
大学と自治体の協働による特別支援教育の推進

１．はじめに

通常学級に在籍する特別な教育的ニーズのある

子どもたちを支援するための取り組みとして、多

くの小・中学校に特別支援教育支援員（以下、支

援員）が配置されるようになった。2007年度には

支援員21,000人相当分の250億円を地方財政措置
することを決定し、2008年には30,000人相当分（全
公立小中学校に相当）の措置を決定した（文部科

学省、2007）。支援員の役割としては、①基本的

生活習慣確立のための日常生活の介助、②発達障

害の児童生徒に対する学習支援、③学習活動、教

室間移動等における介助、④児童生徒の健康・安

全確保関係、⑤運動会（体育大会）、学習発表会、

修学旅行等の学校行事における介助、⑥周囲の児

童生徒の障害理解促進、と多岐にわたる。発達障

害を含む特別な教育的ニーズのある児童生徒に対

しての支援員の役割は、学習面や周囲の児童生徒

の障害理解促進などとして想定されている。しか

し支援員の具体的な仕事、教師との役割分担、特

別な教育的ニーズのある子どもへの効果的な支援

の実際などが明確になっていない（橋本、2011）

ことや教師との連携に課題がある（西脇、2011）

ことも指摘されている。

一方支援員に対する研修については、各自治体

において独自に研修内容等を設定し実施すること

となっている（文部科学省、2007）。したがって、

専門的知識を持たない支援員が学校で支援を行う

ことも少なくない（大内、2011）との指摘や、「専

門知識がないので子どもを前にして戸惑ってい

る」、「支援員として役に立っているかどうか自信

がない」という支援員の声が聞かれている（庭野、

2011）。また支援員の人員の確保、資質、養成など

の課題があり、独自に特別支援教員を配置したり

（荒川・船橋・室伏ら、2009）、大学と連携し支援

員の養成を行ったり（宜保・神谷・桑江ら、2009）、

自治体や大学における支援員養成講座（松浦・岩

坂・落合ら、2010）等の取り組みも見られる。

支援員を対象にしたアンケート調査（林・河

合・岩坂ら、2011）では、支援員の養成講座、教

師との連携、支援のあり方に関して支援員のニー

ズが高いとの結果となっている。また支援員の実

践報告からは、個別の指導計画を通して打ち合わ

せや情報交換を行い、同一歩調で支援を進めるこ

との必要性、学校側の要件として、個別の指導計

画を用いて対象児童の特性、目標、指導の進め方

を支援員に理解できるように説明するなど支援員

のバックアップ体制の重要性が挙げられている

（吉原・都築、2010）。さらに、支援員の効果的な

活用として山﨑（2012）は、特別支援教育におい

て連携を担う担当者の役割や、具体的な方策の提

示、それらの実行度に対する第三者からの継続的

なフィードバックの重要性を指摘している。

文部科学省（2007）の「特別支援教育支援員」

を活用するためのパンフレットには、支援員の研

修の重要性が述べられてはいるものの、法的に義

務化されているわけではなく、実施は自治体に委

ねられているのが現状である。文部科学省が示す

研修内容例を表１に示す。発達障害等の特性の理

解や対応などについては、現職の教員や特別支援
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教育コーディネーター等でも頭を悩ます項目であ

り、事前の研修はもとより、自治体における支援

員の活用に関しては、構造化した取り組みが必要

と考えられる。

表１　特別支援教育支援員に対する研修内容例

主な項目 主な内容

支援員の心構え ・学校の仕組みの理解
・学級担任との協働

特別支援教育の理念

・一人一人の興味関心を大
切にする

・成就感や達成感を重視す
る

・自己有能感を育てる

主な障害の特性の理解

・学習障害、注意欠陥多動
性障害、広汎性発達障害
（高機能自閉症やアスペル
ガー症候群）の理解

気になる行動と対応

・集団活動ができない、対
人関係がうまくとれない、
自分の席で落ち着いて活
動に取り組めない、ルー
ルを守って活動ができな
い、とても不器用である、
運動面でのぎこちなさが
ある児童生徒の対応

関係機関についての理
解

・特別支援学校、福祉機関、
大学での取り組み

文部科学省（2007）をもとに作成

このような中、筆者は早稲田大学社会連携研

究所（Relationships between Societies Laboratory;以
下RBSL）の研究員として、Ｘ年４月からＡ県Ｂ
自治体と協働で特別支援教育の推進に取り組むこ

