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発達障害のある子供の特性理解と配慮・支援
奥住 秀之 東京学芸大学
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特別支援教育は、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ある。

特別支援教育は、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（幼稚園、小学校、中学校、高等
学校、特別支援学校等）において実施されるものである。

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。

特別支援教育の推進について（通知）
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・発達期における中枢神経系の機能障害を原因とする
注意、社会性、学習等の困難の総称

・スペクトラム概念→定型発達(健常)との連続性

・国際的な診断マニュアル＝DSM-5、ICD-11

・脳神経系の障害（欠損）という見方から
→認知的アンバランス

→ニューロ・ダイバーシティ(neurodiversity 神経多様性)

・診断マニュアルの翻訳は「～障害」から「～症」へと改正

知的な遅れのない発達障害の理解
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LD（学習障害、限局性学習症）

定義や特性
・医学定義：読字，書字，計算（数学的推論)の障害
・文科省定義：全般的な知的発達の遅れはない

聞く，話す，読む，書く，計算，推論の
習得と使用に著しい困難を示す様々な状態

支援原則
・早期の発見，早期の個別的配慮
・苦手を補い，強みを活かす
・単純反復学習よりも，認知特性に応じた指導

代表的な発達障害 LD



5

ADHD（注意欠陥多動性障害、注意欠如・多動症）

定義や特性
・不注意（注意散漫）
・多動性・衝動性
※２つ又はどちらか１つだけの該当

支援原則
・刺激を減らし，集中できる環境設定
・注意をひきつける提示や声掛け
・適切な行動と不適切な行動の視覚化・具体化・明確化
・目標や評価を明確にする工夫

代表的な発達障害 ADHD
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ASD（自閉症スペクトラム障害、自閉スペクトラム症）
※広汎性発達障害(PDD)という診断名はなくなりました

定義や特性
・社会的コミュニケーションの障害
・限局された反復的な行動＝常同行動、こだわり、感覚過敏

支援原則
・課題の視覚化・パターン化・シンプル化
・変化への対応（変化の事前予告、変化の少ないスケジュール）
・活動の見通し（終わりはいつか、いつまで行うか）
・対人関係づくりと他者との距離感

代表的な発達障害 ASD
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多様なアセスメント：観察法、聞き取り法、心理検査法、等

苦手の側面だけでなく、長所（強み）を把握する
・長所を伸ばして個性を伸長する
・長所を生かして苦手を改善する
・「苦手は個性、苦手は長所」と、支援者が視点を変える

個人要因に加えて環境要因を把握する
・家庭の状況把握
・学習集団・活動集団の影響

現在だけでなく「これまで」を把握する
・「現在」で切り取ると困難領域に見える

実態把握（アセスメント）
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空間を構造化する
・教室環境の整理
・子供の机(の周辺)の整理

時間を構造化する
・一日の見通し
・授業の見通し
・課題の見通し（時刻・時間、分量）

コミュニケーションを具体化・視覚化する
・何をすべきかが明瞭な具体的な指示
・個別的・視覚的な指示・提示
・ルールの明確化（「暗黙のルール」は苦手）

視覚化・具体化による「わかる」工夫
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居場所づくり

教職員が主導して、学校や学級を全ての児童・生徒にとっても落ち着ける場
所にすること

きずなづくり
児童・生徒が主体となり、日々の授業や行事などで、全員が活躍し、互いが
認められる場や機会があること （教職員の役割は場と機会の設定）

（東京都教育委員会「児童・生徒を支援するためのガイドブック」(30.12.13)）

居場所づくりときずなづくり
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小、中学校等に設置される障害のある児童・生徒で編成される学
級（高等学校なし）

知的障害学級、自閉症・情緒障害学級、等

東京都の多くの自治体が拠点的設置（拠点校方式）

学習の場
・特別支援学級での学習＝個別的指導、集団指導
・通常の学級における「交流及び共同学習」（校内交流）

学校生活支援シート、個別指導計画の作成・活用

特別支援学級
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小学校、中学校、高等学校等の通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒
が、一定時間、特別の指導を受ける（発達障害・情緒障害、難聴、言語障害）

指導内容：自立活動の内容を参考とし、目標や内容を定め、指導を行う。
（学校生活支援シート、個別指導計画の作成・活用）

指導の場
・在籍校の児童・生徒が通級指導学級等に通う＝自校通級
・在籍校以外の児童・生徒が通級指導学級等に通う＝他校通級
・担当教員が児童・生徒の在籍校を巡回して指導する＝巡回指導（特別支援教室)

通級による指導

☆東京都公立学校☆

全ての小・中・高等学校
等で、児童・生徒の在籍
校で通級による指導を
受けられる体制整備
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特別支援教育コーディネーターの指名
・校内特別支援教育推進の中核者
・連絡・調整、相談・助言、企画・運営
・校長による指名→1名指名から複数指名へ

