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中学校における持続可能な特別支援教育校内体制

ー全職員体制による特別支援教育ー

Sustainable Special Needs Education System by All the Staff in Junior High School 

山内淳子

Junko YAMAUCHI 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・北谷町立北谷中学校

1. テーマ設定の理由

年々，児童生徒数が減少しているものの，特別支援教育を必要とする児童生徒数はその反対に増加傾

向にある。学校韮本調査によると，特別支援教育が本格的にスタートした平成 19年度の沖縄県の中学校

における特別支援学級生徒数は 283人であったが，令和 2年度には 1894人と約 6.7倍になり，学級数

は 126学級から 398学級と約 3.2倍になっている。しかし，所属校も含め，近隣校の現状を聞くと，特

別支援教育の校内体制が十分機能していないという課題が見えてきた。その理由としては，新任特別支

援学級・通級指導教室研修会だけでは，指導技術が十分に身につかないことにより，継続して特別支援

教育に携わる職員が少ないことが考えられる。また，特別支援教育を推進していく上で中核となる特別

支援教育コーディネーターを特別支援教育の未経験者が担当することも少なくない。

さらに，チーム支援が求められる中，多忙と言われる中学校現場において， どのように教育相談や生

徒指導など多くの関係職員と連携を取り，生徒支援ができるのかということも深刻な課題である。

このようななか，支援を必要とする子どもたちの学習を保障し，連続性のある学びにつなげていくた

めには，特別支援教育コーディネーター個人の力量に頼らず，組織的に取り組むことのできる持続可能

な校内の連携システムを構築する必要がある。特別支援教育を必要とする児童生徒のニーズに応じた教

育をスムーズに行い， どの学びの場でも学習が保障されることを目指し，中学校における持続可能な特

別支援教育校内体制のあり方について検討していきたい。

2 研究の目的

本研究では，沖縄県中頭地区公立中学校における特別支援教育校内体制の現状を明らかにし，糾織的

に特別支援教育に取り組む体制を検討し，特別支援教育コーディネーター（以下，コーディネーターと

する。）の異動等により支援が途絶えてしまわないような校内支援体制のシステムづくりを目指す。

3. 研究の概要

(1) 先行研究の整理

①特別支援教育校内体制について

「特別支援教育の推進について」（平成 19年文部科学省

通知）は，「校長（園長を含む。以下同じ。）は，特別支援教

育実施の責任者として，自らが特別支援教育や障害に関す

る認識を深めるとともに， リーダーシップを発揮しつつ，

次に述べる体制の整備等を行い，組織として十分に機能す

るよう教職員を指導することが重要である。」と示してい

る。その主な内容として，表 1に示した校長のリーダーシ

表 1 特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組

•特別支援教育に関する校内委員会の設置
・実態把捏
•特別支援教育コーディネーターの指名
•関係機関との連携を図った「個別の教育支援
計画」の策定と活用

・「個別の指導計画」の作成

・教員の専門性の向上
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ップが挙げられる。つまり，校長は校内の体制を構築し，特別支援教育の推進に努めなければならない

