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皆さんへ「改訂版」 
 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５.0 時代に対応した教師を目指して 

 

 

障がいのある子どもの理解と 

共生社会の実現に向けて 
 

特別支援学校教育実習・インターンシップ 

・介護等体験実習学生のためのリーフレット 

大阪教育大学附属特別支援学校 

大阪教育大学特別支援教育部門  
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特別支援学校教育実習・インターンシップ 

・介護等体験実習に臨む学生の皆さんへ 

 

 学生の皆さんへ 

  大阪教育大学は、将来の実践力ある教員を輩出する教員養成系大学として、今日まで歴史ある役割

を果たしてきました。その附属機関としての大阪教育大学附属特別支援学校は、1966 年（昭和４１）に

大阪学芸大学附属養護学校として開校し、翌年大阪教育大学附属養護学校と校名変更と共に高等部設

置をおこない、小学部、中学部、高等部と知的障害のある子どもの一貫した教育を行ってきました。 

 2004年（平成19）には、学校教育法の一部改正により、従来の特殊教育から一人一人の教育的ニー

ズに基づいた特別支援教育へと大きな転換を迎え、校名も大阪教育大学附属特別支援学校となりまし

た。 

 これから教員を目指す皆さんにとって、様々なニーズをもつ子どもへの対応と障害のある子どもへ

の理解を深めていただくことは重要なこととなります。今回、実施される教育実習やインターンシップ、

介護等体験の機会を契機に学びと体験を深め、障害のある子どもの理解と指導・支援に役立てていた

だくために、このリーフレットが活用されることを願っています。  

 

 

 

 

 大阪教育大学附属特別支援学校 校長  須田 正信 

大阪教育大学特別支援教育部門 講師  今枝 史雄 
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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、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を

改善または克服するため、適切な指導や必要な支援を行うもので

ある。また、（現在小中学校の通常の学級に在籍するＬＤ等の児童

生徒に対する指導及び支援が喫緊の課題となっていることから）

特殊教育の対象となっている児童生徒に加え、これらの児童生徒

に対しても適切な指導及び支援を行うものである。また、特別支

援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な

遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童

生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。さ

らに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとど

まらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な

人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるもの

であり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っ

ている。    

 ＊今後の特別支援教育の在り方について（中教審最終報告2003年） 

 

●特別支援教育の要点は、これまでの障害

の程度等に応じた教育から、「教育的ニー

ズを的確に把握し」となり、特別の場での

指導から、「柔軟に教育的支援を実施」と転

換されたこと。また、新たに、小・中学校に

おけるＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等への対

応は、「緊急かつ重要な課題」となったこと

を示している。そして、「全ての学校におい

て実施されるものである。」とされた。 

この内容については右の資料を参照。

「特別支援教育の在り方について（中教審最

終報告2003）」 

 

特別支援教育の意義 

 

障害のある子どもの特性等を把握して教育的配慮や指導を行うことが求められます。（文部科学省資料引用） 

 

◆様々な障害によって困難をきたしてい

る子どもへの教育的指導と支援の工夫が

求められます。 

◆特別支援教育は一人ひとりの教育的ニ

ーズも基づいて適切な指導と支援を行う

ものです。 

◆障害における様々な困難さを克服し、

社会参加に向けた取り組みを行います。 
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特別支援教育における学びの場 

＊筆者追記「平成19年度の統計では
義務教育段階は1068万人

平成19年度は全
体で1.9％推移
だった。

平成19年度から
79万人の減少

2002年調査6.3％
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特別支援教育の対象となる義務段階の児童生徒と学びの場の状況 

