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ディスカッション

「高校生の出立をみんなで支えるために」

司会： 北海道大学大学院教育学研究院安達潤

シンポジスト：文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 田中 裕一

北海道上士幌高等学校高橋江恵

北海道大学大学院教育学研究院 関 あゆみ

安達 ここからはディスカッションということで、始めていきたいと思います。

タイトルは「高校生の出立」をみんなで支えるという意味です。出立って

言葉には、あまり馴染みがないと思いますが、それは旅立ちという意味と、

新しく何かを始めるという両方の意味が含まれています。そういう意味で

は、高校というところで、さまざまな支援を受けて自分自身を変えていく

ということもあれば、次のステージヘといったことも含めて、それをみん

なで支えていこうという意味合いを込めて、テーブルタイトルをつけさせ

ていただきました。 3人の先生方、本当にご報告どうもありがとうござい

ました。全体として、やはり学校全体でやるということ、通級だけじゃな

いんだ、学校全体でやるんだっていうことが、軸として出てきました。そ

う考えると、われわれの調査の中では、やはり困難性を持ってる子どもた

ちが多いことが示されたので、診断を前提としない支援というか、困って

いる子どもたちに対してどうするのかが課題と思います。 （田中さんの報

告の）最後に出てきた学習指導要領のところも診断名ではなくて、何に困っ

ているのかということに対しての取り組みをどうするんだということがあ

ります。そんなふうに、これからの方向性が出てくるということとも、一

致してくる話になっていくと思います。上士幌高校の取り組みの中でも、

一番最初からオープンなかたちで進めていって、学校全体の動きとして作っ

ておられるというところが、一人一人の生徒の成長につながっているのだ

ろうと感じました。

シンポジウムの進め方ですが、今日来てくださっている方々の中に、北

海道または全国で、後期中等教育にかかわっていらっしゃる方々がおられ

ますので、その方々から 3人の報告を受けて、コメント等をいただき、そ

れを紡いていくというようなかたちで始め、さらにフロアの方々からも意

見を伺いながら進めていければと思います。想定している着地点というか、

われわれが得たいなと思っているのは、われわれの調査を始めた動機に関

わることですね。つまり大学で高校の教員を養成している中で、どのよう
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なかたちの人材養成、人作りをしていくのか、という軸を念頭に置きなが

ら、進めていきたいと思います。

最初に、今日来てくださっている方の中で、関先生の報告でも提示され

た「北海道の後期中等教育段階における特別支援教育に関する検討委員会」

に参加して、その中心を担っておられます室橋先生が来ておられますので、

少しコメントをいただければと思います。北海道といっても、地域的にか

なりいろんな特性があると思いますので、そのようなところも念頭に置き

ながら、コメントいただければと思います

室橋 天使大学の室橋と申します。今、安達先生からお話がありましたように、

北海道教育委員会のほうで、この検討委員会を昨年からやっております。

既に 5回行っているんですけども、まずその中の 1回を使って、教員の専

門性の向上の取り組みについて議論をしております。既に議事録は公開さ

れておりますので、またご覧いただければと思いますけども、検討項目だ

けちょっとお話をさせていただきます。発達障がいの基礎的な理解が必要

であろうということで、教科教育、教科の指導と、それから生徒指導とキャ

リア教育、進路指導いうことについて議論いたしました。教科の指導につ

いては、何といっても、先生方の基礎的な知識、初歩的理解というものが

大きく影響してくるので、そういう知識、技術、理解の向上に努めていく

ことも必要になってくるだろう。それだけではなくて、この特性を持つ生

徒たちは、どうしても生徒指導という側面では、サボってるとか、わがま

まだというかたちで片づけられてしまいやすいので、やはりそういう障が

いの特性を先生方に理解していただく必要があるんじゃないか、というこ

とであったかと思います。それから、キャリア教育と進路指導ですが、こ

れは知的障がいを対象とする特別支援学校ではメインの領域になりますが、

そうでない高校の場合には難しい側面があるということで、ここについて

も生徒のニーズにあった取り組みをしていただくという必要があるのでは

ないかということです。それから、もう一つは障がいに応じた指導内容の

相互理解の必要性ということで、個別の指導と学級、ホームルーム、ある

いは学年のレベルの指導、それから、今日の報告の中でもお話があった基

礎的環境整備と合理的配慮いうことについて議論がありました。やはりこ

れも、先生方の障がいに対する理解ということも影響してくるのではない

かということと、ユニバーサルなデザインに基づいた指導ということが重

要になってくるんではないか、ということであったと思います。北海道の

広域性については別の会で議論されています。どうしたらいいかという簡

単な結論が出てくるわけではないんですけども、やはり生徒たちの、子ど

もたちのニーズというのをまず中心に据えて考えてほしい、いったことや、
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それからまず何よりも、この生徒たちの居場所になること、自己肯定感が

