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7． 実態調査報告 

 

長崎大学教育学部教授  吉田 ゆり 

                        

 本事業研究に当たり、先進的な取り組みを行っている大学の実態調査を実施した。 

 調査先としては、発達障害のある児童生徒の地域支援として平成 20年度から『高知発達

障害プロジェクト』を実施、先進的な取り組みを行っている高知大学教育学部と、昭和 63

年より地域の児童生徒に向けた個別療育・集団療育を行っている福岡教育大学附属特別支

援教育センターを選定し、実態調査を、視察及び協議を中心に行った。以下にその概要を示

す。 

 

① 高知大学教育学部 高知発達障害プロジェクトの実態調査 

1. 視察先 高知大学教育学部 高知発達障害プロジェクト及び附属特別支援学校 

2. 日 時 平成 26年 9月 22日(月) 10:00～12:00 

3. 対応者 高知大学教育学部 教授 寺田信一氏 

       高知大学教育学部附属特別支援 副校長 山崎 敏秀氏 

4. 長崎大学の訪問者（６名）等 

  鈴木保巳（長崎大学教育学部 教授・副学部長（附属校園担当）本事業研究代表） 

  吉田ゆり（長崎大学教育学部 教授・支援ラボスタッフ） 

  高橋甲介（長崎大学教育学部 准教授・支援ラボスタッフ） 

  石川衣紀（長崎大学教育学部 准教授・支援ラボスタッフ） 

  西川 崇（長崎大学大学院教育学研究科 准教授・支援ラボスタッフ）☆ 

  下田 渚（長崎大学大学院教育学研究科子ども理解・特別支援コース 院生（現職教員・

佐世保特別支援学校）発達支援アドバイザー）☆☆ 

その他同行者 川村泰弘（宮城教育大学附属特別支援学校 教諭） 

5. 視察内容の概要 

高知大学では、平成 20 年度より『校地発達障害          

研究プロジェクト』を実施、地域支援/専門家養成

ワーキング、事業開発/経営持続性研究ワーキング、

職業教育課程ワーキング、個別支援計画/実態調査

研究ワーキングの 4 部門を中心に活動されている

とのことであった。 

今回は、発達障害支援プロジェクトの拠点となる

施設のうち、特に、相談のためのスペース、地域の

発達障害のある子どものためのワークシステム・ 
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アセスメント等についての施設を中心に 見

学と協議をお願いした。 

 発達障害プロジェクト拠点施設では、アセス

メント及び個別支援のためのスペースを重点

的に見学した。知能検査、発達検査等は個別検

査道具、質問紙検査類ともに整備されており、

幅広い発達期に対応でき、十分なアセスメント

が可能であり、実施されているとのことだった。 

 【写真】 アセスメントツールの整備の様子     

  

特に地域支援においては、乳幼児段階での早期発見・早期支援が重要になるため、保育所

保育士を対象としたティーチャーズトレーニングをおこなっていること、その効果を検証

していることをお伺いした。さらに、県央からの遠隔地に対して、遠隔地会議システムを用

いて、高知大学大学院教育学研究科の講義を聴講可能にすることなどを通して、教員の質の

向上、発達障害の専門家養成に力を入れているとのことだった。県央から遠隔地（へき地）

及び離島をもつ長崎県においても、学ぶべき点の多い取り組みである。 

 また、個別支援スペースは、厚みや高さを工夫しながら、パーテーションやカーテンを 

巧みに使ってスペースがつくられていた。また、床にはマットが引かれ、感覚過敏の児童 

生徒に向けた、防音や温度変化の緩和効果が期待できる。 

【写真】 発達障害プロジェクト拠点施設の個別支援スペース（環境構成の工夫の様子） 

 

そのほか、地域支援についての方法について協議した。高知大学では、個別支援計画を立

案し、計画に基づいた支援会議を随時開催しており、有効な支援の検討を継続していること

をお伺いした。これらの発達障害プロジェクトを支えているのは、教育学部のスタッフのみ

ならず、教育学部附属特別支援学校の、発達障害等児童生徒に向けた教育・支援の蓄積がい

かされていることが見て取れた。 

次いで附属特別支援学校における、発達障害に向けた環境構成の工夫、作業（木工・製菓）

における環境の構造化、個別学習のためのワークシステム等を見学した。 
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【写真】 高知大学教育学部附属特別支援学校内（環境構成・個別学習スペースの見学） 

 

