十分留意する必要が

ある。 

 

 

２ 個別の教育支援計画（学校生活支援シート）及び個別指導計画の作成と活用 

(1) 巡回指導教員と在籍学級担任等との協働による指導の充実 

特別支援教室での特別な指導の目的を達成するためには、巡回指導教員と在籍学級担任等が協働し

て指導に当たることが重要である。 

これまで、通級指導学級と在籍学級は別の学校に設置されていることが多かったため、このような

協働関係を構築することが難しかった。しかし、対象児童が在籍する全ての学校に巡回指導教員が巡

回する新たな特別支援教室の方式では、巡回指導教員と在籍学級担任等が、定期的に会うことができ、

情報や認識の共有が格段に図りやすくなる。このような利点を生かすことによって、指導に一貫性を

持たせやすくなり、対象児童が在籍学級で抱えている困難さを改善するための効果的指導を実施する

ことができる。一方、特別支援教室の指導に当たっては、自校の特別支援教室を利用することが原則

であるが、他校での指導も一部併せて実施することが効果的な場合がある。この場合であっても、他

校の特別支援教室が拠点・巡回校グループ内であれば、巡回指導教員が巡回する際に、当該児童の情

報交換が可能であるので、自校で指導を受けている児童と同様に教員間の連携が図られる。 

協働して行う指導をより効果的にするためには、特別支援教室での指導と在籍学級での指導が、相

互に関連する実効性のあるＰＤＣＡサイクルを構築する必要がある。巡回指導と在籍学級での指導が

相互の関連を深めるためには、学校生活支援シートと個別指導計画を巡回指導教員と在籍学級担任等

が協働で作成し、活用することが不可欠である。 

   なお、巡回指導教員と在籍学級担任等が連携するに当たり、円滑かつ十分に実効性ある形で連携が

進むよう、在籍校の特別支援教育コーディネーターが、連携状況を適宜確認するとともに、必要に応

じて各自の役割についての共通理解を図ったり、打合せの機会を設定するなど、積極的に関与するこ

とが求められる。 

  また、特別支援教室に配置される特別支援教室専門員は、巡回指導がない日には在籍学級を回り、

対象児童の様子を記録し、巡回指導教員に報告する役割や、在籍学級担任のほか、当該児童に関係す

る複数の教員との連絡調整を担う。このように、巡回指導教員と在籍学級担任等との連携における仲

介役を果たすため、特別支援教室専門員は、巡回指導教員、在籍学級担任等の打合せに同席し、常に

共通理解を図っておくことが不可欠である。 

 

(2) 学校生活支援シートの作成 
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新学習指導要領では、「特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については、

個々の児童の実態を的確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用す

るものとする。」（小学校学習指導要領総則）となっており、特別支援教室での指導を受ける児童には、

必ず作成する必要がある。 

学校生活支援シートとは、従来からある個別の教育支援計画の意義に加え、入学時や進級・進学時

の引継ぎの際、有効に活用することを一層明確にしたものである。 

学校生活支援シートの作成と活用は、必ず保護者の了解を得て行う必要がある。このため、学校生

活支援シートの作成に当たっては、早い段階から保護者の参画を求め、保護者とともに作成するとい

う姿勢が重要となる。また、学校生活支援シートを小学校から次の進学先へ引き継ぎ、乳幼児期から

学校卒業後までの一貫性のある支援を行うことが重要である。 

  

【「学校生活支援シート」作成例（抜粋）】 

 

２  現在のお子さんの様子（得意なこと・頑張っていること、不安なことなど） 

・新しい学習や活動への抵抗感が強く、分からないこと、うまくできないことへの不安感が大きい。不安

を感じると行動を先に進められなくなることがある。 

・集団生活への不安や緊張から、学校から帰ると家庭で感情を爆発させることがある。 

・友達と仲よくしたい気持ちがあり、休み時間や放課後は友達と遊んでいることが多い。 

・ゆっくりだが、まじめに最後までがんばることができる。 

 

３ 支援の目標 

◎学校や家庭で、安定した生活を送れるように支援をしていく。 

学校の指導・支援 家庭の支援 

○学校での不安感を少なくするために 

・新しい活動の前には、どのような活動か、始まりと

終わりの時間、活動の手順などを伝えて見通しをも

たせるため、在籍学級での指導では十分でないとき

は、特別支援教室で時間をかけて理解できるように

する。 

・困ったときや分からないときに出すサインを決めて、

授業中の必要なときに支援が受けられるように、特

別支援教室でサインの意味や必要なタイミングを理

解できるようにする。 

・疲れやイライラする様子が見られたら、ゆっく

りと休めるようにする。 

・宿題や家庭での学習は無理のない範囲で少しず

つ進める。 

・家庭でも学校と同じサインを使うようにする。 

・がんばったときやうまくできたことは、家族全

員でほめる。 

 
 
 
 

１ 学校生活への期待や成長への願い（こんな学校生活がしたい、こんな子供（大人）に育ってほしい、など） 

本人から 勉強をがんばる。友達と仲よくしたい。 

保護者から 
・学校で楽しい生活を送ってほしい。 

・気持ちのコントロールができるようになってほしい。 

支援の目標を決めた後に、家族で

「家庭での支援」を検討してもらい、 

２回目の面談で聞き取り記入した。 

面談を行い、保護者の気持ち

や考えを受けとめながら作成。 

現在の児童の様子で心配な点

について聞き取り、良い面に目

を向けられるようにした。 
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４ 支援機関の支援 

在籍校 

  ○年度  ３年 ○組   担任名：○○ ○○ 

   年度   年  組   担任名： 

   年度   年  組   担任名： 

特別支援教室 

 支援機関：   ○○教室  担当者：□□ □□     連絡先： 

 支援内容： 苦手な学習の取り組み方、分からないときや不安なときの表現の仕方を指導 

 支援期間： （平成○年□月） ～ （      ） 

医療機関 

 支援機関： △△クリニック 担当者：△△ △△     連絡先： 

 支援内容： 定期的に通院。休日の過ごし方、家庭での手伝いや家族の接し方について助言 

 支援期間： （平成○年□月） ～ （      ） 

 

５ 支援会議の記録 

日時 

平成○年○月△日 

○：○○～○：○○ 

参加者：保護者、校長、副校長、担任、

巡回指導教員、養護教諭、特別支援教

育コーディネーター 

協議内容・引継事項等 

・学校・家庭での児童の様子の確認 

・当面の支援について 

日時 

平成○年□月△日 

○：○○～○：○○ 

参加者：保護者、担任、巡回指導教員、

学年主任、特別支援教育コーディネー

ター 

協議内容・引継事項等 

・家庭での様子について 

（宿題への取り組み方等について確認） 

 

(3) 個別指導計画の作成 

個別指導計画は、児童一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を行うことができるよう、

より具体的に指導目標や指導内容・方法を設定して作成する。個別指導計画の作成に当たっては、対

象児童の学校生活支援シートの内容を踏まえるとともに、小学校における通常の学級の教育課程や指

導計画等を考慮する必要がある。 

特別支援教室での指導は、在籍学級において対象児童が抱える困難さを改善するために実施するこ

とから、対象児童の障害の状態等と、対象児童の在籍学級での状況を的確に把握することが必要とな

る。このため、巡回指導教員、在籍学級担任等が協働して作成することが必要であり、さらに、指導

は家庭の理解と協力が不可欠なことから、保護者が参画する必要がある。 

なお、指導目標及び指導期間の設定における観点は次のとおりである。 

ア 指導目標は、校内委員会での検討内容や区市町村教育委員会での判定委員会で検討された当該

児童の困難性に対する具体的な目標として示す。 

イ 具体的な指導目標は、長期であっても年度末までの期間とし、評価する時期を明確にする。 

ウ 具体的な指導目標を設定する際には、指導期間内に指導の成果が見込まれるものとし、課題が

改善されれば指導の終了となることを分かるようにする。 

エ 指導目標に基づく指導計画を立案する際には、指導の初期から指導の終了を見越した計画にす

るとともに、学習成果が在籍学級や家庭での支援につながり、より効果的に課題の改善を図れる

ようにする。 

オ 比較的障害の程度が軽度の児童については、短期間での指導の終了も視野に入れた指導目標と

指導期間の設定を検討する。 

特別支援教室での指導内容を保

護者、在籍学級担任に報告し、同

様の対応をすることを確認した。 
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(4) 多様な個別指導計画の活用 