持てる、いうことが重要ではないか、いうことが話されました。いろいろ

な意見が委員から出ておりましたけれども、そういったことについて「後

期中等教育における特別支援教育」をキーワードにして大分議論が進んだ

かと思います。

安達 どうもありがとうございます。まず、障がいの特性と理解といったことを

軸にしながら、その理解をベースにして、今後の生徒指導の部分でのかか

わりはどういうふうに行っていくのかとか、あとキャリア教育をどういう

ふうに進めていくのかといったこと。そして障がいの理解が全体に広がる

ということで、同学年学級との連携、さらに診断前支援ということにもなっ

てくるかと思います。 UD(ユニバーサルデザイン）に基づいて、診断とい

うものを広く超えて、特別の支援を必要とする子どもたちが今後成長して

いきやすくなっていくような、そういったかたちを、北海道としては方向

性として考えているということになるのかと思います。ほかの地域でもお

そらく高校教育についての議論がなされていると思いますが、田中さんの

方から、全国動向などについての話題提供があればお願いします。

田中 各高校の取り組みの前に、さっきの室橋先生のお話にあった検討会議の方

向性の中で、とても大事だなと思ったのは、今、生徒指導っていう話にも

出ましたし、キャリアとか進路指導って話も出ましたけれども、何度も言

いますけど、学校全体でやらなあかんと思うんですよ。つまり、どの子に

障がいがあって、障がいがある子だけをピックアップして、何かやる。当

然それも大事なんですよ。しかし、そもそもその前高校全体がどうなって

ますかって。それこそ、学校がやらなきゃいけないことは、在籍している

子、すべての子を伸ばすことでしょ。それをおいといて、障がいのある子

だけに何かしようと思っても、なかなか難しいなと思うんですよね。そこ

は高校だけじゃなくつて、小・中学校も一緒だけど。ただ、時々高校のほ

うがやりやすいなと思うのは、進路が目の前にあるから、そこから自分の

なりたい姿から話し合いができる。小・中学校よりもやりやすい面もある

のかなと思うときもあります。当然、それがネックで難しい場合もあるん

ですけど。垣根を越えてやること、それは学校の中、地域の中だけの話じゃ

なくつて、例えば教育委員会もそうなんですが、この垣根をどうやって崩

すか。縦割りが悪いことでないって思っています。専門性を担保したり、

高めるには、自分たちの守備範囲がわかってないと高めようがないので、

縦割りが悪いことではないんだけど、その縦割りが壁になっちゃまずいと

思っていて、そこを、特別支援教育っていうキーワードをうまく使いなが

ら取り払っていって、いじめだったり、不登校だったり、障がいとは全く
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関係ない分野とも、そうやって越えていかなあかんと思います。

それで、質問いただいたことのお答えのほうなんですが、それぞれ独特

の取組をやっていただいています。でも、 22校のうちに上から三つか四つ

か五つか選べって言われたら、その中に上士幌高校さんが入ると思ってる

んです。ほかのところの頑張りも大事、知ることも大事と思うんですけど、

北海道の高校で三つやってくださってるんですよ。その三つがまずどんな

ことがやっているのか、まずは北海道の三つの取り組みを整理するのが大

事かなと思ってるんですね。で、今の質問でいくと、生徒指導とか進路指

導とかで言うと、千葉の佐原高校というところは進学校なんですが、そこ

の高校で一番肝にしてくださっているのは、 00スタンダードっていうか

たちで、ユニバーサルデザインの考え方を基に全員の先生がこんなことや

りましょうって冊子を作ろうとしてくださってるんです。モデル事業の学

校ではない横浜の横浜修悠館高校なども作ってくれたりするんですけど、

それぞれそういうのを作り始めているんです。札幌大通高校も多分作って

いるんですよ。例えば、進路なんかも当然関係するので、佐原高校さんで

は進路指導の部分も一緒に連携している部分があると思います。生徒指導

のとこは、どこの学校というのはちょっと言いにくいですよ。進路指導の

面についての連携は、 （モデル校の） 22校のどこについてもあるかな。 22

校については今日の資料にも挙げているので、もしよかったらみてくださ

vヽ。

安達 22校のモデル校についてお話いただいたんですが、行政レベルにおける後

期中等教育の検討にかかわることで、何か少し示唆が得られるような話は

ご存知ですか。

田中 示唆、というよりもお願いですね。後期中等教育で一つ言えるのは、さっ

き言った学習指導要領の話ですね。学習指導要領の話は高校全部に関係し

ますので、当然大きい話です。あと、今のモデル事業から平成 30年度に、

高校の通級が全国でスタートすると、当然これも大きい話ですね。ただ言

えるのは、 30年度の通級スタートは、通級をスタートするというよりも、

どっちかっていうと高校の特別支援教育っていうのを、どういうふうに形

作るかのスタートなのかなと思っているんです。小・中学校の義務教育段

階の学校の仕組みと、高校って若干っていうより、かなり違いますよね。

だから、僕は、高校の特別支援教育っていうのはフロンティアだなと思う

んですよ。全然違うと思っているんですよ。小・中学校のまねができる部

分もあると思うんですけど、皆さんは、草むらをかき分けて、道を作って

いただく先導者なのかなと思っています。そういう気持ちで取り組んでいっ

てほしいと思います。例えば、草むらをかき分けていってすごい滝にぶつ
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かったら引き返すとか、うまくいっていい場所を見つけたら、ちゃんとみ