長崎大学教育学部においても、個別支援・小集団支援を中心とした支援ラボでの活動に取

り入れるべき視点を多く見いだすことができた。特に発達障害の可能性のある児童生徒へ

の早期発見のための体制作り、アセスメントの充実など、実りある示唆を頂いた。 

 お忙しい中、実態調査を受け入れていただいた高知大学教育学部の寺田教授、特別支援学

校副校長の山崎先生に敬意を表し、お礼申し上げたい。 

 

☆ 支援ラボのスタッフであるが、事業費からの旅費支出をしていない。 

☆☆ 現職教員として大学院に在籍している発達支援アドバイザーとして事業に従事しているが、賃金 

は発生していない。 
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② 福岡教育大学における個別療育・集団療育の実態調査 

長崎大学大学院教育学研究科准教授  西川 崇 

 

1. 視察先 福岡教育大学 教育総合研究所 附属特別支援教育センター 

2. 日 時 平成 27年 1月 31日（土） 8:30～13:30 

3. 訪問者 西川 崇 

4. 対応者 福岡教育大学特別支援教育センター教授 中山 健先生 

5. 視察内容の概要 

福岡教育大学附属特別支援教育センターにおける療育活動は、前身の障害児治療教育セ

ンターが昭和 63年に設立されて以来、続けられている。中山研究室においては、主として

学習障害児への認知的治療教育プログラムに基づく療育が行われている。 

本センターの利用については、保護者が直接見つけて相談に来られたり、地域の支援セン

ターや医師からの紹介などで来談されることもあり、インテークを経て、学生・院生の指導

力の向上に協力するという了解のもと、学期に 10 回程度、年間で 30 回程度の療育指導が

展開されている。ケースによっては他機関を紹介することや、相談のみで終わる場合もある。 

児童生徒 1名につき学生スタッフが 2名担当になり、中山教授のスーパーバイズのもと、

個別の指導計画（年間）が立てられていた。朝のミーティングで個々の児童生徒の本時の計

画と集団療育の打ち合わせがなされ、個別療育 1 時間、集団療育 1 時間、その後保護者へ

の報告等が行われ、事後のミーティングで、個々の児童生徒の様子や支援内容についての振

り返りが行われていた。これらは毎回記録にまとめられている。 

 

 
【写真】 学生が作成する「中山研究室計画用紙」・「記録用紙」 
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筆者が視察した日は、個室、または集団活動室をパーティションで区切ったスペースで、

物語文の読解や計算、インターネットを用いた調べ学習、連立方程式の基礎、iPad を用い

た漢字学習など、個別課題に応じた指導が行われ、その後の集団活動では、節分が近いとい

うことで、「箱の中身はなんだろな」ゲームで箱の中身を「落花生」につなげ、学生が扮す

る鬼に向かって豆まきをするという活動が展開されていた。この日の療育活動参加児童生

徒は、小学生（通常学級、特別支援学級）、中学生（通常学級、特別支援学級）、特別支援学

校中学部生等、8名であった。 

アセスメントは、WISC-Ⅲや DN-CASが主として用いられ、中山教授のスーパーバイズ

の元、学生や院生が検査を取る場合と、大学スタッフが取る場合があるという。 

また、この毎週の学生による指導は、学部 3，4年生の指導実習Ⅰ、指導実習Ⅱの単位に

もなるほか、中には特別支援教育を志望する学生が、学部 1，2年の段階から自由意志で参

加することもあるという。 

長崎大学教育学部においても、本事業の個別支援や教室の観察等に学生や院生を参加さ

せ、指導力の向上を意図する取組を始めているが、単位化するまでには至っていない。本事

業における個別支援・集団支援の参考になるとともに、教員養成における実地トレーニング

としても先進的な取組を視察することができた。福岡教育大学附属特別支援教育センター

の中山健教授、ならびに学生・院生スタッフの皆様に記して感謝申し上げたい。 

 

          

 

  

【写真】 特別支援教育センター入り口 【写真】 集団療育が行われていた部屋 
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③ 福井大学教育地域科学部からの実態調査の受け入れ 

               長崎大学教育学部教授       吉田 ゆり 

長崎大学大学院教育学研究科准教授  西川 崇 

 