校内委員会の実施
・全校的対応：中心となる特別支援教育コーディネーター
・情報共有、実態把握、配慮・支援の検討
学校生活支援シート、個別指導計画の作成・評価、等

特別支援教育支援員
・日常生活動作介助と学習補助
・担任教員と連携して指導・支援にあたる＝円滑な連携が重要

小学校等の特別支援教育体制
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学校生活支援シートと個別指導計画
・通級による指導/特別支援学級：作成・活用する
・通常の学級：作成・活用するよう努める

特別支援教育に関する教員研修の実施
・外部講師、内部講師（特別支援教育コーディネーター等）
・特別支援教室巡回指導教員、特別支援学校のセンター的機能の活用
・OJT、Off-JT、自己啓発
→東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標

特別支援教育に関する巡回相談
・教育、心理、医療、保健、福祉、労働、等の専門家による訪問、助言
・臨床発達心理士等、特別支援学校のセンター的機能の活用

小学校等の特別支援教育体制
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障害のある児童・生徒などについては、学習活動を行う場合に生じる困難さに
応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと

通常の学級において、発達障害を含む障害のある児童・生徒が在籍している
可能性があることを前提に、全ての教科等において、一人一人の教育的ニー
ズに応じたきめ細やかな指導や支援

障害種別の指導の工夫のみならず、各教科等の学びの過程において考えら
れる困難さに対する指導の工夫の意図、手立てを明確にする

個々の児童・生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫
学習内容の変更や学習活動の代替を安易に行わない
個別指導計画を作成し、必要な配慮を記載し、翌年度に引き継ぐ

通常の学級における各教科等の指導
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文章を目で追いながら音読することが困難な場合には，自分がどこを読むの
かが分かるように教科書の文を指等で押さえながら読むよう促すこと，行間を
空けるために拡大コピーをしたものを用意すること，語のまとまりや区切りが分
かるように分かち書きされたものを用意すること，読む部分だけが見える自助
具（スリット等）を活用することなどの配慮をする。

自分の立場以外の視点で考えたり他者の感情を理解したりするのが困難な場
合には，児童の日常的な生活経験に関する例文を示し，行動や会話文に気持
ちが込められていることに気付かせたり，気持ちの移り変わりが分かる文章の
中のキーワードを示したり，気持ちの変化を図や矢印などで視覚的に分かるよ
うに示してから言葉で表現させたりするなどの配慮をする。

声を出して発表することに困難がある場合や，人前で話すことへの不安を抱い
ている場合には，紙やホワイトボードに書いたものを提示したり，ＩＣＴ機器を活
用して発表したりするなど，多様な表現方法が選択できるように工夫し，自分
の考えを表すことに対する自信がもてるような配慮をする。

小学校国語科における配慮の例
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学校生活支援シート（個別の教育支援計画）
・障害のある児童・生徒一人一人の教育的ニーズを明らかにし、
そのための一貫した支援を行うため、教育、医療、保健、福祉、労働等の
関係機関が連携して作成し、活用する計画である。
・進級や進学といったライフステージの節目をつなぎ、切れ目ない支援を
行うためのツールである。
・必要な情報を引き継ぐシートを追加し「学校生活支援ファイル」とする。

個別指導計画
・学校生活支援シートに示された学校での支援を具体化し、児童・生徒
一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を行うためのツール
である。

学校生活支援シートと個別指導計画

就学前機関

（療育プログラム）
学校生活支援シート

（小学部→中学部→高等部） 進路先

就学支援シート 個別移行支援計画

学校生活支援ファイル
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『特別支援教室の運営ガイドライン』
８７ページから抜粋



21



22



23



24



25



26



27



28

今後の不登校への対応の在り方について（報告）（文部科学省, 2003）
・不登校の要因として LD，ADHD等との関連
特別支援教育を推進するための制度の在り方について（中教審, 2005）
・発達障害のある児童・生徒の不登校について明記

最新の国の報告書（令４年６月）
・不登校の原因の１つ「発達障害や性の多様性に関する理解が足りない」
・発達障害等の障害特性や性の多様性等がいじめのきっかけになる等、
二次的に不登校の要因になる

これまで発表された専門研究
・発達障害のある児童・生徒は不登校の割合が高い
・発達障害のある児童・生徒の不登校のきっかけ：教師や友人との関係、
感覚過敏、学習、等

・不登校をきっかけに専門医療機関を受診して、発達障害と診断される
児童・生徒も多い

発達障害と不登校
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・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等
に関する法律（教育機会確保法）（平28.12)

・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等
に関する基本指針（平29.03)
・不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）（令元.10)