んなに宣伝してもらうとかすれば、そこで村や街を作ったりできるわけじゃ

ないですか。いろいろなかたちで、ぜひ行ったり来たりもありだし、ぜひ

いいことがわかったら、どんどん発信してもらうと、いうことをしていた

だきたいなあというふうに思っているんです。

安達 ありがとうございます。いま発達障がいを軸に話をしているのですが、権

利条約では「障がい」には二つありますね。インペアメンツとディスアビ

リティがあって、それぞれ機能障がいと障がいという意味であることは皆

さんご存じだろうと思います。発達障がいに限らずですが、環境要因がそ

の子どものディスアビリティを左右するということは、権利条約の一つの

大きな考え方になっています。発達障がいの特性があるからこういった困

難さがあるというように、そんな単純な図式で考えられるものではなくて、

いわゆるインペアメンツとしての何らかの個人内の困難性があって、それ

がどういう環境と遭遇し、その中で育ちが、言葉ちょっと悪いですが、ゆ

がんだり、偏ったりするという経過の中で、その子のディスアビリティが

実際に発現してくるという捉え方があると思うんです。そうしますと、わ

れわれが教員養成の中で高校の教員を育てていくときに、発達障がい特性、

個人内特性ということだけで話が済むのかということが、僕自身の大きな

課題としてずっと持っているところです。そう考えたとき、今日の高橋先

生のご報告の中で、いろんな地域から生徒さんが来ていて、おそらく現れ

ている困難が特性に主に起因していてという部分もあれば、その子の育ち

が例えばとても逆境的であったということから大きく影響を受けていると

いうこともあるのだと思います。そのあたりの、子どもたちを捉える視点、

発達障がい特性があるにせよ、ないにせよ、困難性を抱える子どもたちを

捉える視点というのを、今みたいな観点も含め少し広げていくために、高

校の中でどのようなことができるのか。どういうふうにしていけば学校の

先生としての視点が広がり、結果的に、田中さんが言う学校全体でやって

いくつていうことにつながっていくのか。その点について、高橋先生から

コメントいただければと思います。

高橋 本当に多様な生徒が来ているんです。例をどれに絞ったらよいか迷うぐら

いですけれども、やはり高校へ入学した以上、発達障がいの診断の有無に

かかわらず、どの子にも必要に応じていろいろ支援をしなければいけない

という前提で取り組んでいます。中には、教室に入れない、人が怖い、バ

スにも乗れないという状況の生徒も入学してきます。中学校の先生も保護

者も高校ぐらいは卒業しておかないと困るだろうという思いが強すぎ、入

試や面接の段階では保護者が送迎するのですが、入学式の翌日からバスで
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行きなさいと。そしたら、人がいっぱいで怖くて、泣きながら「教室に入

りたくないです」というような生徒も、ここ数年は必ずいます。中学校の

先生も、実は保健室登校でした、記録上の欠席日数にはカウントされてい

ないけれども、ほとんど通常の教室には入っていませんでした、という情

報をあとから教えてくれたりという事例が本当に多いです。本校では事前

登校日の段階で、校内支援委員会として事例をいくつか紹介しながら、状

況調査書にお子様の情報を書いてくださいと伝えています。そうすること

で、私たち教員の言葉かけも工夫しながら対応できます。生徒の困難さと

寄り添ったりですとか、みんながいるところで教科担が「わかるか」と聞

いても怖くて、 「はい」と返事をしてしまう子がほとんどなんですよね。

だから、そういった聞き方すら、変えています。色々なタイプの教員がい

て相性もありますので、色々な教員がかかわれるような体制作りも大事に

しています。そして関係が築けたときに、やはりこれは医療につながった

ほうがいい、二次障がいがもう出ているかもしれないと思ったときには、

あらかじめ保護者と信頼関係ができてれば、外部と連携してもよいか、保

護者に丁寧な説明をして承諾書を得た上で、例えば町内の発達支援センター

の方にカウンセリングしてもらい、その方から医療につなげたほうがいい

よということになれば、保護者にも説明して、一緒に病院へ同行もしてい

ます。というのも理由があって、保護者本人が、 ドクターの言ったことが

受け止められなかったり、わからなかったり、そのときは緊張して、 「わ

かりました」と聞いていて、あとから何を言われたかさっぱりわからない

場合もあります。自分が困っていることをドクターにうまく伝えられない

場合もあります。ですから、私たちも同行して、そこを橋渡しのような取

り組みをたくさん行っています。

田中 ちょっとだけよろしいですか。今、医療の話が最後出てきたんですけど、

最近、医療系の学会も、すごく教育のことを気にしてくださってて、去年

ぐらいから僕、お医者さんの学会に出る機会が非常に増えてます。医療の

ほうも、知りたいという方向性もあるので、医療と手を組むっていうのが、

今、進みやすくなっているのかなと思っています。

安達 教育と医療ということで考えると、例えば小児の発達支援を軸とする学会

が、他の学会とも連動して、いわゆる家族への面接でも医療点数が取れる

ようにしてもらいたいということを、厚労省に上げているっていうことが

あるんです。このことからは、これまで医療は、医学モデルで言う個人内

要因をずっと扱ってきたのだけれど、やはり医療の側でも、環境というか、

その子の育ちに目を向けてそこも考えねばという動き、特に小児科領域の

先生が中心になると思うんですけども、そういう動きが起こってきている
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という、そんな理解でいいでしょうか。関さん、小児科医の立場から、ど

