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2. 平成26年度『発達障害の可能性のある児童生徒の早期支援事業（長崎大学）』 

国立大学附属学校における特別支援教育システム構築に関する研究 

－スクールワイド・クラスワイドな多層的支援モデルをめざして－ 

研究の概要について 

 

                      長崎大学教育学部教授  吉田ゆり 

 

事業の概要の紹介 

 

 平成26年度、長崎大学教育学部の文部科学省委託事業研究「平成26年度発達障害の可

能性のある児童生徒に対する早期支援・教職員の専門性向上事業（発達障害の可能性のあ

る児童生徒に対する早期支援研究事業）の概要を説明する。 

事業指定校は長崎大学教育学部附属小学校、附属中学校である。 

 

研究のテーマ 

 

研究のテーマについて、事業実施計画書として提出した内容に基づき、以下に示す。 

 

1．目的・目標 

特別支援教育の立ち遅れが指摘されている、国立大学附属小学校・中学校において、発

達障害の可能性がある児童生徒の早期支援を実現し、関わる教職員の専門性を向上させる

ことを目的とする。 

事業導入により、大学支援チーム（支援ラボ）との連携のもと、学習面または行動面で

困難を示す児童生徒に対して予防的または早期対応を実現するための、米国の教育介入に

対する応答（RTI：Response to Intervention）モデルを参考とした、スクールワイドまた

はクラスワイドな多層的な支援システム構築とその導入を目標とする。また、個別支援対

象の児童生徒への、構築された支援システムによる学習面および行動面における効果を明

らかにすること、個々に応じた視覚的・聴覚的刺激の軽減等を配慮した教育環境の工夫を

検討すること、その成果をもとにすべての児童生徒が理解しやすいよう配慮した授業等、

指導方法の改善、教育環境の整備を行うこと、教員の専門性向上のための大学との連携・

役割分担・研修およびミーティングの方法について明らかにすることをめざす。 

早期支援の重視 附属小学校、附属中学校ともに、まずは発達障害の可能性のある児童

の早期支援のため、発達支援アドバイザー及び支援ラボスタッフが指定校において、児童

の観察を行い、教員との協議を重ねて、要支援児童の検討を行う。 

小中一貫の取組の基盤づくり さらに、小学校から中学校への内部進学者が多いことか

ら、附属校スクールワイドまたはクラスワイド支援についても、小学校での基礎づくりが
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重要であると考える。 

教科ごとの特徴を生かした学習支援（中学校） 中学校においては科目別に担当者が異

なることを念頭に置き、科目ごとの学習のつまずきを明らかにしたうえでの支援を行う。 

キャリア支援につながることの重視（中学校） 中学校においては卒業後、進学等進路

選択に向けての支援につながるような取組の実現を目標とする。また高等学校等への連携

のとり方等についての検討を行う。 

 