（平成２９年度文部科学省統計資料から作成追記） 

■特別支援教育がスタートした平成１９年度から１０年以上を経緯し

て、義務教育段階の対象児童生徒が減少しているのも関わらず、特別

支援教育の対象としている児童生徒がどの分野でも増加傾向を示し

ています。平成１９年度から平成２９年度まで義務教育段階の児童生

徒が７９万人減少しています。特別支援教育の対象者は 1.9％から

4.2％に増加していることと、発達障害者は平成24年調査で通常の

学級に6.5％在籍しているとなっている。 

障害のある子どもの「学びの場」

特別支援学校

視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

病弱・身体虚弱
５障害種

小・中学校
特別支援学級

知的障害
肢体不自由

病弱・身体虚弱
弱視
難聴
言語障害
情緒障害
発達障害
７障害種

小・中学校
通級による指導

視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
言語障害
自閉症
情緒障害
学習障害
ＡＤＨＤ

病弱・身体虚弱
９障害種

高等学校
通級による指導

■学校教育法施行規則第140条の各号のいずれかに該当する、小学校・中学校に通い特別
支援学級に在籍していない児童・生徒で、障害に応じた特別の指導を行う必要がある場合、
通級による指導の対象となります。
・視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・言語障害・自閉症・情緒障害・学習障害・ADHD(注意欠
如・多動性障害）・病弱および身体虚弱

平成２６年度より、文
部科学大臣指定（学
校教育法施行規則
第８５条等）により、
現行の高等学校の
教育課程の基準によ
らない教育課程を編
成、実施する「高等
学校における個々の
能力・才 能を伸ばす
特別支援教育」を開
始

 
 

●特別支援学校で対象とする障害種 

「５障害種」 

●小・中学校特別支援学級で対象とする障害 

種 「７障害種」 

●小・中学校で通級による指導の対象とする

障害種 「９障害種」 

●高等学校による通級による指導対象とな

る 「平成２６年度から開始」 

■文部科学省が提唱する日本の義務教育段階における「多

様な学びの場」の連続性とは？ 

 

●文部科学省の資料からは、「教育的ニーズに最も的確にこ

たえる指導を提供できる多様な仕組みを整備する必要が重

要である」としている。 

●小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援

学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの

場」を用意しておくことが必要としている。 

●「必要のある時のみ」と「可能になり次第」で学びの場を検

討することが求められるとしている｛右図参照｝。 
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＊演習課題  

Ｑ：なぜ義務教育段階の児童生徒数が減少しているのに特別支援教育の対象となる児童生徒数が増加しているのでし

ょうか、考えてみましょう。 

 



 

国連の「障害者権利条約」 国連の「障害者権利条約」
日本が2014年に批准

条約は２００６年１２月に国連総会
で採択され、０８年５月に発効 「障
害に基づくあらゆる差別」の禁止や
、「障害者の権利・尊厳」を守ること
をうたう。締結国は障がい者公共
施設を使いやすくするなど、さまざ
まな分野で対応を求められる。
日本では２０１５年に「障害者差別
解消法」を成立させるなど国内法
を整備し、同１２月、条約の承認案
が国会で正式承認され、批准が実
現することになった。

9

日本は世界で141番目の批准国国連の事務局に条約の批准を手渡す

■障害者の権利に関する条約第２４条（教育）には、

教育についての障害者の権利を認め、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、障害者を包容する教育制度（インクルーシ

ブ 教 育 シ ス テ ム ； inclusive education 

system）等を確保することとし、その権利の実現

に当たり、確保するものの一つとして「個人に必要

とされる合理的配慮が提供されること」が明記さ

れた。 
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日本が2014年に批准

条約は２００６年１２月に国連総会
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をうたう。締結国は障がい者公共
施設を使いやすくするなど、さまざ
まな分野で対応を求められる。
日本では２０１５年に「障害者差別
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現することになった。
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包括的にみた障がい者観の潮流

段階 理念 基礎となる理論

モデル 方法論

Ⅰ 分離
segregation

医学的
モデル

治療的
アプローチ

Ⅱ 統合
integration

教育学的
モデル

教育的
アプローチ

Ⅲ 包括
Inclusion
＊

社会学的
モデル

システムズ
アプローチ

「はじめての特別支援教育」（2007）：中村忠雄・須田正信（編著）明治図書．＊国際語訳は「包容」としている。  

 

