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の継続︑連携が必要になります︒また︑

指導内容の精選や在籍学級との指導

や個別指導で効果を上げるためには︑

らかになりました︒少ない指導時数

る研修を行っていきます︒

なげたい︒﹂という教員の願いに応え

を付けて子供たちの成長や幸福につ

という研究・研修風土を基盤に︑﹁力

ズに応じた最先端の学びができる﹂

情研の研修に参加すれば︑現場のニー

こうした意欲のある先生方が積極

巡回指導に当たっている私たちが基
的に高めていく仕組みを実効的なも

的に研修に参加できるよう︑各地区

本的な指導スキルを身に付け︑実践
のとすることが大きな課題だと言え

の教育委員会︑管理職の皆様の一層

者が集まりました︒今年度から小学

ナーには︑全都から約七百名の参加

昨年十一月に行われた都情研セミ

を構築する上で︑人材育成に直接つ

私たち都情研が特別支援教室の体制

体的に知ることができました︒また︑

人材育成等への認識や対策などを具

ク研修会の実施状況を切り取ったも

りです︒下記の表は︑第五回のブロッ

年度の研修会の実施状況は以下の通

にたくさんの参加者があります︒今

と質の高い指導力を身に付けるため

的な考え方や運営上の工夫︑成果と

別支援教室体制での教室運営の基本

ションでは︑東京都が考えている特

実践事例の報告と︑パネルディスカッ

墨田区立錦糸小学校を中心に行った

指導教員として各校の指導に当たっ

は︑特別支援教室の拠点校から巡回

ました︒そこで明らかになったこと

かすこと﹂を目的に実態調査を行い

導︑教育環境︑研修体制の充実に活

級・教室の実態を調査し︑適切な指

今年度︑都情研では﹁特別支援学

や担当校長のリーダーシップの下に︑

都情研では︑各ブロックの副会長

とができます︒

当該教員の研修ニーズを読み取るこ

ています︒研修会のテーマを見ると︑

ついても情報を交流し︑よりよいア

に︑各地区の巡回指導体制の状況に

について︑教員が学べる研修ととも

加に伴い︑一人当たりの指導時数が

性と質の高い指導力を目指した研究

援教室体制を支える教員の高い専門

のご理解とご協力をお願いします︒

ます︒

都情研では︑ブロックごとの研修

をほぼ月に一回の割合で実施してい

校全校で実施され︑中学校での実施

ながる高い専門性と質の高い指導力

ます︒そして︑そこには高い専門性

も目前に迫っている特別支援教室体

マを設定し︑講師を選定して障害教

のです︒各地区の実態に応じてテー

ることが明確になりました︒

課題などについて共通理解ができま

ている教員の約八割が︑特別支援担

企画運営本部を中心として︑特別支

育と対象児童・生徒への具体的な対応

した︒そして︑教育庁都立学校教育

当経験年数五年未満という実態です︒

最大の課題は人材育成

部主任指導主事の和田慎也先生︑指

また︑対象となる児童・生徒数の増

国や東京都が進めようとしている特

大幅に減少していることや︑個別指

イデアを習得する貴重な機会となっ

後藤眞里先生をお迎えした座談では︑

導部特別支援教育指導課指導主事の

課題﹂を研修会のテーマとしました︒

今年度は﹁特別支援教室の現状と

の育成という大きな役割を担ってい

皇

東京都公立学校情緒障害教育研究会会長鉦品︑

専門誹祁一能砦端儲罐卵計瀝隼輻峠詐竺詐癖型礒と匿昌﹂１７１〆津

情緒障害

制への関心の高さを感じます︒

国立市立国立第二小学校長小林理人

教育研究会
』

別支援教育の方向性や︑特別支援教室

1乙○

東京都公立学校

を行っています︒そして︑今後も﹁都

q穴戸

第130号

導の割合が多くなっていることも明

559

合計

参加数

平成31年3月

の運営で課題となっている人材確保︑

SpaceZeroPDD心理教育研究所

137

所長水野薫先生

ASD女子への対応」

小学校

「プリーズしてしまう小学校中学年

昭島市立つつじが丘

多摩南

133

一般社団法人チャイルド・ラボ

「自分理解と自分支援〜エンパワメン

代表理事藤原里美先生

トを育てる〜」

調布市立石原小学校

多摩北

123

早稲田大学大学院教職研究科

「発達障害支援〜青年期の当事者から

臨床心理士長岡恵理先生

のメッセージ〜」

品川区立荏原平塚学園

南

12日）の概要

平成3(〕年度都情研第5回ブロック研修会（10月9日、

151

明星大学教育学部教育学科

「児童・生徒の『強い力（好きなこと

准教授森下由紀子先生

える指導のあり方について」

青少年総合センター

や得意なこと)』を生かした将来を見掘

国立オリンピック記念

北

臨床心理士大西知佐子先生

のアセスメントと専門的な指導」

葛飾区立上平井小学校

B蝦

マイン。Eラボ・スペース

「特別支援教室等における児童・生徒

識師

テーマ・内容

場所

ﾌﾞﾛｯｸ

会 報

(2)
平成30年度東京都公立学校情緒障害教育研究会活動報告
1

研修会名

定期総会・記念講演会

第1回ブロック研修会
（入門研修）

企睡
i企璽
本部
多婦北

鰯B
4局17巳

i 節閥
14:15

哩所

内宮・テーマ・澗朋

鳩騨箸

配念調涜洩勉「作興蒙法と発達障害のアセスメント〜峨覚や〕運
動の視点からの実懇把握と指導 こついて〜」

小平市民会距ルネこだいら・大ホーノ

囚厩灰両男三寺島小学綾・体音飽

神奈川県立保健掴祉大学リハビリテーション学科作業
療法学専攻大学院保健褐祉学和研究科顕授笹田
哲先生

｢都禰研の現状と期待することについて」

96

146

[&

5月15日

14：30

北

5月15日

14：30

疎馬区立旭丘小学松・特別支振裸体育館

｢箱別支暖教育､禰緒踊富教育の括導内容等について」

町田市立南成釧小学校サボ
先生

南

5月15日

14：30

品川区立荏原平塚学圃・5階ホール

｢浦別支援教室〜子ども尼らの本来の力を引き出すだめに〜」

小平市立小平第十四小学校特別支播教室主任教諭
熊谷敬子先生

115

「ソーシャルスキルのアイテム化についての発案のきっかけやエ
ピテンス、実践例について」

中野区立職丼小学檀主任教論伊麗歴太郎先生

183

あきる野市立屋城小学筏主幹教揃宮源成通先生
あきる野市立多西小学校主幹教縮中村敏秀先生

1 12

多摩闇

多服北

5月15日

5月15日

14；30

14：30

府中市立胴中第三小学筏･体育館

「都偏研の組闘について」
「蒋別支掴教室巡回播導教員の役割とは〜先輩教員の経験を通

昭島市立中神小学校・体育館

して〜」

トル

ム撫師伊藤久美

第1回ブロック研摩会合計（人）

第2回ブロック研修会
（5地区合同入門研修）

第3回ブロック研修会
（教室・学級運営）

ﾌ塵プ

西東京市豆果伏見小学検特別支狸教室そよかぜ括導
教諭上山雅久先生

本部

6月26日

￨":sol

栗

7月10日

14；30

14：30

…

国立ｵﾘﾝﾋｯｸ配志冑少年縫合ｾﾝﾀ

隅涜会「箱別支温教室等の教員に必要な専門性とは〜

カルチャー棟大ホール

ペクトラムを中心としだ障塞特性を中心 こ〜」

PDD心理教育研究所所長（元褐島大学
水野顛先生

第2回ブロック研耀会合計（人）
国立オリンピック紀念冑少年縫合センター
センター裸311弓室

北

7月10日

14：30

北区立八開小学松・体育館

7月10日

14：30

世田谷灰汀玉川中学快・中町ふれあいホ

多摩南

7月10日

14：30

府中市中央文化センタ

多摩北

7月10日

14

30

恋

｢教室・学姫運営の現状と謀題」
第一分科会「教室・学級揮壹についての禰服交換」
第二分科会「教+小楯導についての体験型研修」

南

・ひばりホ

ル

ル

睡額反行槐糸小学松唆長伊璽康次先生（本会副会
長〕

93

北区立八咽小学捜佼長
畏〕

164

市川由紀絵先生〔本会園'1会

｢各地区の巡回状況の粥告等J
｢中学校の特別支援教室について｣

発表者：大田反r7志茂
大田反r7志茂 田小学校三村勝規先生、品ll
康ウ翠四日野小学稜
B野小学稜 美馬景子先生、過反面白金の丘
中学松上野好■先生
上野好■先生・唖島弓哩先生

1 11

｢敦室･学級運営の現状と謹題」

府中市立府中第三小学綬校長宇那宮鯉先生（本会副
会長）

113

「特別支概教室の運営について考える〜小学校での教室運営と
中学校での教室翠附の実隈を通して〜」

纈生市立榴生第三小学校・体育髄

708

西東京市立栗伏見小学被福導教揃上ul雅久先生､渭

醐市立芝山小学捜主任教的小萱原幸子先生、立川市
立第八小学校主任教愉高麗絵美先生

第3回ブロック研修会合計（人

123

…

○記念縄涜「箱別支握叙室等における児■・生徒のアセスメント

第3回夏季研究大会

（南ブロック大会）

本部
南

7月28日

午削午後

と専門的な瑁導」
○実践発表北ブロック｢荒川区の実賎発表」 、多摩北ブロック
「中学校通級旧導学級･特別支個教室の役割」 、多摩南ブロック
「日野市特別支擬教室アセスメント こ基づく指導実践」、東ﾌ
ﾛｯｸ「摺四実践鞭告〜巡回による脳別指導〜」 ｢悟轌回書数画