都教育委員会では、個別指導計画の書式には、従来からの書式に加え、巡回指導教員及び在籍学級

担任等との連携をより深められるように工夫をした「連携型個別指導計画」や１か月などの短期間の

目標を定め、対象児童の状況に応じたスモールステップを設定して学習を進めることができる「短期

個別指導計画」などを作成し、紹介している（『小・中学校の特別支援教育の推進のために』平成 26

年３月、http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/26tokushi_suishin.htm）。 

このような書式を効果的に用いることで、より対象児童の実態に即した指導が実施できるようにな

るとともに、児童の指導に関わる全ての教員の共通理解を図ることができるようになる。 

通常の個別指導計画は、例えば１学期間の「学習」「生活」「対人関係」等の課題の解決に向けた指

導目標や指導の手立てを書き込む。これに対し、「短期個別指導計画」は、個別指導計画で設定され

巡回指導教員 在籍学級担任 保護者 対象児童 

実 態 把 握 

指導課題・配慮事項等の選定 

協 議      情報共有 

指 導 目 標 の 設 定 

整理・検討 

個 別 指 導 計 画 の 作 成 

児童の希望の聞取り        協 議 → 共通理解 

短期的指導計画の作成（学期、月、週） 

指 導 の 実 施 

評      価 

柔
軟
に
改
善 

在籍学級での行動観

察及び家庭での様子

についての保護者から

の聞き取りにより把握 

保護者の意見を踏まえつ

つ、個別指導計画を作成す

る過程で共通理解を図る。 

評価に際しても、家庭での対象児童の変容等、保護者の意見の聴取が必要 

指導内容・方法の検討 

学校生活支援シートの作成 

意見 

聴取 
保護者の願い 

【図１２ 個別指導計画の作成の手順】 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/26tokushi_suishin.htm
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た比較的長期的な学習目標を確実に達成させるために、その中の１項目に絞ってより具体的な目標を

設定し、目標達成に向けた手立てを講じる指導計画である。「短期個別指導計画」を活用することで、

スモールステップを踏んで確実な目標達成に取り組むことができる。【図１３、図１４参照】 

児童一人一人の障害の状態等が異なることから、個に応じて目標や手立てを設定することが重要で

ある。そのため、連携する在籍学級担任等は、それぞれ異なる困難さを有している児童に対して、巡

回指導教員と連携して目標や指導内容・方法を設定することが有効である。例えば、板書の際に重要

な語句等を示すのに同じ色を用いたり四角囲みにしたりするといった方法を、各在籍学級で、統一し

て取り入れるなどの連携が考えられる。 
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連携型個別指導計画 

 

            学校            年 氏名    

在籍担任            通級指導担当  

    平成  年  月  日作成         記載者  

 

 ◎指導目標（長期目標） 

在籍学級での目標 

（１）「人間関係」相手に合わせた会話ができるようになる。 

（２）「文章の読み取り」文章全体の流れをつかみ、要旨をまとめられるようになる。 

通級指導での目標 

（１）「書くこと」必要なことを書いたり、相手に分かりやすく話したりすることができるようになる 

（２）「聞き取ること」・・・・・・・・・・・ 

 

◎短期目標と手立て、及び評価 

 ●在籍学級（期間：平成 年 月～平成 年 月）            評価（評価日） 

 

 

 

短期目標 

（１）「人間関係」・・・・・・・・・・・・  

（２）「読むこと」文章から、登場人物の気持ちの変化

を表す語を見つける。 

 

 

 

 

 

 手立て 

（１）「構造化」 ・・・・・・・・・・・・ 

（２）「視覚支援」情景を表わす絵などを用いてスト

ーリーをわかりやすくする。 

 

 ●通級指導（期間：平成 年 月～平成 年 月）            評価（評価日） 

 短期目標 

（１）「聞き取り」・・・・・・・・・・・・・ 

（２）「書くこと」自分の言いたいことをまとめて書

くことができるようになる。 

  

 手立て 

（１）「メモの活用」相手の言うことを聞きながら、

メモを取る。 

（２）「手順表」・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

例 人間関係の形成やコミュニケーションに関する目標に
は、「人間関係」などのタイトルを付し、具体的な目標
を記入する。 

例 長期目標を踏まえた短期間の目標を記入す
る。 

例 在籍学級で取り組める支援を記入する。 

例 在籍学級での目標も踏まえなが
ら、特別支援教室での指導目標
を記入する。 

例 在籍学級での目標も踏まえながら、特別
支援教室での指導目標を記載する。 

【図１３ 連携型個別指導計画】 
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短期個別指導計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指導開始から終了までの在り方 

(1) 指導開始直後の指導の在り方 

指導開始直後は、対象児童の実態を的確に把握するために、巡回指導教員は在籍学級に出向き、臨

床発達心理士等の助言を得ながら、対象児童の学級での様子を把握し、対象児童が抱える困難さの状

況や指導すべき内容を詳細に把握することになる。 

この際、対象児童の実態だけでなく、在籍する学級の状況、他の児童との人間関係等を十分に把握

し、対象児童が抱える困難さの背景や要因等を明らかにすることが重要である。 

 

(2) 指導開始初期から中期における指導の在り方 

対象児童の個別指導計画に基づく特別支援教室における指導が開始された初期は、対象児童が特別

支援教室での学習について理解し、意欲的に取り組むようになる必要があるため、個別指導が中心と

して実施されるが、児童の状況により２人又は３人の集団での指導が実施されることも想定される。

この段階では、個別指導計画に基づく具体的な指導の内容が、児童一人一人に適切であるのかを丁寧

【図１４ 短期個別指導計画】 

◆指導の形態等について 
週あるいは月に何日、何時間通級しているか、
集団指導か個別指導か、重点的な指導が必要な
領域は何か等について記入する。 

◆長期目標について 
学校で作成している個別指導計画で設定され 
ている長期目標を記入する。 

◆評価と来期の短期目標について 
短期間での指導の実施後は、目標達成度を評 
価する。 
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に見ていく必要がある。 

このため、巡回指導教員は、在籍学級担任等や保護者から対象児童の様子について聞き取り等を行

い、臨床発達心理士等の助言も踏まえ、指導内容の見直しについて検討していく。 

特別支援教室での指導が対象児童にとって適切な内容であることが明らかになり、指導開始初期か

ら中期になると、対象児童も落ち着いて指導を受けられるようになってくる。この段階に進むと、特

別支援教室での指導終了後の在籍学級での円滑な学習を想定し、より多くの児童と共に学ぶ指導形態

を取り入れることを試行する必要がある。また、特別支援教室での小集団を活用した指導だけでなく、

特別支援教室での指導の成果を検証するため、対象児童の在籍学級において、在籍学級担任等と連携

を図った指導を実施することも有効である。この際、可能であれば、保護者に特別支援教室での指導

や在籍学級での授業等を参観してもらい、対象児童の状況について共通理解できるようにすることが

望ましい。 

 