2．学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒を含むすべての児童生徒が理解しやす

いよう配慮した授業等、指導方法の改善 

●学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒を対象とした取組 

対象となる、学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒に対して、大学支援チーム

により、支援ラボでの個別支援プログラムを実施する。指定校は、個別アセスメント及び

応用行動分析等個別支援による支援計画作成の助言・研修をうけて、学校の全教員を対象

にした、授業づくりや指導方法の改善を行う。これらの取組の効果について、学習面の評

価や行動面の評価を定期的または継続的に行うことにより、支援チームからフィードバッ

クを得て評価する。 

●支援ラボにおける個別支援プログラム 

対象となる、学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒に対して、大学支援チーム

により、支援ラボでの個別支援プログラムを実施する。指定校は、個別アセスメント及び

応用行動分析等個別支援による支援計画作成の助言・研修をうけて個別支援計画を作成し、

学校の全教員を対象にした、授業づくりや指導方法の改善を行う。これらの取組の効果に

ついて、学習面の評価や行動面の評価を定期的または継続的に行うことにより、支援チー

ムからフィードバックを得て評価する。 

アセスメントの重視 上記のとおり、この取組には、個々の児童生徒のアセスメントが

欠かせない。教員及び保護者からの聞き取り、教室及び学校における児童生徒の観察（VTR

などでの録画を含む）を基本情報とし、知能検査や発達検査、質問紙等を活用して、学習

面や行動面の困難が知的な発達や障害特性に起因するものなのか等を分析し、客観的指標

を基にしたアセスメントを総合的に行う。 

●教員のアセスメント技術に関する研修  

指定校の教員においても、個別支援計画の提供を受けて内容を理解し、授業づくりに生

かすためには、アセスメント構造の理解、知能検査・発達検査技術の修得が欠かせない。    

長崎県の現状 現在、特に長崎県の特別支援教育の推進の課題のひとつに、客観的ツー

ルを用いた実態把握の不十分さがある。個々の発達障害特性の理解や指導法等の研修は十

分にされているが、実態把握については、教員個人の経験等による「見とり」「聞き取り」

によるものが中心であり、客観的な情報の利用は不十分な点が見受けられる。このことは、

授業や取組の評価のあいまいさにもつながっている。児童生徒の変化や発達の様子、指導



 

- 9 - 

 

の有効性の測定は、必須である。この点の改善の必要性が指摘できる。 

しかし、これまでアセスメントが十分になされてこなかった理由として以下の点が現 

職教員より上がっており、切実な課題となっている。早急な打開が望まれる。 

本事業では、教員の資質向上が大きな柱であるため、支援ラボにおいて、指定校の有資

格者をはじめとして、教員に対するアセスメント技術の研修の機会を設ける。特に指定校

は、支援ラボのある教育学部と同キャンパス内にある利点を活かし、教員個々の時間設定

により、放課後等を活用した自主的な学習が可能である。さらに、教員個々で、知能検査

等の技術の修得ができるよう、実際の器具を用いた学習、テスター・テスティ経験等がで

きるようにする。 

ICT 機器の活用 支援ラボにおいてアセスメントを行い、個別支援計画を立案し、個別

支援を実施する。中でも、その明らかとなった特性等から視覚的な教材の活用が有効であ

ることが判明した児童生徒については、ICT 機器(タブレット端末)を用いた教材を活用し

ての個別支援を行う。支援ラボにおいて個々の児童生徒に適した教材や活用法をみいだし、

学校での授業参加行動の向上をねらう。そのための教材開発を、大学支援チームを中心と

して研究し、指定校での実践をおこなう。 

行事などでの支援 行事の参加（運動会等）など、見通しの立ちにくく、行動問題の起

きやすい場面については、支援ラボでの情報提供などをもとに、入念な支援計画をたて、

適切な合理的配慮が実施できるよう、協議する。協議の結果を受け、合理的配慮協力員が、

必要に応じてその場での適切なインストラクション等を中心とした支援を行う。 

 

3．放課後補充指導等の学習面での配慮や視覚的・聴覚的な刺激の軽減等の行動面での配

慮による指導方法の工夫 

初年度は、放課後補充指導等を、指定校内ではなく、大学（同キャンパス内）の支援ラ

ボを中心に行う。定期的または継続的な学習面・行動面のアセスメントにより、困難があ

ると推測された児童生徒については、支援ラボにおいて、小集団形式の学習支援や行動上

の問題に対する支援プログラムを実施する（例えば、放課後学習支援や小集団SSTなど）。

支援プログラムには、特別支援教育コースの院生（現職教員を含む）および学部学生を活

用することにより大学の教員養成の場として機能するようにし、教職員の専門性に資する

取組とする。 

大学における支援内容等については、支援チームに児童生徒の担任を加えたメンバーに

よる定期的なミーティングにおいて協議し、その後のミーティングや文書を通して情報の

共有を行う。効果的であると推測された配慮事項や支援方法については、学校環境におい

ても実施できる方法について協議した上で学校場面においても行う。配慮事項や支援方法

について、発達支援アドバイザーが日常的に教員に対し助言・相談を行う。さらに個々の

児童生徒に必要な支援を具体的に提供するため、合理的配慮協力員を配置する。合理的配

慮協力員は、個々の教室及び個々の児童生徒に対し、その場での適切なインストラクショ
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ンや環境構成の具体的な調整を行う。 