日本大学文理学部百周年配念館
日本大学文理学部百周年配念館

における田害特性 こ応じた自立活動について考える〜精別支温
教室における児■・生徒のアセスメントと専門的な宿導〜」

会砠「みちびき」 128号発行

本部

露ア

西東京市教育委員会叙宵支援アドバイザ
郎先生

渡辺圭太

公立幼・小・中学校等全皎配砺g+43m部
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9月4日

北

9月4日

14：30

台東区立平成小学桟・体竜館

南

9月4日

14：30

世田谷灰ウ玉jll中学校・中町ふれあいホール

｢発運確言のある児逼･生徒へのかかわり方について」

町田市立司成澱小学校ｻﾎｰﾄﾙｰﾑ旧師伊薩久美

「体全体と硯知覚の仕組みについての基本内容と特別支援学級

株式会社盲硯舍視覚発還支援センタ

9月4日

14：30

多摩市永山公民館・ベプルホール

多摩北

9月4日

14t30

掴生市民会睡・小ホール

10月9巳

14；30

聴飾区立上平丼小学核・体商館

SpaeeZeFc』心理 =柊毒密照星水野無先生

一

多服南

竪

中Ⅱ

BT言IⅡイマザア画､*観郡‑

些

（専門研修）

ceZBroPDD心理･教育研究所所長元褐島大学

大学皖教授水野辰先生

71二
竿

第4回ブロック研修会

S

「かかわる力」を育む対諸の蝿づくり
〜考える。湿陰するSS ｢と遭境との相関〜

特別支援教室で使える具体的な婚導方濫」

「子どものできだ

が増える明日から使える据導〜■字･体

づくりの据導を中心として〜」

栗京学芸大学照任脚師・雨神保睦福祉土
酌嬉美君先生

先生

作莫療法土

町田大輔先生
神奈川乗立保髄隔祉大学リハビリテ ション学科作藁
療法学専攻大学院保囲隠祉学科研究科敏授笹田
哲先生

第4回ブロック研修会合計（人〕

栗

1t

第5回ブロック研修会
（専門研修）

10月12日

14：30

「蒋別支掻教室箸における児昼･生徒のアセスメントと専吋的な

国立オリンピック配念青少年峰合センタ
センター裸309号室

露ア

1つ具

明星大学教胃学部数育学秘准叙浸罧下由紀子先生

151

と保謹者支掴の視点から〜」

14：30

品川区立荏原平塚学圃・5階ホール

発達障害支握〜再年期の当事者からのメッセージ〜」

10月9日

14；30

現市市立石原小学被・体育館

自分理壌と自分支援〜エンパワメント･を青てる〜

早稲田大学大学院教鳳研究料臨床心理士長岡患理
先生
般社団濫人チャイルド･ラボ代衷理■遍原里美
先生

「ﾌﾟﾘｰｽしてしまう小学校中学年ASD女子への対応〜箱別支 S画唾ZeroPDD心理教育研究所所長（元福島大学

昭囲市立つつじが丘小学校･俸育龍

146

2

「児童･生徒の『強い力〔好きなことや偲忽なこと）』を生かし
に埒来を見据える播導のあり方について〜進路，キャリア教育

10月9日

14：30

I竺I

宿導」

南

10月9巳

q一用

マイン。Eラボ・スペース臨床心理土大西知佐子
先生

多顕南

多頭北

0

164

援教室での宿導を考える〜」

大学院教授）

水野菌先生

第5回ブロック研嫁会合計（人〕

123

1．句
ローｰ

1コア

6

Oｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ夢閑灰立院糸小学校伊藤康次
〜裡長､据考主亭､学糾羊仔は聞いておかないと損をする!〜

第3回都情研セミナー

本部

11月13日

14：30

国立オリンピック肥念冑少年臨合センタ
カルチャー裸大ホール

「崎別支援教室の現状と課睡」
1．都旧研実態胸画から見える特別支旧教室の現状と牒題

2.パネルディスカッション

希別支掴教室の充実のための拠点

校と巡回校の役割」
3 座誠「特別支優教室の現状と塀題」

皎長（本会E'￨会得）
○パネラー厚用反立録小学桧水苔光一校長〔巡回
校〕 、墨胴灰立柳囚小学校小林大志授畏（巡回
被） 、囲用反rZ錦糸小学砿富田奈々主任敏輸（拠点
筏主任〕 、鹿用便立外手小学校折居麻紀主任教諭
（拠点綬主任）
○座談東京都教育庁都立学校教育部主任掴導主事
和田慎也先生、娼導部特別支遜教育指導牌指導主事

6汚

後扉眞里先生､国立市立固有第二小学捜畏小林理人
（本金会長）、西東京市立栗伏見小学校循導栽論上
山雅久（本会作函理港本部島務〕
東

12月4日

14：30

1ﾚ

12月7日

14：30

緑馬区而n日丘小学桧・猪別支援陳体育館

廟

12月4日

14：30

千代田区立千代田小学綾・体育館

蛇L

14：30

14：30

搭導の手だて」

1王子市南大沢文化会館・交流ホール

北
摩
多

12月4日

12月4日

国立市立国立第四小学佼・体商龍

「アセスメントに星づく児璽・生徒理解と合暇的配慮
LD、ADHDの月■・生硅への支援を中心に一
箱別支握教盲､両姥旬盲敗育の擢考内宮零について」

「感禰のコントロールが唾し＜､授亜に夢加できない小2男児の

南
摩
多

第6回ブロック研修会
（専門研修）

｢発達性協調運動障言(〔工D の田要と恵例撲討」

足京直行足立小学校・体育館

うめだあけぼの学圃作興原法土酒井康年先生

明星大学准教授癒下由規子先宝

150

元町田市立南成瀬小学校ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの教室主
幹敦錆伊源久異先生

「ﾊ王子市の特別支掴散室の国要と冥睡婦宙『箱別支膿教室における阿
害特性に師じだ自口沃動』」
鳩澗「伺略陣官報宵における煙言特性 こ恥じた禰司」

SpaceZefoPDD心理教音研究所所艮(元褐島大学
大学院教授）

水野鷺先生

「社会性･ｺﾐｺﾆｹ ｼｮﾝの牒題と生活里甑の小実団据導〜怖別支
早稲田大学大学院教祁研究科･保鯉センタ
掴教室S寂室の実越〜」
室臨床心理±長岡悪理先生
煽潤「ことばの発逸と社急性・コミュニケ ションの屠導」

学生栢馳

第6回ブロック研修会合計（人）

会絹「みちびき」
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平成31年度東京都公立学校情緒障害教育研究会活動計画

水一木一木一火

第4回地区ブロック研修会（専門研修①）

第6回地区ブロック研修会（専門研修③）

企画運営本部委員研修会⑧
火一火一火一火一火一火一火

◎都情研セミナー（主に行政説明）
11

12

◆会報「みちびき132号」発行

・企画運営本部委員研修会⑨
地区ブロック本部会（5地区合同）

第7回地区ブロック研修会（各区市町村）

火一火一火一火一火

企画運営本部委員研修会⑩
1

2

3

企画運営本部委員研修会③

第3回地区ブロック研修会（教室・学級運営）
火一火一火一火

第5回地区ブロック研修会（専門研修②）
企画運営本部委員研修会⑦
10

第1回企画運営本部会・役員会

曜一火一火一火一火一火一火

第3回企画運営本部会・役員会
企画運営本部委員研修会⑪
◆篝R旧みちびき133副発行◆都剛｢羽戎31罐↑頚諏告］発行

~

企画運営本部委員研修会⑥
9

６｜桂一ｍ｜型−８｜翠万一３両一種哩一調−４両−３｜症

8

●各地区実態調査（基準日5月1日）
~

７両一一一４両−９面一荏訂

7

平成31年度定期総会・記念講演会
16
4

第2回地区ブロック研修会（都情研入門）
6

企画運営本部委員研修会①

判‑号

企画運営本部委員研修会④．研究大会準備作業
★東京都教育委員会との連絡会◆会報「みちびき131号」発行
企画運営本部委員研修会⑤．研究大会準備
第4回都情研研究大会（多摩南ブロック大会）
第2回企画運営本部会・役員会（昼）
中学校特別支援教室課題研修会
★三連協（都難言、都弱視）
1