ということである。さらに，校長はその調整役としてコーディネーターを指名し， 自校の体制整備を図

っていく必要がある。

②特別支援教育コーディネーターに求められる資質

国立特別支援教育総合研究所(2015)は，コーディネーターには，人間関係調整力，障害に関する知識，

カウンセリング技能，アセスメント技能，特別支援教育に関する知識，一般的な教科指導や学級経営に

関する知識など多くの資質や技能が求められると示している。

また，田中・上村(2017)は，「コーディネーターが校内体制を構築するためのコンサルテーション能力

を持ち，管理職のリーダーシップを引き出す必要がある。」と考えている。

このようにコーディネーターには，多くの資質と技能が求められる。特別支援教育計画を作成し，引

き継ぐだけでは，持続可能な特別支援教育校内体制を構築することは厳しいと思われる。特別支援教育

に関わる職員と協働してコーディネーターの業務を行うことにより，スムーズに引き継ぐことができ，

継続した支援体制につながるものと考える。

③中学校における特別支援教育校内体制づくりについての研究

川崎(2014)は，中学校は学年部中心に話し合ったり対応したりすることから，「中学校において，校内

委員会の小委員会として学年部を活用し，通常の学級担任との連携を図っていくことが現実的ではない

かと考える。」と述べている。学年部で小委員会を開催する場合，まとめ役が必要となる。まとめ役を学

年における特別支援教育担当として位置づけ，小委員会を運営させることにより，コンサルテーション

の力やファシリテーションの力を身に付けていくことができるのではないかと考える。

④チームによる特別支援教育体制づくり

秋田県総合教育センター(2015)は，校内委員会の設置やコ

ーディネーターの指名はされているのに，校内支援体制が十

分機能していないのは，それを機能させる「システム」が構

築されていないからだと仮説を立て，特別支援教育のための

チームアプローチを提案している。表 2は，そのチームアプ

ローチとしての校内体制の機能強化のポイントを示したも

のである。つまり，チームとして動くことにより，表 2の③

にあるように気づきの精度を上げ，迅速に生徒のニーズに応

じた教育をスムーズに提供できるのではないかと考える。

⑤生徒指導及び教育相談との連携について

表 2 校内支援体制の機能強化ポイント

①役割・手順を明確にした，指沸・支援のため
のシステム

・マネジメント機能を強化する。

・重点や方針を明示する。

②チームの成果を共有して学び合う，同僚性を

日指した学校運営
・問題や課題の個別性に応じる。

・指導・支援の成果を研修に生かす。

③少人数チームによる自律的な指嘩・支援体制
・気づきの精度を上げ，迅速に問題解決を図る。

・必要に応じて柔軟にチームを編成する。

沖縄県教育庁義務教育課(2020)は「不登校児童生徒への支援の手引き」の中に『チーム学校』での取

り組みの具体例を示した。具体的な対応例 8 項目中 5 項目でケース会議の構成員に教育相談担当•生徒

指導担当・コーディネーターが挙げられている。

また，田中 (2013)は，児童生徒の間題が多様化・重層化する中で，「従来の生徒指導の枠組みだけでは

解決が難しいケースが増えている。生徒指導の枠組みを広げ，特別支援教育との連携を図りながら，両

者が持つ資源を併せ，活かしていくことが効果的であると考えられる。」と述べている。

これらのことから，生徒指導及び教育相談と特別支援教育が連携する事によって，生徒の教育的ニー

ズに応じた指導・支援に繋がり，学びの保障ができると考える。

(2) 調査の方法と結果の考察

①課題発見実習でのインタビュー（令和 2年 7月～ 9月）

対象 1: A大学教育学部附属小学校・中学校（特別支援教育コーディネーター）

附属学校の設置目的は「教育研究」「教育実習の実施」「地域教育への協力」である。そのため，支援
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が必要な児童生徒に対する個別の支援の保証等が充実できない現状がある。しかし，現実としては支援

の必要な児童生徒が入学し，在籍している。コーディネーターも指名され，校内委員会も開催されてい

る。両校とも初任のコーディネーターということもあり，校内外の連携を含めた，校内体制の推進を課

題としてあげていた。特別支援教育計画は作成されているものの，チームとして協働できる体制でない

場合，初任のコーディネーターにとって，校内体制を推進することが厳しいと考えられる。

対象 2：県立 B特別支援学校（特別支援教育コーディネーター）

2005年 12月の「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，特別支援学校に

は地域の特別支援教育のセンター的機能が一層求められるようになった。センター的機能が有効に発揮

されるための体制整備の一つに「校内体制の整備」が上げられている。国立特別支援教育総合研究所(2015)