う思われますか？

関 今日もお話させていただいたのですが、人を育てるっていうときに、連携

をする側、例えば医療者とか、心理士ソーシャルワーカー側が、どのくら

い高校教育を知ってるか、という視点でもう一度、研修なども考えないと

いけないなと思っています。実は小児科医にとっては、子どもを発達でみ

たときに（対象にするのは） 15歳までという発想があって、高校生は弱い

ところです。大人を診る精神科医からしても、弱いところだと思うんです

れけど、今一番大事になってきているっていう視点で、もう一度ここを考

え直す必要があるかなあと思っています。家族を支えるという意味で、カ

ウンセリング料というのがありますが、それも 15歳までだったのがもう少

し長くしようという動きもあり、小児科をもう少し上の年代まで診れるよ

うにしようっていう流れが少し出てきているところです。高校生って狭間

になりやすく、高校の先生方からも、どこに相談をしたらいいのか、誰に

相談をしたらいいのかってのが見えにくいと言われるので、医療側も、も

うちょっと考えていかなければならないのかなと思っています。

安達 どうもありがとうございます。医療のほうも、教育に関心を持っていると

いう意味では、連携の必要性をみんな感じていて、その連携をどうやって

いくかということになるんだと思います。そこで家族支援という視点から

少しだけ聞かせてください。僕もいろんな発達障がいの臨床の経験の中で、

高校生になって急に強い困難性が出てきた子どもとか、中学校や高校に行

く直前に出てくるという場合に、親御さんの中には、これまでたまりにた

まっていたクエスチョンが一気に噴出するようなかたちになって、何かう

ちの子幼いなあって思ったけど、こんなふうなことが起こってしまったと

いった場合もあります。親御さんがこれまで非常に苦労してこられた部分

を、学校の先生が理解をしていくという視点、つまり家庭と学校、家庭と

教育の連携ということが重要になってくるかなと思うんですけども、この

あたりのことで、高橋先生、感じられていることがあれば、少し教えてく

ださい。

高橋 ついこの前も、自立活動を選択してる 3年生の生徒、絨黙なんですけれど

も、保護者と担当教員が面談したときに、家ではおしゃべりをする子なの

で、学校でここまで話をできない状況だったのかっていうのに気づくのが

随分遅れたというか、遅かったっていう話がありました。また、例えば今

の 1年生で、十勝の中でも郡部の地域で小学校、中学校ずっと一緒のよう

な、クラス替えのないような地域で、広凡性発達障がいと診断されていた

んですが、仲間やメンバーと支えられながら普通高校も大丈夫だろうと思
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われて入学してきた子がいます。あとから主治医のドクターに聞くと、無

理だと思ってましたと。でもドクターとしては、無理だということは本人

や保護者が納得しなければ第三者が言っても意味がないので、行かせたん

ですということでした。入学後はやはり人が怖くて、大きな音が苦手で泣

いて飛び出る場面もあり、それでも保護者は、 「高校では欠席がかさむと

単位認定できない」ということを、重々中学校の先生からも聞いていて、

それを覚悟して入学させたという思いもあって、泣いているわが子を車に

乗せてきて、玄関前で降ろして、保護者は帰ってしまうというような生徒

もいます。それもその 1件ではなく、過去にもありました。そこまで保護

者も本人も追い込まれている状況というのは、どうなのだろうかと思いま

す。これまでかかわった小学校の先生、中学校の先生、責めるわけではな

いけれども、やはりそこから改善していかなければいけないとも思います。

そういう思いもあって、その生徒の居住地域の教育委員会や福祉課に私た

ちコーディネーターが出向き、生徒の名前は出さないまでも、こういう例

がありますということはお伝えしています。話を聞いてみると、居住地域

の教育委員会の方は、小学校、中学校の特別支援学級にいた子どもが、普

通高校等に進学後、どうしているかという追跡調査すらしていない。高校

進学後、例えば、進路変更となって（高校を離れたあとに）家に引きこもっ

てしまったりすると、医療につなげようとしても保護者の理解が得られな

ければつなげられない。高校の現場の教員は本当にあの手この手で頑張る

のですが、やはり限界はあります。でも保護者も本当に苦しんでいるなと

いうのも見えるので、そこはどこから手をつけたらよいのか。療育の段階

の保健師さんだったり、いろいろな地域の方々との信頼関係があれば、何

とかなったのか。それでも何とかならない場合もあるので、 （家族支援を

どうするかは）本当に難しいと思います。

安達 今の例でも、医療と教育の連携がもともとしつかりいていれば、ドクター

からもそれなりに適切な情報提供があったのかもしれない。また保護者の

方も、もしかしたら育てづらいという部分は感じつつも、頑張って育てて

きちゃったということ経過の中で、ちょっと無理強いが起こっちゃってる

かなといった、以前から課題としてあったものが、高校の先生たちが直面

している課題として出てきているという場合も考えられるので、少し時間

軸の範囲を広げて考えていかなければならないように思います。高橋先生

が言われたような家庭の背景等、そして個人内特徴という発達障がいの特

性を含めて考えていく必要があるということなんですが、今日、大通高校

の定時制の栃真賀先生が来てくださっているので、現場からということで、

今までの議論を受けて、どのようなことを今、大通高校では取り組まれて
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いるのか、少し紹介いただければと思います。・