地区ブロック本部会（5地区合同）
企画運営本部委員研修会②
第1回地区ブロック研修会（都情研入門）
5

研修会名、事業名

﹁平成最後の○○﹂というのが流

○今年度を振り返って

度の都情研を振り返ってみます︒

行っていますが︑それに倣って今年

平成の最初の頃は︑まさしく﹁情
緒障害﹂学級設置校が本会運営を担っ
ていました︒中でも中心的な役割を
果たしていたのが﹁通級制情緒障害
学級﹂です︒本会においては自閉症
教育の研究︑実践と検証が盛んに行
われていました︒昭和の終わりから
この時期にかけては︑イギリスのロー

ナ・ウイング博士によって﹁アスペ
ルガー症候群﹂が再発見され︑知的
障害を伴わない﹁自閉症﹂が︑通常
の学級の中にもたくさんいるのでは

ないか︑と言われ始めた頃です︒
その後︑平成五年に﹁通級による指

導﹂が法制化され﹁情緒障害通級指導

制度が導入されて︑﹁情緒障害等通級

学級﹂と名称変更し︑特別支援教育

へと変わっていきました︒驚くべき

指導学級﹂に︑そして﹁特別支援教室﹂

ことは︑平成の初めたった数十校だっ

置︵約千二百校︶を達成したことです︒

た設置校が︑今年度︑小学校全校設

感謝申し上げます︒

新体制都情研三年目の今年度もま
た︑たくさんの先生方にご協力いた
だき︑そして関係機関の方々に支え
られ︑のべ六千名を超える参加者と
ともに専門研修を実施し︑三十年間
で大きくなった都情研︑平成最後の
運営を無事終えることができました︒

たします︒

小学校の特別支援教室完全実施︑
そして中学校への導入が進み︑初め
て情緒障害教育に携わる巡回指導教
員が急増しており︑専門研修へのニー
ズは益々高まっています︒来年度も
運営へのご協力︑よろしくお願いい

企画運営本部総務上山雅久
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です︒現場からすると︑あまり変わ