ととなった。RBSLは2007年に発足、大学の知を
社会とつなぎ新たな価値を創造すること、大学が

持っている教育力を「社会」が活用する仕組みを

つくることを理念としている。自治体や企業、市

民団体を対象に大学が持つ知識や研究成果を積極

的に提供還元していくことを目的としている研究

機関である。

本稿ではＢ自治体との２年間にわたる活動を整

理し、自治体における特別支援教育推進の在り方

を提示することを目的とする。

２．方法

２−１　対象となる自治体

対象となるＢ自治体は2011年現在、人口約24万

人、小・中学生が約19,000人、九州北部に位置す
るＡ県の中核都市である。

Ｂ自治体の指導主事によると特別支援教育の取

り組みとして、専門機関（養護学校からの巡回相

談・専門家派遣）との連携、個別の指導計画作

成、特別支援教育に関する校内研修会の充実、全

職員による対象児への支援体制の充実などを目標

にしているとのことであった。Ｂ自治体が実施し

た2011年度調査によると発達障害の診断または疑

いのある児童生徒数は、小中学校合わせておよそ

300名であった。しかしその数は近年増加傾向に

あり、支援員の増員や巡回相談等の取り組みが実

施されている。2011年度からは支援員を増員し、

障害等により学校生活上に困難を感じている児童

生徒に対し、障害の特性を正しく理解しきめ細か

な支援を行うことを目標としている。

２−２　対象となる支援員

Ｂ自治体内の小学校に配属された支援員55名

（男性３名、女性52名）が対象である。支援員の

経験年数を図１に示す。１年目や２年目の経験の

少ない支援員が80％以上を占めている。

２年目
44%

１年目
40%

５年目
５% ４年目

７%
３年目
４%

図１　支援員経験年数
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２−３　Ｂ自治体および支援員の抱える課題