支援チームは、これらの取組の効果についての評価を学校場面においても行い、フィー

ドバックを得る。 

次年度より、放課後補充指導等を含めて主軸を指定校内にうつし、発達障害支援アドバ

イザーを中心に、より実際的な支援が可能となるようにする。 

視覚的・聴覚的な刺激の軽減について小学校に特化した取組としては、刺激の多さが情

動調整の困難につながることが多いことが想定されるため、カームダウンのための場所の

確保、カーテンやパネル等を用いた学習環境の整備、教室や学校内のゾーニングなど、環

境の構造化を重点的に行う。 

支援の経過等は、詳細な記録を残し、事業終了後も支援が継続できるような体制とす

る。 

 

指定校選定の理由 

 1．問題の整理 

発達障害の可能性のある児童生徒が入学・在籍するのは、国立大学教育学部附属小学校

及び附属中学校も例外ではない。公立学校と同等数程度の在籍が想定される。しかし、必

ずしも特別支援教育が積極的に推進されているとは言い難い。以下にその問題を整理する。 

 高橋・石川・田部（2011）による国立大学附属小学校における管理職・特別支援教育

コーディネーターおよび養護教諭への実態調査において、国立大学附属小学校にも特

別な配慮を要する児童が一定数在籍していることが明らかにされ、かつ特別支援教育

の体制整備が遅れていることが示されている。この調査ではとくに「入学選抜を行な

っているために該当児童は在籍していない」「国立大学附属での必要性があるのか」「教

育研究の使命があるなかで先生方に特別支援についてどう理解していただくかという

ことが難しい」といった、国立大学附属学校独自の認識・意識課題が浮き彫りとなっ

たことも示されており、国立大学における発達障害児支援は喫緊の課題であるといえ

る。（高橋智・石川衣紀・田部絢子（2011）国立大学附属小学校における特別支援教育の現状と課題

―管理職・特別支援教育コーディネーターおよび養護教諭への全国調査から―、『日本教育大学協会

研究年報』第 29 集、pp.219-232） 

 国立大学附属学校園における特別支援教育の体制整備状況は、公立の学校園に比して

総じて低いことが示されている。例えば「平成 24 年度特別支援教育体制整備状況調

査」では、「校内委員会」「実態把握」「コーディネーター」「個別の指導計画」「個別の

教育支援計画」「巡回相談」「専門家チーム」「研修」の 8 項目すべてにおいて、国立大

学附属学校園は公立学校園よりも実施率が低く、とくに「個別の指導計画」は公立

80.7％に対し国立 34.7％、「個別の教育支援計画」は公立 64.3％に対し国立 23.0％と

顕著に低い結果が示されている。 

 整備の遅れの背景には、現場からは、保護者の附属学校園への期待と子どもの実態の
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乖離による障害理解の困難・障害理解教育の立ち遅れ等が指摘される。よって早期支

援の実現が難しい現状にある。一方で、保護者の中では特別支援教育に関する整備推

進の遅れを指摘し、研究・推進を求める声もあると聞いている。 

 長崎県においても、公立学校を対象とした「教職員の専門性の向上」のための県教育

委員会及び県教育センターのスキルアップ研修会等が実施されているが、附属学校園

では教員個々の指導技術に依存した支援状況であり、全体としての支援が困難な状況

になっている（平成 26 年度 第 1 回長崎県特別支援連携協議会資料、2014）。 

 文部科学省（2009）の示す「国立大学附属学校の新たな活用方策等について」では、

国立大学附属学校園は「①国の拠点校としての育成」「②地域のモデル校としての育成」

「③全国規模の研究協議会の開催による地域を越えた普及・啓発」が「改善の方向性」

として打ち出されているが、これらの方向性をいかしながら特別支援教育体制整備の

拡充と、他の公立・私立学校園へのモデル提示をしていくことが求められるといえる。 

 