国が標準法上定数化するということ

ていた通級指導学級等の教員配置を︑

基本理念は︑﹁発達障害のある全ての

育推進計画﹂を策定しました︒その

二十八年二月に﹁東京都発達障害教

ですが︑東京都教育委員会は︑平成

平成三十年度第三回都情研セミナー座談︵抄録︶

りがないように思えますが︑国が定

児童・生徒が︑その持てる力を最大限

東京都教育庁都立学校教育部主任指導主事和田慎也先生

﹁特別支援教室の現状と課題﹂

数化したことの意味は大きいと思い

校長の司会のもと︑座談が行われま

お迎えし︑本会会長である小林理人

主任指導主事と後藤眞里指導主事を

による指導︵特別支援教室︶︑特別支

の構築を目指し︑通常の学級︑通級

られたインクルーシブ教育システム

新学習指導要領は︑同条約に掲げ

等の学習の過程において考えられる

め︑障害の状態に応じた多様な教育

児童・生徒と障害のない児童・生徒が︑

る場合には︑特別の教育課程による

の場を拡充すること﹂を目的として

あげられます︒御存知のとおり︑高

ことができることとするとともに︑

います︒この適切な教育的支援を行

共に学びあうことができるよう︑通

その場合には︑障害に応じた特別の

う場︑多様な教育の場の一つとして︑

常の学級における教育的支援をはじ

指導を高等学校又は中等教育学校の

﹁特別支援教室の設置促進﹂を計画に

に応じた特別の指導を行う必要があ

の一部︵必履修教科・科目等を除く︒︶

後期課程の教育課程に加え︑又はそ

特別支援教室は︑平成二十八年度か

のですが︑これに通級の指導で履修

間で七十四単位以上の履修が必要な

ることとしました︒高等学校は三年

に必要な単位数に加えることができ

えない範囲で全課程の修了を認める

係る修得単位数を︑年間七単位を超

また︑障害に応じた特別の指導に

する予定となっています︒今年度は︑

立中学校約六百校全校に導入を完了

し︑平成三十三年度までに︑都内公

整った区市町村から順次導入を開始

校については︑今年度から︑準備の

校全校に導入を完了しました︒中学

四月までに都内公立小学校約千三百

ら三か年かけて順次導入し︑今年度

した年間七単位を超えない範囲で卒

ます︒

約百校の公立中学校に導入されてい

思います︒改めて︑特別支援教室で

の施策について少しお話ししたいと

次に︑特別支援教室に係る東京都

を作成し︑区市町村教育委員会に周

る特別支援教室の導入ガイドライン﹂

成二十七年度三月に﹁小学校におけ

都導入を円滑に推進するために︑平

たっては︑平成二十八年度からの全

小学校の特別支援教室導入に当

たちへの支援の理念を確認したいの

学ぶ子供たち︑発達障害のある子供

いうことです︒

業認定単位に含めることができると

ます︒

に替えることができることとしてい

掲げています︒

等学校は単位制でありますが︑障害

を行うこと︑また︑発達障害のある

東京都教育庁指導部特別支援教育指導課指導主事後藤眞里先生

した︒本来ならば︑その全てを掲載

援学級︑特別支援学校において︑幼

︵小林︶今日はお忙しいところ教育庁

困難さに対する﹁指導の工夫﹂︑﹁工

実現できるように適切な教育的支援

に伸ばし︑将来の自立と社会参加を

したいところですが︑紙面に限りが

児・児童・生徒の多様な学びの場を

都立学校教育部主任指導主事の和田

夫の意図﹂︑﹁手だて﹂について学習

次に︑平成三十年四月︑高等学校

ます︒

あるため︑一部を抜粋してご紹介し

確保し︑障害の状態や発達の段階等

慎也先生と指導部特別支援教育指導

指導要領の解説に例示されているこ

における通級による指導の制度化が

国立市立国立第二小学校長小林理人︵本会会長︶

批准後︑最初の改訂となっているこ

西東京市立東伏見小学校指導教諭上山雅久︵本会企画運営本部総務︶

今年度︑第三回を迎えた本研修会で

ます︒括弧内の氏名につきましては︑

に応じた指導や支援をより充実させ

とが特筆すべき点と考えます︒

敬称略とさせていただきます︒〜広

ていくことが意図されています︒特

は︑都の施策担当者である和田慎也

報担当〜

課指導主事の後藤眞里先生をお招き

とは特筆すべき点と言えます︒

に︑全ての教科等において︑各教科

しています︒はじめに︑和田主任指

育諸学校等の体制の充実及び運営の

また︑平成二十九年四月︑義務教

てお話を伺いたいと思います︒

改善を図るため︑これまでは﹁加配﹂

導主事から国と東京都の動向につい
︵和田︶国の特別支援教育に関する動

めの基礎﹁定数﹂の新設︵児童生徒

であった教員配置を︑障害に応じた

まず︑平成二十九年告示の新学習

十三人に一人︶とし︑平成二十九年

向の中でも︑主に特別支援教室に関

指導要領︵小・中︶における特別支

度より︑十年かけて小・中学校に基

特別の指導︵通級による指導︶のた

援教育の記述の充実があげられます︒

で︑各自治体において﹁加配﹂され

礎定数化を図るということ︒これま

わるところを確認します︒

の﹁障害者の権利に関する条約﹂の

その背景として︑平成二十六年一月
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のだけれども︑実際はこの専門性を