Ｘ年４月～７月にかけて週に１、２回のペース

でＢ自治体を訪問し、指導主事や職員から特別支

援教育推進に関する聞き取りを行った。その結

果、特別支援教育の進め方や支援員の活用につい

て、専門的に関わる人材が不足していることが課

題としてあげられた。また、市内の小学校を訪問

し支援員からの聞き取りを行った。支援員から

は、「特別支援教育に関する知識や経験が浅く、

子どもへの支援がうまくできているかどうか不安

である」、「研修会や講習会で子どもへの対応を学

びたい」等の意見が寄せられた。

２−４　Ｂ自治体における特別支援教育の推進

Ｂ自治体および支援員の抱える課題を改善する

ために、特別支援教育推進を支えるツールを作成

するとともに支援員研修会を定期的に実施する。

３．活動経過

Ｘ年４月～Ｘ＋２年３月までの２年間にわたる

活動を３期に分けて報告する。

３−１　第１期（Ｘ年４月～Ｘ＋１年３月上旬）

第１期における筆者の主な活動について表２に

示す。

表２　第１期の主な活動内容

期間 活動内容

Ｘ年
４月～７月

・Ｂ自治体を訪問し特別支援教育推進
に関する聞き取り調査を実施

・市内小学校を訪問し特別支援教育支
援員の活動の視察と助言

Ｘ年
８月

・特別支援教育支援員研修会の講師と
して、「発達障害児の理解と対応」等
の講義

Ｘ年
９月～ 12月

・特別支援教育推進のためのツール「子
ども支援ノート」の作成

Ｘ＋１年
１月～３月

・「子ども支援ノート」をモデル校で実
施

・「子ども支援ノート」活用に関する研
修会の実施

３−１−１　課題の整理

Ｘ年４月～７月にかけては、Ｂ自治体や小学校

を訪問し特別支援教育推進における課題の聞き取

りと助言を行った。その結果、特別支援教育推進

を支える支援員の研修や支援ツールの作成の必要

性が明らかになった。

３−１−２　支援員研修会（夏季）

支援員が特別な教育的支援の必要な子どもの特

性や対応について学ぶための研修会を実施した。

支援員研修会の実施状況を表３に示す。午前中の

研修会では、発達障害等の特別な教育的支援の必

要な子どもへのかかわり方についての講義とワー

クを行った。具体的には、発達に偏りのある子ど

もたちの問題行動が生じるメカニズムをAD/HD
（注意欠陥／多動性障害）、LD（学習障害）、高機
能広汎性発達障害に分けて説明を行った。その

後、これら発達に偏りがある子どもたちへの対応

方法を具体的に解説した。また、発達障害等特別

な教育的支援の必要な子どもへのかかわり方の一

例として、描画を通してのかかわりを事例を交え

て紹介した。

午後の研修会では、日々子どもに接しながら、

対応に苦慮している支援員のメンタルヘルスにつ

いての講義を行った。具体的には、ストレスの原

因と対処方法について講義とともに、簡単なリラ

クセーションとして10秒呼吸法や漸進性筋弛緩法

の体験版を実施した。

表３　支援員研修会（夏季）の実施状況

時間 主な内容

午前
（９：00 ～ 12：00）

・発達障害のある子どもとのか
かわり方

・事例紹介（描画を通したかか
わり）

・学校でできるかかわり方

午後
（１：00 ～４：00）

・支援員のメンタルヘルス
・10秒呼吸法
・漸進性筋弛緩法

３−１−３　「子ども支援ノート」の作成

Ｂ自治体や支援員の抱える課題を改善するた
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めのツールとして「子ども支援ノート」（村上、

2012）を作成した。「子ども支援ノート」は、特

別支援教育に関して経験の浅い者でも、担任や特

別支援教育コーディネーターと相談しながら、特

別な教育的支援の必要な子どものアセスメント・

支援案の作成・日々の記録ができるようになって

いる。「子ども支援ノート」の内容を表４に示す。

表４　子ども支援ノートの構成

項目 内容

要支援児童リスト
（イニシャル） 診断名や障害種が一目でわかる。

児童の
アセスメント

詳しい記入例を示してある。対
象児童の様子を担当の先生、特
別支援教育コーディネーター等
から聞き取り、児童のアセスメ
ントができる。

子ども支援案
（支援員用）

詳しい記入例を示してある。担
当の先生と相談しながら、支援
員の対象児童への関わり方が明
確にできる。

支援スケジュール 対象児童を計画的に支援する。

子どもの記録

対象児童の短期・長期目標に
沿って記録ができる。また、児
童の様子・支援員の対応・対応
後の様子に分けて記録するよう
になっており、保護者面談や専
門家チームの資料にも活用でき
る。