以上の問題意識から、国立大学附属学校における特別な配慮を要する児童生徒の、早期

支援に向けた実態把握、個別の指導計画の立案と支援方法の具体的な提示、教室及び学校

環境の構造化等を念頭に置いた改善、同時に管理職・養護教諭等を含めた全教員への指導

助言及び研修を通して、教職員の特別支援教育に関する専門性の向上をはかることが不可

欠であると考える。       （本文は、事業実施計画書を一部抜粋している） 

 

2．指定校選定の理由 

1．での問題は、長崎大学教育学部附属小学校及び附属中学校においても努力させている

が、同様の点も指摘できる。こうした問題を踏まえ、各附属学校においてのみ特別支援教

育の体制整備を単独で取り組むのではなく、幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校が一

環した取組を行い、長崎大学教育学部（特別支援教育教室等）がそのイニシアティブをと

ることで、包括的・持続的な体制整備の実現をめざす。 

また教職員だけでなく、在学する児童生徒へのクラスワイド・スクールワイドの視点か

らの理解教育、及び保護者への理解啓発もあわせて不可欠であり、大学の専門的知見を活

かして、双方の綿密な連携のもとに実施していく必要があると考える。 

 さらに本事業における長崎大学と附属学校との連携には以下の利点が挙げられる。 

 附属小学校・中学校ともに大学と同一キャンパス内にあるため、教員同士の連携が

取りやすいだけでなく、児童生徒も安全に行き来を行えること。 

 発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援研究事業を、附属学校をモデル

にして導入する場合、長崎県内及び九州圏内また全国の大学附属学校からの注目度

が高く、波及効果も大きいことが想定できること。 

 大学附属学校をモデルにすることで、地域の公立・私立学校での専門性向上におけ

るリーダー的・センター的機能を発揮していくことが期待できること。 
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 長崎大学の教員養成学部及び教育学研究科（教職大学院）が、発達障害の可能性の

ある児童生徒に対する早期支援研究事業を実施することで、在籍する学生・院生（現

職教員院生を含む）への教育にも還元することができ、教員養成学部・教職大学院

としての責務を果たすことにもつながること。 

 

指定校の概要 

 指定校である長崎大学教育学部附属小学校、長崎大学教育学部附属中学校は、長崎大

学文教キャンパス（長崎市文教町1-14）に市道を隔て、隣接する。 

 その概要は以下の通りである。 

 

指定校名：長崎大学教育学部附属小学校 

 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 

通常の学級 90 3 90 3 89 3 84 3 85 3 88 3 

特別支援学級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 校長 教頭 教諭 養護教

諭 

講師 ALT 事務職員 
特別支

援教育

支援員 

スクールカウンセラー その他 計 

教 職 員

数 

1 1 27 1 4 2 3 0 0 1 40 

複式学

級 

第１・２年複式学級 

児童数 16（１年 8 名，２

年８名） 学級数１ 

第３・４年複式学級 

児童数 16（３年８名，４年

８名） 学級数１ 

第５・６年複式学級 

児童数 16（５年８名，６年

８名） 学級数１ 

 （平成２６年４月１日現在） 

指定校名：長崎大学教育学部附属中学校 

 第１学年 第２学年 第３学年 

 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 

通常の学級 １４４ ４ １４２ ４ １４２ ４ 

特別支援学級 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

通級による指導 

の対象者数 
０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 校長 教頭 教諭 養護教諭 講師 ALT 事務職員 
特別支

援教育

支援員 

スクールカウンセラー その他 計 

教職員数 １ １ ２２ １ ３ １ １ ０ ０ ３ ３３ 
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事業の基本的なコンセプト 