 

●世界における障害者観については、長く障害

者を分け隔てた「分離」とする施策がある。モデ

ルとしては「医学モデル」が主流であり、治療的

アプローチが優先された歴史であった。 

●その後、ノーマライゼーションの世界的な潮

流を受け、日本では１９７０年代から教育におけ

る「統合」における理念の動向がある。教育モ

デルを主眼に「教育的アプローチ」として統合

教育など、障害のある子どもとそうでない子ど

ものとの間接・直接交流教育が実践された。 

●１９９４年にスペインのサラマンカに９２か国

２５の世界組織が集い「サラマンカ宣言（万人の

ための教育）」として「インクルージョン（包容）」

を採択した。特別な教育的ニーズをもつすべて

の子どもたちに対する教育を保障する世界的

な宣言となった。 

 

障害者の権利に関する条約の動向

■国連において批
准したことによる今
後の動向
●合理的配慮
●就学先決定の仕
組み（学校教育法
施行令２２条の３）

日本は平成２６年に
おいて条約の批准書
の寄託文部科学省資料より作成  

●「障害者の権利に関する条約」の経緯と国内法の整備につい

ての年次経緯 

・平成１８年１２月  国連総会において採択 

・平成１９年９月   日本国として署名 

・平成２５年６月   障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律の公布 

・平成２５年８月   学校教育法施行令の一部を改正する政令の

公布 

・平成２６年１月   国連事務総長に批准書の寄託 

 

障害者観の変遷とインクルージョン 

＊課題演習  

 日本は「障害者の権利条約」の批准について世界で 141番目となった遅れた理由等について考えてみよう。  



 

発達障害者の理解に向けて 

ＬＤ・ＡＤＨＤ・ＡＳＤとは 

●全般的な知的発達に遅れはない。

● 聞く、話す、読む、書く、計算する、

推論する の特定の能力の習得と使用に

困難。

●中枢神経系の機能障害が推定。

●知覚障害、情緒障害、知的障害、環境

要因が原因ではない。

ＬＤ(学習障害）について
「Learning Disabilities」

 

(文部科学省資料より引用) 

ＡＤＨＤ（注意欠如/多動性障害）
Attention Deficit /Hyperactivity Disorder  

不注意 多動性 衝動性

３つの特徴

DSM-５より（アメリカ精神医学会診断マニュアル第５版）

症状のあらわれかたとして・・・

「不注意型」「多動性・衝動性型」「混合型」

 

自閉スペクトラム症

自閉スペクトラム症は，イギリスのローナ・ウイングが提唱した概念です。
「スペクトラム」というのは連続体という意味で，重度の自閉症から高機
能自閉症・アスペルガー症候群までを１つの連続した症状の障害として捉
えるということです。

カナータイプ
自閉症候群 アスペルガータイプカナータイプ

知的機能等のレベル

高機能自閉症

自閉スペクトラム症

低 高

A:社会的コミュニケーションおよび相互関係における持続的障害

B:限定された反復する様式の行動、興味、活動

C:症状は発達早期の段階で必ず出現するが、後になって明らかになるものもある。

D:症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている。

Autism Spectrum Disorder

 

ＬＤの子どもの特徴から

１「聞く」 聞いた事をすぐ忘れる

計算するのにとても時間がかかる

頻繁に使う語でも 間違えて読む

長い文を復唱することが困難である

ひらがなや漢字を書く際、左右が入れ替
わったり 細かい部分を書き誤ったりする

位置や空間を表すことばの理解が困
難である（前後 左右 上下）

ＬＤi （LDのための調査票）
上野一彦他より

例として

３「読む」

４「書く」

５「計算
する」

６「推論
する」

２「話す」

 

