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報 告 

「高等学校における特別支援教育の実際と北大生の意識」 

 

安達 潤 

（北海道大学大学院教育学研究院） 

 

 教育学研究院の特殊教育・臨床心理学教室の安達と申します。よろしくお願いいたします。

調査の報告ということで、今言っていただいたようなタイトルです。教職高度化部門と、特別

支援教育を担当している教員の集団で、この調査研究をやっています。 

 研究の背景にあるのは、高等学校における特別な支援を必要としている生徒の増加です。そ

れから、インクルーシブ教育の推進ということです。皆さんご承知のように、障害者の権利条

約が平成 26年の 1月 20日に批准されて、2月 19日に発効しています。それに先んじて、イン

クルーシブ教育の準備を進めてきたわけです。学校基本法の一部改正も含めて。これから、イ

ンクルーシブ教育が始まっていくことになっています。三つ目ですけど、北大出身初任期の教

員調査ということで、今ご報告があったことですが、特別な支援を必要な生徒が多く在籍する

学校へ赴任しているということです。あとから出てきますけれども、自らが学んだ環境とのギ

ャップに戸惑いがあるということです。そして、高等学校の教諭の約 8 割は一般大学で養成を

しているということになります。これらのことから、一般大学で行われている高等学校教員養

成に、特別支援教育に関する内容を組み込む必要性があるのです。さきほど、近藤先生からご

紹介いただいた中教審の答申の中身とも一致しています。すべての教員を対象として、基礎的

な底上げをしよう。そして、管理職ですね。特別支援教育において、管理職の役割はとても大

きく、担当している特別支援学級、さらに特別支援学校教員等の職務に応じた専門性、そして、

国レベルでは特総研といわれますけども、国立特別支援教育総合研究所がさまざまな学校教育

につながる特別支援をしておりますので、そこと教員研修をつないでいく。 

 目的ですが、高等学校における特別支援教育のニーズを把握するということ。そして、北大

における学生、大学院生の全学教育としての特別支援教育に関する教育プログラムがどうある

べきかを検討しようと考えています。調査内容は、三つあります。1番目が、高等学校における

特別な支援を必要とする生徒に関する実態調査。これは学校に対して調査をしているというこ

とです。2番目が、高等学校の教員調査。先生に対しての意識調査ということになります。3番

目が、本大学の教職志望学生への意識調査。この三つを行いました。これを重ね合わせながら、

先ほどの課題について、少し見通しを立てていこうという話になっています。 

 学校調査ですけれども、回答校の内訳を示します。学校の形態で言うと、全日制が 80％、定

時制・夜間が 12.4%、昼間が 1.2％、あとはごく少数ということになっています。学校規模です

けれども、361人以上が 41.6％。学科で言うと、普通科が最も多いという内訳になっています。

卒業後の進路では、大多数が進学する高校、大多数が就職する高校、そして進学者と就学者が

混在する高校、このように分かれているということになります。 
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 特別な支援を必要とする生徒の在籍状況です。これは、教育上特別な支援をというかたちで