以下の6つを基本的なコンセプトとした。 

〇附属小学校・附属中学校の“外付け”として、教育学部内に専門家チームで形成された

“特別支援教室あるいは通級指導教室”のような支援体制＝「支援ラボ」をつくる。 

〇対象となる児童生徒のうち了解が得られたものに、支援ラボにて支援を実践する。 

〇支援ラボでの成果は、附属小学校・附属中学校にフィードバックし、附属小学校、附属

中学校での支援に活かす。 

〇学校と学部のつなぎに、発達障害支援アドバイザー（以下発達支援アドバイザー）を雇

用できる。発達支援アドバイザーが各校・各対象児の実情にあわせて、学校生活に支援成

果を導入する際の補助を行う。 

〇各附属校に1名ずつ、「合理的配慮協力員」（以下協力員）を雇用し、学校生活におけ

る支援の充実をはかる（平成26年度のみ）。 

〇初年度は支援ラボ中心に支援を行い、2年目からは徐々に附属校での支援に重点化す

る。 

 

支援の対象 

本事業は“発達障害の可能性のある児童生徒”を対象とする。 

〇しかし、発達障害の可能性が、顕在的であるとは限らない。よって、発達支援アドバイ

ザーによる、教室での観察から始めることも有効であることから、教師の気づき等に基づ

き、在籍する児童生徒を幅広く対象とする。 

〇いわゆる“グレーゾーン”や特性の“うすい”児童生徒、診断を受けていない児童生徒

の支援も行うこととする。 

〇保護者のみの相談も受け付ける。 

〇相談件数の多さではなく、個別の丁寧な支援を目標とする。 

 

事業内容 

1）教育学部に設置したこども支援スペース（支援ラボ）での活動 

 ・個別及び小集団支援（放課後等） 

 ・保護者の相談 

2）指定校である附属小学校・附属中学校（及び附属幼稚園）での活動 

・支援ラボでの成果を活かした支援の展開・継続 

・障害理解プログラムの提供と実施 

・発達支援アドバイザーの派遣 

・合理的配慮協力員の派遣 

・校内の環境整備 
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図1 本事業の概念図 
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支援ラボ設置についての保護者・児童生徒への周知（情報提供） 

１．紹介文書（ちらし）の作成と配布 

 支援ラボの設置については、紹介文書（ちらし）（図 2・3・4）を作成、配布した。 

 作成に当たっては、支援ラボスタッフの原案を、附属小学校及び附属中学校の校長・教

頭・特別支援教育コーディネーターと支援ラボスタッフで協議する機会をそれぞれ設け、

協議した。配布に当たっては、全保護者に向けた配布とした。 

 紹介文書（ちらし）には、概要の他、相談や利用における支援ラボ側の守秘義務と同時

に、必要に応じて学校と連携をとる旨を明記した。 

 紹介文書（ちらし）の内容について保護者から質問があった場合には、担任や特別支援

教育コーディネーターが受け付け、必要ならば各校に配属された発達支援アドバイザーも

しくは支援ラボスタッフが説明することとした。ただし、保護者側が直接相談したい場合

を想定し、直接支援ラボに申し込み・問い合わせも可能であるとした。 

 

〇配布日時：9 月 4 日～12 日の間 

〇配布方法：担任から全児童生徒

へ配布、保護者へ渡すよう伝達。 

 

２．申し込みの集約と支援ラボへ

の連絡 

紹介文書の配布ののち、申し込

みがあったものから支援ラボに連

絡頂くこととした。 

 申し込みは専用の相談申込用紙

を説明文書（ちらし）とともに配

布した。 

  

 

図 2 相談申込用紙 
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教育学部『こども支援スペース』（支援ラボ）の開設のお知らせ 

このたび、長崎大学教育学部では、文部科学省の委託を受けて、附属幼稚園、小学校、中学校の幼児・児

童・生徒のみなさん、保護者のみなさんにむけた、学校生活に関する相談・支援を中心とした『こども支

援スペース』（支援ラボ）を開設することになりました。概要をご案内させていただきます。どうぞお気軽

にご利用ください。 

 

場所：長崎大学文教キャンパス 教育学部 教育実践総合センター内(1 階スタジオ) 