(3) 指導終了段階の指導の在り方 

特別支援教室での指導の成果により、特別支援教室での指導の終了が見込まれる場合には、巡回指

導教員と在籍学級担任等との連携により、円滑に特別支援教室での指導の時間数を段階的に減らし、

指導を終了する。 

このため、巡回指導教員は、在籍学級において在籍学級担任等と連携して当該児童の行動観察を

行ったり、当該児童や周囲の児童に指導や支援を実施したりする。巡回指導教員は在籍学級担任等に

対し、特別支援教室での指導の成果を踏まえ、在籍学級において必要となる配慮点等を明らかにして、

適切に助言することが重要である。また、特別支援教室での指導の終了後も、定期的に対象児童の状

況を観察して把握するとともに、在籍学級担任等からの相談等に対応することが重要である。 

また、特別支援教室での指導の終了に当たり、保護者に対して、今後の在籍学級において実施する

配慮等について十分に説明し、了解を得ることも必要である。 

 

 

４ 特別な指導の実践例 

  特別支援教室では、様々な児童が特別な指導を受けることになる。これらの児童のうち、多くの場 

合は、学年、発達段階、指導目標、指導内容・方法等の中から、共通点の多い児童が同じ時間に特別 

支援教室に行き、指導を受けることが想定される。 

  以下に特別な指導の実践例（概要）を示す。 

 

(1) 自立活動の指導 

 ア 漢字の読み書きが困難な児童への指導 

（ア） 児 童 ： 児童Ａ（高学年）、児童Ｂ（高学年） 
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     児童Ａ ： 漢字の読みが困難及び漢字の線、点などの構成要素の記憶が困難である。 

           算数で新たな解法を指導すると、混乱してしまう。 

     児童Ｂ ： 以前に学んだ漢字を想起することが困難である。 

           数字を量として認識することや、算数の問題文をイメージ化して理解すること

が困難である。 

 （イ） 指導者 ： 巡回指導教員１人 

 （ウ） 指導概要 

 児童Ａ 児童Ｂ 

本時の目標 

・既に学んだ漢字の読み方や書き方を繰

り返し学び、定着を図る。 

・ヒントを基に割り算の計算ができる。 

・分数の考え方を理解できる。 

・既に学んだ漢字をヒントに基づき思い

出せる。 

指導の展開 

【導 入】２人の児童にそれぞれ、本時の学習課題を把握させる。 

【国 語】 

・既に学んだ漢字のカードを次々と示し、

児童に繰り返し読ませる。 

・漢字のかたちを覚えるためのカルタを

使い、漢字の構成を学ぶ。 

 

【算 数】 

・式の中の「虫食い」の部分に数字を入

れ、式を完成させながら、割り算の考

え方を理解する。 

・生活の中の体験を基に、割り算の立式

をする。 

【算 数】 

・割り算の練習 

 （解が整数の割り算、少数の割り算、 

  余りのある割り算) 

・ピザの絵を使って分数を理解する。 

 

 

【国 語】 

・語呂合わせや、身近なものに関連付け

ながら漢字を覚える。 

 

 

【まとめ】指導終了時にお互いの前で、児童Ａは覚えた漢字のこと、児童Ｂはピザの

絵を使って分数の考え方について、発表する。 

指導の評価 

・漢字学習終了時の確認テストでは、前

回よりも覚えている漢字が増えた。 

・簡単な内容であれば、体験を基に割り

算の式を立てられた。 

・1/2、1/3、1/4、1/6 については、絵を

用いて表すことができた。 

・自分で漢字の形に合わせて、語呂合わ

せの言葉を考えることができた。 

複数の児童を

指導する際の

留意点 

・２人の児童のそれぞれが、苦手なことを抱えているのは自分だけではないというこ

とを理解することを通じて、他者に対する共感を得るとともに、自己理解を深めら

れるようにする。 

・個別の課題ではあるが、相手との比較にならないようにするとともに、児童にも相

手の努力に意識を向けさせるようにする。 

  

イ 在籍学級の授業進度についていけない児童への指導 
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（ア） 児 童 ： 児童Ｃ（高学年）、児童Ｄ（高学年） 

     児童Ｃ ： 漢字の読みや意味を正しく理解できていないことがある。 

           教科書を流ちょうに読むことが難しく、授業進度についていけない。 

     児童Ｄ ： 前の時間の学習内容を忘れてしまっていることが多い。 

           教科書の内容を正しく理解できていないことが多い。 

 （イ） 指導者 ： 巡回指導教員１人 

 （ウ） 指導概要 

 児童Ｃ 児童Ｄ 

本時の目標 

・在籍学級の授業進度を先取りして、あ

らかじめ教科書を正しく読み、大まか

な内容を理解する。 

・既に学んだ教科書を使って復習し、内

容の定着を図る。 

指導の展開 

【導 入】２人の児童にそれぞれ、本時の学習課題を把握させる。 

【算 数】苦手な内容の復習 分数と小数のかけ算 

【社 会】 

「オリンピックの開催」について 

・教科書の音読 

・読めない漢字のルビ振り 

・語句の意味の確認 

【社 会】 

「日本国憲法の制定」について 

・国民主権 

・基本的人権の尊重 

・平和主義の意味の確認 

【まとめ】指導終了時にお互いの前で、児童Ｃは教科書の音読をし、児童Ｄは日本国

憲法の基本的な原則の内容を発表する。 

指導の評価 

・一度目は読み飛ばしていた漢字にルビ

を振ることにより、読みとおせるよう

になった。 

・日本国憲法の基本的な原則について、

理解を深め、具体的例を挙げることが

できた。 

 
 

 ウ 状況に応じた言動を行うことが難しい児童への指導 

（ア） 児 童 ： 児童Ｅ（低学年）、児童Ｆ（低学年） 

     児童Ｅ ： 色々な物事に興味をもって積極的に取り組もうとする反面、周囲の物事が気にな

り、課題に集中することが難しい。 

質問に正対して答えたり、状況に応じて会話したりすることに課題がある。 

     児童Ｆ ： 全般的に、自信をもてず、声が小さくなる傾向がある。 

著しく自信がもてない場面では、かたくなになり、行動できなくなる。 

 （イ） 指導者 ： 巡回指導教員１人 

 （ウ） 指導概要 
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 児童Ｅ 児童Ｆ 

本時の目標 
・状況を理解して、状況にふさわしい言

動ができる。 

・状況にふさわしい言動を確認して、行

える。 

指導の展開 

【導 入】朝起きてからの行動など、直近で身近な事柄について児童同士が質問

し、答える。 

【展 開】 

・椅子を向かい合わせにして円形に座る。 

・指導者も加わり、じゃんけんや話合いで、鬼になる人を一人決める。 

・鬼の分の椅子を除き、ゲームを始める。 

・鬼は他の人を観察し、他の人に当てはまる事柄を考えて言う。 

・鬼の言った事柄に当てはまる人が立って鬼とともに席を移動する。 

・空いている椅子に座るが、座れなかった人は鬼になる。 

というルールで、時間を決めて繰り返す。 

［留意点］ 

・ルールの把握ができているか、確認しながら行う。 

・鬼に対して、相手を傷付けないように考え、また、できるだけ相手の良いとこ

ろを見付け、言葉を選んで言うように指導する。 

【まとめ】ゲームでは、相手が傷付くようなことを言わなかったか。良いところ

を見付けられたかについて、振り返り、発表し合う。 

指導の評価 

・指導者が想定した状況に応じて、ふさ

わしい行動を考え、発表することがで

きた。 

・その時々の状況に応じ、どういうこと

を言うと、相手が喜ぶのかといったこ

とを理解することができた。 

複数の児童

を指導する

際の留意点 

・児童に相手の気持ちなど考えさせる際には、児童同士の人間関係ができている

ことが前提 

 
 