①興味のある教科と、そうでない教科の取り組み方に

大きな差がある。 

②板書された内容をﾉｰﾄに書きとることができない。 

③教員の話や指示を聞いていないように見える。 

④授業中に周囲の音が気になり、教職員の言っている

ことがわからない。 

⑤こだわると時間の切り替えがうまくできないことが

ある。 

⑥授業等の直前に時間割や学習場面が変更になると、

うまく対応できない。 

⑦一つのことに興味があると、他の事が考えられない

ように見える。 

⑧整理整頓ができず物をなくす。準備や片付けに時間

がかかり要領が悪い。 

①場の雰囲気や暗黙のルールを理解できない。 

②人に含みのある言葉や嫌味を言われても、気づかないこ

とがある。 

③人の話を字義どおりに理解する。 

④場面に関係なく、声を出すことや独り言が多い。 

⑤自分だけが長々と話し続ける。 

⑥食堂や売店で順番を待つことが難しい。 

⑦集団活動やグループでの学習を逸脱することがある。 

⑧自分から質問しても、相手の回答を待たずに次の話題に

行くことがある。 

⑨些細なことでも柔軟に交渉できない。 

⑩視線、表情、対人距離等の問題がある。 

⑪友人がなかなかできない。 

⑫特定の物や記号、順序や配列への固執がある。 

発達障害のある児童生徒の気づきの観点 



 

国際的な潮流「ＩＣＦ」の捉え方 

病気・変調 
Disease or 

disorder 

能力障害 
Disability 

機能障害 
Impairment 

社会的不利 
Handicap 

国連の「障害者権利条約」
日本が2014年に批准

条約は２００６年１２月に国連総会
で採択され、０８年５月に発効 「障
害に基づくあらゆる差別」の禁止や
、「障害者の権利・尊厳」を守ること
をうたう。締結国は障がい者公共
施設を使いやすくするなど、さまざ
まな分野で対応を求められる。
日本では２０１５年に「障害者差別
解消法」を成立させるなど国内法
を整備し、同１２月、条約の承認案
が国会で正式承認され、批准が実
現することになった。

9

日本は世界で141番目の批准国国連の事務局に条約の批准を手渡す

 図１ 国際障害分類（ICIDH:１９８０） 

健康状態（変調／病気） 

(Health condition, disorder disease) 
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 図２ 国際生活機能分類（ICF:2001） 

■図２のような改定版ＩＣＦは「生活機能と障害の国際分類」とされ、第一版が障害をマイナスのものとして分類したのに

対し、第二版ではプラス面（生活機能）とマイナス面（障害）の両面から考えていること。 

■「医療モデル」から「人間と環境の相互作用モデル」へと発展し、当事者の努力もさることながら、当事者を取り巻く環

境条件を変えることによって、障害の問題を捉えようとしていること。 

■障害イコール障害者ではなく、支援の在り方が大切であること。また、高齢に伴う障害や中途障害など、障害は全ての

人の課題であること。 

●要約すると、障害とは固定的なものではなく、当事者を取り巻く環境条件を変えることによって変わりうる相対的な

ものであること。 

●それぞれの住む地域で「一人の市民として生活する人」という視点が大切になってくること。 

●我が国は世界に例を見ないスピードで高齢化が進んでいること。年をとると、誰もが目や耳が不自由になり、歩行、食

事、排泄などの日常生活動作が困難になり、判断力が弱くなり、何らかの病気などにより生活機能が衰える。高齢化の問

題は、まさに障害の問題であること。今は健常で障害とは無縁であると思っている人も、いつ自ら障害の問題に直面し

なければならないかもしれない。障害の問題は、まさに国民的課題であるといっても過言ではない。 

 

