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課題研究中間報告

特別支援学校におけるチームで取り組む保護者支援について

—学級での「個別の教育支援計画」の活用を通して一

玉城啓

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・沖縄県立鏡が丘特別支援学校

1 . テーマ設定理由

支援が必要な子どもたちが充実した学校生活を送り，自立を進めていくためには，保護者と学校が連携し

本人の将来像をともに描きながら支援していく事が大切である。なぜなら，子どもにとって一番身近な支援

者は保護者であり，保護者の理解がなくては教師がどのような理想を掲げても実践に結びつかないからであ

る。保護者と学校を結ぶツールとして，大切な役目を果たしているのが「個別の教育支援計画」である。

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成29年度版）では第5節「児童又は生徒の調和的な発達の

支援」 (5)で，「家庭及び地域並びに（中略）関係機関との連携」が明記され，その上で「個別の教育支援計

画」の作成の義務について示されている。また保護者支援の重要性について，下山 (2015)は「特別支援学校

に就学する子どもの保護者全てを支援の対象にする必要がある」と述べており，香川 (2005)は，保護者の願

いを受け止め，信頼関係をつくつていくために「個別の教育支援計画」を活用することの重要さを実践事例

の紹介と共に述べている。

これまでの筆者の実践を振り返ってみても，子どもの実態を正確に把握するためには，保護者からの情報

は不可欠であり，指導を展開する上で保護者の理解はとても重要であった。そのため年度初めには「個別の

教育支援計画」を通して保護者と合意形成を図り，連絡帳を通して丁寧に子どもの変化を伝えるよう心がけ

た。また，自らの担当する児童の保護者だけでなく，学級の教師全員が保護者と信頼関係を作れるようにす

ることを重要と捉え学級を運営した。学級で行える保護者支援の方策の一つとして，学級便りを毎週発行し，

学級にいる子ども一人一人の様子が保護者に伝わるよう工夫していたのだが，それでも保護者と学級との関

係が上手くいかないケースがあり，学級の教師全員が保護者との信頼関係を築き上げることは，私の中で常

に課題となっていた。

多くの特別支援学校では，学級内の教師集団が一つのチームとして児童生徒の指導に取り組んでいる。そ

のためチームで共通理解を図り，指導や支援を行うことはとても重要であるのだが，保護者への支援におい

ては，教師一人一人がそれぞれの考えで対応することがあるため，チームとしての共通理解を図ることなく

個々の対応に終始してしまうことがある。また，「個別の教育支援計画」をツールとした活用については，保

護者の思いや細やかな対応に関し学級内の教師全員での共有化が十分に図れたとは言いがた＜，その結果，

保護者との信頼関係を築くことが難しい状況がみられた。

このような事態を避ける方法の一つとして，保護者への支援を担任一人で取り組むのではなく，学級の教

師集団がチームとして取り組むことが考えられる。加藤(2014)は保護者との関わりにおいて「チームならで

はの複数の視点が（保護者との）風通しを良くする」とチームティーチングで取り組む保護者支援の利点を

述べている。さらに柳澤 (2014)も「保護者との連携には，特定の教師が全ての責任を負うのではなく，学校

全体で障がいのある子どもの保護者を支えていく意識と体制づくりが不可欠である」と述べている。

保護者に寄り添い，かつ支援をしていくためには，学級の教師集団がチームとして連携することが大切で

ある。そして保護者と教師をつなぐだけでなく，教師同士をチームとしてつなぐために「個別の教育支援計

画」の活用は有効な手段だと考える。
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2. 研究の目的

学級の教師が，チームとして連携し「個別の教育支援計画」を活用することによって，保護者の思いや児童