は，「コーディネーターだけが動けばいいというわけではなく，効果的，効率的な活動が担えるよう校内

組織を整備する必要がある。」と示している。

コーディネーターからの聞き取り調査から，特別支援学校の支援体制として「支援部」と呼ばれる組

織が，センター的機能を果たしながら，校内の支援体制を構築していることがわかった。その具体的内

容を図 1に示した。各学部に支援部を配置することによって，学部内での支援がスムーズに行われる。

また，巡回アドバイザーとして，各学部支援部とコーディネ

ーターが連携し，地域の小中学校等の学校訪間をすることに

より，コーディネーターの業務内容がスムーズに引き継がれ

ている。本研究では特別支援学校のシステムを参考にし，中

学校の学年部に学年の特別支援教育担当を配置し，コーディ

ネーターと学年の担当が支援部としてチームで協働するこ

とができるシステムを構築することができないかと考えた。

特別支援教育コーディネーター
（教育支援部主任兼任）

図1 支援部体制

②中頭地区市町村立中学校の特別支援教育計画についての調査（令和 2年7月）

中頭教育事務所において，管内中学校の特別支援教育計画の調査を行った。今回，調査できた学校数

は 28校であった。その内，約 85.7％の学校においては，コーディネーターの役割が記述されていた。

しかし，学年の特別支援教育担当の役割を明記してある学校は，わずか 3校にとどまった。 3校中 1校

は学年コーディネーターを学年主任が兼務していた。しかし，教科指導と学年主任の業務に加えて，学年

のコーディネーターをこなすことは厳しいと思われる。小規模校ならまだしも，大規模校となると生徒

数も多いことから，生徒の実態把握や学級担任へのコンサルテーションを十分に行うことは厳しいので

はないだろうかと推察できる。

③所属校の職員に「特別支援教育校内体制」についてのアンケート（令和 2年 11月）

所属校職員に特別支援教育に関するニーズや先生方の抱える課題に関するアンケートを実施した。特

別支援教育に関する研修について必要と思われる内容を尋ねたところ， 63％の先生方が「障害理解につ

いて」「体制の構築について」と回答していた。また，自由記述の中にも「協力学級担任も特別支援学級

担任も障害理解と生徒とぶつかりそうになった時の対応法を共通理解する体制が必嬰と思います。」と

あった。先生方のニーズに応じだ情報を提供することによって，職員の特別支援教育に関する意識を高

め，特別支援教育を必要とする児竜生徒のニーズに応じた教育をどの学びの場においても保障すること

のできる全職員体制による校内支援体制が構築されると考える。

④中頭地区公立中学校校長及びコーディネーターに「特別支援教育校内体制」についてのアン

ケート（令和 2年 11月）

特別支援教育が本格的に開始された時期に実施された，柘植・宇野・石橋(2007)による「コーディネ

ーター全国悉皆調査」を参考にアンケートを実施した。柘植ら (2007)が実施したアンケートで特別支援

教育を視野に入れた学校経常を行っているという項目で，沖縄県の回答はワースト 3の78％だった。今
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回行ったアンケートでは， 100％の学校が「特別支援教育を視野に入れた学校経営」を行っていると答え

ていた。このことから，校長の特別支援教育に対する意識が高まっていると考えられる。

一方，コーディネーターの状況を調査した結果，約 73.1％の学校では週 20時間以上の授業を持って

おり，専任のコーディネーターはいなかった。また， 1年目のコーディネーターが約 53.8％と半数以上

を占めていた。 コーディネーターの業務内容による多忙さや，力量不足の改善策として，吉村(2005)は

「コーディネーターの複数体制」「専任のコーディネーター配置」について述べている。しかし，コーデ

ィネーターの置かれている現状は，変わっていないように思える。

以上のことから，中学校の支援体制の構築として，全職員体制及びチーム支援体制が必要と考え，

所属校における支援体制の構築を図っていくこととする。

4. 研究の実際

(1) 実践

①特別支援教育に関する教育計回の作成

筆者の今年度の校務分掌はコーディ不ーターである。業務をスムーズに行うために，前年度に当時の

コーディネーターと年間の特別支援教育計画の作成を行った。表 3はその一部である。

表 3 校内特別支援教育委員会の年間計画

月 全体計画
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との辿批

•特別支採教肯，教育相談会及びに内特別支採教育委員会の準備
・に内研修の介血・係との調炉

・心埋発に検在依頼
•特別文援教育文援旦との連燐
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0校ー内特別支援教育委員会 4
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•特別支揉教育を安する＇+徒の引継ぎについて

3 I 
C)特別支揉教育・教肯相談会⑫
•特別文援教育文援旦派造実苗祝告占0) ｛1成について

・学級の実咆キI"j犀
（学習由や行酎Jlii等）

ー

2
 

•特別支採教肯，教育和談会の準備
・年間計曲の見直し， 9，J正

・保遥者との1!諜・心坪梵達検令依粕

•特別文援教育，教育相栽会及び校内特別文援教育委旦会の川偏
•特別文援教行文授旦派遣に係る資料提出
•新人生に関する情祝収史（小学校授哭見学）
・枚1AJ令休計血の作成