プログレスシート

支援の前後で障害種別の調査票
を実施し、変化のあった項目に
ついて記述できる。改善した項
目についての情報を支援員全体
で共有できる。

児童のアセスメントは、児童の概要を記入する

ようになっている。支援員は、これらの情報を前

任者（支援員）、担任、特別支援教育コーディネー

ター等から聞き取りを行い、支援前に児童の概要

を把握できるようになる。聞く、話す、読む、書

く、計算する、推論する等の項目について、学校

での具体的な様子を記入することで、児童の実態

把握に役立つように構成されている。支援員は、

児童のアセスメントを記入しながら、支援に入る

前に対象児童の概要を把握することができる。

子ども支援案（支援員用）は、学校にある個別

の指導計画をもとに、担任や特別支援教育コー

ディネーター等と協働で作成する支援案である。

個別の指導計画にある長期目標や短期目標を踏ま

えて、支援員が対象児童の生活面、学習面に具体

的にどのようにかかわるのかが明記される。支援

員は複数の児童を担当することが多く、それぞれ

の児童の短期目標や長期目標を考えながら支援に

あたることができる。子ども支援案は、学校にあ

る個別の指導計画を活用し、支援員が具体的にど

のように児童の短期・長期目標の達成にかかわっ

ていけるかを明確にすることができる。

支援スケジュールは、支援員の動きを明確にす

るものである。対象児童の支援に向けた計画的な

支援員の配置、担当教員と支援員との打ち合わせ

時間の設定、子どもの記録の記入時間の確保など

が明記される。

子どもの記録は、短期・長期目標を中心に対象

児童の様子、支援員の対応、対応後の児童の様子

の３つの項目を生活面と学習面に分け記録するよ

うになっている。記入後は担任や管理職などの関

係職員が内容を閲覧し、対象児童の様子を確認す

ることができ、保護者面談や専門家チームの資料

としても活用可能である。また学期ごとに実施さ

れる評価では、この記録をもとにして児童の変化

の要因を探ることができる。

プログレスシートは、対象児童が支援によって

どのように変化したのか、学期ごとに調査できる

ようになっている。改善された項目は引き続き同

様の対応を取り、改善されていない場合は、新た

な支援方法を工夫することができる。プログレス

シートは、支援の振り返りや個別の指導計画、子

ども支援案の更新に有効であり、対象児童への根

拠を持った支援が可能となる。

３−１−４　「子ども支援ノート」のモデル校で

の実施

Ｘ＋１年１月～３月までの３ ヶ月間、「子ども
支援ノート」を用いた特別支援教育の推進をモデ

ル校で実施した。モデル校においては、２名の支
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援員が対象児童６名に「子ども支援ノート」を作

成した。支援員、特別支援教育コーディネーター、

教頭らは「支援に入る前から対象児童の様子が良

く分かり、実際の支援前から既に支援が始まって

いる感じがする」と話していた。 モデル校での
実践により「子ども支援ノート」の実用化へ向け

て、支援員と担任や特別支援教育コーディネー

ターとの打ち合わせの時間をどのように調整する

か、特別な教育的支援の必要な子どもへ支援員が

具体的にどのようにかかわっていくのかが課題と

してあげられた。

３−１−５　第１期の活動のまとめ

Ｘ年４月～Ｘ＋１年３月までの筆者のＢ自治体

へのかかわりでは、「子ども支援ノート」の作成

や支援員研修会を実施し、課題の改善に取り組ん

だ。指導主事らは、「特別支援教育推進の方法が

少しずつわかってきた」と話していた。また、定

期的にＢ自治体を訪れ特別支援教育推進に関する

話を聞き、必要に応じて助言を行うことを継続し

た。

筆者の支援員へのかかわりでは、「子ども支援

ノート」を作成しその活用方法のサポートや支援

員研修会での講義を行った。支援員らは、「子ど

もの特徴の理解が広がった」、「子どもの対応方法

について新たに知ることができた」と話してい

た。また、研修会や配置校訪問でかかわりながら

悩みを聞き、必要に応じて助言を行うことを継続

した。以上が第１期の活動経過である。

３−２　第２期（Ｘ＋１年３月下旬～Ｘ＋１年

12月）

第２期における筆者の主な活動について表５に

示す。

３−２−１　支援員研修会（各月）

Ｘ＋１年３月下旬～ 12月にかけては、ほぼ毎

月支援員研修会を実施した。支援員研修会の内容

を表６に示す。

表５　第２期の主な活動内容

期間 活動内容

Ｘ＋１年
３月下旬～ 12月

・毎月の支援員研修会の講師
・支援員が配置されている小学校
を訪問

・「子ども支援ノート」を活用した
特別支援教育の推進（小学校29
校）

・「特別な教育的支援の必要なこど
もへの対応例」作成

・「子ども支援ノート」の改訂
・「特別な教育的支援の必要なこど
もの事例集」作成

・プログレスシート回収と分析

表６　支援員研修会（各月）の実施状況

回 主な内容

第１回
（３月）

・「子ども支援ノート」使用方法
・モデル校における実践報告
・「子ども支援ノート」（１学期用）のファ
イル綴じ

第２回
（４月）

・「子ども支援ノート」使用方法
・対象児童の情報交換

第３回
（４月）

・「子ども支援ノート」使用方法
・質疑応答

第４回
（６月）

・事例検討会
・質疑応答

第５回
（７月）

・事例検討会
・プログレスシート記入
・アンケート調査

第６回
（８月）

・「子ども支援ノート」改訂
・「子ども支援ノート」（２学期用）のファ
イル綴じ

第７回
（９月）

・事例検討会
・質疑応答

第８回
（10月）

・事例検討会
・質疑応答

第９回
（11月）

・事例検討会
・質疑応答

第10回
（12月）

・「子ども支援ノート」まとめ
・事例検討会
・アンケート調査

第１回は、「子ども支援ノート」使用方法につ

いての研修会を実施した。主な内容は、①「子ど

も支援ノート」の意義について、②「子ども支援

ノート」を実施したモデル校の支援員による実践

報告、③「子ども支援ノート」の構成（表４）に

従い各シートをファイルに綴じる作業を行った。

①「子ども支援ノート」の意義について以下のよ

うに説明した。
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・対象児童への支援が適切に行えるように支援に