栃真賀 札幌大通高校の栃真賀といいます。特別支援教育コーディネーターをして

おります。高校は単位制の定時制高校なんですけれども、在校生が今 1100

名ちょっといます。クラスにすると 45クラスぐらいなんですけども、いろ

んな子どもたちが来ています。私も 8年目になりまして、いろんな子ども

たちを見てきているんですけども、最近、上士幌高校さんも言われたよう

に、なかなか学校に来れない子どももすごく増えてるんです。例えば今ま

でになかったような、社会不安障がいであるとか、脅迫神経症であるとか、

不登校といいながらも集団不適応で、学校には行きたいんだけれどもどう

も集団の中に入っていけないというか、そういった子どもたちも多いです。

それから発達障がいの子どもも多いです。 1学年に、診断を受けて、療育

手帳をもらってる子どもも大体 30名前後ぐらいいます。中には隠している

ところ、そういうことは言わない家庭もありますので、実際には70~80

名いるんじゃないかなと思います。そのほかに、特別支援学校からどうし

ても普通高校に行きたいということで進学してくる子ども、筋ジスの子ど

もであるとか、リンパ性の白血病の子ども、車椅子を使用しなければなら

ない子どもたちも何人かいます。こういう子どもたちがいる中で、うちの

学校では、一次的な支援、二次的な支援、三次的な支援というかたちで、

それぞれの子どもたちの要請に応じて支援をしています。そこで感じるの

は、一つ一つ個々の生徒の問題を解決していくためには、学校だけではで

きないということです。初めに家族が本人、本人が家族の中で話し合って、

そこに学校が入ってくる。その学校の次に入ってくるのが、病院なのか、

医師、主治医なのかな、そして支援者へという連携が必要になってくる。

例えば、子どもの進路を考えるときに、やっぱり家族が子どもの進路に関

して、目に見えるかたちで提示してあげなきゃない。それを受けて学校は、

生徒に具体的目標を設定し、進路の相談にあたっていく。場合によっては、

医師から生徒の診断名とか特性について説明をお聞きしたり、病院にも電

話をして主治医と話をするケースもあります。医師から進路選択に有利に

なるようであれば手帳を取ったほうがいいんじゃないかって助言がある場

合もあります。進学先とか就労先へつなげていく、あるいは就労後の問題

解決として、障がい者センターであるとか、若者サポートセンターなどと

連携を取っていくつてことも必要なのかなと思っています。 3年ないし 4

年で卒業はするんですけれども、そこでうちの学校の子どもに対する支援

は終わったわけではなくて、それからが大変なのかなと思うんです。その

ために、開校当初から、 DORIサポートクラブっていう取り組みをやってい

ます。これは、保護者と教員と学外のサポーターが集まって、日常的に困
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難を抱える生徒や卒業生をサポートするためにどうしたらいいのか、そう

いう情報交換や話し合いをする場で、年に大体 5回実施しております。こ

れも定着してきて、今 100名前後の会員の方が来ています。まず新 1年生

の親がこの会に参加しますので、学校の内部の事情や取り組み、例えば私

も属している保健支援部の取り組みであるとか、大通高校の特色、例えば、

学びの支援として行っているキャリアベーシックや、キャリア探求、キャ

リア基礎、そういったことの説明をします。ほかには、スクールカウンセ

ラーから生徒のカウンセリングにかかわる講演や講話をしてもらったり、

専門家や大学の先生を呼んで青年期の自己肯定感を高めるための話をして

いただいたり、卒業後お世話になる若者支援総合センターの役割や現状に

ついて話をしてもらったりしています。生徒が一人一人直面する課題に対

して、少しでも解決できるように情報提供であるとか、交流をしていくこ

とが大事なのかなと思っています。うちの学校では、教科書の学習もすご

く大事なんですけれども、それよりも教科書だけではない学びということ

で、多様な学び、多様な連携ってことで、本校独自の学校設定科目を設け

て行っています。例えば、今年の 1年生からは、キャリア基礎っていう学

校設定科目を設けまして、週に 1回なんですが、社会に出て活動するとき

に役立つ基本的なスキルを学んでもらう。例えば、マナーや敬語です。あ

るいは 2年生になってからは、もうちょっとキャリアのスキルを高めるた

めに、産業社会と人間という学校設定科目を設けて、働く世界を知るとい

うことで、いろんな職場に出ていって、自分たちの学びを得る。自分はど

んな仕事に就いたらいいのか、どの進路を考えたらいいのかっていうこと

を、そこで考えていく。最近ではうちの学校で必要なのは、教育と福祉と

企業の視点を組み合わせた人作りじゃないか、つまり、地域と連携してい

くことが大事じゃないのかなということで、地域の企業と連携するかたち

でやっています。いずれにしても、生徒一人一人のことを考えながら、在

学中だけでなくて、在学後も、実際に DORIサポートクラブっていうのには

卒業生や卒業生の親もたくさん来ていますし、そういったところで情報交

換しながらやっていかなければ、こういう困難を抱えた子どもたちって育っ

ていかないのかなと思っています。

安達 どうもありがとうございます。高校、つまり後期中等教育というと、中学

校を卒業した人たちが高校に入ってきて、そして社会に出ていくというこ

とですから、教科に限定されない、もう少し子どもたちの生活にかかわっ

た、いまの言葉で言えば「ライフスキル」みたいなものも含めて、十分に

それを積み上げていってもらうための教育ができる高校の先生がとても大

事なのかなと思いました。おそらくそのことに気がつくまでには、どうい
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う生徒と出会うかとか、その生徒たちが必要とするものに気づく力だとか、