 エ 学習態勢が身に付いていない児童への指導 

 （ア） 児 童 ：  児童Ｇ（低学年）、児童Ｈ（低学年）、児童Ｉ（低学年）、児童Ｊ（低学年） 

     児童Ｇ ： 望ましい学習態勢の理解がまだ十分でないため、授業に集中し難い。 

     児童Ｈ ： 空間認知に偏りがあるため、板書内容を把握するのに時間がかかり、学習に意 

欲をもちにくい。 

     児童Ｉ ： 苛立つ気持ちを自分自身で抑えることが難しい。 

     児童Ｊ ： 望ましい学習態度や行動についての理解が乏しく、具体的な場面で適切に行動

することが難しい。 

 （イ） 指導者 ： 巡回指導教員２人 
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 （ウ） 指導概要 

 児童Ｇ 児童Ｈ 児童Ｉ 児童Ｊ 

本時の目標 

・指導者の説明を集

中して聞くこと

ができる。 

・不適切な行動を修

正できるように

なる。 

・板書を視写する

速度を上げる。 

・記憶する色板の

枚数を増やす。 

・思いどおりにな

らず、苛立った

時に、気持ちを

言葉で表すこと

ができる。 

・指導者の指摘を

受け入れ、適切

な行動に修正で

きる。 

指導の展開 

【導 入】 

本時の学習内容である「色板の記憶ゲーム（板書された様々な図形・色・大きさ

等の条件をワークシートに書き写し、ワークシートを元に条件に合った色板を取り

に行くゲーム）」の内容と、４人の児童のそれぞれに設定された目標を理解する。 

【手立て】 

・カードを使って、

説明を聞く自分

の姿勢など、学習

態勢を即時的に

評価できるよう

にする。 

【手立て】 

・ワークシートと

同じ配置で板書

する。 

・具体物をイメー

ジしながら書き

写すようにさせ

る。 

【手立て】 

・カードを使って、

感情の起伏を抑

えた行動ができ

ているかを即時

的、視覚的に評

価できるように

する。 

【手立て】 

・カードを使って、

今、行うべき行

動ができている

かを即時的、視

覚的に確認でき

るようにする。 

【まとめ】指導終了時にできたこと、努力したことを発言させ、お互いに励まし合

えるようにする。 

指導の評価 

・自分の学習態勢に

意識を集中させ

ることによって、

手いたずらやお

しゃべりが減り、

指導者の説明を

良い姿勢で聞け

るようになった。 

・板書とワークシー

トとの位置関係

が把握しやすく

なり、板書視写の

取り掛かりが早

くなった。 

・助言を生かし、記

憶できる枚数が

増えた。 

・うまくいかない

場面があって

も、「悔しい」等

の言語で表現す

ることで、気持

ちを切り替えら

れた。 

・ワークシートの

書き間違いに対

し、発見できた

ことを喜び、進

んで消して直せ

る よ う に な っ

た。 

 
 

(2) 在籍学級担任と連携した指導 

  今後は、①在籍学級において、実際に対象児童が苦慮する場面を把握し、②特別支援教室において、

その場面を振り返ることによる指導を行い、③その成果に基づいて、在籍学級における実際の場面の

困難さが改善されるように、在籍学級担任と連携して指導する、といった取組が実施しやすくなる。

このような取組を効果的に取り入れ、指導がより効果的になるようにする必要がある。 

 

(3) 特別支援教室における巡回指導の実施による成果 
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  対象児童の在籍校で巡回指導を実施することで、在籍学級担任との連携が図りやすくなり、指導が

効果的になった。以下は、モデル地区からの巡回指導による成果についての報告の一例である。 
  

立ち歩きや教室からの飛び出しが多かった児童が、特別支援教室において授業中の適切な行動に対し

てポイント(「自席で読書をしたら○ポイント」等)を付ける指導を行った。在籍学級担任と連携してポイント表

を付け始めたところ、授業中に着席して 45分過ごせることが増えた。 

意にそぐわないことがあると、机の下に隠れる等の行動がある児童が、特別支援教室において適切な援

助の求め方とルールブックの活用を指導したところ、在籍学級での机の下に隠れる等の行動が減ってきた。 

人との関わりが苦手な児童に対し、特別支援教室で周囲に助けを求める「ＳＯＳ段階表」の活用を指導し

たところ、在籍学級担任に助けを求めやすくなり、不安感を軽減できた。 

声が小さい児童に、特別支援教室において、視覚的な教材を用いて適切な声の大きさに気付かせ、自由

に話す場面の設定を行ったところ、在籍学級でも大きな声で返事ができるようになった。 

困ったことがあっても、担任に何と言ってよいか分からなかった児童に、特別支援教室において、ロールプ

レイを交えて指導をしたところ、言い方が分かるようになり、実際に在籍学級で使えるようになってきた。 

在籍学級で気持ちのコントロールができずパニックになる児童に対し、特別支援教室でハート型の絵カー

ドを作成し、使い方を確認した。児童は、在籍学級でハート型の絵カードを見ることで、気持ちを落ち着かせ

ることができるようになってきた。  

 

 

５ 通常の学級等への教育効果の波及 

特別支援教室の導入により、巡回指導教員は在籍学級担任と連携することができ、対象児童が在籍 

学級で抱える困難さの改善を図りやすくなる。このため、より短期間に対象児童は、特別支援教室の 

指導を終了し、在籍学級のみで他の児童と共に学ぶことが期待できる。対象児童の学級での生活が安 

定することにより、他の児童も学習に集中でき、学級運営の安定化が図られる。 

また、これまで通級指導学級の設置のなかった小学校に、特別支援教室が設置され、巡回指導教員 

が週に数回、臨床発達心理士等が月に一回程度、巡回するようになる。これにより、在籍学級担任は、 

巡回指導教員や臨床発達心理士等から、児童の状況の把握に基づく児童一人一人に対する配慮等につ 

いて、有効な助言を得ることができる。また、巡回指導教員は、対象児童の指導のために在籍学級や 

他の学級において、対象児童だけでなく他の児童の状況等を把握し、困難さを抱えている児童がいれ 

ば、臨床発達心理士等を有効に活用しながら、積極的に在籍学級担任を支援していく。 

 

これらのことから、これまで発達障害のある児童の指導に関して悩みを抱えていた通常の学級の担 

任及び各小学校で特別支援教育の中心的役割を担ってきた特別支援教育コーディネーターは、随時、 

臨床発達心理士等に相談ができるようになり、学級運営の安定化や学校の特別支援教育体制の整備が
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図られ、教科の指導の充実等に集中して取り組めるようになる。 

巡回指導教員や臨床発達心理士等からの助言を得ることにより、全ての教員の発達障害への理解が 

深まり、通常の学級における対応力も高まる。 
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１ 特別支援教室の学校経営方針への位置付け 

(1) 特別支援教室の導入に伴う校内体制の整備 

特別支援教室の導入に伴い、全ての小学校において、発達障害のある児童に対する指導や支援につ

いての校内体制の整備を進める必要がある。 

小学校の校長は、学校経営方針に発達障害教育についての基本的な考え方を示し、全教職員による

組織的、計画的な校内体制を構築する必要がある。 

 

(2) 校長の責務 

校長は拠点校、巡回校の別なく、通常の学級と同様に自校の特別支援教室での指導について、自ら

の責任において、自校の教育課程を編成することになる。このため、特別支援教室の教育課程の理解

を深め、児童一人一人の状況に応じた発達障害教育を推進する必要がある。 

そこで、校長は、以下のことに留意して学校経営方針を作成する。 

 
 