入る前に担任、特別支援教育コーディネーター

等から対象児童の様子を聞き、児童の全体像を

把握しやすくするためのツールである。

・支援員ができることを担任らと一緒に考え、支

援計画を立てやすくするためのツールである。

・支援後、対象児童にどのような変容があったの

かを学期ごとに調査し、支援の振り返りを行い、

今後の支援に役立てるためのツールである。

②モデル校において「子ども支援ノート」を用い

て児童の支援にあたった支援員からの実践報告

では、「これまでは１学期中に子どもの様子を

観察しその後支援に入っていたが、「子ども支

援ノート」があると実際に子どもを目にする前

から状況を把握でき、「子ども支援ノート」を

作成することで既に支援が開始される」との報

告があった。またプログレスシートについて

は、数値で子どもの課題が改善したかどうかを

見ることができ、次の支援に繋がりやすいとの

報告があった。

第２、３回研修会では、「子ども支援ノート」

の使用方法と対象児童に関する情報交換を行っ

た。支援員ら研修会を受けながら各学校におい

て、担任や特別支援教育コーディネーターと相談

しながら「子ども支援ノート」の記入を行い、実

際の支援を開始した。

第４回の研修会では、これまでの支援活動を振

り返るために事例検討会を実施した。支援員を10

班に分け、それぞれの班に経験年数の多い支援員

を配置し、事前に事例の準備を依頼した。事例検

討会は「子ども支援ノート」を利用し以下の手順

で進められた。

手順

１）児童のアセスメントから、児童の状態（学習

面、生活面）について整理し支援員間で情報を

共有する。

２）子ども支援案から、児童の具体的な支援方法

を提示する。

３）子どもの記録から、支援後の児童の様子を報

告する。

４）報告された具体的な事例を複数の支援員で検

討する。以上のような手順で事例検討会を実施

し、経験のある支援員が持つ支援のノウハウを

共有化した。班ごとの検討が終了した時点で、

それぞれの班に事例の概要と課題等を短時間で

発表してもらい、筆者はそれぞれの班ごとに課

題の改善へ向けた助言を行った。

第５回研修会では、プログレスシートの記入と

事例検討会を実施した。また、「子ども支援ノー

トについて良かった点、改善点」について自由記

述を求めた。自由記述は54名（98.2％）の回答を
得た。なお54名の支援員のうち39名（72.2％）か
らプログレスシートの提出があった。対象者か

ら得られた自由記述回答はKJ法（川喜田、1967；
川喜田、1970）によるグループ編成の方法に従っ

てカテゴリー化した。その結果、良かった点につ

いて見出された大カテゴリーは、[振り返り ]、[実
態把握 ]、[計画の推進 ]、[目標の明確化 ]、[情報
共有 ]等であった。改善点については、[様式の
工夫 ]、[項目の精選 ]、[学校への啓蒙活動 ]、[記
入時間 ]、[書式の工夫 ]、[スケジュール ]等であっ
た。これらの改善点を踏まえ「子ども支援ノート」

の改訂を行った。

第６回研修会では、「子ども支援ノート」の

改訂点について説明を行い、２学期の実施スケ

ジュールを提示し児童のアセスメント、子ども支

援案（支援員用）の記入を行った。

第７～９回研修会では、「子ども支援ノート」の

児童のアセスメント、子ども支援案、子どもの記

録を活用し事例検討を行った。事例検討会の終わ

りに筆者がそれぞれのグループに助言を行った。

第10回研修会では、「子ども支援ノート」をま

とめる作業を行い、後半は事例検討会を実施し

た。また「子ども支援ノート」を用いた支援に関

するアンケート調査を実施した。質問項目は、「子

どもの実態を把握するのに役立ったと思います

か。」、「子どもの日々の様子や変化を把握するの

に役立ったと思いますか。」、「子どもの様子の振
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り返りに役立ったと思いますか。」、「支援方法の