聞いています。上が全体です。在籍していないというのが 13％。1％以上で考えますと、90％弱

の高校には、何らかのかたちで支援を必要とする生徒がいるということになります。6％以上で

切ったとしても、4 割は何らかのかたちで特別支援を必要とする生徒がいるという回答になっ

ております。下の数値は、支援を必要とする生徒の割合を学校形態でばらしたものになります。

特徴的な点を見ていきます。全日制でいきますと、5％未満というのが 69％、約 7 割です。一

方、昼間の定時制は 21％以上が 100％となっています。夜間の定時制は、6％以上のところで、

85％ぐらいという非常に高い率になっています。やはり定時制の高校に、特別支援についての

課題があるということになります。特に昼間です。これは、僕も定時制に臨床心理士として行

ったり、かかわったりしていますけど、今の定時制は中学校の時に不適応を起こして、高校に

行くのが難しいという状況の中で、選択肢として浮かび上がってくるということがあります。

夜間の方は、昼間仕事してという生徒が多数おられますので、多様な生徒が混在しているとい

うことが考えられます。ですので、中学までの不適応、学校不適応が影響している可能性があ

るというふうに見て取ることができます。これは、学校規模です。学校規模で見たときに、や

はり 120 人以下の高校に非常に多いという結果が得られています。こちらは進路ですけども、

大多数が就職するという高校に一定程度のパーセントがある。逆に大多数が進学の学校では、

21％以上在籍する学校は 0.5％、5％以下のところが、ほぼ 95％占めています。お気づきのとお

り、北大の出身者の多くはこちらに該当します。ですので、先ほどの自ら学んだ環境と赴任先

の学校の状況のギャップというようなことが、ここで表れているということになります。 

 次は、教員調査です。回答者の教職経験年数です。われわれが調査をするときに、教員経験

年数が浅い先生と、それなりに積み重ねた先生の両者の回答の傾向を知りたいということがあ

りまして、このような分布になっています。15年以上、5年から 15年、5年未満です。こちら

は、学級担任を受け持った回数、この下は教育職員免許状の種類です。当たり前といえば当た

り前ですが、高等学校の教員免許が一番多く、次に中学校です。特別支援学校の免許は 4.3％。

非常に少ない。ですので、例えば支援について何かを学んでいる学生さんは、現段階では非常

に少ないといえます。そして、発達障害や特別支援教育について必要性を感じていますかとい

うことです。これは、とても思うと、やや思うを合わせると 97％。実際に現場で学校教員をや

っていると、特別支援について学ぶ必要があるんだというふうに感じているということになり

ます。何について学びたいのかということについて、グラフを見てください。 
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 上位から挙げています。各障害に対する知識や理解。つまり基礎的な部分と、あと具体的に

どうやってやればいいのかという、この二つが非常に多いということです。そして、実践事例、

具体的なこと。他の学校、現場でどのようなことがなされているのかが知りたい。そして、高

校になると就職があります。後ほど出てきますけれども、生徒指導事案であるとか、不登校で

あるとか、さまざまなものと関連性が出てきます。そういったことで考えると、校内や校外の

連携ということもあります。そして、支援計画の立て方。これは歴史的なことです。教育委員

会や自治体の取り組み。より広い地域の中での特別支援の在り方について学びたいということ

が、これ一番最下位ですけどもあります。大体、このあたりが非常に多い。具体的に、生徒た

ちと対面して何ができるのかというところ、やはり一番実践的な部分です。 

 これに対して、どのようなことを知っているかについて尋ねました。グラフを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さっき紹介した三つがあります。学業不振の顕著な生徒の中に発達障害を有する生徒が含ま