の変容が共有され，教育的ニーズを踏まえた教育が実践される。その結果チームで取り組む実践につながり，

保護者の抱える不安や負担を軽減した保護者支援となることを明らかにしたい。

3. 研究の方法

(1)先行研究や文献から，理論を研究する。

保護者支援研究，チームティーチング実践例，「個別の教育支援計画」活用事例 等について調べる。

(2)保護者支援の実際と教師の意識を知るために，課題発見実習 I・IIにて聞き取り調査を実施する。

① 対象： A大学教育学部附属小学校・中学校（教師5名・養護教諭）期間：平成30年5月~7月

② 対象：公立B小学校（教師6名・養護教諭 ・SSW) 期間：平成30年9月

(3)特別支援学校教諭へ，「保護者の悩み」と「教師の対応」に関する事前アンケートを実施する。

疇：特別支援賓交教職2年目研修者32人 期S:平成 30年8月22日

(4)勤務校にて，学級チームとして「個別の教育支援計画」を活用した教育を実践する。

実践の前と後に保護者と教師に対し，アンケートと聞き取り調査を実施する。

4. 保護者への支援と「個別の教育支援計画」について

保護者への支援を考えるうえで大切なこととして，梅田 (2009) は，（情報の共有）（情報の引継ぎ）（役割

の分担）の3つを述べている。「個別の教育支援計画」はこの 3つの事項を全て満たしたツールであり，保護

者への支援を実施するには欠かすことのできないものと思われる。さらに文部科学省 (2009) 「参考 1 個別

の教育支援計画について」には，「個別の教育支援計画」の作成作業において保護者の積極的な参画を促すこ

とが明記されており，「個別の教育支援計画」は子どもを中心とする保護者，教師，関係機関がつながり，教

育方針を共有し合意していくための計画書である。

沖縄県の特別支援学校では平成 30年から，「個別の教育支援計画」の様式が統一されており，その様式に

則って，担任は関係機関や特別支援教育コーディネーターらと連携しながら，保護者と共に「個別の教育支

援計画」を作成する。「個別の教育支援計画」を作成していく過程で，保護者は子どもの「願い」や「身につ

けてほしい力」等の情報を担任に伝えていく。担任は保護者にとって最も身近な支援者として，子どもの教

育的ニーズを明確化し，保護者と連携しながら教育実践に取り組む。そして学年度末などの節目で 1年間の

取り組みについて保護者と確認しあい，共に子どもの成長を喜び次のステップの計画を共有する。子どもの

障害特性や発達段階の情報共有だけでなく，このサイクルこそが「個別の教育支援計画」の活用だと考える。

実際に，「個別の教育支援計画」を活用して保護者支援を行った事例としては佐藤ら (2007)の実践がある。

佐藤は，特別支援教育コーディネーターとして知的特別支援学校中学部生徒に対し，支援チームを組織し，

「個別の教育支援計画」を保護者・学校•関係機関の情報共有や合意形成のツールとして活用した。本事例で

は，対象となる生徒だけでなく，保護者自身も支援が必要とされるケースであったが，支援チームによる「個

別の教育支援計画」を活用した対応により，生徒・保護者双方の安定した生活につなげることができていた。

この事例のように，保護者と学校，関係機関が連携していくための大切なツールである「個別の教育支援

計画」を，学級の担任同士がチームとしてつながるためのツールとしても活用していくことが一つの理想だ

と考える。保護者の思いを知り，子どもへの理解を深め，さらに教師間で連携するツールとして「個別の教育

支援計画」の活用は有効である。教師一人一人がチームとして連携し，保護者の思いが込められた「個別の教

育支援計画」を活用することは，児童個々の教育的ニーズに対するアプローチを共有することであり，その

チームで共有された実践と，実践による子どもの変容は，保設者への支援につながり，また保護者にとって

は，自分の子どもの担当教師だけでなく学級の教師全員への信頼感を高めていくものと考える。
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5. 研究実践

