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通常学級における”特別”ではない支援教育

発達障害とは

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他

これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの。

自閉症（自閉症スペクトラム）■

・対人関係がうまくとれず、人と上手につきあうことが難しい

・コミュニケーションがうまく取れない

・想像力を働かせることが難しい

たとえば…

・視線が合いにくい。 ・一方的に話す

・ルールの理解が難しい。 ・特定のことにこだわる

・オウム返し ひとりごと （時刻表、カレンダー、ランキング等）

・感情表現が苦手

・急な予定の変更に対応できない(柔軟性の欠如)

・パニック 等

ほかの特徴

・感覚が過敏だったり、にぶかったりする

ピアノの音や赤ちゃんの泣き声が苦手 なのにガラスをひっかく音は好き

・能力がアンバランス

トランポリンを跳ぶのが上手 なのに縄跳びが苦手

・不器用

身体の動きがぎこちない

箸はうまく使えないけど、ゲーム機のコントローラーは素早く正確

とても読めないような字を書くのに、ガンダムの絵はプロ並み

アスペルガー症候群■

自閉症の一つ（３つの特徴は同じ）

・人とのつきあい方・・・人の立場に立って考えることが苦手

・ことば・・・・・・・・字義通りの解釈

難しい言葉をよく知っている

・こだわり・・・・・・・時間や決まりをきちんと守る

※知的な遅れがない（境界線ＩＱ７０以上）
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たとえば・・・

・友達がいない いなくても寂しいと思わない

・表情が読み取れない

・他人の感情が読み取れない

・運動神経が鈍い 不器用

・時刻表、図鑑等に没頭するなど興味の範囲が狭い。

・言葉の意味を正確にわかって使えない。

・一方的にしゃべり続ける。

・二つのことを同時に行うことが苦手

ＬＤ（学習障害）■

・読むこと、書くこと、計算すること、推測すること等が困難な発達障害の一種であり医療現場よ

り教育現場での問題が顕著

→単なる学習不振（知的発達が境界線またはそれ以下）※全体的な知的発達に遅れはない

と混同しないように！

たとえば・・・

人が生きていくために必要な事柄や方法を学ぶ（学習）ことが、うまくできない

・文字や行を順に追えず、文が読み取れない

・漢字 カタカナ アルファベットが読めない 書けない

・計算ができない 引き算、繰り上がり、桁を間違える など

・見え方、読み取り、聞き取り、運動などが苦手

ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）■

・ 不注意（注意欠陥 「多動性 「衝動性」の３つの特徴で示される行動面に現れる発達障害「 ）」 」

・衝動性が「キレやすい」と言うことにつながるので対人関係が難しい

※統計上は学齢期の子どもの３～７％いると言われている。

３０人学級に１～２人

たとえば・・・

（注意欠陥）

・片付けられない、忘れ物が多い ・気が散りやすく、最後までやり遂げられない

（多動性）

・じっとしていられない ・しゃべり続ける

（衝動性）

・考える前に手が出てしまう ・出し抜けに質問する ・順番が待てない など
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一人一人の特性を理解することの大切さ

文部科学省が （平成 ）年に実施した 「通常の学級に在籍する特別な支援を必要と2002 14 、

する児童生徒に関する全国実態調査」では、下の図に見られるように、状態像が重なってい

る児童生徒がいるということということがわかりました。

発達障害の障害の特性は生涯にわたり持続するといわれていますが、成長に伴いそれらの

特性が変容したりする場合もあります。例えば、幼少期には目立たなかった症状が、児童期

以降に見られるようになり、診断名が変わったり、新たに加えられたりすることも少なくあ

りません。また、成長に伴いそれらの特性が目立たなくなることもあります。そのため、児

童生徒の状態を把握するときに、診断名や障害名だけで判断すると、間違った実態把握とな

ってしまうことがあります。これは、診断名や障害名による先入観からステレオタイプな見

方をしてしまう可能性があるからです。児童生徒一人一人の実態を的確に把握し、特性を理

解することが大切です。
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学校における“特別”ではない支援教育