・入試における配應申詰盗料の捉川（各恥竹子に）

•特別文援教育，教育相栽会の可伽
・次年度年間計両の戦員公品での提案，祝告0)柑伽

.―者面談ての特別支杖に 1灯する情柑捉供

•特別支捩教育支杖員派造申拍吉碩作成

•特別支採教肯，教育相談会の準備
・小学校，高校コーディネーターとの連憐，引継ぎ
・1寺別文援教育文援記こ係る資料提出

・保占省とのIii談（髄時）

•特別支に教育支採員派逍実紹牝苫吉の作
成

・保占省Iii栽（髄時）
・川」訊学指消委員会への提出食料11成
（文援学級・油級）

•特別文援教育文援恥辰直実奇翡報告占の提
出

・保誇者面談(|逍肋）
・入試における配屈申肋臼料の作成(:3年）

•特別文援教育文援旦派造l|l 品占類提出
・人ぶこおける配慮l|1"胄資料の提出(3斗）

・個別の文援計両・オ行屯計両の11成（まとめ）

•特別支に教育支に員派逍実紹報苫吉の作
成，提出
•高等学校への引き継ぎ肖料の11 成(3 斗）

②校内支援体制の改善

所属校では，全職員参加で月 1回特別支援教育・教育相談会が開催される。しかし，全体会だけでは，

特別支援教育を推進していくためには，十分と言えない。生徒に関する共通理解や対応について話し合
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う学年ケース会議や支援の検討や就学に関する話し合いを行う校内特別支援教育委員会が必要である。

新たに時間を作るよりも，今ある会議の中で行うことにより，職員の負担軽減になると考え，特別支援

教育・教育相談会に「校内特別支援教育委員会」と「学年ケース会議」を組み込んだ（表 3及び図 2)。

5月と 7月の特別支援教育・教育相談会では前

半に特別支援教育及び教育相談からの情報提供

を行い，後半は学年ケース会議を行った。 7月の

学年ケース会議では， 5月で挙げられた生徒及び

今後，就学支援の必要な生徒についての話し合い

を学年特別支援教育担当中心に行った。

校内特別支援教育委員会は，まず構成員を集

め，第 1回特別支援教育・教育相談会時に構成員

の確認と意識を持たせるため発足式を行った。 9

月の校内特別支援教育委員会においては，学年か

ら挙げられた就学支援の必要な生徒の審議を行

った。該当生徒担任も参加し，町就学支援委員会

の判定会議の流れを参考に会を進行した。学級担

任には生徒の実態等を短めに話してもらい，委員

特別支援教育・教育相談会
（全麻目）

月1叫・基木第 1木曜LJ

校内特別支援教育委員会
佼長・教碩·教務T{「•特け11 文悛教白コーアイネーター・牡片11 文悛f

級j¥J仔・通級指直教字叫＇ i・教釘U談担‘'i・牛礼栢蔦千fr・ f刈戸r・ 
学年特別支投教育担当・笠；虹教諭・当該止徒学級担任を中心とし，必裟し
に応じて心の相談目 ・SC・SSW