れている。これは 2.62です。聞いたことがあると、具体的な内容や詳細を知っているの中間よ

り、やや知っている寄りです。不登校状態と発達障害の関連で言うと、少し下がります。生徒

指導事案と発達障害の関連になると、さらに下がってきます。この下がり方というのは、考え

ればわかることですけれども、学校のコンサルテーションなどで多々経験することですけれど

も、生徒指導事案の場合には、学校不適応であるとかトラブルみたいなものが表に立つので、

発達障害の課題はその陰に隠れてしまう。そして、取り上げられるのは、学校の中で仲間とト

ラブルを起こすとか、反社会的というと大げさですけれども、学校を乱すというようなことに

なりがちで、実はその背景にあるということが、なかなか知られていないということになりま

す。これは計画の部分と、学び直しの設定ができるということ。これは意外と知られていなか

0 1 2 3

合理的配慮の不提供が障害者差別につながる場合がある。

学校教育における合理的配慮とは、生徒の学びを阻害する社会的障壁の

除去のことである。

障害者権利条約批准の下、インクルーシブ教育が推進されている。

発達障害児に対する就労支援は、療育手帳や障害者手帳がなくても受ける

ことができる。

発達障障害児者の生活や就労に関する相談・支援のため、各都道府県に

発達障害者支援センターが設けられている。

学業不振の顕著な生徒の中に、発達障害を有する生徒が含まれている。

不登校状態の生徒の中に、発達障害を有する生徒が含まれている。

生徒指導案には発達障害支援の視点が有用なケースがある。

障害のある生徒への「個別指導計画」や「個別の教育支援計画」の作成は、

高等学校でも推奨されている。

義務教育段階の学習内容の定着を図ることを目的として、高等学校独自の

科目を設定することができる。

障害のある生徒の学びの場を決定する際には、本人および保護者の意向を

最大限尊重しなければならない。
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ったです。ここはインクルーシブ教育とかかわるところです。このような表現でいわれる限り

は、2.4ということです。合理的配慮の不提供が障害者差別につながる場合がある。これは 2016

年 4 月から施行される障害者差別解消法と関連するところです。これも少し聞いたことがある

上回るぐらい、ほとんど知られていない。そして合理的配慮と社会的障壁の除去という、こう

いった言葉の関係性と学校教育の問題。これも、2を切っていますので知られていない。権利条

約のこともそうです。就職について、療育手帳や障害者手帳がなくても受けることができると

いう。これは結構重要なのですが、こういったことも知られていません。そして、発達障害者

支援法が平成 17年に施行されたときから、発達障害者支援センター支援センターというのが各

都道府県にあるんですけれども、やっぱり学校現場にはなかなか知られていないという実態が、

ここでも見えてくると思います。これが教職経験年数の違いです。全体としてみると、15年以

上の経験年数が高いほど、より知っています。経験を重ねて、いろいろ知っていくという部分

はあるけれども、最初から知っているのかというと、なかなかです。例えば、生徒指導事案で

言うと、初任～5 年未満で言うと、2.16 ですから、多少聞いたことがあるぐらいでとどまって

います。しかし、15 年以上たっても 2.37 なので、それほど理解は深まっているということで

もないということになります。教員経験の中で少しずつわかっていくという部分はあるんだけ

れども、最初からそれが十分に、教員の生活をスタートしていく、最初から十分に理解されて

いることではない。こちらも大体同じような傾向です。合理的配慮の不提供や社会的障壁との

関係、このあたりはほとんど知られていないといえます。 

 次に、障害について知っているかと、かかわったことがあるかの関連です。これを見ていた

だいておわかりかと思いますが、知っているということと、かかわったっていうことの間に、

かなりギャップがあるということになります。発達障害とかアスペルガーとか、学習障害とか

は、割と知名度も高いんですけれども、自閉症スペクトラムであるとか、特に発達性ディスレ

クシアというのは、あんまり知られていない。かかわった経験があるというのも、ほぼ 3 割、

平均すると 4 割ぐらいです。大体それぐらいでとどまっています。これは学習や行動、コミュ

ニケーションに反応を示す生徒のかかわりということですが、ややあった、よくあったを合わ

せると、大体 8割ぐらい。こういったかたちでかかわっている先生が、多分 8割ぐらいいると

いうことです。 

 生徒への配慮の内容について見ていきます。これも、項目が並んでいますけれども、われわ

れのほうで気がついたのは、40％以上あがっているのが、学習の目標や狙いをわかりやすく伝

える、簡潔でわかりやすい言葉遣いで伝える、あと気軽に質問できるような雰囲気をつくる、

仲間関係に配慮してグループを編成するといった普段からやっているような、授業を展開する

というか、丁寧にやるというような、そういった配慮は 4 割を超えています。例えば、話の聞

き方や、発言のルールを決めて明示するとか、板書の文字の大きさや文字の分量の工夫とか、

学習に変化をつけるとか、課題の分量や内容、期限を配慮するとか、学習の流れを伝え、見通

しを持たせるとか、視聴覚系ワークシート等など。ただ、もう一歩踏み込んで工夫をすること

については、やはり 4 割切っています。ですから、具体的にどういうふうにサポートをしてい
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けば、具体的な方法がなかなか見えないんだという、先ほどの回答の傾向と対をなすところに