振り返りに役立ったと思いますか。」、「支援者自

身の振り返りに役立ったと思いますか。」であり、

「そう思う」、「やや思う」、「どちらともいえない」、

「あまり思わない」、「思わない」の５件法による

評定を求めた。その結果、全ての項目で80％以上

の支援員が「思う」（そう思う、やや思う）と回

答した。

３−２−２　「特別な教育的支援の必要な子ども

への対応例」作成

特別支援教育推進を支える１つのツールとし

て、プログレスシートから、対象児童の課題に改

善がみられた担任や支援員の働きかけをまとめ、

「特別な教育的支援の必要な子どもへの対応例」

（以下、対応例）とした。「対応例」はそれぞれの

児童が持つ課題に対して、支援員や担任の具体的

な働きかけが示されており、経験の浅い支援員の

ツールとして、また経験のある支援員が違った視

点からの支援方法を検討するためのツールとして

も利用できる。その一部を表７に示す。

表７　「特別な教育的支援の必要な子どもへの対応
例」の一部

児童の課題 改善がみられた働きかけ

たどたどしく話す。

・ゆっくり話すようにと声かけ
をした

・一対一で話を聞くように心が
け、じっくりと話を聞いた

・調子の良い時に話を聞くと、
気持ちよく話をした

・安心して話せる雰囲気を作った
・音読を多くした
・言葉の教室での指導があった

話すとき、抑揚が
不自然だったり、
声の大きさの調節
が不適切だったり
する。

・声が大きくなりすぎた時に介
入した

・上手くできたときはほめ、積
極的に発表できるようにした

・場に応じた大きさになるよう
に、事前に約束をした

・場に応じた話し方を繰り返し
練習した

・個別に話す練習をした
・周りをよく見て話すように促した
・手を挙げて話すように促した
・声のダイヤル（声のものさし）
を表示し、繰り返し指導した

３−２−３　「特別な教育的支援の必要な子ども

の事例集」作成

特別支援教育推進を支える１つのツールとし

て、研修会で取りあげた全ての事例を「特別な教

育的支援の必要な子どもの事例集」（以下、事例

集）としてまとめた。「事例集」は、「対応例」を

活用しながら支援員が日々子どもの支援にあたっ

ている様子が記録されている。「事例集」の中に

は、１から10までを唱えることができない児童に

対してアセスメントを行い、担任と相談しなが

ら、ブロックを利用して計算に取り組んだケース

など、数多くの事例がまとめられている。その一

部を図２に示す。

数を認識させるために、このような道具で10
までを繰り返し数えさせた。

視覚による理解をうながすため、作成。見
た目でわかるため理解しやすかったようだ。

図２　「特別な教育的支援の必要な子どもの事例集」の
一部

３−２−４　プログレスシートの回収

対象児童の学習面における課題の変化をみるた

めに、プログレスシートを回収した。学年ごとの

学習６領域の平均点の７月と12月の比較を図３～

８に示す。点数が高いほどつまずきが多いことに

なる。７月（１学期末）と12月（２学期末）を

比較すると、各学年の学習６領域の合計の平均点

が低くなる傾向がみられた。
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図３　学習６領域の平均点の変化（小１） 図６　学習６領域の平均点の変化（小４）
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図４　学習６領域の平均点の変化（小２） 図７　学習６領域の平均点の変化（小５）
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図５　学習６領域の平均点の変化（小３） 図８　学習６領域の平均点の変化（小６）
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３−２−５　第２期の活動のまとめ