  【拠点校・巡回校共通】 

① 一部の教員による支援から、全教職員による支援への転換 

② 発達障害教育の理解と専門性の向上に向けたＯＪＴ及び校内研修の実施 

③ 巡回指導教員、在籍学級担任、特別支援教育コーディネーター等の協働 

④ 保護者の理解を得た学校生活支援シート、個別指導計画の作成 

⑤ 児童一人一人の障害特性に応じた教育環境の整備 

⑥ 発達障害教育についての児童や保護者への理解促進 

⑦ 児童の安全確保と対応方針の確立 

⑧ 臨床発達心理士等による指導・助言・支援の活用 

⑨ 外部の専門機関等（医療、福祉等）との連携の推進 

⑩ 特別支援教室での指導に係る特別の教育課程の編成（教育課程届の提出） 

【拠点校】 

⑪ 中長期的な視点での巡回指導教員の育成及び人事構想 

【巡回校】 

⑫ 巡回指導教員は巡回校の教員であるという意識を全教職員に徹底 
 

 

巡回指導教員には特別な指導の経験が豊富な教員もいれば、教職経験の浅い教員、特別支援教育を

担当した経験がない教員もおり、経験や専門性は様々である。そのため、拠点校においては、経験が

豊富で専門性の高い教員を、巡回指導におけるＯＪＴの実施や拠点校と巡回校との間の連携、巡回校

の特別支援教育コーディネーターとの連携等において中心的な役割を果たす立場として位置付ける

ことが望ましい。さらに、特別支援教室を安定的に運営していくために、中心となる人材として経験

が豊富で専門性の高い教員が、経験の浅い教員のＯＪＴに当たり、次期の中心人材としての活用を想
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定した育成を行えるようにするなど、中長期的な視点での人材の活用・育成を人事構想に盛り込むこ

とが不可欠である。 

なお、教職経験の浅い教員には、広い視点から児童を観察し適切な課題を見いだす力を育成するた

めに、今後、通常の学級での指導を担当できるような人事構想も必要である。 

また、巡回指導教員は拠点校が本務校になるが、巡回指導を行う日は、巡回校の教員として当該校

の職務に専念できるようにしなければならない。そのため巡回校の校長は、巡回校の全教職員に対し

て、巡回指導教員が勤務する日は、当該校の教員であるという意識を持たせることが重要である。 

発達障害教育については全ての教員が関わることから、校長は、発達障害のある児童への指導や特

別支援教室の意義等について教員の理解を促進し、指導力の向上を図る必要がある。 

 

 

２ 巡回指導教員の人事管理 

(1) 兼務発令 

巡回指導教員は、巡回校では特別支援教室における指導だけでなく、在籍学級での児童の行動観察、

校内委員会等の分掌業務、保護者対応等、様々な職務に従事することになる。このような中で、本務

校である拠点校の校長が、巡回指導教員に対して巡回校での服務管理や、個別の職務に対して命令や

指導を行うことは難しい。また、巡回校での業務における事故については、当該巡回校の校長が責任

を負うことになる。巡回校では、巡回校の校長が作成した学校経営方針に基づき指導することから、

当該巡回校の職員として校長の下で職務を行うことを明確にする必要がある。 

通級による指導の制度化に係る通達「学校教育法施行規則の一部改正等について」（平成５年１月

28 日付文初特第 278 号初等中等教育局長通達）においては、「教員が、本務となる学校以外の学校に

おいて通級による指導を行う場合には、当該教員の身分取扱いを明確にすること」とされている。さ

らに、「通級による指導の手引」においても、「各教育委員会においては、当該教員について、複数校

兼務の兼務発令を行ったり、非常勤講師の任命を行ったりするなどして、通級による指導を行う学校

における身分取扱いを明確にする必要がある」と示されている。したがって巡回指導教員について、

任命権者である都教育委員会が区市町村教育委員会の内申に基づき、拠点校を本務校とし巡回校を兼

務校とする兼務発令を行う。 

 

(2) 人事管理 

巡回指導教員は、通常、本務校である拠点校で勤務するのは限られた日となり、残りの日は巡回校

で勤務することとなる。そのため、拠点校の校長は、巡回指導教員の巡回校での指導や教室運営等の

状況を把握するため、巡回校の校長から意見聴取をするとともに、可能な限り授業観察等で実際の指

導の様子を観察することが望ましい。 

また、巡回校の校長は、自校の児童が指導を受けることから、特別支援教室における指導の指導計
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画や週案の確認を確実に行うことが必須となる。 

 

(3) 服務管理 

小学校における教員の服務管理については、服務監督権が区市町村教育委員会にあることから、各

校で適切に管理できるように取扱いを定め、学校に周知することが必要である。具体的には、出勤簿

や休暇・職免等処理簿、旅行命令簿の管理などがあるが、このガイドラインでは、モデル区市の取扱

い事例を参考として提示する（７４～７６ページ参照）。 

 

(4) 執務環境 

巡回指導教員は、巡回校で児童の指導を行うだけでなく、他の教員同様に個別指導計画や学習指導

案の作成といった業務を行わなければならない。そのため、机やパソコンといった執務環境を整える

必要があるが、教員間の連携を図るためにも、また、管理職による巡回指導教員の服務管理の観点や、

児童の指導記録等の個人情報紛失防止の観点からも、巡回指導教員用の執務室を別途用意するのでは

なく、職員室の中に巡回指導教員の執務場所を確保することが求められる。職員室に机、椅子、パソ

コン等を用意するほか、専用の下駄箱、ロッカーや出勤札を整える必要がある。 

 

(5) 給与等の支給事務 

巡回指導教員の給与、各種手当、福利厚生及び公務災害に係る事務処理については、事務の煩雑化

を防ぐためにも本務校で処理することが望ましい。 

ただし、巡回指導教員の兼務校分の旅費については、兼務校で支給金額の計算を行い、本務校で支

給することや、兼務校で発生した公務災害についても事故発生時の状況報告の資料作成等は兼務校が

行うなどの連携は必要である。 

 

(6) 通勤手当 

巡回指導教員は兼務発令に伴い、本務校及び兼務校の両方が勤務庁（旅費における在勤庁）となる。

このため、自宅から本務校及び兼務校へは通勤扱いになり、交通費については通勤手当として支給す

る。一方、本務校及び兼務校間の移動については出張扱いになるため、旅費を支給する。ただし、旅

行雑費については、在勤庁間の移動になるため、支給対象にはならない。 

また、通勤手当の認定事務は、上記(5)で提示した通り、本務校において行い、本務校の校長を所

属長とする。認定に当たっては、「通勤手当の支給について（平成 16 年３月 31 日付 15 教人勤第 321

号）」における交替制勤務者等により算出する。 

なお、算定手順等の詳細は、東京都教育庁人事部勤労課発行の「巡回指導教員に係る通勤手当算定

事務マニュアル」を参照のこと。 
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【参考】巡回指導教員の服務等について（目黒区の例） 

 

○ 身分等の取扱いについて 

（１） 巡回指導教員は、拠点校を本務校とし、巡回指導を行う児童の在籍校（以下「巡回校」という。） 

を兼務校とする兼務発令を受ける。 

（２） 巡回校において、巡回指導教員に対する命令は、巡回校校長が発する。 

 

○ 勤務等について 

（１） 連絡・調整を図るために、拠点校の全教員が原則として週１日以上は拠点校に勤務する曜日を 

設ける。 

（２） 巡回校で指導を行う日は、原則として朝から巡回校に出勤し退勤する。指導上の理由により、 

拠点校に出勤した後、巡回校に移動する場合は、自宅から拠点校は通勤、拠点校から巡回校への 

移動は出張扱いとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 出張・旅行命令及び旅費の請求は、拠点校校長が行う。 