■世界の障害者の医療・教育・福祉・労働関係者が、「障害とは何か」についてはじめて共通理解をもったのは、国際保

健機関（WHO）が 1980年に発表した国際障害分類（ICIDH：International Classification of 

Impairments Disabilities, and Handicaps）であった(図１)。 

■当時、関係者はこの概念に共感し、図１に示すような障害の3つのレベルの次元を金科玉条のように述べてきた。

特に「国際障害者年」（IYDP：International Year of Disable Persons；1981年）は、障害者の医療･教育･福

祉・労働などのあらゆる面で世界的に大きな支援の輪を広げた。 

■わが国においても「障害者の日」（12月9日）」が発足し、毎年いろいろなイベントが行われている。以後、20有余

年、時代の変化と共に新たな「障害の概念」へと発展するのである。 

■WHOは2001年、新たに国際生活機能分類（ＩＣＦ：International Classification of Functioning, 

Disability and Health）として改定し、双方向の関連図を示した（図２）。 



 

障害者への合理的配慮 

 

 

 

 

                            
              
                            

  
                       
                          
                            
                            

  
                            
 

                              
      
                            
                        

                
    

■ 障害者差別解消法 

第１条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法

律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全ての

障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を

享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊

厳にふさわしい生活を保障される権利を有するこ

とを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に

関する基本的な事項、行政機関等及び事業者におけ

る障害を理由とする差別を解消するための措置等

を定めることにより、障害を理由とする差別の解消

を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によっ

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の実現に資することを

目的とする。 

（国民の責務） 

第４条 国民は、第一条に規定する社会を実現する

上で障害を理由とする差別の解消が重要であるこ

とに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄

与するよう努めなければならない。 

 

■障害者の権利条約第２条定義において「合理的配慮」とは、

「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享

有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変

更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの

であり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの

をいう。」と示された。 

 

「障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くた
めに何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられ
たときに、負担が重過ぎない範囲で対応に努めること」
をさします。

（内閣府「合理的配慮を知っていますか？」より）

障害特性に応じ
た座席の配慮

段差はスロープ
などで補助する

絵や写真、
タブレットな
どを使用する

意思を十分に
確認しながら
代筆する

 

 

●
障
害
種
と
程
度
に
応
じ

て
様
々
な
合
理
的
配
慮
の

工
夫 

＊演習課題  

 障害者の「合理的配慮」について以下の課題について検討してみよう。 

 

① 障害者全般に関する合理的配慮を意図した「教室環境の整備」について 

 

② 障害者全般に関する合理的配慮を意図した「授業環境の整備」について 



 

一人ひとりの教育的ニーズへの対応 

 

 

「学校・教員」と他の関係機
関・専門職とのシステムズア
プローチ「チームによる連
携」の重視

障害者支援の機関・人との連携を重視
した「システムズアプローチ」

③支援教育を担い、サポートす
る機関・人

④障害者支援の生活・就労・労
働機関・人

①障害者に関する保健・医療・
療育訓練機関・人

②障害児者支援の福祉機関・人

⑤障害者の地域生活支援・ＮＰ
Ｏ．ボランティア

就学前

卒業時

社会参加

学齢期
各段階で必要とする機
関や人との連携が求め
られる。とりわけ移行
期の支援・連携の重視

 

 ■障害のある人には、一生涯にわたって支援ができるように

「就学期・学齢期・卒業時・社会参加」と連続性のある支援を展開

する必要があります。そのためには、各段階に応じてそれぞれ

の機関や様々な人が連携してシステムズアプローチをする必

要があります。 

 