また、それを実際的な活動につないでいく力だとか、そういった多様な力

が大事になっていくのだということを教えていただいたように感じます。

またそういったかかわりの中で、ご家族も子どもの将来がより見えてくる

ことを通じて、ご家族自身も安定を得ていくということもあるのかなと、

これは推測ですけども、そう思いました。

今、学習以外の部分も、ということを申し上げたのですが、学習につい

ても少し考えたいと思います。多様な子どもたちがどのように学習を積み

上げていけるかのか、ということで言えば、今までも話が出ましたが、ユ

ニバーサルデザインの教育があると思います。そこで、今日は大正大学の

ほうから以前、北大にもおられた川俣先生がいらっしやっていて、今東京

のほうでかなり UDのほうをされているということですので、後期中等教育

における学習を学校全体で進めていくための一つの共通項としてのUDとい

う視点で、少しコメントをいただきたいと思います。

川俣 大正大学の川俣と申します。三つのお話とも非常に興味深いもので、いろ

いろと刺激されるものがあったんですが、今、安達先生のお話にあった UD

については、私が東京で取り組んでいるのはユニバーサルデザインフォー

ラーニングという、 UDL、つまり、子どもそれぞれの学びの方針を支えてい

こう、いうことです。もともと北海道で高校の支援にかかわっていたとき

から、そういうことができたらいいなあということ考えていました。それ

はなぜかというと、一つには今日の報告にもあったように学びにいろいろ

とニーズがあって、多様な学び方でないと、一人一人が学びができないっ

て現状があるということとです。もう一つは、本当は高校からじゃなくて、

小学校と中学校からできればいいと思うんですが、それぞれが得意な学び

方とか、こうすれば自分もできるっていう、自己肯定感の話もありました

が、今後ずっと学んでいくうえでどういう方法がいいのかとか、自分がど

う社会の中で学びながら生きていくのかっていう、自分の学び方みたいな

ものを知ってほしいっていう思いがあるからです。それを知ってもらうた

めには、学校でいろんな方法を提供して、その中から自分の学び方ってい

うのを知っていく。そうすると、高校を卒業したあと、例えば社会に出る

とか、大学に行くとかいった場合でも、支援ニーズがあっても、自分でこ

ういうふうにすれば学んでいけるんだとか、こういうふうにすると自分も

活躍できるんだっていう方法がわかることになる。そうすると、今日の高

橋先生のお話もそうでしたが、今、高校の先生方がシステムを作って、そ

してシステムを越えて支援していることが役に立っていって、今の北海道

にいる高校生が社会で活躍できたりとか、ただ支援されるだけじゃなくて
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社会に貢献していけるような、そういう人を育てていけるんじゃないか。

学び方を高校生に知ってもらうような、そういう支援や学習サポートが特

に高校では大切じゃないかなと思っていいます。そういった取り組みもきっ

となされているだろうなということを考えながらうかがっていました。

簡単に質問できればと思うんですが、関先生には、かなり支援ニーズが

あるということがわかっていても、先生方は、それが何の原因なんだろう

かとか、どう支援したらいいかわからないっていうことがあると思うんで

すが、今回の調査結果から、どういうふうに子どもの支援ニーズを見極め

て支援していくかについて、現場でできるようなアセスメントというか、

何かアイデアがあるのかということをうかがいたい。高橋先生には、高校

生の中で私はこうなりたい、こんなことをやってみたいっていう希望を言っ

たりとか、こういう学び方だと自分もできるんだみたいに自信を取り戻し

たりする子もいれば、逆にそれが全然見つからない、何もしたいことがな

いし、自分は何をやってもだめだって思ってるような生徒さんいると思う

んですが、そういう生徒さんにどういうふうにして、自分の在り方を伝え

たり、希望を持ってもらったりしているとか、そんな事例があったら教え

ていただければなと思います。田中調査官におたずねしたいのは、高校の

教育の改革っていうのは、大学入試の改革や大学の教育の改革など、高校

と大学が連携してやっていくものだと思うんです。高校の先生方に特別支

援の話をすると、高校は変わっても大学がとか、大学入試が、あるいは社

会がという話があって、なかなか支援が進まないっていうのがあると思い

ます。先ほど各省から合理的配慮の指針が出てます、というお話あったん

ですけど、大学の教育も変わっていかなければいけないと思うんです。い

くら高校でこういうふうに手厚い支援をしても、大学は従来どおりのマイ

クでただしゃべるだけみたいなあんまり質が変わらないものだと、結局大

学にいってから困ることになるので、大学の教育自体はどう変わっていく

べきなのか、高校の支援と連携してということに言及していただければと

思います。

関 ちょうど私も言いたいなと思っていたところを聞いてくださったのですが、

見立てられないってことで困ってないかってことなんですけれど、実は調

査を作るときに高校教育課のほうとどういうかたちで調査をするかという

ことで相談をしました。最初は発達障がいの子どもたちがどのぐらい在籍

しているかという調査をしようとしてたんですが、そうすると、それでは

多分数が挙がってこないと言われました。高校の先生たちは支援が必要と

は思っているけど、 「発達障がいの可能性のある生徒」みたいな聞き方を

すると、発達障がいの可能性があるかどうかの判断つかないので、数は出
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てこないと思います、と言われて、それで「学び、行動、コミュニケ-ショ