本校における支援教育は、発達障害を抱えるお子さんはもちろん、発達障害の疑いのあるお子さ

んも対象にしています。発達障害の診断は専門医に受診しなければなりません。ですが 「障害」、

、 。という診断名が出ることに対しては本人 保護者の方々ともに抵抗を感じるのはよく理解できます

学校としましては、障害を抱える、または疑いのあるお子さんを「特別」扱いすることを目的と

。 ” ” 、しているわけではありません 障害があるゆえに子ども達が持っている 困り感 を軽減してあげ

学校生活を円滑に過ごしてもらうことを目的としています。他人から見ると”問題”と捉えられる

行動も、本人の側からすると”困っている”のです。困っていること（他の生徒と同じ時間内に作

業が終わらない、一度に多くの指示を聞いて作業できない等）が、本人の怠けによるものか、障害

（またはその疑い）によるものかは、専門ではない我々が判断することはできません。従って、障

害または本人が不得手なことをはっきりさせることが必要になります。その方法としては、①専門

（ 、 ）医への受診と②市総合教育センター等で発達検査 Ⅲ検査といい テストのようなものですWISC-

があります。発達検査では診断名は出ず、本人が得意なこと、苦手なことがわかります。具体的に

どのような支援が可能なのかは医師の指示や検査結果、本人の希望等に基づき、総合的に判断し、

保護者の方とも相談しながら決定していきます。

ご家庭において、ご心配なことがあればお気軽に学級担任または濱田（特別支援コーディネータ

ー）までご連絡ください。

また、市総合教育センターに直接ご相談いただいても結構です。

４２２－７７３４（特別支援班 宛て）
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通常学級における”特別”ではない支援教育について

２０１６．６．２８

船橋市立前原中学校

特 別 支 援 教 育 部

「特別支援教育」とは，障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

， ， 、援するという視点に立ち 幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し その持てる力を高め

生活や学習上の困難を改善又は克服するため，適切な指導及び必要な支援を行うものです。平成

年 月から 「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ，すべての学校において，障害の19 4 ，

ある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。

近年，通常学級に在籍し，発達障害等を抱えるお子さんに対する支援教育を推進するよう求め

られております。本校における特別支援教育は、発達障害を抱えるお子さんはもちろん、発達障

害の疑いのあるお子さんも対象にしています。発達障害の診断は専門医に受診しなければなりま

せん。ですが 「障害」という診断名が出ることに対しては本人、保護者の方々ともに抵抗を感、

じるのはよく理解できます 学校としましては 障害を抱える または疑いのあるお子さんを 特。 、 、 「

別」扱いすることを目的としているわけではありません。障害があるゆえに子ども達が持ってい

る”困り感”を軽減してあげ、学校生活を円滑に過ごしてもらうことを目的としています 「特。

別」ではなく子どもたち一人一人の教育的ニーズにあった支援教育を行うことにより，子どもた

ちに充実した学校生活を送ってほしいと願っています。

以下に，発達障害と支援教育についてご紹介致します。趣旨をご理解いただきますようお願い

いたします。

発達障害とは

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その

他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの。

自閉症（自閉症スペクトラム）■

・対人関係がうまくとれず、人と上手につきあうことが難しい

・コミュニケーションがうまく取れない

・想像力を働かせることが難しい

たとえば…

・視線が合いにくい。 ・一方的に話す

・ルールの理解が難しい。 ・特定のことにこだわる

・オウム返し ひとりごと （時刻表、カレンダー、ランキング等）

・感情表現が苦手

・急な予定の変更に対応できない (柔軟性の欠如)