・不登校は、どの児童・生徒にも起こり得るものとして捉え、不登校とい
うだけで問題行動であると受け取られないよう配慮し、児童・生徒の最
善の利益を最優先に支援を行う

・登校という結果のみを目標にするのではなく、児童・生徒が自らの進
路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す

・不登校児童・生徒の意思を十分に尊重しつつ、その状況によっては
休養が必要な場合があることも留意しつつ、個々の児童・生徒の状況
に応じた支援を行う

不登校支援の基本的な考え方
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最初に学校に行きづらいと感じ始めたきっかけ
小学生：先生のこと（30%）、身体の不調（27%）、生活リズムの乱れ（26%）
中学生：身体の不調（33%）、勉強が分からない（28%）、先生のこと（28%）

最初のきっかけとは別の学校に行きづらくなる理由
小学生：勉強が分からない（31%）、先生のこと（27%）、生活リズムの乱れ（27%）
中学生：勉強が分からない（42%）、生活リズムの乱れ（35%）、友達のこと（いや
がらせやいじめ以外）（33%）

学校を休んでいる間の気持ち（安心や不安）
小学生：ほっとした・楽な気持ち（70%）、自由な時間が増えてうれしかった（66%
）、勉強の遅れに対する不安があった（64%）
中学生：勉強の遅れに対する不安があった（74%）、ほっとした・楽な気持ちだっ
た・自由な時間が増えてうれしかった（69%）、進路・進学に対する不安があった
（69%）

令和２年度不登校児童生徒の実態調査
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誰一人取り残されない学校づくり
教育機会確保法の学校現場への周知・浸透
魅力ある学校づくり
心の健康の保持に係る教育の実施

困難を抱える児童生徒に対する支援ニーズの早期把握
不登校傾向のある児童生徒の早期発見及び支援ニーズの適切な把握
学校内の居場所づくり（校内の別室を活用した支援等）

不登校児童生徒の多様な教育機会の確保
不登校特例校、教育支援センター、民間団体等の多様な場における支援
ＩＣＴ等を活用した学習支援等を含めた教育支援センターの機能強化
学校外の民間施設等での学習や自宅におけるＩＣＴを活用した学習状況等の把握

不登校児童生徒の社会的自立を目指した中長期的支援
教育相談の充実
地方公共団体や関係機関等が連携したアウトリーチ支援及び家庭教育支援の充実
不登校児童生徒の将来を見据えた支援の在り方

今後重点的に実施すべき施策の方向性(令４.６)
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令和３年

１月 「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議（報告）」

１月 「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申）」

３月特別支援教室の運営ガイドライン【都】

３月 「東京都教育施策大綱」 【都】

３月「特別支援学級・通級による指導教育課程編成の手引」 【都】

３月「「未来の東京」戦略」 【都】→インクルーシブシティ東京

６月 「医療的ケア児支援法」

６月 「教育支援の手引」

６月 「小学校等における医療的ケア実施支援資料」

６月 「個別の教育支援計画の参考様式について（事務連絡）」

令和４年

３月「東京都特別支援教育推進計画(第二期) 第二次実施計画」 【都】

４月「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」

４月「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知）」

小学校等の特別支援教育に関係する主な報告等
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インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求すると
ともに、個別の教育的ニーズのある幼児・児童・生徒に対して、自立と社会参
加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供でき
る、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。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である。

障害のある子供が、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加す
ることができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の
様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子供の教
育の充実を図ることが重要である。

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のた
めの特別支援教育の推進（報告）

訪問
学級

特別支
援学校

特別支
援学級

通級によ
る指導

通常の
学級(専

門的スタ
ッフ）

通常の
学級(専

門家の
助言）

通常の学
級(特別な

配慮・支
援なし)
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自立活動の連続性

・通級による指導：自立活動を参考とし、目標・内容を定める

・特別支援学級/特別支援学校：自立活動を取り入れる

学校生活支援シートと個別指導計画の連続性

・通常の学級：作成・活用するよう努める

・通級による指導/特別支援学級/特別支援学校：作成・活用する

連続性のある多様な学びの場に関連する自立活動、及
び学校生活支援シートと個別指導計画
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特別支援教育は全ての学校・学級で行われる

発達障害を、「機能障害」から認知の多様性とする見方へと変わりつつある

特別支援教育は管理職のリーダーシップのもと、特別支援教育コーディネーターを中心
に学校全体で取り組むことが求められる

学習・生活指導で大切なことの１つに構造化がある

学校生活支援シートと個別指導計画の作成と活用、特別支援学校のセンター的機能の
活用が重要である

特別支援教室による巡回指導は、単なる児童・生徒の指導に留まらず、在籍学級との連
携、校内全体の支援体制の構築につながる

インクルーシブ教育システムでは、連続性のある「多様な学びの場」という考え方が重要
である

まとめ