ンに教育上特別な支援がある生徒はどのくらいいますか」という聞き方に

したんです。そういう聞き方をすると、 「います」という学校の数がぐん

と上がるというのが実態です。なので、私は支援のニーズには先生方は気

づいているんだと思うんですね。ただ、それを障がいとして見るかどうか

はちょっと自信がないみたいなところで止まっておられるって段階なのか

なって思います。そこで、逆に診断を前提としないで支援、ニーズで支援

を考えていくほうがいいんじゃないかということを思っています。もちろ

ん、どのような支援をしてくかっていくことを考えた場合には、学習の間

題なのか、自閉症スペクトラムのような背景があるのか、注意の問題なの

かというようなアセスメントのツールは必要だとは思うんですけれど、ま

ず入り口のところで誰をターゲットとするかっていうときには、支援のニー

ズをベースに考えるべきだろうと思います。そのことは垣根をなくすって

いうことを言ってくださいましたけど、支援の対象についても、特別支援

教育を、発達障がいとか障がいに限らないで考えていく必要が今後はある

だろうと思っていています。例えば上がってこない一つの問題は言語環境

の問題ですよね。だんだん日本にも、保護者が、日本語が得意ではないっ

てお子さんも増えてきていて、その子たちも学習障がいの子どもたちとそっ

くりの困難を出してくるんだけれど、でも特別支援の対象ではないです、

日本語教育の問題です、みたいなところで切り分けられてしまう。虐待を

受けて育った子どもたちも、発達障がいの特性とものすごく似た問題を出

してくるんですけれど、家庭の問題がメインだとなると、発達障がいをみ

ている先生たちはちょっと距離をおいてしまったりとかして、ちょっとそ

こは私、苦手だからって降りてしまうみたいなところがあります。現場の

ニーズはそんな子どもたちの特性や状況で分けられるものではないと思う

んですけれど、専門家の側が分けてしまったり、支援も縦割りになってし

まったりというところが出てきがちなので、そう考えずに本当の意味での

インクルーシブ教育っていうのを考えていくべきじゃないかなと。もう

つは、高校教育がスタートだってことも言ってくださったんですけれど、

残念ながら、小学校、中学校では、今、特別支援教育進む中で、必ずしも

きちんとインクルーシブに向かってなくつて、通級ができ、特別支援学級

が増えていく中で、そっちに向かわせればいいじゃないかみたいな流れが

出てきているのも事実なんです。ゴールがはっきりしているっていう高校

の方が、もしかしたらインクルーシブ教育に向かって動けるんじゃないかっ

ていう、期待もちょっと感じています。場を分けずに支援のニーズをベー

スに考えていく教育を作っていくチャレンジをできるのも高校なんじゃな
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いかなとふうに、私は考えています。

高橋 多様な学び方をどう伝えるかっていうことについては、先ほども紹介した

んですが、本校では毎年、品川裕香先生をお招きして、聴覚優位、視覚優

位などの脳の特性についても子どもたちにわかりやすく話してもらってい

ます。その時、品川先生の目の前で目を閉じてふてぶてしい格好で聞いて

いた男の子が、最後のテストで「点数が結構上がった」と喜んで話すんで

すよ。その後、職員室で何気なく話してたときに、「あの先生（品川先生）

が、何か人にはそれぞれ自分に合った学び方がある。口に出してみるとか、

書いてみるとか、つて言ってたから、試しに家で口に出していろいろ暗記

した」と。 「そしたら何かいろいろ覚えることができたんだよね」と。そ

ういうような事例もあったり、うちの学校では全職員がその品川先生の研

修を受け、そういった認知特性について色々な場面で生徒に伝えています。

教育大の二宮教授とも連携しており、その中でも同じような取り組みがあ

ります。少人数の自立活動では、どのようにすれば覚えやすいかというこ

とを丁寧に説明できる場面もあります。

田中 質問いただいた大学の教育改革に対して、個人的にはいっぱい情報を持っ

ています。ただ残念なことに、高等教育局というところが実は文科省にあ

りまして、そこが大学の主管なので•あまりしゃべるわけにはいかない面

があります。それでもしゃべるんかって言われそうですけど、いくつか思っ

ていることがあります。今、大学の学生支援で頑張っている大学とか、頑

張りたいと思っている大学によく行くんですね。そこでは、大学の先生の

理解の差といいましょうか、考え方の差が非常に大きいことを感じます。

僕は、どちらかというと、大学のー教員の方ではなくつて、大学の組織運

営を担当する人にお出会いすることがあるので、そのときに、アドミッショ

ンポリシーの話をするんですね。アドミッションポリシーから導き出され

る、それぞれ講義の中身とか何を学生に力をつけたいのかをもう少し細か

く見て、そこをもう少しスモールステップにする必要があるのかなと思っ

ています。おっしやってくださったように大学の改革も一体なんですけど、

こういう会の場で、高校の先生から非常にうれしい意見をいただきました。

「私たちは大学が変わらないと、社会が変わらないと、高校も変われない

んだとずっと今まで言ってきた。だけど、そう言ってたら、今、目の前に

困っている子がいるのに、助けられない。高校が変えてそれを大学にぶつ

けるんだ」と。そういう意見を言ってくださった方がいらっしゃるんです。

僕はすごくうれしかったです。そういう人もいらっしゃる。そういう意気

込みも、あっていいのかなと思っています。ぜひ北海道だけじゃなくつて、

高校が発信して大学も変える、社会も変えたるぞ、ぐらいの意気込み持っ
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てやってもらえたら、僕も応援できるなって、今でも応援してるんですけ