地区の情緒障害等の通級へ異動して︑

す︒その辺も含めて︑巡回指導教員

況が変わってきました︒かつては情

い部分もあります︒現場には︑情緒

の専門性をどのように高めていくの

知しました︒その後︑小学校におけ

すが︑今回の制度改正のなかで︑つ

障害教育の指導経験豊富な教員から

いただければと思います︒現実の問

か東京都のビジョンについて教えて

そこの中心になっていくという形で

いに全校に特別支援教室設置となり

助言を受ける機会が極端に少なくて︑

いけないという︑現場としては苦し

中学校における特別支援教室の導入
ました︒この都情研もそうして広がっ

どうしたらよいか分からない︑臨床

題として産休︑育休の代替でいきな

育てていくところからやらなければ

開始を受け︑本ガイドラインの一部

発達心理士などの心理の専門家より

り専門性を求められる立場になった

地区というのが非常に多かったので

改訂を︑平成三十年六月に行ってい
てきて︑この規模になってきたとい

も︑実際に﹁通級による指導﹂の指

緒障害等の通級による指導の未設置

ます︒ガイドラインでは︑特別支援
う歴史を振り返ると非常に感動的で

導経験豊富な教員等に助言を受ける

る特別支援教室の導入開始から三年

教室の導入に必要な事項をまとめる
す︒専門員もそうですが︑巡回指導

経過し︑また︑平成三十年度からの

とともに︑モデル区市︵目黒区・北
教員がこれだけたくさん増えたとい

広がってきたところもあると思いま

区・狛江市・羽村市︶の事例を掲載し︑

方もいるなど色々な形があると思い

る特別支援教室の導入ガイドライン﹂

るための手引として︑﹁中学校におけ

び各中学校において︑円滑に導入す

に当たり︑各区市町村教育委員会及

さらに︑中学校の特別支援教室導入

んな状況を歴史的にも振り返りつつ︑

と悩むところもたくさんあって︑そ

わる者としては︑どうしたらよいか

かなとも思います︒私たち指導に携

生みの苦しみというところもあるの

ということを考えると︑今の時期は

だけ大きな大改正︑大改革であった

うのは感動的な状況です︒ただそれ

の方や現場から直接届いているよう

指導について︑利用されている都民

きます︒一点目は︑特別支援教室の

そこで︑三つ質問をさせていただ

思われます︒

く︑もっと広域な研修体系が必要と

市町村内に経験者が少ない地域が多

機会が欲しいという声が多いが︑区

教育委員会と各校を回らせていただ

ために︑私たちが七月から区市町村

たので︑制度を一回見直し検証する

支援教室を導入して三年が経ちまし

まりありませんが︑小学校では特別

から電話をいただくということはあ

︵和田︶まず︑都庁に直接に都民の方

ます︒

各種通知や考え方の資料も紹介して

を作成し︑各区市町村教育委員会に周

いております︒そのなかで︑巡回の

います︒

知しました︒中学校の導入ガイドラ

な声はあるのでしょうか︒

情緒障害等通級指導学級の時には︑

の異動がある教員の立場からすると︑

うになっているのか教えていただけ

委員会との関係や役割分担はどのよ

対して都教育委員会と区市町村教育

二点目は︑特別支援教室の推進に

とを踏まえて今後の制度の設計と見

かせいただきました︒そういったこ

担当の先生方の悩みや生の声をお聞

まず︑課題なのですが︑都全体で

まとめてみたいと思います︒

考え方や留意点︑手続きなどを記載

どこの自治体に行っても大体同様の

インにおいても︑導入に当たっての
しています︒また︑モデル事業を行っ

ればと思います︒更に区市町村教育

たち東京都の役割ということですが︑

た各区市︵目黒区︑葛飾区︑日野市︑

委員会や各校の校長先生などの管理
た教員が︑違う地域に異動したら全

てください︒校務分掌上の配慮など

伝わっていくのかということを教え

に対して︑先ほどご紹介したような

二つ目の区市町村教育委員会と私

やり方で行われていた情緒障害教育

職の方に東京都の施策がどのように

直しを行っていこうと思います︒

狛江市︶の事例も紹介しています︒

となって︑﹁ある地域で専門性を養っ

が︑自治体ごとに多種多様なやり方

くやり方が違っていて︑ものすごく

それでは︑都情研の方から西東京

︵小林︶ありがとうございました︒

都教育委員会は区市町村教育委員会

市立東伏見小学校指導教諭の上山先

戸惑ってしまったり︑思うように指

ガイドライン︑特別支援教室の導入

じている疑問等を代表してお聞きい

生に先生方が日常指導するなかで感

委員会が︑導入計画の策定︑教職員

ています︒その上で︑区市町村教育

についてのスケジュールをお示しし

含めて︑巡回指導教員の専門性をど

や保護者を対象とした説明会の実施︑

三点目は︑異動の際の配盧なども

も入っているかと思います︒

のように高めていくかということに

巡回指導体制や教育内容・方法等の説

導ができなかったり﹂ということが
それからもう一点︑ＯＪＴ︑研修

ついてです︒これまでは︑情緒障害

明を行います︒都教育委員会は︑全

ただきたいと思います︒

理させていただきます︒私は通級によ

についてです︒専門性のある教員が

等の通級でＯＪＴを積んだ方が︑他

出てきています︒

る指導に関係して二十七年目になり

巡回しますというような触れ込みな

︵上山︶私から課題や質問について整

ますが︑ここ三年くらいで随分と状

(6)