まとめ役： 1寺りll支悛教育コーディネーター

支援部
特別支採教育コーディネークー，各学年特別支採

教育jR当を中心とし，必＇Jl:に1心して教育祖談担当，
牛他届導十{lク

図2 支援部を中心とした校内体制(4月）

による審議が行われた。参加された先生方からも入級したことにより懸念されることなど活発な発言が

見られた。 10月の校内特別支援教育委員会においては，入試の学力検査における配慮の必要な生徒の審

議を行った。担任一人で抱えるのではなく，参加する全職員で生徒一人一人について審議を行い，互い

に責任をもってもらうということを意識して進めた。また，支援部の先生方には記録を担当してもらう

ことによりコーディネーターが一人で抱え込まない体制を目指した。

特別支援教育・教育相談会の全体会では，教育相談担当から不登校生徒の対応についての情報共有を

行い，コーディネーターからは，支援の必要な生徒への関わり方や個別の教育支援計画・指導計画の作

成方法についで情報提供を行っている。また，生徒指導主任から本校が活用している「楽しい学校生活

を送るためのアンケート Q―じ」の結果を学級経営にどのように活かすかを話してもらうなど，先生方が

スムーズに生徒支援を行えるよう，様々な視点を取り入れた会の運営を行っている。さらに先生方に快

く参加してもらえるよう，会議時間は勤務時間内で終了できるよう時間配分のエ夫も行った。

③コアチームの設置

筆者は，コーディネーター業務を特別支援教育担当者と協働し，スムーズに引き継ぐことのできる体

制を目指すとともに，生徒支援において生徒指導及び教育相談との連携が必要と考え，コアチームを設

置した。

表4・ 1 「特別支援教育担当者会」は，特別支援学級の運賞についてのみならず，学年の特別支援教

育担当として，学年との連携や学年ケース会議の進め方などを検討している。また，特別支援教育に関

する情報共有を行う学び合いの場でもある。

2の「拡大特別支援教育担当者会」は， 1の支援部に生徒指導主任と教育相談担当を含めた会議にし

た。生徒指導主任と教育相談担当との連携を図るために今年度新たに設置したが， うまく連携できなか

った。そこで， どのようにすればうまく連携できるかということを生徒指導主任や教育相談担当と話し

合った。 2と同様今年度新たに設置した 4「教育相談（ケース会議）」に生徒指導主任も毎週参加しても

らい，個別のケースに関して， どのように進めていくかということを話し合う場とした（表4の③）。 3

の生徒指導部会で挙がってくる気になる生徒に対して，話し合いだけで具体的な支援ができてない現状

があるということを生徒指導主任も感じていたため，スムーズに参加してもらうことができた。
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表4 コアチームの会議
旧(4月～ 7月） 新(8月～）