交流教育と「交流及び共同学習」 

個別の教育支援計画と個別の指導計画 

●個別の教育支援計画 

 障害のある子どもには、一人一人の教育的ニーズに

応じた支援を効果的に実施する必要があります。そこ

で、乳幼児から学校卒業後までの一貫した長期的な計

画が必要となります。そのため、学校が中心となって

「個別の教育支援計画」を作成します。作成に当たって

は、医療・福祉・労働などの関係機関と連携するととも

に、保護者の参画や意見を聞くことが求められていま

す。  「文部科学省リーフレットより引用」 

●個別の指導計画 

 障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに対応し

て工夫され、学校における指導計画や指導内容・方法

を盛り込んだものは「個別の指導計画」です。一般に、

単元や学期ごとに作成されており、それに基づいた指

導が行われます。   

「文部科学省リーフレットより引用」 

交流教育と「交流及び共同学習」

「交流教育」の歴史的経緯

■1971年（昭和４６） ●当時の盲・聾・養護学校学習指導要領の「特別活
動」において、交流教育の必要性が規定。

■1979年（昭和54）
●養護学校義務制施行と共に小学校や中学校に対し
ても「適切な交流活動が展開されるように」という
文部事務次官通達が発出された。

■1998年（平成10）

義務制以降、「心身障害児理解推進校」の指定制度が始まり、交流教育の実践が始まる。

●改定された小学校学習指導要領に新たな文言を規
定する。「・・・・連携や交流を図るとともに、障
害のある幼児児童生徒や高齢者などとの交流の機会
を設けること」

■2009年（平成21） ●特別支援学校学習指導要領において、交流教育は
「交流及び共同学習」としての記載がなされた。

 

■障害がある子どもが地域社会の中で積

極的に活動し、その一員として豊かに生き

るうえで、障害のない子どもとの交流及

び共同学習を通して相互理解を図ること

が極めて重要です。 

 

■通常の学級と特別支援学級や特別支援

学校の子ども同士が授業や行事など多面

的に活動を展開することで、障害理解を深

め今後のインクルーシブ教育システムを構

築する上で重要な活動と言えます。  

 

■現在、国においても交流及び共同学習

の実践から「心のバリアフリー」を目指して

様々な取り組みを展開しています。 



 

大阪教育大学附属特別支援学校の教育 

 

 

 

 

〇本校の使命と目的 

・知的障害と認定された児童・生徒を対象とする特別

支援教育を行う。 

・教育の理論と実践に関わる大学等との共同研究を

通じてより良い教育実践を行う。 

・大阪教育大学の附属学校として教員志望の者の養

成と教員の資質向上に貢献する。 

・地域貢献に努める。  ＊学校要覧より引用 

〇本校の学校経営の基本 

(1)教育方針 

・一人ひとりの人格と能力を尊重し、集団的あるい

は個別的指導を通じて発達の可能性をより豊か

に実現させる。 

(2)教育目標 

・自立・社会参加に向けて一人ひとりの可能性を最

大限に引き出す。 

・キャリア教育の視点に立って卒業後の社会で生

きる力を身につける。 

(3)目指す子ども像 

・明るく健康で意欲的な子ども・仲間とともに活動

に参加できる子ども。 

・自分で考え行動できると同時に、社会の一員とし

ての自覚を持つ子ども。 

 

 

 

 

 

 

１．子どもの願いや特性を知る。 

２．子どもの興味・関心・好み・得意な面・苦手な面・行動など

の癖を捉える。 

３．障害の状態や発達の段階を観察する。 

４．障害名にとらわれず、その行動などが障害特性からくる

ものなのかどうかについて観察する。 

 

 

 大阪教育大学附属特別支援学校の授業

小学部「あさの会」
子どもが日直として主体的
に活動する場面

一日の流れを確認するために「文字
カード」「時計」「番号」を表示している

 

大阪教育大学附属特別支援学校の授業

■中学部の授業
生徒の身近な場所の地図記
号を考える

ICTや大型テレビでの授業はわかりやすく、
子どもたちにとっても注目行動が増してい
る。

 

大阪教育大学附属特別支援学校の授業

■高等部の授業
自分の誕生日・星座・血液
型などを発表しての自己紹介

教師の一方的な授業でなく、生徒
が主体となって登壇して発表する
などの工夫がなされている。

ラケットリレーでは、
ボールが転げ落ちない
ようにカバーを施して
いました。どちらか選
択できる工夫があり、
良い工夫だと思います。

 

障害のある子どもの

授業の指導と支援 

児童生徒の障害理解と実態把握に努める 

「観察の観点」 



 

附属特別支援学校と児童生徒の活動 

 

 

 

 

 
 

 