︵上山︶ありがとうございます︒続い

援教室専門員の方を上手に活用して︑

が求められます︒それから︑特別支

巡回指導教員と在籍校教職員の連携

て平成三十三年度から本格実施され

のためのツールを活用することなど

る中学校特別支援教室について四点

また︑中学校特有の課題としまして

いただければと思います︒

巡回指導教員の専門性をどのように

お聞きしたいと思います︒一点目は︑

の対応だと思います︒中学校の特別

は︑やはり思春期を迎える子供たち

ことが可能ですので︑ぜひ︑ご活用

高めていくのか︑という点については︑

モデル事業をやられてどのような課

また︑巡回校においては︑分掌や学校

ご指摘のとおり︑異動等も含めて︑こ

題が見えてきたかについてです︒二

行事については︑原則担当しないとす

れだけ特別支援教室が増えてきている

支援教室で指導を受ける生徒が︑一

公立小学校における導入目標年度を

それから︑この特別支援教室推進
現状では︑専門性の向上は急務です︒

点目は︑中学校は教科ごとの免許に

ることについて︑生徒の自尊感情に

部の授業を抜けて特別な指導を受け

設定︵平成三十年度︶し︑特別支援

に係る施策の説明が︑どのように行
教員の配置については︑各区市町村教

の問題について教えてください︒三

分かれているのですが︑免許の教科

ることが必要であると考えます︒

われていくのかということですが︑
育委員会によるところになりますが︑

教室設置経費の補助︵簡易工事経費・

私ども東京都と各区市町村教育委員
実際には︑先生方の異動事務のあと︑

配盧し︑利用する生徒本人の自己理

そのような役割になっております︒

点目は︑学年部会や部活などの校務

連携していく必要があると思います︒

会指導室課長会において必要なこと
学級数が最終確定するため︑結果︑新

物品購入費︶を実施したところです︒

︵後藤︶各区市町村教育委員会の特別

をお伝えする機会があります︒

要です︒また︑将来の進路の不安へ

解・自己決定の尊重を図ることが重

の対応も必要です︒巡回指導教員と

分掌上の配慮についてです︒巡回指

在籍校の教職員との連携・役割分担

規採用者が巡回指導担当教員になって

想定しているのか教えてください︒

及び外部専門家の活用等により︑相

支援教育担当の指導主事の方々を中

四点目は︑発達障害を基盤として二

談機能を充実させることが求められ

導教員について︑どのような配盧を

次的に不登校を起こすお子さんが思

このことについては︑やはり現場で

のＯＪＴが大切であると考えます︒Ｏ

春期以降多くなると思うのですけれ

いる現状があります︒

ＪＴの実施体制を実効性のあるものと

しております︒こちらでも東京都の
施策や取り組みについて説明したり︑

するために︑巡回指導教員の配置案の

心に︑今年度全九回︑連絡会を実施

指導資料を紹介したりするとともに︑

同じでしたが︑教室環境の配慮とい

ます︒それから︑これは小学校でも

うことで︑教室の場所や指導の場面

ども︑状態像としての不登校︑基盤
としての発達障害︒その辺の対応を

策定に当たり︑各拠点・巡回校グルー

どういうふうにお考えになっている

における教室環境について︑思春期

いる内容についての情報交換の場を

プに巡回指導の中心を担う経験が豊富

のか教えてください︒

各区市町村教育委員会で取り組んで
設けています︒具体的な内容をそれ

で専門性の高い教員を配置することが

は多感な時期となることに加えて人

望ましいとしています︒

間関係が複雑になり︑周囲の目を気

地域に持ち帰るということをしてお

︵和田︶中学校については︑冒頭にも

ぞれで紹介し合い︑またそれぞれの

專門性の向上については︑集合研修

にすることへの配盧が必要になりま

ります︒

成を目途に推進しており︑現在百校が

言いましたように平成三十三年度完

す︒教室の名称についても︑中学生

を増やしていくと︑一方で﹁働き方改

設置しています︒そのなかで︑課題

した名称にする等の配盧が必要だと

という発達段階を考慮し︑年齢に即

革﹂に逆行するという側面も併せ有す

や配盧すべき点としては︑巡回指導

︵和田︶このような方法をとおして︑

教員と在籍校の教職員との連携を図

るので︑やはりＯＪＴを強化していく
ことが重要と考えます︒このことは︑

います︒直接私たちが先生方にお話

産休代替教員や講師の先生方も当ては

るための時間の確保が難しい状況が

各学校には情報が届いているかと思
しする機会があまりないので︑少し

まります︒都教育委員会では︑昨年度
用していますが︑皆さまログインはお

から﹁マイ・キャリア・ノート﹂を運

導対象生徒の行動観察や校内教職員

あるということです︒このため︑指

学校からの引き継ぎがあります︒せっ

もう一つ中学校の課題として︑小

思います︒

とになります︒

段階を踏んで伝わっていくというこ
校務分掌については︑巡回指導教

指導の中身が中学校に上手に引き継

かく小学校で培ってきた特別な支援︑

がれないといけません︒個別の教育

との情報共有など︑指導以外の巡回
とともに︑連携型個別指導計画など︑

指導教員の業務の重要性に配盧する

済みでしょうか︒ここには︑特別支援
教室の指導にも役立つ研修動画をアッ

ではないことから︑拠点校における

分掌は︑巡回指導教員としての業務

プしています︒集合研修以外にも学ぶ

員は拠点校で常時勤務しているわけ

に支障が無いように配盧が必要です︒

(7)