（４） 巡回指導教員が巡回校勤務日に休暇を取得する場合は、拠点校及び巡回校に本人から連絡する。

休暇の承認は拠点校校長が行う。 

（５） 週ごとの指導計画は、拠点校管理職が管理を行うが、巡回校管理職においても確認する。 

 

○ 校務分掌について 

（１） 巡回指導教員の校務分掌は拠点校で割り振る。 

（２） 巡回校での巡回指導教員の校務分掌は、特別支援教育コーディネーター（副担当）のみとする。 

 ＊各小学校は、２名以上の特別支援教育コーディネーターを指名することになる。 

（３） 巡回校において、巡回指導教員への補教割当は行わない。 

（４） 巡回指導教員は、原則として拠点校の職員会議に出席し、巡回校の職員会議には出席しないが、

巡回校児童のケース会議や支援会議については、特別支援教育コーディネーターとして出席する。 

 

◎出勤簿は、拠点校が用意し、巡回校は出勤補助簿（用紙は同じ）を用意する。 

巡回校校長は、毎月末に写しを拠点校に送付するとともに、年度末に出勤補助簿原本を拠点校 

校長に送付する。拠点校は、送付された出勤補助簿の内容を確認し、出勤簿と併せて保管する。 

◎自宅と拠点校の間、自宅と朝から出勤する巡回校の間は、通勤となる。なお、巡回校の出勤回 

数は、通勤手当の算出のため、年度当初にあらかじめ定める必要がある。年度途中に担当校が 

変わった場合は、通勤変更届を提出する必要がある。 
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○ 学校行事等への関わりについて 

（１） 始業式、終業式、入学式、卒業式、離任式、運動会、学芸会等の行事は、原則として拠点校の 

行事に参加することとし、巡回校の行事参加については、巡回校の指導日に当たっていて、必要 

がある場合のみとする。 

   なお、拠点校や巡回校の振替休日は、特別支援教室の指導は休みとなる。 

（２） 巡回校では、特別支援教室の指導予定時間には、行事の練習を計画しないよう配慮する。止む 

を得ず行事と指導時間が重なる場合は、事前に巡回指導教員に知らせることとする。特別支援教 

室の指導時間に、急遽行事の練習が重なった場合には、児童は行事の練習に入り、巡回指導教員 

は特別支援教室の当該児童を支援する。 

 

○ その他 

（１） 巡回校では、担当の巡回指導教員の人数分のロッカーや靴箱、職員室に机・椅子を設置する。 

また、ホワイトボードや出退勤ネームプレート等巡回指導教員の動静を確認できるシステムを準 

備する。 

（２） 巡回校においても必要な作業ができるように、巡回指導教員のための校務ＬＡＮ用ＰＣを配置 

する。該当のＰＣ本体には、「巡回指導教員用」と明記する。 

（３） 巡回校の給食費の支払方法は、月ごとの口座振替か都度現金払いか、巡回校と協議の上決める。 

（４） 巡回指導教員には、１人につき１台ＰＨＳを配布する。緊急時の連絡のほか、常に携帯し、保 

護者や拠点校・巡回校からの連絡に使用する。 
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１ 巡回指導教員に求められる専門性 

(1) 巡回指導教員の専門性向上の必要性 

特別支援教室が全ての都内公立小学校に設置され、在籍校という身近な場で指導を受けることが可

能となるとともに、児童・保護者及び教職員の発達障害教育への理解が深まり、指導を受ける児童が

増加している。また、対象児童の増加により巡回指導教員が増加することが見込まれ、これまで特別

支援教育を担当したことのない教員や教職経験の浅い教員が巡回指導を担当する状況も想定される。

さらに、これまで通級指導学級を担当していた教員は、ＯＪＴの担い手としてや拠点・巡回校グルー

プの中核としての役割が期待されている。 

したがって、巡回指導教員の専門性の向上は不可欠であり、そのための研修体制等の整備が急務で

ある。 

一方、特別支援教室は全ての小学校に設置され、授業時間の多くの時間は通常の学級での授業を受

けている児童が対象であるので、小学校の通常の学級での指導形態や指導内容についても理解を深め

る必要がある。そのため、教職経験の浅い教員は、通常の学級と特別支援教室の双方の教育課程につ

いて研修が必要である。 

 

(2) 巡回指導教員に求められる専門性 

 ア 対象児童の障害の理解 

高機能自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等の障害の種類の特徴に関して、知識を深めるこ

とはもちろんであるが、児童一人一人が抱える困難さがどのような障害の特徴に起因するかを理解

するとともに、困難さを改善するための手立てを見いだすことのできる専門性が求められる。また、

対象児童の状況に応じて、どの困難さを優先して指導していくかなどに関して、判断できる専門性

が求められる。 

 イ 特別な指導を実施する教育課程に関する理解 

特別支援教室での特別な指導の目的が、対象児童が抱える困難さを改善して在籍学級の中で円滑

に学習ができるようにすることであるため、まずは、通常の学級の教育課程の十分な理解が必要で

ある。その上で、特別な指導の実施に関する小学校学習指導要領における位置付けや、特別支援学

校学習指導要領における自立活動の目標と内容に関する理解が必要となる。 

 ウ 具体的な指導内容・方法や教材・教具作成に関する能力 

対象児童の障害の理解に基づき、在籍学級での学習状況や集団参加状況の改善につながる指導内

容・方法を立案し、その指導内容・方法に応じた教材・教具を準備できる専門性が必要となる。こ

の時、指導内容・方法や教材・教具が在籍学級においても有効に活用されることが望ましい。 

また、教材作成は、特別支援教室専門員も担うことになるので、どのような目的で、どのような

教材が必要なのかを的確に伝えられなければならない。 

 エ 調整能力や相談対応力 
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特別支援教室での特別な指導は、児童一人一人の状況に応じて実施されることから、各小学校の

管理職をはじめ、関係する教職員に、指導内容・方法について説明し、理解や協力を得ていく調整

能力が求められる。また、保護者や在籍学級担任などからの相談に対して、不安等を受け止め、共

に改善を図ろうとする姿勢を引き出す力が求められる。 

 

(3) 巡回指導におけるＯＪＴの実施 

巡回指導を実施する際には、特別な指導の経験がある教員と、特別支援教育を担当したことのない

教員や教職経験の浅い教員等を組み合わせ、実際の指導場面で専門性の高い教員が他の教員に対して

指導・助言できるＯＪＴの実施体制を構築することが重要である。 

様々な専門性を有する教員によるＯＪＴの実施体制を確立することを可能とするためには、各区市

町村教育委員会において拠点・巡回校グループの編成の仕方を工夫する必要がある。さらに、区市町

村教育委員会が管内の学校での臨床発達心理士等からの対象児童の指導に関する助言を記録、分析し、

巡回指導教員に示すことで、巡回指導教員の専門性の向上を一層図ることができる。 

 

