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9. 障害理解教育の研究動向と本事業における障害理解教育の位置づけ 

 

長崎大学教育学部准教授  石川 衣紀 

 

① 障害理解に関する我が国の政策等の動き 

2004 年の障害者基本法改正により、第十四条第 3 項として「障害のある児童生徒と障害

のない児童生徒との交流及び共同学習による相互理解の促進」が規定され、交流及び共同学

習について初めて法令上の位置づけがなされた。これを受け中央教育審議会（2005）によ

る「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」では、小学校・中学校・

高等学校等における障害のある児童生徒と障害のない児童生徒の交流及び共同学習と、盲・

ろう・養護学校と通常の学校における交流及び共同学習の促進が提言された。 

2006 年には障害者権利条約が国連にて採択され、第二十四条「教育」において「１ 締

約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、

機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生

涯学習を確保する。」とされた。我が国でも 2014 年 1 月に批准を行ない、2 月より効力が

発生している。 

2009 年に障がい者制度改革推進本部が設置、2011 年に障害者基本法がさらに一部改正さ

れ、第一条の冒頭箇所に「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享

有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのとり、全ての国民が、

障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生

する社会を実現するため」という文章が追加されるなど、共生社会の実現に向けた取り組み

がいっそう推進された。 

2012 年の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援

教育の推進（報告）」においては、「特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルー

シブ教育システム構築のために必要不可欠なものである。」と明記され、その具体的方向性

の一つとして「障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶこと

を目指すべきである。」とされた。 

2013 年には障害者差別解消法も制定され（2016 年施行予定）、共生社会の実現に向けて

法的基盤の整備も進められている。 

このように我が国でも障害者権利条約の批准を重要基軸として、共生社会・インクルーシ

ブ教育の構築にむけて障害児・者理解の必要性がいっそう高められ、特別支援教育の果たす

べき役割も今後さらに拡大していくといえるだろう。 

 

② 障害理解教育に関する近年の研究動向 

1） 障害理解教育の実践事例に関する研究 

以上を踏まえつつ、まず国内における障害理解教育の近年の研究蓄積（主に 2010 年以
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降）の状況について若干の把握を試みたい。 

具体的な実践事例研究では、小林・池本（2010）が小学校 2 年生を対象にした障害理解

教育について方法論的検討を行ない、「障害のある子が主人公のお話の読み聞かせ」が、低

学年児童における障害理解でも有効であると示された。 

また北川ら（2014）が道徳の時間と障害理解教育を組み合わせたプログラムの実践事例

について報告を行なっている。北川らは聴覚障害をもつ子どもを主人公にした絵本を用い

たロールプレイングを道徳の時間（小学校第 3 学年 1 クラス）で行ない、知識としての「適

切な認識」を「情緒面の理解」から強化する実践を行なうことによって、子どもの知識を生

かした適切な態度を実現しようとする意欲や姿勢としての態度の育成につながることを示

した。 

 西館・薮波（2010）は、総合的な学習の時間（小学校第 3 学年 2 クラス）を活用した視

覚障害理解の実践事例について報告を行なった。授業内容は視覚障害者の時間の把握の仕

方や着替えの仕方、移動方法等に関する説明と紹介であり、授業後に内容について確認する

質問紙に回答させた。子どもたちが具体的知識を習得したことは確認されたが、1 単位時間

のみという時間的制約やその後の継続性において課題が残された。 

 また堤・今枝・山本・金森（2008、2009）が、小学校で行なわれた障害理解教育の授業

を質的分析と量的分析の両側面から考察し、とくに「障がい理解学習は児童が参加するワー

クショップ型の授業展開が有効である」ことなどが示されている。 

2） 障害理解教育の取り組みの現状に関する研究 

障害理解教育の取り組みの現状と課題について量的調査をもとに考察した論稿も見られ

た。まず川合・深山（2011）が、通常学級における障害告知の実施方法に焦点化して調査を

行なっている。通常学級担任経験のある小学校教師 62 名から回答を得た結果、障害告知を

有効と考える教師が 41.9％（26 人）となり、4 割以上の教師が障害告知によって「障害の

ある児童とない児童とのコミュニケーションの構築に役立つ」と考えていることが示され

た。いっぽうで障害理解教育を実施している教師は 3 割に留まり、実施していても障害特

性について扱う内容のものは少ないことが明らかになった。また川合・深山（2012）が障害

理解教育研究のレビューを行なっており、インクルーシブ教育の展開にともなう障害理解

教育の重要性のさらなる拡充について言及した。 

奈良県の公立中学校における交流の現状と障害理解教育の現状について調査を行なった

のが森・越野（2008）である。中学校段階における交流の場面として各教科の学習、定期テ

スト、クラブ活動、日常生活の 4 つを設定して分析し、各教科の学習においてはとくに美

術、音楽、技術家庭、保健体育等の実技系科目において多く交流がなされていること等が示

された。日常生活では朝の会・帰りの会、給食、学活、昼食、掃除など 10 項目の設問を設

定し、昼休みと掃除の時間において相対的に交流の時間が少ないことが明らかにされた。ま

た障害理解教育の実施の有無では 81.0％が実施していると回答した。 

この森・越野（2008）の報告では、奈良教育大学 1 年生にたいし、出身中学において障
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害理解教育がなされたかどうか等を同時に調査している。これによると、回答があった 227