んの多くは巡回指導教員として複数
の学校で御指導にあたり︑特別支援

②整列の練習では︑教員が合図を

動や学校行事については︑原則担当
しないとすることが必要です︒私た

ることと思います︒まだ指導を始め

教育の理解推進を担っていらっしゃ

支援計画︵学校生活支援シート︶等
ちは学校の管理職に分掌についは十

の規定による﹁特別の教育課程につ

省の学校教育法施行規則第百四十条
い問題です︒不登校と発達障害の様

についてでした︒これは本当に難し

四点目は不登校の状態にある生徒

師などを頼まれたときにぜひ御活用

言を求められたときや校内研修の講

方に通常の学級での支援について助

そこで︑皆様が︑通常の学級の先生

められていることと推察いたします︒

ような内容かと思います︒ただ︑こ

低学年でも学年の最初に指導される

このような指導は︑通常の学級の

組み合わせて練習する

③整列に慣れたら集合と整列を

的に示す︒

する︒

の活用や学校間の連携を密にするこ

分配盧してくださいとお願いをして

①集合時のルールを事前に確認

が重要です︒

とにより確実に情報を引き継ぐこと

決め︑指示する言葉や配置を視覚

いて定める件の一部を改正する告示
ような感じで︑非常に被さっている

態というのが︑どちらが先か後かの

いただきたい資料を紹介いたします︒

いうことがこのＶＴＲの中で分かり

お子さんにとっても有効なのか︑と

て一︑二年という方も高い専門性を求

︵平成二十八年文科省告示︑平成三十

東京都では平成二十八年度︑二十九

います︒

年四月一日施行︶により︑指導の趣
ところもあります︒ただ︑不登校の

年度の二年間に発達障害に関する多

二点目が教科の問題でした︒文科

旨が明確化されました︒通級指導を
学級の授業に出席していない状況に

状態にある生徒は︑一般的に通常の
あることから︑本来的には通級によ

くの指導資料を作成して︑各学校に

やすく解説されています︒普段から

ういった内容がどうして発達障害の

充という考えではなく︑教科等の一

する教科に当たっては単に教科の補
部を指導に活用してよいのだけれど︑

どのようなことに気を付けて指導す

ます︒また︑冊子につきましては︑

配布しております︒これらの資料は

用することができます︒本日は特に

こちらの内容が文字とイラストで分

皆様自身の指導場面だけではなく︑

ので︑慎重にアセスメントをして︑

ＤＶＤを中心に紹介いたします︒

それから平成二十八年度に作成し

る指導の対象とはなりません︒しか

医療︑相談機関等との連携を図りな

ソーシャルスキルの指導に関する事

た弓読めた﹄﹃わかった﹄﹃できた﹄

あくまでも自立活動の指導であって︑

らない必要があると言っております︒

がら︑十分検討して対応していく必

例集です︒作成にあたっては︑日野

にも分かりやすい内容となっており

従いまして︑例えば数学の指導の場

要があると思います︒

市教育委員会︑それから狛江市教育

読み書きアセスメント﹂の小学校版

ればよいのか︑通常の学級の先生方

合︑数学の先生が必ず必要かという

︵小林︶ありがとうございました︒大

です︒こちらは︑読み書き障害の診

通常の学級の先生方への助言にも活

と必ずしもそうではないが︑通級を

変具体的なお答えをいただきました︒

委員会の皆様に御協力いただきまし

断を受けているお子さんだけに向け

し︑先ほど言いましたようにどちら

指導する教員は︑専門の教科担当と

我々都情研は︑我々の専門性を高め

介したいと思います

た︒こちらの内容について少し御紹

が先か後かのような問題があります

連携することが望ましい︑というこ

るための研修活動を中心に行ってお

の指導であるから︑教科の内容に偏

とになっています︒

ります︒今日は後藤指導主事に来て

学習上の困難︑または克服するため

三点目が分掌のことでした︒これ

いただいていますので︑我々都情研

ります︒こちらはお子さんに合わせ

きへの指導用のプリントが入ってお

て︑アセスメントで分かったつまず

にはＣＤ︲ＲＯＭが入っておりまし

るようにしたアセスメントです︒中

ところにつまずいているのかを分か

な状態を示すお子さんがどのような

たものではなく︑読みや書きが苦手

併せて御活用ください︒

かりやすく解説されておりますので︑

は小学校でも同様なのですが︑巡回

態度を身に付ける︒

場面で教員の指示や合図を聞い
て体を動かすことを繰り返すこ
とで指示や合図に注意をはらう

への指導︒学習場面や日常生活の

集合や整列ができない児童・生徒

例集︼

ＤＶＤ︻ソーシャルスキル指導事

まず︑平成二十八年度に作成した

指導教員は拠点校で常時勤務してい

に期待することということでお話し

研に今後期待していく役割というこ

るわけではないことから︑拠点校に

とで︑話題をいただいておりますが︑

いただければと思います

要であり︑部活動指導についても巡

私の方からも先生方にぜひともお伝

︵後藤︶ありがとうございます︒都情