(4) 各教育委員会が実施する発達障害教育に関わる研修 

 ア 区市町村教育委員会が実施する研修 

巡回指導教員の専門性向上には、学校単位、拠点・巡回校グループ単位での研修が効果的である。

巡回指導教員には、発達障害に関する一般的な知識に加え、児童一人一人への指導に関する事例検

討等、具体的な指導内容・方法に関する研修が必要である。 

また、巡回指導教員の指導内容・方法に関する専門性を高めるためには、区市町村教育委員会が、

巡回指導教員の実践等を、保護者や通常の学級の担任、その他住民に向けて発表する機会を設ける

などの工夫が必要である。例えば、モデル区市では、当該教育委員会が巡回指導教員を講師として、

教員向け研修会や保護者向け説明会を実施している。 

さらに、巡回指導教員の巡回校での時間割や教員と相談する内容や時間を調整する能力など、巡

回校の特別支援教室を運営する力を高めるには、通級による指導の経験が豊富で拠点校の実務を中

心的に担っている主任教諭等を対象とした研修の機会を設けるなどの工夫が必要である。 

イ 都教育委員会が実施する研修 

   都教育委員会は、全都の巡回指導教員の専門性の向上に向け、東京都教職員研修センターで実施

する巡回指導教員を対象とした研修の充実を図っていく。「教科等・教育課題研修」における発達障

害教育に関わる研修については、基礎(Ⅰ)、充実(Ⅱ)、発展(Ⅲ)へと段階的に実施していく。 
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【表８ 「教科等・教育課題研修」における発達障害に関わる研修】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 特別支援学校のセンター的機能の活用 

特別支援学校のセンター的機能の活用をより効果的なものとするためには、区市町村教育委員会が

特別支援学校に対し、一つの拠点・巡回校グループに１学期間等の一定期間を定め、特別支援学校の

特別支援教育コーディネーター等が派遣されるよう計画的に依頼することが有効である。このため、

各区市町村教育委員会が特別支援教室の状況を的確に把握し、どの拠点・巡回校グループに対し優先

的に専門性向上を図るのか、どのレベルまで向上させるのか等の計画を立て、特別支援学校に対し派

遣依頼をする必要がある。さらに、区市町村教育委員会は、専門性の向上が図られた特別支援教室を

拠点にし、その成果を他の特別支援教室や在籍学級等に普及させることが重要である。 

センター的機能を活用して、例えば巡回指導の際に特別支援学校の教員の派遣を依頼し、児童一人

一人の実態の把握や、授業研究を通した個に応じた指導内容・方法、教材の在り方などについての助

言を受けることにより、巡回指導教員の専門性向上が期待できる。ただし、特別支援学校の教員は小

学校教育の専門家ではないことから、巡回指導教員自らが主体的に専門性を向上させる姿勢が不可欠

である。特別支援学校の教員には兼務発令がなされていないことから、直接児童の指導は行えず、巡

回指導教員への助言者であることに留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 

〈特別支援教育ⅠＡ〉                           対象：小・中・特 400 名 

「通常の学級における発達障害教育」         

〈特別支援教育ⅠＣ〉                           対象：小・中・特 400 名 

「特別支援教室における児童・生徒理解と指導の充実」 

〈特別支援教育ⅠD〉                           対象：小・中・高・特 200 名 

「特別支援教育の理解推進及び知的障害教育における 

指導内容・方法等の充実」 

〈特別支援教育ⅡＡ〉                           対象：小・中・高・特 400 名 

「学習障害のある児童・生徒の実態把握と授業づくり」 

〈特別支援教育ⅡC〉                           対象：小・中・高・特 600 名 

「発達障害の理解と検査結果を生かした指導計画の作成」   

〈特別支援教育Ⅲ〉                           対象：小・中・高・特 100 名 

「発達検査、知能検査を生かした指導の推進」 
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【図１５ 効果的な特別支援学校のセンター的機能の活用】 
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１ 校長・副校長のリーダーシップの強化 

特別支援教室での巡回指導の実施に伴い、各小学校の校長は、特別支援教室の運営を加えた特別支

援教育推進の取組を、学校経営方針に位置付ける必要がある。また、特別支援教室の教育課程届は、

特別支援教室を設置する全ての学校で作成し、設置者に届け出なければならない。各校の特別支援教

育の推進は、校長のリーダーシップの発揮いかんによって大きく変わると言われている（平成 29年 3

月文部科学省「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」）。

例えば、校内委員会の運営、特別支援教育コーディネーターの指名と活用、学校内外の人材活用、特

別支援学校等の関係機関との連携など、校内における特別支援教育体制の構築は、校長のリーダー

シップによるところが大きい。 

このため、都教育委員会は平成 27・28 年度の２か年で、東京都教職員研修センターにおいて小・

中学校及び高等学校の校長・副校長を対象とした悉
しっ

皆研修を実施し、学校経営の中心となる管理職と

して、発達障害教育への理解促進と、各学校における組織的な特別支援教育を推進する能力の向上を

図った。今後は、教育管理職選考合格者、校長職候補者に対して、発達障害の理解等について研修を

実施し、各職層に求められるリーダーシップの強化を継続的に図っていく。 

東京都教職員研修センターでの研修に加え、各区市町村教育委員会は、特別支援教室の導入計画、

巡回指導教員の配置や服務管理等、具体的内容について校長・副校長に周知し、リーダーシップの強

化を図っていくことが重要である。 

 

 

２ 全ての教職員の理解促進と指導力の向上 

(1) 全ての教職員で取り組む発達障害教育 

発達障害のある児童は、ほとんどの学級に在籍することが推測され、特別支援教室で特別な指導を

受ける児童は、ほとんどの時間を通常の学級で学んでおり、また、特別な指導を受けていない発達障

害のある児童は、通常の学級のみで学んでいる。このように発達障害のある児童は、巡回指導教員以

外の在籍学級担任や専科教員等の指導を受けているため、全ての教職員が発達障害への理解を深める

ことや、障害の状態に応じた適切な指導・支援が実施できることが重要である。 

 

(2) 校内での研修等による専門性の向上 

全ての教職員が発達障害教育についての専門性を高めるためには、講義形式の研修を実施するだけ

ではなく、多様な形式の研修を様々な場面で設定することが有効である。 

ア 校内研修会 

主に巡回指導教員や特別支援学校の教員等が講師となり、一般的な発達障害に関する知識に加え、

事例研究等を含めた以下の項目を盛り込んだ具体的な研修を行う必要がある。 

（ア） 発達障害のある児童の障害の特徴 
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（イ） 学校生活支援シート、個別指導計画の作成と活用方法 

（ウ） 発達障害の状態に応じた個別の指導 

（エ） 関係支援機関等の活用 

（オ） 保護者との連携 

（カ） 校内支援体制の構築と教職員間連携 など 

イ 授業研究 

通常の学級の授業研究においても、発達障害のある児童を含めた、全ての児童が興味・関心を持っ

て意欲的に学習に取り組める授業の在り方を検討することにより、発達障害のある児童への指導・

支援にもつなげていくことができる。具体的には、「授業の流れを伝える」「板書を見やすくする」

など、全ての児童にとって分かりやすい授業をすることである。また、授業後の協議会等で多くの

教員が意見交換を行うことで、発達障害教育の理解を深める一助となる。 

ウ ＯＪＴ 

巡回指導教員が通常の学級での授業観察を行う際、在籍学級担任は巡回指導教員から生徒の実態

把握の方法や、指導の手立て、教材や補助具の作り方と活用の仕方などを学ぶことができる。 

 