対象：長崎大学教育学部附属幼稚園・小学校・中学校に在籍する幼児・児童・生徒及びその保護者  

   例えば学習が思うようにすすまない、同じところでつまずく、不器用さが目立つ、  

園や学校で友達とトラブルが多い、周囲の雰囲気を読みにくい、忘れ物が多い  

    等、お子さんの学習や行動に気になることがあるなど、学校での生活や学習上の気がかり。 

申し込み：予約制です。原則として学校（担任等）を通してお申し込みください。  

ただし個別の相談にも応じます。  

開設時間： 

 保護者のみの相談：特に決まった時間はありません。ご相談に応じます。 

幼児・児童・生徒の支援：原則として表の時間帯に実施します。  

（週 1 回１時間程度、放課後の利用が標準です。利用の詳細は、保護者・本人と相  

談の上決定いたします。） 

表 支援スペースの開設時間 

 月 火 水 木 金 土 

14：30～15：30 幼稚園児童  

16：00～17：00 小学生児童  

17：30～18：30 中学生生徒  

（木曜日は除きます。時間帯は相談に応じます） 

支援内容 

 継続的な支援が適切と考えられる場合には、初回面接ののち、それぞれに沿ったプログラムが選

択・編成され、実施します。支援は年度単位で実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

気になる行動の解決に向けてのプログラム 

社会性の育ちを支援するプログラム 

長崎大学教育学部附属幼稚園・小学校・中学校の保護者のみなさんへ 

学習のつまずきに向けてのプログラム 

図 3 支援ラボの説明ちらし（表面） 
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支援の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援スタッフ（支援に直接関わるスタッフ） 

 教育学部    教授 鈴木保巳 

         教授 吉田ゆり 

         准教授 内野成美 

         准教授 西川崇 

         准教授 高橋甲介 

         准教授 石川衣紀 

 教育学研究科 子ども理解・特別支援コース 院生スタッフ 

 教育学部 特別支援教育コース 学生スタッフ 

 他、学校と支援スペースをつなぐ発達支援アドバイザー等が雇用され連絡にあたります。 

相談や支援についての秘

密は守られます。必要に

応じて園・学校と連絡、連

携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援ラボ利用の流れ 図 4 支援ラボの説明ちらし（裏面） 

附属幼稚園 
附属小学校 
附属中学校 

方面 

こども支援スペース 教育

実践センター1 階 

＊教育学部エリアの南側の

建物です。 

 

保護者 
本人 

学校 
(担任) 

 

初回面接 

支援スペース 

終了 必要に応じて再相談 プログラムの実施（週 1 回～月 1 回） 

初回の面接は、状況に

応じて『保護者のみ』

『児童生徒のみ』『保

護者と児童生徒など』

が選べます（幼児は保

護者必須）。 

プログラムの成果を学校と共有し、

さらに確実な効果を目指します。 

併行して保護者への報告面接があり

ます。 

幼児・児童・生徒 児童生徒 / 保護者 

初回面接と保護者面接は教員が担当し

ます。その後の継続指導は、院生・学

生スタッフやアドバイザーなども参加

します。 

【問い合わせ】学校もしくはこども支援スペースにお問い合わせください。 

こども支援スペースへはメールか FAX でお願いします。 

FAX 送信先 ０９５（８１９）２３９４ 

メール shien_lab@ml.nagasaki-u.ac.jp 

附属幼稚園 
附属小学校 
附属中学校 

方面 



 

- 18 - 

 

支援ラボ利用の流れ 

大学に設置した支援ラボの利用手続きを図5に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

支援ラボでの支援 

 支援ラボでの個別支援は、以下の3つにわけられる。 

1．個別の学習支援のつまずきに向けてのプログラム 

2．社会性の育ちを支援するプログラム 

3．気になる行動の解決に向けてのプログラム 

 以下、概要を説明する。 

 

 

 