・パニック 等
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ほかの特徴

・感覚が過敏だったり、にぶかったりする

ピアノの音や赤ちゃんの泣き声が苦手 なのにガラスをひっかく音は好き

・能力がアンバランス

トランポリンを跳ぶのが上手 なのに縄跳びが苦手

・不器用

身体の動きがぎこちない

箸はうまく使えないけど、ゲーム機のコントローラーは素早く正確

とても読めないような字を書くのに、ガンダムの絵はプロ並み

アスペルガー症候群■

自閉症の一つ（３つの特徴は同じ）

・人とのつきあい方・・・人の立場に立って考えることが苦手

・ことば・・・・・・・・字義通りの解釈

難しい言葉をよく知っている

・こだわり・・・・・・・時間や決まりをきちんと守る

※知的な遅れがない（境界線ＩＱ７０以上）

たとえば・・・

・友達がいない いなくても寂しいと思わない

・表情が読み取れない

・他人の感情が読み取れない

・運動神経が鈍い 不器用

・時刻表、図鑑等に没頭するなど興味の範囲が狭い。

・言葉の意味を正確にわかって使えない。

・一方的にしゃべり続ける。

・二つのことを同時に行うことが苦手

ＬＤ（学習障害）■

・読むこと、書くこと、計算すること、推測すること等が困難な発達障害の一種であり医療現場

より教育現場での問題が顕著

※全体的な知的発達に遅れはない

たとえば・・・

人が生きていくために必要な事柄や方法を学ぶ（学習）ことが、うまくできない

・文字や行を順に追えず、文が読み取れない

・漢字 カタカナ アルファベットが読めない 書けない

・計算ができない 引き算、繰り上がり、桁を間違える など

・見え方、読み取り、聞き取り、運動などが苦手
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ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）■

・ 不注意（注意欠陥 「多動性 「衝動性」の３つの特徴で示される行動面に現れる発達障害「 ）」 」

・衝動性が「キレやすい」と言うことにつながるので対人関係が難しい

※統計上は学齢期の子どもの３～７％いると言われている。

３０人学級に１～２人

たとえば・・・

（注意欠陥）

・片付けられない、忘れ物が多い ・気が散りやすく、最後までやり遂げられない

（多動性）

・じっとしていられない ・しゃべり続ける

（衝動性）

・考える前に手が出てしまう ・出し抜けに質問する ・順番が待てない など

一人一人の特性を理解することの大切さ

文部科学省が （平成 ）年に実施した 「通常の学級に在籍する特別な支援を必要と2002 14 、

する児童生徒に関する全国実態調査」では、下の図に見られるように、状態像が重なってい

る児童生徒がいるということということがわかりました。

発達障害の障害の特性は生涯にわたり持続するといわれていますが、成長に伴いそれらの

特性が変容したりする場合もあります。例えば、幼少期には目立たなかった症状が、児童期

以降に見られるようになり、診断名が変わったり、新たに加えられたりすることも少なくあ

りません。また、成長に伴いそれらの特性が目立たなくなることもあります。そのため、児

童生徒の状態を把握するときに、診断名や障害名だけで判断すると、間違った実態把握とな

ってしまうことがあります。これは、診断名や障害名による先入観からステレオタイプな見

方をしてしまう可能性があるからです。児童生徒一人一人の実態を的確に把握し、特性を理

解することが大切です。
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学校における“特別”ではない支援教育

学校における支援教育では，障害を持つ，または疑いがあるお子さんに支援を行っていきたい

と考えています。ですが，障害を持つ，または疑いがあるお子さんが感じている困っていること

（他の生徒と同じ時間内に作業が終わらない、一度に多くの指示を聞いて作業できない等）が、

本人の怠けによるものか、障害（またはその疑い）によるものかは、専門ではない我々が判断す

ることはできません。従って、障害または本人が不得手なことをはっきりさせることが必要にな

ります。その方法としては、①専門医への受診と②市総合教育センター等で発達検査（ ⅣWISC-
検査といい、テストのようなものです）があります。発達検査では診断名は出ず、本人が得意な

、 。 、こと 苦手なことがわかります 具体的にどのような支援が可能なのかは医師の指示や検査結果

本人の希望等に基づき、総合的に判断し、保護者の方とも相談しながら決定していきます。

ただ，医師の診断や発達検査を行わなければ支援を行わないわけではありません。ご家庭にお

いて、ご心配なことがあればお気軽に学級担任または教頭までご連絡ください。

また、市総合教育センターに直接ご相談いただいても結構です。

４２２－７７３４（特別支援班 宛て）