(3) 区市町村教育委員会が実施する研修会等 

区市町村における集合研修では、発達障害教育の今日的課題や、各区市町村の特別支援教室の導入

計画や仕組み等について研修を行い、全ての教職員の共通理解を図ることが必要である。 

 【表９ モデル区市における研修会の実施例（平成 25年度）】 

 実施状況 事業実施の成果 

目
黒
区 

①特別支援教室モデル事業の説明 

・幼・小・中学校(園)長、副校(園)長に対する説明 

（６､11､３月）各回 69人参加 

・小学校長･副校長に対する説明 

（５､６､７､11､12､１､３月） 

・教務主任に対する説明（５､12､３月）32名参加 

・特別支援教育コーディネーター、特別支援学級主任に対

する説明（５､６､７､10､３月）各回約 50 人参加 

②研修会 

・小学校長（7/11）22人参加 

・特別支援学級教員等（４､７､10､３月） 

・特別支援教育コーディネーター（６､７､10､３月） 

各回約 50人参加 

・新規着任者、全中学校、幼稚園教員に対する発達障害に

関する e-ラーニング研修の実施。262人受講 

・若手教員研修、各校１人以上の参加する集合型研修 

（４～11月、７回実施）延べ 310 人参加 

・小学校長及び７割の特別支援教育コー

ディネーターから、特別支援教室が設

置されたことによる効果として、教員

の児童理解が深まったこと、特別支援

教室担当教員との連携の時間が増えた

ことが挙げられた。６月調査に比べ、

３月調査では、成果を感じる教員が増

えた。 

・小学校管理職や教務主任、特別支援教

育コーディネーターに対して、定期的

に特別支援教室の進捗状況を伝えるこ

とにより、理解が深められた。 

・新規着任者や全中学校、幼稚園教員に

対して実施した e-ラーニング研修の

実施により、発達障害や特別支援教室

に関する理解が深められた。 

 



■ 第８章 理解促進 ■ 

 

84 
 

北
区 

 

①特別支援教室構想及びモデル事業進捗状況の説明 

・特別支援教育コーディネーター研修会（４月） 

・情緒障害等学級運営委員会及び言語障害・難聴学級運営

委員会（５月） 

・北区教育研究会特別支援教育部会（６月） 

・初任者宿泊研修（８月） 

・スクールカウンセラー連絡協議会（12月） 

・特別支援学級設置校長会及び小学校長会研修会(10月)  

②特別支援教育推進にかかる研修 

・校長研修会（11月） 

・副校長研修会（12月） 

・教員対象の研修会（３月） 

③モデル事業実施校等関係者の共通理解の促進等 

・巡回校の管理職及び特別支援教育コーディネーターに対

する特別支援教室活用に関する理解促進（４月） 

・関係校を訪問し、管理職に対して教室環境整備及び効果

的な活用に関する意見調整（７月～） 

・次年度実施校の管理職に対して、環境整備や教材等につ

いての情報提供。具体的準備の促進（12月～） 

 

①様々な機会を捉えて、モデル事業の趣

旨や、特別支援教室の取組等について

周知することにより、巡回指導未実施

校の教職員の巡回指導開始への期待が

高まった。 

 

 

 

②管理職への情報提供を積極的に行うこ

とで、各校の特別支援教育推進の土台

を固めることができてきた。 

 

③教育委員会の担当者が巡回先校に直接

訪問して状況を確認し、適宜助言をす

ることで、年度内に翌年度に向けた環

境整備ができた。 

狛
江
市 

 

①「モデル事業通信」の発行 

校長宛てに発行し、各校で回覧するなど、教職員への周

知の実施 

②特別支援教育コーディネーター連絡会の実施 

モデル事業の説明（年２回） 

③特別支援教育悉皆研修会の実施 

教職経験年数に応じ３日に分けて実施（８月） 

小・中学校の教員 237 人が参加 

 ・内容：講義・演習 

 「発達障害等の特性と児童・生徒への具体的対応」 

 ・講師：人文科学系大学教官 

 

・特別支援教育悉皆研修の実施により、

通常の学級担任の特別支援教育への理

解が進んだ。特に様々な発達障害の特

性の概要を理解することができ、指導

に生かすことができた。 

・教職経験年数の長いグループの研修に

おいて、受講者の受講意欲が高く、受

講者の特別支援教育研修に対する高い

ニーズが感じられた。 

羽
村
市 

 

①小・中学校長に対するモデル事業の進捗状況等の説明 

（定例校長会にて、４～３月、11回） 

②学校訪問による全教職員への説明 

（６～12月、全小・中学校 10校） 

③各小・中学校の校内研修の実施に向けた支援 

（研修内容への助言や講師の紹介、５月～） 

④通常の学級担任に対する講演会の実施 

（７月、４回実施）延べ 124人参加 

⑤特別支援教育コーディネーター等に対する講演会の実施

（８月）41 人参加 

⑥教員、関係機関実務担当者への説明会の実施 

（５月）56 人参加 

（２月）57 人参加 

 

 

・指導主事等の学校訪問により、特別支

援教室の概要の周知 

・校内研修の内容例示、講師手配等を支

援 

・通常の学級の担任への理解啓発の徹底 

 

 

 

・教員、関係機関実務者への説明会の実

施によりモデル事業の周知 

 

(4) 都教育委員会が実施する研修 

都教育委員会は、発達障害教育に関する理解を促進するため、管理職(候補者を含む。)研修や「教

科等・教育課題研修」の充実を図るほか、公立小・中学校の教員を対象に教職経験や担当分掌等に応
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じた研修の充実を図っていく。 

東京都教職員研修センターでは、この他に区市町村教育委員会等からの申請に基づき都教委訪問を

実施し、発達障害教育及び校内体制の構築等に関する「発達障害のある児童・生徒の理解と支援」、「特

別支援教育の理解のために」といった研修を設定している。 

 

 

３ 全ての児童の理解促進 

特別支援教室の導入により、対象児童は特別な指導を在籍校で受けることになるため、対象児童が

どのような指導を受けているのかについて、他の児童が理解しておくことは重要である。 

モデル区市では、第１学年に就学した全児童に対して、巡回指導教員による特別支援教室での体験

授業を実施した小学校がある。また、対象児童の在籍学級で、巡回指導教員が特別支援教室や発達障

害に関する授業を実施した小学校がある。 

このような取組によって、発達障害の可能性があり、特別な指導が必要だと思われていた児童が、

自分から特別支援教室で勉強をしたいと希望して、指導開始につながったという事例の報告もある。 

 

 

４ 全ての保護者と地域住民の理解促進 

(1) 通級指導学級で指導を受けている児童の保護者の理解促進 

特別支援教室の導入に際し、現在、通級指導学級で指導を受けている児童の保護者が、特別支援教

室の設置目的や巡回指導の意義について理解できるように、丁寧に説明をする必要がある。 

モデル区市では、モデル事業開始年度に区市教育委員会が説明会を開催し、事業概要や導入スケ

ジュール等の説明を行った。最終年度には、区市教育委員会の説明会のほかに、巡回指導教員が巡回

指導の状況等について、拠点校ごとに報告会や通信の発行を行い、保護者からは「在籍学級での状況

に応じた指導に変わってきた。」「子供の移動や（保護者の）送迎の負担が減った。」「在籍校で受けら

れるようになってよかった。」との報告を受けている。 

区市町村教育委員会と各小学校とが連携して保護者に説明することで、理解が促進される。 

なお、小学校での特別支援教室の指導は、原則として在籍校で受けることになるが、指導上の必要

により、在籍校以外で指導を受ける方が効果的な児童は、例外的に他校に設置されている特別支援教

室で指導を受けることも可能であることを説明することも必要である。 

 

(2) 全ての保護者と地域住民の理解促進 

発達障害教育について、各区市町村教育委員会や各小学校はその役割に応じて、都教育委員会が行

う理解促進の取組に加え、各区市町村の住民や各小学校の保護者等に対する理解促進を図っていく必
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要がある。 

区市町村教育委員会は、特別支援教室の円滑な運営に向け、地域住民の理解を得るため、特別支援

教室の概要や運営状況等について周知を図る必要がある。このため、広報誌の作成・配布や必要に応

じて説明会の開催等が有効である。 

各小学校の保護者に対しては、保護者会等の機会を利用して、特別支援教室の運営に当たっての各

学校の特色や工夫等について校長等が説明を行い、特別支援教室についての理解促進を図ることが重

要である。 

 