なっているというふうに思います。 

 実際に困っているかどうかですが、困っている先生方は、大体 7 割、70％強というようなと

ころです。これは自由記述です。どんなことで困っているかというと、障害の有無がわからな

い、障害の対応でどういう支援がいいのかわからない。真ん中のあたりは、本人の特徴の部分

ですけど、会話が成り立たないとか、急に興奮したり暴れたりとか、何度言っても同じことを

言う、学習内容についていけないというようなことで、このあたりに対して具体的にどうして

いけばいいのかということにかかっていると思います。 

 では、高等学校において特別支援教育が必要かということですけれども、90％ぐらいの先生

が、それは必要だと答えられています。これまでのデータを見ていただくと、こういう結果が

出てくるのは、納得できるところかと思います。それでは、それは実現できるかというところ

です。そうすると、50～60％ぐらいの人は実現できると回答していますが、あまり思わない、

全く思わないということろで、大体 40％弱になります。教員の意識としても、必要だけれども

実現するのはなかなか難しいのではないかというように感じておられるということです。何で

そういうふうに思うのかですけれども、一番多いのが専門的な知識や方法を有する教職員がい

ない、教職員が共同で対応する体制が整っていないということです。あと、忙しくて余裕がな

いというのが、40％以上です。そもそも高等学校の目的に合わないとか、生徒本人が望んでい

ないとか、保護者の理解が得られないとかについても、パーセンテージは少ないですが、この

ような課題を挙げている先生方もおられました。 

 次に学生調査へ移ります。所属は、学部と大学院合わせて 95名ぐらいです。意外と多くの学

生が教師になりたいと思っています。ただ、取得予定は、先ほどのデータと重なりますけれど

も、高等学校が多くて、中学校や特別支援はごくわずかということになります。 

 ここから教員の結果と、並行させて示します。まず、特別支援教育について学ぶ必要性を感

じるかということです。これは、教員の回答とあまり変わらない答えが出てきています。イエ

スが 90％ぐらい。学びたいことも、ほぼ同じような項目が出てきています。具体的な手立てを

必要としている。学生の意識としてあるということが、ここから読むことができます。次は、

関連することについて知っているかどうかを尋ねたものです。当然といえば当然ですが、教職

課程の学生と教員を比べますと、教職課程の学生の方が圧倒的に知っていることは低い状態に

あります。特に、生徒指導事案や学び直しの部分。傾向は同じですけれども、そこについて十

分知っている状態ではないということです。このまま高校に行くと、先ほどの初任者の数値と

重なってくる。初任者の数値よりは少ないですが。5 年経つ中で若干上がるぐらいの感じの結

果が見て取れます。このあたりも全部同じです。おそらく就労支援という言葉とか、療育手帳

や障害者手帳という言葉すら、あまり聞いたことがないのかもしれないなというふうに思いま

す。1.21ですから。ここは、反省しなければと思うのですが、学生が権利条約の批准とかイン

クルーシブ教育について、ほとんど知らないということです。この辺は、やはりきちんと伝え

ていかなければいけないところです。 
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 次に、知っているか、かかわったことがあるかです。グラフを示します。 

                   教職課程学生                  教   員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これも、教職課程の学生の方が低い傾向があります。見てのとおり、かかわったことがある