会議名 粗度（曜H) 情成n 会議名． j11胄者 頻度(|屈H) 栴成口

特別文援教育コーディネークー 特）jり支援教肯担当者会 週 l|口| 変更なし

1 特別支援教育担当者会 週 l|口| （以下特支 Co)
¥l) （支援部） ・特支 Co （月耀 5佼時）

（支援部） （月眸 5佼時） 各学年1か）jり支援教肯担当
（兼特）jり支援学級担任）

Student Support 週 l|口| 変更なし

2 拡大特別支援教育 月 1|口| 特支 Co・ 各学年特別支援教育担当
② 

Consultation （木曜 li交時）

担‘'i名会 （第 1月曜5校時） 生徒指心主{1・教育相談担‘'1

ド
Meeting (SSCM) 
・，+徒指＃ i仔

週 l|口|
佼長・教如．＇+徒指 i/J:i任・教育相談・ 個別支援会議 週 1回 生徒指導主任が加わる

3 生徒指サ蔀会
（木眸 l佼時）

特文 Co・ 荏設教諭・各学年生徒指心・ ③ ．教育相談j11胄 （木曜 2校時）
心の相談日・スクールサポークー． SSW

教育かU談 週 l|口| 教育かU談•特支 Co ・心の相談員． SSW
¥4) 文援ロミーティング 週 1回 特別支援教育支援n2名

4 （ケース会議） （木眸 2校時） （校長・教頭） •特支 Co （令昭 5校間） （支援員減に伴い）

5 文投nミーティング
週 l|口|

特文 Co・ 特別文復教育文援日(3名）
（合眸 5佼時）

3の生徒指導部会は以前より週時程に糾まれており，管理職

も参加し，各担当からの生徒に関する情報共有を行う場である。

筆者はコーディネーターとして，生徒の行動の裏側にある思い

や特性について伝えることを意識して参加している。

表 5 週時程に組み込まれた会議

5の「支援員ミーティング」では，支援対象生徒のことはもち

ろん，その他の気になる生徒についての情報共有も行っている。

筆者は通級指導教室担当も兼任しており，生徒の行動観察を行

う時間が十分に取れない。また，支援に関する悩みに対し，アド

バイスを行うことのできるミーティングは互いに有効である。

これらの会議は参加する職員の負担軽減を考え，全て週時程

に組み込んだ（表 5)。

(2) 結果と考察

①特別支援教育に関する教育計画の作成

>始
1 
2 

3 

4 
5 

6 

<

月 火

8: 55 ~: 55 

授業 授業

授業

授業

授業 授業

(!)支育者特援担会別教当 研

研

水 木 金

8: 30 8: 30 8: 55 

授業

③②援個授S会別S業議C支M 

授業

授業 授業

授業

授業 授業 授業

授業
④、支一援員

ティン
グ

授業 授業 授業

特第別1支週援

教育・教
育相談会

半年間の実践を振り返って，見直しを行った。市町村教育委員会によって，多少の違いはあるものの，

就学支援に関する流れや入試の配慮申請の流れをもとに全体計画を立てることにより，大まかな流れが

把握できる。流れの「見える化」をすることによって，初めてコーディネーターを担当する職員が，見

通しをもった特別支援教育委員会の運営ができると考える。また，全職員体制の校内支援体制を構築す

る為にも，仕事内容の明確化は必要であると思われる。田中ら (2017)も「コーディネーターが役割を果

たすためにも，機能的な校内支援体制を構築するためにも，コーディネーターの仕事内容が明確になっ

ている必要がある。」と示している。

②校内支援体制の改善

年度当初は，特別支援教育・教育相談会の参加に消極的な職員も見られたが，学年ケース会議や校内

支援委員会を行い，全職員を巻き込むことによって先生方の意識が変わってきた。このことは，昨年同

様に所属校職員を対象に行った特別支援教育に関するニーズや先生方の抱える課題に関するアンケート

結果からもみることができた。昨年に比べて顕著に表れたのは，「校内委員会・学年ケース会議の有効活

用」である。前年度は活用できていると回答した割合は 7.4％であったが，今年度は 44.1％と大幅に増

加している。特別支援教育・教育相談会において，校内委員会やケース会議の時間を確保したことによ

ると思われる。ややできていると合わせると 91.2％の職員が有効活用していると回答している。

これは，時間の確保や校内委員会・ケース会議の有効利用が，先生方の特別支援教育に関する知識を

深め，チーム全体の援助力の向上に繋がったと考える。このことは，赤嶺・緒方(2010)も，「場の有効活

用」と「時間の有効活用」の効率性を求めた工夫・改善の取り組みを進めていくことも重要であると述

べている。
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③コアチームの設置

生徒指導・教育相談•特別支援教育の連携が進んだことにより，「生徒指導部会」のネーミングが②

Student Support Consultation Meeting(SSCM)となり，指導から「支援・相談」という意識に変わって

いった。このことは生徒の変容からもわかる。 1年生の頃から生徒指導部会で間題行動を起こしたとし

て何度か報告されてきたAさん。筆者も関わっていたが，支援をなかなか受け入れなかった。今年度当

初より，間題行動を起こしては，叱責を受けていた。次第に登校しぶりが表れ，保護者は筆者へ教育相

談の依頼をしてきた。本人が希望したため，担任と特別支援教育担当者で連携し，個別支援を週 3回行

った。個別の関わりの中でわかってきた本人の行動の裏側にある思いや特性を生徒指導部会で伝えてき

た。次第に先生方の関わり方が指導から励ましの言葉かけへと変わっていった。生徒指導主任から「最

近， Aさんは間題起こさなくなったね。」という言菓が聞かれた。しかし，集団への参加については本人

の中で解決できていないため，継続して本人に寄り添った体制を試行錯誤していきたい。

また，教育相談との連携により，スムーズに教室復帰ができた生徒もいる。入学当初より進学校への

入学を目標としてきたBさん。コロナ禍の休校より学習への意欲が落ちてしまった。休校明けも学習や

学校へ対する気持ちが高まらず，登校できなくなったBさんに対して，筆者は，保護者と連携を取り，

本人の状態に合わせてオンラインで 1日10分程度， トーキングゲームでコミュニケーションを図った。

闇始直後は，顔も音声も出さず，チャットでのやりとりであった。すぐに不安は解消され，翌週には少

しでも登校してみようという意思を示した。教育相談担当と連携を取り，登校するにあたって不安を最

大限取り除く工夫を行った。心の教室相談員へつなぎ，本人の意思を確認しながら，関わる職員や学校

で過ごす時間を徐々に増やしていった。関わりから 3週間，

され，スムーズに教室復帰ができた。本

人や保護者の気持ちに寄り添い，関係職

員と連携を取り，早期介入を行ったこと

により， Bさんは学習に対する気持ちも

回復し，現在も欠席することなく学級で

過ごすことができている。このように，

生徒指導・教育相談•特別支援教育が連

携することによって，生徒支援がスムー

ズに行われている。

教肯相談担当

個別支援会譲
（週 l叫・木曜 2校時）
孜育児祗担当•特別支採孜

育コーナイネークー・止徒指
導千仔·心の相談貝•山 SSW

個別ケースの

具体的な支援の検討

教室に戻ってみようかなという意思が確認

特 別 支 援 教 育 ・ 教 育 相 談 会
（仝職は参IJLI)