保護者
本人

学校
(担任) 支援スペース

児童生徒 / 保護者 幼児・児童・生徒

終了
必要に応じて

再相談
プログラムの実施
（週1回～月1回）

保護者から支援ラボへ直接問い合わ
せをすることもできますが、支援開始
にあたっては、保護者了解のもと、学

校に報告をいたします。
初回面接

初回面接にて支援方針を決
定します。支援ラボの利用、
来談方法、時間などは、保護
者と取り決めたのち、学校へ
確認します。

学校の窓口としては、特別支
援コーディネーターの先生に
お願いしています。

プログラムの詳細は後ペー
ジを参照ください。

図 5 支援ラボ利用の流れ 

（『長崎大学教育学部で取り組む事業内容について（附属学校の先生方へ）』より転記 
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1．個別の学習支援のつまずきに向けてのプログラム 

発達障害のうち、学習障害（LD）やADHD（不注意優勢状態）などを想定した、学習のつ

まずきがある児童生徒へ、個別に学習支援を行うプログラムである。以下に概略を示す（図

6）。 

ここで想定される、学習や認知機能を中心としたアセスメントは、学校（授業等）の観

察、担任・保護者等からの聞き取りの他、客観的ツールを用いて実施する。 

その内容は以下の通りである。 

 〇学習のつまずきの客観的指標として：LDI-R 

 〇認知機能を中心にした検査：KABC-Ⅱ、DN-CAS（もしくはWISC-Ⅳ） 

 〇書字や読字に関わる検査：STRAW（小学生の読み書きスクリーニング検査）、 

PVT（絵画語い発達検査） 他、必要に応じて実施。 

 

 

 

図 6 個別支援プログラム（個別の学習支援のつまずきにむけてのプログラム）の説明    

（『長崎大学教育学部で取り組む事業内容について（附属学校の先生方へ）』より転記 
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2．社会性の育ちを支援するプログラム 

発達障害のうち、自閉症スペクトラム障害（ASD）学習障害（LD）やADHD（不注意優勢状

態）などを想定した、社会性の育ちにつまずきがある児童生徒へ、個別に学習支援を行う

プログラムである。以下に概略を示す（図7）。 

 ここで想定される、知的発達や生活機能の実態を中心としたアセスメントとは学校（授

業等）の観察、担任・保護者等からの聞き取りの他、客観的ツールを用いて実施する。内

容は以下の通りである。 

〇社会性のつまずきの確認（障害等との確認）：ADI―R，PARS,Conners-Ⅲなど。 

 〇知的発達のバランスなどを中心にした検査：WISC-Ⅳ（もしくはKABC-Ⅱ） 

 〇社会生活技能等の検査：S-M社会生活能力検査 

 

 

 

図 7 個別支援プログラム（社会性の育ちを支援するプログラム）の説明            

（『長崎大学教育学部で取り組む事業内容について（附属学校の先生方へ）』より転記 
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3．気になる行動の解決に向けてのプログラム 

学校や家庭における気になる行動（行動問題）がみられる児童生徒へ、個別に学習支援

を行うプログラムである。以下に概略を示す（図8）。 

ここで想定される、行動問題の背景となる要因のアセスメントとは学校（授業等）の観

察、担任・保護者等からの聞き取りの他、保護者や担任とともに行うABC分析及び客観的ツ

ールを用いて実施する。内容は以下の通りである。 

〇行動が起きる問題の背景を確認（障害特性等との関連）： 

ADI―R，PARS,Conners-Ⅲなど。 

 〇知的発達のバランスなどを中心にした検査：WISC-Ⅳ（もしくはKABC-Ⅱ） 

 〇社会生活技能等の検査：S-M社会生活能力検査 

 

 

 

 

図 8 個別支援プログラム（気になる行動の解決に向けてのプログラム）の説明            

（『長崎大学教育学部で取り組む事業内容について（附属学校の先生方へ）』より転記 
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周囲の児童生徒、保護者の理解に向けて障害理解教育プログラムの提供 

 個別支援等の対象となる子どもの支援には、周囲の理解がポイントになることも多い。

「（対象児童生徒に）どのように関わればよいのか？」「どうしてこんなことをするの？」

などの疑問に対し、また障害など特性を理解するために、支援ラボスタッフ（学部教員）

が、学校の実情に合わせて、子どもの発達段階に応じた、具体的で、体験的なプログラム

を実施する。状況に応じて学生たちとの交流やワークショップなども可能であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発達障害支援アドバイザーの派遣 