＜知識、技能＞  

・「見る」「聞く」等の学習の基礎の力を培う。 

基本的な生活動作や習慣を育てる。 

＜思考力、判断力、表現力＞ 

・遊びや学習を通して、他者と関わったり、やりとり 

したりする力を育てる。 

＜学びに向かう力、人間力＞  

・様々な経験を通して、成功体験を積み重ね、興味・関 

心を持って自ら取り組もうとする力を育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜知識、技能＞ 

・基本的な知識と技能を習得し、くらしに活きる力を 

育てる。 

＜思考力、判断力、表現力＞ 

・集団活動の中で状況に応じた行動がとれる力を育て 

る。 

＜学びに向かう力、人間力＞  

・習得した能力をくらしの中で発揮できる力を育てる。 

 

 

  

 

 
 

＜知識、技能＞  

・自立した生活ができるための基礎を育て 

る。 

＜思考力、判断力、表現力＞  

・精神面での自立を促し、自主的・主体的 

に行動できる力を育てる。 

＜学びに向かう力、人間力＞  

・友だちと育ちあう喜び、人の役に立てる 

喜びを感じる「共感的自己肯定感」を育 

てる。 

 

 

 

【小学部の目標】 

児童が健康で楽しく学校生活を送る中で、自分の身

のまわりに対する意識を高め、基本的生活習慣や学習

の基礎となる力を養う。 

 

 

【中学部の目標】 
生徒が主体的に生き生きと学校生活を送る中で、 

基本的な知識と技能を高め、集団の中で望ましい 

生活習慣や社会性を養う。 

 

 

【高等部の目標】 
生徒が自主的、主体的に学校生活を送る中で、将

来へと続く「自分づくり」の道を築き、社会生活に

必要な力を養う。 

 ■高等部は令和3年度から「QOL」の各

コースを設定。 

● Qコース：繰り返し学習によりでき

る力をのばす 

● Oコース：体験学習を通し、仲間と

協力する力をのばす 

● L コース：企業や事業所の実習を通

し、社会の中でできる力をのばす 

 



 

知的障害の理解と教育 

 

 

知的機能と適応行動の双方の明らかな制約によって特徴
づけられる能力障害である。この障害は18歳までに生じる。

①知的機能に制約がある

②適応行動に制約がある

③18歳までの発達期に生じる

記憶、推理、判断などの知的機能の発達に有意な遅れ

社会生活を送るうえで必要な力に制約がある
身辺処理（食事・着衣等）やコミュニケーション・仕事など

定義（アメリカ知的発達障害協会より）

 

知的障害とは①＜定義＞  

知的障害とは②＜知能と適応行動＞  

知的障害者は？
高 低

高 A B

低 C D

知能

適応

（D）

知的機能と適応行動の双方の明らかな制約によって特徴
づけられる能力障害である。この障害は18歳までに生じる。

定義（アメリカ知的発達障害協会より）

 

高 低

高 A B

低 C D

知能
適応 知能を上げるのは難しい

６歳の児童が３歳の発達→IQ５０

８歳になったら４歳の発達？

高 低

高 A B

低 C D

知能
適応 知的障害のある人は

その人に合った支援
があれば、「できる」よ
うになる

視覚的に示す

１．着替え

３．体育

・・・

２．朝の会

視覚的な提示

 

 

「はたらく」の困難＝複雑な

作業が難しい 

 

知的障害者の自立を 

支援する 

 

作業の内容を細分化
⇒本人ができる役割を

例：クッキーづくり

４．袋詰め

１．生地作り

２．成形

３．オーブンで焼く



 

知的障害の理解と教育的指導・支援 

 

 

高 低

高 A B

低 C D

知能
適応

適応行動（社会生活を送る上で必要な力）の獲得を支援する
ことで知的発達に遅れのある人は、知的障害者ではなくなる

授業で重要なのは支援を通して「できることを増やすこと」

豊かな社会生活を送ることができる人になる

定義上

 