Ｘ＋１年３月下旬～Ｘ＋１年12月までの筆者の

Ｂ自治体へのかかわりでは、毎月の支援員研修会

を実施して支援員活用のモデルを提示し、特別支

援教育推進を下支えするツールとして、「対応例」

や「事例集」を作成した。Ｂ自治体は、特別支援

教育推進における支援員の活用方法やツールを得

ることができた。

筆者の支援員へのかかわりでは、毎月の支援員

研修会の中で、「子ども支援ノート」の活用方法

を伝えるとともに、事例検討会を実施し、特別な

教育的支援の必要な子どもへの対応方法を伝え

た。以上が第２期の活動経過である。

３−３　第３期（Ｘ＋１年１月～Ｘ＋１年３月）

第３期における筆者の主な活動について表８に

示す。

表８　第３期の主な活動内容

期間 活動内容

Ｘ＋１年
１月～３月

・「子ども支援ノート」を活用した特別
支援教育の推進（小学校28校）

・支援員研修会（Ｂ自治体が中心）
・「子ども支援ノート」の回収と分析
・支援員からの「子ども支援ノート」
を用いた支援に関する聞き取り調査

・活動全体のフィードバック

３−３−１　支援員研修会（各月）

Ｘ＋１年１月～３月にかけては、Ｂ自治体が主

体となり支援員研修会を実施した。研修会ではこ

れまで通り、「子ども支援ノート」を活用した事

例検討会を実施した。

３−３−２　「子ども支援ノート」の回収と分析

支援員の対象児童に関する記述内容の変化をみ

るため、「子ども支援ノート」導入前に使われて

いた「支援員勤務日誌」と記述内容を比較した。

「実態把握」の項目では、得意、不得意なことに

関する記述、「目標」の項目では、獲得している

（していない）スキルや知識に関する記述が見ら

れるようになった。また、「手立て」の項目では、

目標と関連した手立てが計画され、得意（不得意）

なことを考慮した「手立て」が多く見られた。そ

して、「記録」の項目では、児童の様子・支援員

の対応・対応後の児童の様子が記述されるように

なり、「評価」については、児童の様子に変化が

あった項目について、具体的な働きかけが記述さ

れるようになった。

３−３−３　支援員からの聞き取り調査

　「子ども支援ノート」を用いた支援に関する

面接調査を、勤務年数１年目～５年目の支援員各

１名に実施した。面接時間は１人50分とし主な設

問は、①年度ごとの状況、②「子ども支援ノート」

使用状況、③対象児童とのかかわり等であった。

支援員からは、「子どもの対応に関して、待つこ

とや感情的にならずに「子ども支援ノート」を利

用し計画的に進めることができた」、「「子ども支

援ノート」を利用して中学への引き継ぎができ

た。「子どもの記録」をみると自分の振り返りと

共に、子どもの行動パターンがわかってきた。「子

ども支援案」があるので、目標に沿って支援がで

きた」等の回答があった。

３−３−４　第３期活動のまとめ

Ｘ＋１年１月～Ｘ＋１年３月の間は、Ｂ自治体

が主体となって支援員研修会を実施し、筆者は必

要な場合のみ助言を行った。「子ども支援ノート」

を用いた特別支援教育の推進は、Ｂ自治体内のほ

ぼすべての小学校に導入された。Ｂ自治体の抱え

る特別支援教育推進に関する課題が少しずつ改善

され、Ｂ自治体は、「子ども支援ノート」、「対応

例」、「事例集」等を活用しながら、特別支援教育

を進めることが可能となった。以上が第３期の活

動経過である。
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４．おわりに

４−１　自治体における特別支援教育の推進につ

いて

本研究では、筆者らが支援員研修会を行いなが

ら助言を繰り返し、「子ども支援ノート」、「対応例」、

「事例集」など支援員を支えるツールを作成した。

なかでも「子ども支援ノート」に含まれる子ども支

援案は、学校の「個別の指導計画」をもとに、支

援員がどのように対象児童に関わるのかが明記さ

れるようになっている。また、子どもの記録がある

ことで、支援員と教員とが情報を共有でき、連携

しやすくもなっている。こうした特別支援教育推進

に関する構造化した取り組みを、B治体は筆者とと
もに実践した。したがって本研究は、自治体にお

ける特別支援教育推進に関してのモデルケースを

示した点で大きな意義があると考えられる。

日本ではこれまで、理工学系の産学連携は広く

行われているが、教育心理学等の文系分野での連

携は、出遅れていると言われる。大学側の資源を

自治体のニーズに適合させ、特別支援教育推進に

おける連携の在り方を示したことは、文系分野で

の産学連携のモデルケースになる可能性がある。

また、大学と学校間で行われている連携（例え

ば、大学生の学習ボランティア、メンタルフレン

ド等）では、支援できる児童生徒数が少なく、同

質な支援が継続して行われるか（支援の連続性）

が保障されず、支援の評価も行われないのが現状

である。しかし大学が自治体と連携することによ

り、自治体内全ての小中学校へ支援を展開するこ

とが可能となり、対象となる児童生徒数も増え、

同質で適切な支援が継続して行えるようになっ

た。さらに、「子ども支援ノート」等の支援ツー

ルがあることにより、必要な場合のみ専門家が助

言することで、特別支援教育推進に関する取り組

みが可能となった。こうしたことから、自治体と

大学の研究機関との連携により、特別支援教育を

推進したことは大きな意義があると考えられる。
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