各指定校に、発達障害支援アドバイザーを派遣する。発達支援アドバイザーには、特別

支援教育の経験者、相談等に従事する専門の資格者を持つもの）を採用し、事業に従事す

る。 

その主な業務は以下の通りである。 

○児童生徒の、学校・園での様子を観察する。 

○先生方から、支援に必要な情報の聞き取り。 

○大学の支援ラボでの支援成果を、先生方にフィードバックし学校の文脈で活かせるよう

にする。 

○必要であれば、先生方の子どもへの対応の助言・相談を行う。 

○個別の支援計画作成の助言を行う。 

○支援ラボでの成果を活かして、学校環境の実情に応じて、環境の構造化の提案や視覚的・

聴覚的刺激の調整等配慮を導入する。 

○必要に応じて、対象となる子どもを含めた、授業づくり、授業改善等の助言指導を行う。 

○先生方の困り感や対応困難感などをお聞きして、対応を検討する。 

○学校において、保護者の相談窓口となる。 

（支援利用を迷っている、どんなことをしているのか知りたいなど、支援ラボに来る前の

段階のお子さんの保護者等にお会いして、相談に応じる。） 

○障害理解プログラムの実施前の状況の評価（観察及びプレテスト）及び後の評価（観察

及びポストテスト）を行う。 

【プログラムの例】 

・インクルーシブ教育の研修 

・総合学習での基礎理解講座「障がいとはなにか？」 

・交流学習を活かした体験学習実施の支援 

・個々の違いへの気づきのためのワークショップ 

・保護者向けの研修会など 
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合理的配慮協力員の派遣 

各指定校に、特別支援教育の経験のある、支援員を派遣する。その業務は以下の通りで

ある。 

・支援ラボでの個別支援対象となる児童生徒に対し、学校内における集団生活(授業中な

ど)において、その場に応じた必要な支援を担当する。 

・特に授業や行事など、全体の進行に留意しながら、対象となる児童生徒に対し適切なイ

ンストラクションを与えたり、刺激の調整や情動のコントロール、他生徒のトラブル場面

など、適宜必要とする場面において支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒合理的配慮協力員は、授業中の取り出し指導等は行わない。 

⇒また、教員との情報交換は行いますが、指導助言は行わない。 

 

 

表 平成26年度の専門的な指導員の配置 

職名 氏名 資格等 

発達支援障害アドバイザー 

北野智子 学校心理士。相談業務の経験あり。 

井上亜衣子 臨床心理士。相談業務の経験あり。 

下田渚 特別支援学校教諭。教職大学院在学中。 

合理的配慮協力員 篠崎 歩 児童発達支援事業所、障害福祉施設等の経験あり。 

 

 

 

 

 

学校の教員 

発達障害支援アドバイザー 

合理的配慮協力員 

指示・指導 
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環境調整の整備のモデル提示と提案 

支援ラボにおける支援の結果、支援ラボでの支援の結果、有効と思われる環境調整のモ

デルを提示、提案し、そのための物品の用意と整備を行う。 

(例） 

・不要な音刺激を調整するノイズキャンセリングフォン（イヤホン） 

・不要な視覚刺激を調整する各種パーテーション（卓上型・床置き・スペース区切り型な

ど）児童生徒にあったものをモデルとして提示する。 

・小休憩ができるスペースを確保するための各種パーテーション 

 

先生方の研修の場の提供 

アセスメント（知能検査・発達検査・質問紙等）に関して、先生方が研修できる場（支

援ラボ面接室）を提供する。 

①検査に関する自己学習の場の提供 

・視聴覚教材を利用した学習 

・実際の検査道具を用いたテスター・テスティ学習 

②事例へのスーパービジョン 

 検査結果の、授業づくりや学校生活での活かし方の検討 

★申込制とする。 

★検査によっては、検査道具の利用や実施に制限のあるものもあるため、事前に相談をお

願いする。 

 

 

 