知的障害者が豊かな社会生活送るには「必要な力」の獲得を支援する 

良くない例：その二つのものをあそこに置いてから、
ここまで戻ってきてください。

指示・会話するときは具体的、かつ端的に

改善：・ボールとお椀をテーブルまで運んでください。
・（運び終わったら）先生のところまで来てください。

スモールステップを意識する

給食配膳時の指示

 

知的障害のある児童生徒との特徴と関わり方 

～どうすれば「できる」か～ 

２．何かするのに 

なかなか取り組めない（動機づけが低い） 

 ⇒自信がなかったり、これから何が起こるか不安 

 

視覚的に示す

１．着替え

３．体育

・・・

２．朝の会

これからの

活動を予告

する 

視覚的に示す 

１．複雑な、抽象的な指示・会話が苦手  

⇒ 記憶・判断に遅れがあるから 

 

取り組みやす

いものから始

める 

自信をつけてから 

活動の枠組み 

〇こだわりの強い児童生徒がいます

常同行為＝手をたたく、強迫行為＝順番等に一定のルール
儀式的行為＝機能的でない習慣 例：手を５回洗ってから給食

日常生活にそれほど支障がないものは待つ

パニックになった時は安全確保を

〇感覚の過敏な児童生徒がいます
知覚（視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚）における敏感性

・ 人から触られることを嫌う
・ 強度な偏食

知的障害のある児童生徒との特徴と関わり方
～どうすれば「できる」か～

 

 

 

 

 

計算ドリル 

足し算の文章題 



 

障害者の社会参加と自立 

 

 

■ 障害者総合支援法の基本理念 

障害者総合支援法は障害のある人への支援を定めた法律で、正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律」といいます。従来施行されていた障害者自立支援法の内容や問題点を考慮し、障害者自立支

援法を改正する形で2013年4月に施行されました。後の2018年4月の改正障害者総合支援法では、障害のある

人が住み慣れた地域で生活するために必要な支援を強化する目的で、次の 3 つの柱を中心に改正が行われました。

①障害のある人が望む地域生活の支援、②障害のある子どものニーズの多様化への対応、③サービスの質の確保・向

上に向けた環境整備 

特別支援学校における自立を目指した教育実践 

 高等部段階での「進路学習の内容（例） 

 
■１年生段階から計画的に将来の自立に向けた指導・支援が実践さ

れることが重要。 

 

■障害者本人にとって「働くこと」「暮らすこ

と」「楽しむ事（余暇）」を実現することは、あた

りまえとする「ノーマライゼーションの具現化」

であること。 

 

■日本の障害者数（平成24年版障害白書より） 

 障害者にはそれぞれ障害者手帳が交付される。 

・身体障害者「３６６,３万人（４９.２％）」  

・精神障害者「３２３,４万人（４３.５％）」 

・知的障害者「療育手帳５４,７万人（７.３％）」 

＊演習課題  特別支援学校高等部卒業生の進路先につい

て調べてみよう。 



 

交通経路 

住所： 〒547-0027  大阪市平野区喜連４丁目８番７１号 

 電話： （０６）６７０８－２５８０・２５９０  FAX（０６）６７０８－２３８０ 

 

① 大阪メトロ谷町線「喜連瓜破」下車３番出口上る 東へ５０ｍ 

② 市バス４号系統 「地下鉄喜連瓜破」下車   東へ１５０ｍ 

 



  

■編 集：大阪教育大学特別支援教育部門 講師＜実習担当＞     今枝  史雄 

      ：大阪教育大学附属特別支援学校 校長              須田  正信 

 

■発 行：令和３年（202１） ４月 15日  【改定第 2 版】 

 
 

障害のある子どもたちの描いた作品 「子どもたちの賛歌展」から 

 

国立大学法人 

大阪教育大学特別支援教育部門 

〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘４-689-1 

電話 072-978-3800 

国立大学法人 

大阪教育大学附属特別支援学校 

〒547-0027 大阪市平野区喜連 4-8-71 

電話 06-6708-2580 
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