ど、さらに応援できるなと思っています。

安達 ありがとうございます。もうあまり時間がないのですが、フロアの方で何

かこれだけは言っておきたいとか、コメント、意見等ありましたら、どう

ぞ。

A 教育NPOを経営していますAと申します。上士幌高校や札幌大通高校でも、

うちのプロブラムを入れて「語り場」という活動をやっています。先ほど

安達先生が言ってらっしやった、教員養成の中に子どもに接する場を設け

るってことに関連してなんですが、うちのプログラムは大学生が集まって、

高校に行ってワークショップやるっていう展開なんです。大学生は高校生

と会ったときにどうしていいかわからないんですね。でも、先輩の意見を

聞いたり、ファシリテーションについての教育をやったりする中で、いろ

んな学校に行って数をこなすと、学生たちは伸びてくんです。卒業後に、

教育のことをやりたいって人や、学校の先生になるっていう人もいて、う

ちは卒業生出してまだ 5、6年ぐらいしかたってないんですけど、その人た

ちは進路指導とかクラス経営とか、そういうところに関してはちょっと磨

かれてるような感じがあります。今の大学生世代の教員になりたい人に対

して、今日の話みたいなことをどうやって伝えて、実際のスキルとして伸

ばしていくかっていうところに対して、うちのやってることが少しでも寄

与してるっていうところがあります。先ほどの高大連携の話にも関連しま

すが、大学生の教育をどうするのか、高校生をどうするのか、そういうこ

とについて、うちが今、実践としてやり始めてるところを注目していただ

いきたいな、と。そういうご紹介をさせていただきたいと思いました。

篠原 北海道大学の教育学部で学校経営論を担当している篠原といいます。関先

生のご報告の中で、非常に小規模な高校が多いという実態にふれてくださっ

たことが、北海道の課題として重要だなと思っています。田中調査官のレ

ジメの中でも教育再生実行会議でかなり条件整備に関して盛り込まれてい

ることも示されていて、それがぜひ生きてほしいなと思ったところです。

私も小規模校をたくさん回っているんですけれども、高校標準法の教員配

置では小規模校は本当にギリギリでして、法の基準は 1学級校では意味を

なしていません。高校として教育を維持する最低の基準になってない「標

準法」なんです。それにもかかわらず、通級指導のニーズは地方の？こそ

抱えがちなわけで、しかも今日の報告でそういう受け皿にしつかりなって

いこうという取り組みが進んでいることもわかりました。今後も意義を発

信できる可能性を持ってる学校だと思いました。そうなったときに、やは

り条件整備のことを真剣に考えなきゃいけないところでしょう。文科省の
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ほうでも条件整備の拡充に向けて財務省と折衝されているのもよくわかっ

てますが、それが財務省からなかなか理解されない状況もよく見えてきて

います。こういうシンポジウム等々で示されてきていることは、数字では

現れないさまざまな成果ですが、それらこそ公に発信をしていくことで、

文科省の条件整備の動き応援することも必要でしょうし、世論を形成して

いくつてことも必要だろうと思っています。一言つけ加えたく発言させて

いただきました。

田中 条件整備というのは、非常に大事なことだと思います。今年は出していま

せんけど、去年は学級の定員を減らすということを出したけど、財務省に

反対されてなくなった。今年度は通級の定数化についてやっています。高

校の定数化とは別の話で、まず小・中学校の通級による指導について、通

級を定数化しよう、つまり通級が必要な子が一定の数いれば必ず教員をつ

けるというような仕組みにするかどうかを、今検討しているんです。でも、

財務省は無理でしょう、と。無理でしょうという理由は、 「本当に通級っ

てエビデンスがあるんですか」っていう話なんです。エビデンスって言わ

れたら悩ましいと思うんですけど、でも、エビデンスがあるかどうかを問

われます。だって、教育は大事なんですよ、 「教育は国家百年の大計」だ

からやんなきゃいけないんです、と今までは言ってきたけど、もうそれだ

けではだめなんです。だから、そういう面では、現場がまず、この子ども

を伸ばしたデータ一つは、国の政策を変えるぐらいのイメージを持っても

らって、この子はこんなことやったから伸びたんだっていう整理をしてい

ただけたらうれしいなっていうのが一点。もう一点は、世論というか、み

んながどう思っているのか、つて話なんですよ。やっぱり、一番そこが大

きいです。教育の成果について、心情的に思ってもらうだけではなくつて、

本当にこういう成果があるっていうことを明確にしていく必要はあると思っ

て、いろいろな事業を立ち上げて、エビデンスになるようにしていく動き

はしているんですけど、まだまだそこが足りなくつて、壁に当たってはは

じき返され、をここ数年繰り返しているところです。ぜひ皆さんも、こん

な子どもにこんなことやったらこんな成果があった、つていうのをうまく

整理して、ぜひこんなデータがうちにありますよって、いつでも出せるよ

うに準備していただいたり、ぜひそれを雑誌の原稿とか、論文発表とかし

ていただくと、私たちも材料として使えるので、お願いしたいなと思いま

す。私も頑張りたいと思います。

安達 どうもありがとうございました。少しだけまとめをしたいと思います。 UD

の問題、家庭環境の問題、就労に向けての課題など、さまざまな要素が高

校教育の中にあるということだと思うんですね。これまでは「まず評価」
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ということだったのですが、そこを「さまざまな学び方がある」、それは

田中調査官が言われたような「選択ができる合理的配慮」といったことで

もいいのかもしれませんが、そういったかたちで、多様な視点を大人たち

が持つということが、これからの高校教育を作っていくうえでとても大事

なことなのかなと思います。そのようにしていけば、生徒たち自身も「こ

んな学び方をすれば自分もこんなふうになれる」、親御さんも「おまえこ

んなふうになれるんだね」つて思える。そこがまずスタートになるのかな

と思います。その中で自己評価が上がり、家庭の調和性が高まり、そして

学校とも連携ができるようになって、自立を支えていけるというような、

そのためのさまざまな道具立てをみんなで考えていき、そして道具立てだ

けではなくて、困難さに直面している子どもたちを多様な視点で捉えてい

くという、そういった柔軟な仕組みが必要なのかなと思います。そういっ

た仕組みを支える人をどう育てるか、というときに、先ほど NPOの方がお

話をしていただいたような活動に関わる中で学生たちが変わっていくこと

もあるといったことをどう取り入れるか。今日は（人作りに関わる）われ

われへの宿題をもらったかたちになります。今後、そういったことを考え

ていけたらいいかなと思います。

（注） このシンポジウムは， 2016年 11月27日に行われたものです。報告内容およびディ

スカッションにおける発言は、シンポジウム開催当時の状況や情報にもとづくものです。
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