というのは、1 割前後、15％前後。高いもので 30％ないくらい。発達障害というくくりでいく

と、32％というのはありますけども。いずれにせよ、実際的なかかわりが、本当に少ないとい

うことになっています。 

 これは、教育実習での経験です。よくあった、ややあったを足すと 22％。こちらは教員で、

よくあった、ややあったを足すと 79％。本当に逆転しています。北大の教育実習は、母校で行

う母校実習です。先ほどデータがありましたように、大多数が進学するような母校で実習して

も、ほとんど出会う機会がない。そのギャップを教育実習で埋めきれないでいるということに

なると思います。対応で困ったことがあるかについても、38％ぐらいです。教員を見ると、約

7割以上です。ここもやはりギャップがある。 

 特別支援が必要かというと、これは教職課程の学生も、ほぼ同じぐらい必要だと回答してい

ます。必要性は認めている。頭で必要だと思ってくれていることと、実際に子どもたちと出会

って、自分で体験することのギャップが、すごくあるような感じがします。実現できるかです。

これも大体同じような傾向ですけれども、気になるのは生徒本人が望まないというふうに答え

る学生が 1.9％しかいない。それを受け入れるというのは難しいことです。だから、生徒の実際

が見えてないような感じがして仕方がありません。保護者の理解が得られないというのも

12.1％。人の生活の事実みたいなものについて、あまり経験ができていないのかなと思います。 

 まとめですが、これまで言ってきたことと同じですが、学びや行動、コミュニケーションに

困難を示す生徒が在籍している学校が 87％で、6％以上で切ったときに 40％ということです。

定時制昼間での在籍率が高い。夜間ももちろん高いのですが、いずれにしても定時制全体とし

て在籍率が高いということがあります。僕も、臨床心理士として定時制に通ったことがありま

すけども、本当にさまざまな生徒さんがいて、その中で、特別支援というものの裾の広さを感

じるわけです。やはり定時制の課題が出てきています。そして就職者の多い学校での在籍率が

高い。あと小規模校です。北海道の特徴ということで、在籍人数が 120 人以下の学校をリスト
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アップしたときに、北海道らしい特徴が見えてくるというところがあります。 

 次に、教員です。必要だと思うが、実現できない。専門的な知識、方法を有する教員がいな

いということが書いてあるわけです。これは先ほど申し上げたとおりです。注目すべきは、不

登校や生徒指導事案との関連です。教職経験を積む中で、ようやく気づき始めるということに

なっています。学業不振というのは、一番イメージがしやすいんだろうと思います、北大生の

場合。けれども、学業不振の一つの背景要因として生徒指導事案があったり、それぞれ絡み合

っているものです。一人の生徒が、ある困難さを持ちながら高校生活を送るということの中で、

さまざまなかたちでそういった課題が展開してくる。それも人間理解の広さにつながるのかな

と思うんです。そういったところも課題があるのかなと思います。あとは、新しい制度、法律

です。これも教職経験とのかかわりで上がってくるということです。 

 かかわった経験がある学生が非常に少ないということです。ここからは繰り返しですけれど、

教職課程の中には特別支援に関する教育の不足と、あと母校実習の問題があります。実習した

学校と赴任した学校のギャップ。教育実習では、プログラムとして教科指導が中心となるので、

なかなか個々の生徒の実態はわかりづらいということがあると思うんです。ですので、教育実

習校以外で生徒とかかわる機会がいるだろうという話を、われわれの中ではしています。それ

は学習支援ボランティアとか、ここに書いてありますような、いろんな支援活動の中で、こう

いった特別支援のニーズを持っている子どもたちと実際にかかわるということ。そのような経

験を通して学んでいってもらう必要があるのかなと思います。 

 先ほど申し上げましたように、困難性というのは、家庭環境であるとか、背景環境であると

か、さまざまな展開をしていきますので、障害種別というよりも、学校の中で今日難しくなっ

ている子がいる。その子を丁寧に理解していくと、こんな問題もある、あんな問題もあると、

それが絡み合って今この子の学校での難しさを作り上げているというように理解する。そうい

った目を養っていくということも必要かなと思います。以上で終わります。 

 

※今後、詳細な報告を行う予定のため、本記録を読むだけでは理解しがたい箇所のみ発表時の

データを記しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