月1回・某本第 1木配日
生徒支援に関する共通確認の場

学年ケース会議
学り職は

学年の生徒支援に関する情報共有の場

各学年特別文援教育j11胄

特別文採教育コーティネークー

特 別 支 援 教 育 担 当 者 会
（辿 l同・月昭 5佼叶）

特別支採教育コーディネークー・
各学年特別支採教育担当•特別支採
学級担任・通級指心教室担当

具体的な支援の検討

学年ケース会議の運営

特別支援教育に関する研修

牛徒指＃ i ｛-f 

tudent ~upport 
Consultation _Meeting 

(SSCM) 
（辿 l同・木昭 l佼叶）

校只・教頭・止徒指心土
任・教育祖祗•特別支採教
育コーディネークー・芥哀
教諭・各和I牛徒指導 ・心
0)柑談は・スクールサポー
ター・ HI SSW 

生徒の惜報共有

対応方法の検討

所属校職員アンケートで今年度新た

に「教育相談及び生徒指導との連携の必

要性」に関する項目を追加した。「連携の

必要性」に関して， 97％の職員が必要・

やや必要と感じている。生徒の間題行動

の背景には，家庭環境だけでなく特性か

らの要因も複雑に絡んでいる。先生方は

多様化する生徒の実態に対し，多角的な
図3 支援部を細分化した校内体制(8月～）

支援が必要と感じている。生徒の変容やアンケート結果より，生徒指導・教育相談•特別支援教育の連

携は必要であると考える。また，赴任して 1年目の職員からの自由記述に「生徒指導，教育相談，特別

支援校内体制はうまく行っていると思います。情報連携から行動連携，協働連携できる体制が整ってい

ると思います。各主任の先生方の頑張りのおかげですね。」とあった。会議を開催する担当者を明確にす

ることにより，互いの意識も高まったのではないか。

年度当初は，特別支援学校の支援部体制を意識した図 2の校内体制を構築しようと試みた。しかし，
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中学校において生徒指導及び教育相談との連携は必要不可欠であり，図 3の体制構築が望ましいと考え

る。このことは，保田•姉崎 (2012) も，多くの間題を抱えた生徒に対し，生徒指導・教育相談•特別支

援教育の連携による校内体制づくりが求められると述べている。

5 総合考察

年度当初は，特別支援教育に対して消極的な職員も見られたが，学年ケース会議や校内支援委員会を

通して，全職員を巻き込むことにより先生方の意識が変わってきた。週時程に組み込まれた会議を勤務

時間内で行うことにより，職員への負担を減らしたこともその一囚と思われる。週時程に会議を組み込

むことは，やはり管理職の理解が不可欠である。働き方改革が求められている中，今回の実践において，

いかに効率よくチームを編成し，生徒支援をおこなうかという方向性が見えてきた。その中で，コーデ

ィネーターの業務内容を協働することができていると感じる。

また，生徒指導・教育相談•特別支援教育の連携により，多角的な視点を持って生徒支援をできるよ

うになった。共生社会を形成していく上で，障害のあるなしに関わらず，全職員体制で特別支援教育を

推進していくことは必要不可欠と考える。

しかし，特別支援教育は高い専門性が要求される。コーディネーターには多くの資質や能力が求めら

れる。十分な研修時間の確保や生徒の実態把握のためには時数軽減は必要と考える。田中ら (2017)も，

「コーディネーターの力量を高めるための研修の必要性」や「児童生徒の実態把握を行うための活動時

間の確保」を提示している。

また，校内においては，管理職が全職員体制を理解し，持続可能な体制を構築できる人材を配置し，

業務の継承が可能な人事を考える必要がある。特別支援教育で経験を積んだ先生方が「特別支援教育枠J

で異動し，さらに専門性を高めながら異動先において，全職員体制での特別支援教育を推進していくこ

とによって，持続可能な校内体制が構築されると考える。
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