(1)課題発見実習 I (連携協力 教育学部附属小学校・中学校）における観察と聞き取り調査

附属小・中学校では「個別の教育支援計画」を作成・活用した保護者支援はなされていなかった。そこで発

達が気になる子への対応と保護者への支援方法を授業観察及び聞き取り調査（教師4名，教育相談 1名，義

護教諭 1名）で調べ， さらに支援体制及び保護者からの相談内容についても結果をまとめた（表1)。

表1 A大学教育学部附属小学校・中学校における聞き取り調査と授業観察の結果（平成30年 5月~7月）

「発達が気になる子への対応」「校内支援体制等」（回答者2名） 「保護者への支援・対応」「保護者からの相談等」（回答者6名）

・教室環境の工夫や学習時での個別対応など，学級担任・教科担任が 「生徒の学級担任が生徒指導主任や進路指導主任，管理者を交えて，

児童生徒の実態に応じた配慮をしていた。（観察者：筆者） 直接保護者と向き合い丁寧に話し合う。」（回答者．養護教諭）

・教科担任同士や養護教諭，スクールカウンセラー等の職員が連携し 「保護者からの相談内容は，保護者の意識と生徒の実態の差異が原因

て対応している。（観察者．筆者）（回答者：教育相談養護教諭） となるトラブルが多い。」（回答者：教師4名教育相談）

(2)課題発見実習 II (連携協力 公立小学校）におけるチェックリストによる観察と聞き取り調査

「個別の教育支援計画」が作成されている公立小学校では，保護者との情報の共有や職員間での連携等に

ついてチェックリストを活用し観察を行った。さらにチェックリストの裏付けとして特別支援学級の教諭6

名（教育相談コーディネーター含む），養護教諭， SSWに対し，聞き取り調査を行った（表2)。

表2 公立B小学校におけるチェックリスト観察記録と聞き取り調査の結果（平成30年 9月）

「保護者との情報の共有方法」（回答者6名） 「職員の連携」（チェックリストから） 「個別の教育支援計画」（回答者 1名）

・担任が窓口となり教育相談と連携をとりなが ・校内支援体制が整備され特別支援学級間で職員 •特別支援教育コーディネーターと

ら実施している。電話や面談などでの直接対 の連携が意識されているが．一方で交流学級と 教育相談が中心となり，「個別の教

話が主となっており「個別の教育支援計画」 の連携には課題がある。また，職員間の情報共有 育支援計画」の作成の呼びかけが行

を特に活用はしていない。 のツールとして「個別の教育支援計画」の活用は われ，特別支援学級児童のみ作成さ

（回答者：教師6名）（観察者・筆者） 十分ではない。（観察者・筆者） れている。（回答者・教育相談）

(3)特別支援学校教職2年目研修者への予備アンケート調査 より

特別支援学校における保護者の悩みの内容及びその際の教師の対応についての予備アンケートを教職2年

目研修者32名に実施し，個別の教育支援計画の作成と活用の視点から結果の分析を行った（図 1)。

・対象：特別支援学校教職2年目研修者32人 ・実施期日：平成30年8月22日 ・実施場所：沖縄県立総合教育センター

質闘 1:保護者から受けた相談は何ですか？（子ども関運）

4, 指導内容・クレーム ー

3, 性敏育 一

2, 地蟻との交流

1, 陣害特性・障害受容

賣問3:あなたはどんな対応をしましたか？

6, その他 一
5, 闘係機麗と違携した。 一
4, 管理者へ相談した。 一
乏~~15""—

1, 単麹で保護者に対応した。 一
゜

10 20 30 

。
10 20 30 

図1 特別支援学校教職2年目研修者予備アンケート結果

保護者から受けた相談で最も多いのは「進路・就学」であった。その次が「地域との交流」 「障害の特性・

受容」と続いた。また，対応については学級チームとして対応しており単独での対応は少なかった。

自由記述では，保護者の相談対応で困った内容として「合意形成」を挙げた教諭が 19人と最も多かった。

6. 考察

上述の調査結果から，発達が気になる子への対応は，保護者支援を含め支援体制を整備し進めていること

が分かった。しかし，教師と保護者との連携では，保護者からの相談や支援が必要な子どもの困った状況な

どへの対処的な対応が主であり，「個別の教育支援計画」の活用については十分とは言いがたかった。これは
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「個別の教育支援計画」を作成している公立小学校のチェックリストや聞き取り調査の結果からも，「個別の

教育支援計画」が保護者及び教師間での情報共有のツールとしての活用が十分でないことが読み取れ，明確

である。さらに，特別支援学校2年研の事前アンケート調査からは，教師は学級及び学年でのチームでの保

護者対応がなされているが，一方で保護者は将来の進路や就学に不安を感じていることがわかる。また，「保

護者と目指す児童生徒像に対して合意がとれていない」との自由記述が半数を占めていることから，教師と

保護者の間で合意形成のツールである「個別の教育支援計画」の作成と活用は特別支援学校でも十分になさ

れていないと考えられる。

保護者支援と「個別の教育支援計画」の活用について，絹見ら (2012)は特別支援学校に通う児童生徒の保

護者に対して「個別の教育支援計画」の活用や支援会議に関する調査から「個別の教育支援計画」が支援会議

等で有効に活用されていないと評価した保護者が6割近くいるという結果を明らかにしている。その原因と

して「『個別の教育支援計画』が作成はされていても，有効的に活用されていない実態がある」と述べている。

一方，佐藤ら (2007)は，「個別の教育支援計画」を有効的に活用することで，保護者の思いや子どもの変容

がチーム間で共有され，教育的ニーズを踏まえた教育実践につながると報告している。さらにそのことは，

保護者の抱える不安や負担を軽減することになったと述べている。このことから，「個別の教育支援計画」の

活用を有効的に行うことで，支援が必要な子どもへの教育的ニーズに応じた対応や保護者支援にはつながる

ものだと考える。今後は「個別の教育支援計画」の活用を踏まえた保護者支援の方法を検証していきたい。

7. これからの取り組み

今回，調杏結果から得られた考察と先行研究から学んだ内容を，以下の取り組みに活かしていく。

(1)先行文献を収集し，理論を研究する。

(2)勤務校にて，保護者と教師双方から，保護者支援に関するアンケートを実施し，保護者と教師の意識を

調査し，課題を明らかにする。

(3)勤務校にて，学級チームとしての「個別の教育支援計画」を活用した教育を実践する。実践の前と後に

保護者と教師に対しアンケートと聞き取り調査を実施し，望ましい保護者支援について明らかにする。
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