回指導教員としての業務に支障がで

の業務に支障が無いように配慮が必

ないようにする必要があります︒ま

えしたいことがございます︒みなさ

おける分掌は︑巡回指導教員として

た︑巡回校においては︑分掌︑部活

(8)

ひ小学校の高学年を担当する先生方

学校版のＤＶＤにつきましては︑ぜ

のコンテンッも入っております︒中

だけではなく小学校版のＣＤ

おりまして︑こちらには︑中学校版

た中学校版にもＣＤ︲ＲＯＭがついて

ればと思います︒

ＲＯＭ

にも︑こちらを参考にしていただけ

初めてアセスメントを取るという方

の取り方を丁寧に説明しております︒

メントのＤＶＤ版ではアセスメント

ります︒小学校版の読み書きアセス

成することもできるようになってお

て漢字や言葉を変えてプリントを作

が不得意で︑漢字を部品に分けて見

を想起したりするというようなこと

得したり︑漢字の読みから正しい形

いては︑漢字の形と読みの関係を習

な児童・生徒です︒タイプー︑２につ

は不得意ではないが︑書きが不得意

読みが不得意︑またタイプ３は読み

の読みが不得意︑タイプ２は漢字の

イプがあります︒タイプーは平仮名

が不得意な児童・生徒には三つのタ

だきますと︑例えば漢字を書くこと

ている内容を少し御紹介させていた

た︑アセスメントの冊子の中に載せ

御活用いただければと思います︒ま

の学級の先生方への理解を促す際に

Ｄの中に入っておりますので︑通常

援の例も︑ドラマ仕立てでこのＤＶ

大切になってきます︒こういった支

人の心理的な側面に配慮することが

人だけが分かるような支援など︑本

からさまに分かる支援ではなく︑本

中学生は特に︑周りの生徒からもあ

も︑これだけまとめていただくのは

れから︑御説明いただいた資料など

に貴重なことだと思っています︒そ

お話いただけるということが︑非常

本当に御多用の中︑来てくださって

︵上山︶まず︑都情研のこういう会に︑

と思います︒

座談のまとめとさせていただきたい

上山先生に話していただいて︑この

めている今年度の研修との関わりを

いた資料や説明の内容と都情研で進

それでは︑最後に︑御説明いただ

て参りたいと思います︒

料を活用しながら指導の充実を図っ

︵小林︶ぜひ︑今御説明いただいた資

ます︒

だく役割を期待したいと思っており

先生方の専門性の向上を担っていた

若い先生方︑初めて担当になられた

同時に︑都情研にはぜひこれからも

役立てていただきたいのと思います︒

だき︑ぜひ人材育成や専門性向上に

したが︑これらの資料を御活用いた

院 長 川 崎 葉 子 先 生

むさしの小児発達クリニック

＊講師

通して〜﹂

〜医療の立場から見えるものを

︵ 詳 細 は 後 日 案 内 ︶

︻日時︼四月十六日︵火︶

○平成三十一年度﹁定期総会﹂

した︒

江 東 区 江 東 公 会 堂

︻場所︼ティアラこうとう

案内

大

いただきます︒ありがとうございま

︵小林︶それでは︑座談を終了させて

とうございました︒

くべきことだと感じました︒ありが

を見て確認できるようにしてお

﹁話を理解するうえで必要な事柄

援のポイント

情報の読み取りの弱さに対する支

きた﹄読み書きアセスメント︺

ＤＶＤ︹﹃読めた﹄﹁わかった﹄﹃で

平成三十年三月に配布いたしまし

にも見ていただきたい内容となって

比べて組み立てるなどの指導が有効

非常に大変だったと思います︒それ

ホ

ー

ル

んの指導について研究を進めていま

しまして体の使い方が苦手なお子さ

多摩市の研究指定校の先生方と協力

東京都教育委員会では︑北区︑府中市︑

な形で連携︑資料を使わせていただ

研修を進めていって︑東京都とも色々

できるのかなと思いました︒今年度︑

読むと更に理解が進むのかな︑活用

感覚統合などのことを踏まえながら

先生にも来ていただいていますが︑

世 田 谷 区 立 深 沢 小 学 校

各 ブ ロ ッ ク 広 報 係

ましたらお寄せください︒

広報に関する御意見︑御感想があり

編集後記

﹁特別支援教室に期待すること

︻記念講演︼

十 四 時 開 始 予 定

おります︒

子の中に紹介しています︒

です︒このような指導の具体例も冊

く﹂を取り入れた支援の例

す︒こちらは平成三十二年度には成

丑０３１３４２８１８９３１

いる︑今年度の都情研の研修で笹田

果を広く普及できるようにと計画し

きながら私たちの専門性を高めてい

編集・発行企画運営本部広報担当

ています︒

印刷㈱ワールドミーティング

本日︑様々な指導資料を紹介しま

くということが︑これからやってい

最後に︑書くことに関連して現在

に加えて︑この資料の基礎になって

﹁面談のプリントを︵保護者に︶
渡してください︒﹂ということを
先生が言わなかったので︑渡さな
い︒

↑

一番必要なことがはっきりと分か

るようなメモを︑付簔を使ってさ
から先生が話す内容の理解を促す︒

りげなく本人に示すことで︑これ