1. 訪 問 福井大学教育地域学部 

（発達障害の可能性のある児童生徒の早期支援事業） 

2. 訪問者 福井大学教育地域科学部 准教授 大西将史氏 

      福井大学教育地域科学部 准教授 廣澤愛子氏（臨床心理士） 

      福井大学教育地域科学部 特命職員・発達障害支援アドバイザー                             

鈴木静香氏（臨床心理士）・織田安沙美氏（臨床心理士） 

3. 対応者 大学での協議 

長崎大学支援ラボスタッフ（吉田・高橋・石川・西川） 

      指定校での視察 

長崎大学教育学部附属中学校 校長 森 浩司氏  

      長崎大学教育学部 准教授 西川 崇（支援ラボスタッフ） 

4. 日 時 平成 26年 12月 3日 12:30～17:00 

5. 場 所 長崎大学教育学部 支援ラボ（音楽棟３階オープンラボ）及び 

      附属教育実践総合センター内 支援ラボ（プレイルーム・面接室） 

6. 概 要 A．支援ラボスタッフとの協議、見学 

      B．長崎大学教育学部附属中学校の視察（校長を訪問、校内見学） 

7. 協議内容   

１)大学における協議と視察の内容 

 〇長崎大学の本事業の概要を説明。支援ラボを中心とした附属学校の多層的支援システ 

ムによる児童生徒への支援について、発達支援アドバイザーの活用実態について説明 

した。 

 ・事業の付属校への導入、説明の手続き、保護者や児童生徒への説明の手続きなどにつ 

いて質問があった。 

 ・発達支援アドバイザーの活動の具体的な内容について質問があり、お互いの状況を協 

議した。 

 ・地域の教育委員会等との連携について協議した。 

 〇福井大学のライフパートナープログラムの説明 

 ・中学校を中心に支援事業を行っているとのこと。附属中学校に加えて、２校の地域の 

学校を指定していることについて、その選定の理由や手続き、支援効果等について質 

問、協議した。 

 ・指定校との連携の方法について質問、協議した。 

 ・プログラムそのものは、相談室や保健室の存在が大きい点について説明を受けた。 
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 ・ライフパートナープログラムについて、学生の指導や実施内容について質問した。 

・プログラムと教職大学院との連動について質問した。 

２)附属中学校（指定校）における視察の内容 

〇森校長より、学校要覧に基づく学校説明 

〇質疑応答 

・この事業を受けるきっかけは？また、教職員の反応はどうだったか？ 

→教育学部からの応募の話を受け検討し、学力的に困難な生徒や、対人関係に課題がある

生徒が校内にいることから、本事業を受けることにしたことの経緯を含め、本事業を受け

ることで、附属中学校における特別支援教育体制の前進になると考えている。先生方とも

時間を取って話をして、この事業の必要性を確認できたなどの説明を頂いた。 

・保護者への説明はどのようにしたか？保護者会のような場を設けたりしたのか？ 

→保護者会のような場では、説明はしていない。２学期に入り、全生徒の家庭に、支援ラ

ボ開設の文書を配布して、募集した。 

・対象生徒について、差し支えない程度で支援ラボ支援までの経緯について質問。 

・発達支援アドバイザーの入り方はどのようにしているか？ 

発達支援アドバイザーは、特別支援学校の現職の院生であるので、ラボ利用生徒の学級を

中心に、それ以外の学級も観察してもらっている。生徒には大学院生が授業を見に来てい

るという説明をしている。 

（西川補足）発達支援アドバイザーは、観察に入る前に、学級担任、学年主任、COと学校

での情報をやりとりしている。週に１回ペースで、学習場面（全体指示の後の取組、授業

中の持続、理解力、発表等）、休み時間（友達関係、教室移動、休み時間の過ごし方）等、

視点を定めての観察をしてもらい、大学スタッフに文書や口頭で報告している。 

・今後の取組についての展望 

→まだこの事業がスタートしたばかりで、ラボと保護者の面談があり、観察が始まったと

ころ。手探りの状態で進めている。生徒は１名しかあがっていないが、学校側で気になる

生徒は他にもいるので、アドバイザーや、大学教員から観察してもらって、担任から保護

者にラボの利用を勧めたり、教育相談の利用を勧めたりするなどの手立てを考えたい。 

・教育相談について、スクールカウンセラーの配置はあるのか？ 

→スクールカウンセラーは常置していないが、教育学部の臨床心理士に定期的に学校に

入ってもらっている。教育相談日を設けて、生徒、保護者に周知している。 

〇校内の見学等 

校内の見学、該当生徒の学級の参観。 

 

 