人のうち出身中学校で障害理解教育があったと回答したのは 128 人（56.4％）であり、「覚

えていない」もしくは「なかった」とする回答が 4 割を超えたことが示されている。中学校

対象の調査では 8 割以上が障害理解教育を実施しているにもかかわらず、大学生段階で 4

割が「覚えていない」もしくは「なかった」と回答したことの関係性について、「中学校時

代に受けた障害理解教育は教師が意図したほど生徒たちの心に残るものになりえなかった」

のではないかという考察がなされている。 

今枝・楠・金森（2013a、2013b、2014）によって、通常の小・中学校における障害理解

教育の実態について継続的な調査がなされている。今枝らの研究の大きな特徴のひとつと

して、障害理解教育の実施状況について小学校と中学校での比較研究を試みたことが指摘

できる。今枝・楠・金森（2013a）は今後の課題として「中学校も含めた系統的・体系的な

障害理解教育プログラムの開発、実践の必要性」を指摘しており、特に障害のある生徒の在

籍率が高い中学校群において、そのようなプログラムを必要とする意識が高いことも示し

た。 

3） 障害理解教育の具体的プログラム開発等に関する研究 

田口ら（2012）によって、教員養成系大学における障害理解推進プログラムや講義内容

の検討のための基礎的な調査研究がなされている。東京学芸大学に在籍して「障害児者の発

達と教育」を履修している学生（通常 1 年次に履修）に、障害に関する言葉の知識（「特別

支援教育」「知的障害」など）、「障害者」のイメージ、小学校 3 年生に「障害者」について

説明する方法等について質問紙調査を実施した。 

障害を題材にした資料を視聴した経験の有無では 89.3％が「あり」と回答しているいっ

ぽうで、障害のある人と関わった経験が「ある」と回答したのは 68.6％、障害を題材にした

授業や課外活動の経験では「あり」が 51.9％であることが示され、メディア媒体ではなく

実際に関わり、体験する機会を充分確保する必要性について考察されている。 

楠・金森・今枝（2012a）は、大学機関、学校、福祉機関の連携のもとで系統的な福祉教

育プログラムを開発し、有効性の検証を行なっている。このプログラムは「①障害のあるな

しにかかわらず、みんなが楽しめるというユニバーサルデザインの精神を育てる」「②障害

に対して、否定的な意識ではなく、肯定的な意識を高める」「③学校内だけではなく、社会

全体で応用できる力を育てる」ことを基本的な柱としており、「遊び」を題材としたもので

ある。プログラムの実施前後で 2、3、4 学年では認識に有意な向上がみられたいっぽう、

1、5 学年では認識に変化が見られず、とくに低学年における障害理解教育、知的障害に関

する障害理解教育に課題が残るとした。 

この他、障害者に対する態度や認識を評価するための「児童生徒番障害者に対する多次元

的態度尺度」の開発を行なった楠・金森・今枝（2012b）、私立の小・中学校における障害理

解教育の実態について調査した今枝・西山・金森（2014）等がとくに挙げられる。また障害

理解教育に関する主要な書籍では、眞城（2003）以後冨永編（2011）が挙げられる。 
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③ 本事業における障害理解教育の位置づけ 

ここまで、基礎的な状況把握として障害理解教育の近年の研究動向について若干の整理

を行なってきた。さて本事業における障害理解教育の方向性を考える上でも、インクルーシ

ブ教育、ユニバーサルデザイン、共生社会が重要なキーワードとなる。それは冨永編（2011）

で指摘されるように、「特別なニーズのある児童生徒を学校の仲間として認めあうこと」で

あり、本事業においてもとくにスクールワイドなレベルで実現されるべきものである。 

すなわち、すべての子どもの発達保障に向けて、子ども一人ひとりも自分自身のあり方・

生き方について時間をかけて見つめていく取り組みとして、障害理解教育を位置づけたい

と考える。本事業では附属小学校および附属中学校を指定校として位置づけており、まずは

附属小学校内および附属中学校内における実践が核となるが、附属幼稚園との連携も視野

に入れながら、幼・小・中一貫した障害理解教育のあり方について、大学（学部）と附属が

連携して取り組むことを目指していきたい。そして附属特別支援学校とも連携し、教育学部

内全体で共生社会のあり方についても議論できる土台としていくことを目指していきたい

と考える。 

以上をもとに、共生社会の実現を担っていく存在として子どもを見据え、学級経営・学校

経営の基礎・土台として長いスパンで障害理解教育を位置づけていくことがまず重要であ

ろう。また、学校内での障害理解の取り組みを地域コミュニティと連携させ、中学卒業後、

高校卒業後、その先々へとつなげていける持続可能な障害理解教育のあり方についても、考

えていく必要があるといえる。 

取り組みとしてはまだ緒についたばかりであるが、すでに実施されている個別的支援お

よび小集団支援の取り組みと、学級全体・学校全体での支援（障害理解・共生）の取り組み

は本事業のいわば両輪をなすものであり、前者の取り組みがクラスワイド・スクールワイド

に根付いていくように、附属学校園との連携を密にしながら取り組んでいきたいと考えて

いる。 
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