
「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」～想うこと～  

２００３年８月 笠原 真帆 1

「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」 
に関する個人的な感想 

 
２００３年８月 笠原 真帆 

 
 

感想のポイント① 
 

「特別支援教育」という基本的な考え方について（p. 1 ～） 
 

感想のポイント② 
 

特別支援学校（仮称）について（p. 4 ～） 
 

感想のポイント③ 
 

特別支援教室（仮称）と校内支援体制について（p. 7 ～） 
 
 
 
 

感想ポイント①：「特別支援教育」という基本的な考え方について 
 
 
 

 

特殊教育 
「これまでの特殊教育は、障害の種類と程度に応じて盲・聾・養護学校
や特殊学級において教育を行う等により、手厚くきめ細かい教育を行う
ことを基本的な考えとしていた。」（「最終報告」第２章、１－
（１）） 

 
 

特別支援教育 
「（ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症も含めて）障害のある児童生徒一人
一人の教育的ニーズを把握し、適切な対応を図ることが特別支援教育に
おける基本的視点として重要である。」（「最終報告」第２章、１－
（１）） 
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［評価したい点］ 

（１）“障害”という捉え方から“ニーズ”という捉え方へ  
 

「障害の種類と程度に応じて」→「一人一人の教育的ニーズを把握し」
という変化は、“障害”という捉え方から“ニーズ”という捉え方に変
わりつつある世界的な潮流に同調するもののように感じる。えてして
“障害”という捉え方は、“障害”というものがあたかも永遠に不変の、
かつ客観的な概念であるかのように位置づけ、よって「障害者」と「健
常者」を、客観的であり永遠に消えることのない明確な境界線にて分断
しようとしてしまいがち（あるいは「分断できるもの」という前提で考
えがち）である。それに対し“ニーズ”という考え方は、①誰もがニー
ズをもつ可能性がある。②時と場合（環境）によってニーズは発生もす
るし消失もする（つまり、客観で永遠に不変なものではない。）、とい
う視点で「しょうがい」と呼ばれる状態を捉えようとするので、“障
害”という考え方よりも、人々の間に差別的な意識を引き起こしにくい
と考えられる。 
 
「障害の種類と程度に応じて」という表現からは、目の前の子どもを
“障害”という既存のレッテルや固定観念にという枠組みの中でのみ子
どもを捉えようとしている印象を受けるのに対し、「一人一人の教育的
ニーズを把握し」という表現からは、まずは子どもを、一人の子ども・
人間として捉え、その上で、その子どもが個性豊かな存在として今現在
どのような支援を必要としているかを真摯に理解し見極めようとしてい
るような印象を受ける。「特別支援教育」の基本的な考え方として、こ
のように、“障害”よりも“子ども自身”に目を向けようとする、子ど
もの存在を大切にした視点が反映された表現が用いられたことは、うれ
しい変化のように感じた。 

（２）「場」という視点から「支援の提供」という視点へ  
 

「盲・聾・養護学校や特殊学級において教育を行う」ことを中心に据え
た考え方（特殊教育） → 「児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握
し、適切な対応を図る」ことに焦点をあてる考え方（特別支援教育）へ
の変化。前者の特殊教育は、「どこで教育をするか？」という、教育が
提供される「場」によって“特別な教育”を定義しようとしているのに
対し、後者の特別支援教育では、場の問題よりもむしろ、“その子ども
のニーズに見合った支援を提供する”ということに重きを置こうとして
いるように思われる。 
 
この新しい視点は、アメリカでその重要性が強調されている、Services 
follow children （「子どもの後を追って提供されるサービス」＝「サ
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ービスが提供される場に子どもが出向くのではなく、サービスの方が子
どもが生活する場に出向いてきて提供されるべきである。」）という考
え方に近いものであるように思われる。Services follow childrenのス
ピリットは、「サービスありき」ではなく「子どもありき」の“子ども
主体”の考え方であり、真の意味で子どものニーズに合った柔軟なサー
ビス・支援を提供するために欠かせない精神であると考えられており、
「特別支援教育の基本的な考え方」として、それにも類似した視点が含
まれたことは望ましい変化のように思う。 

 
［留意したい点］ 

「普通クラス内で提供される特別な支援」という視点  
 
特別支援教育という考え方の中では「場」という視点から「サービスの
提供」という視点が強まったように感じる点、評価ポイントとして上記
にあげた。が、まだもう少し Services follow children のスピリット
にいまひとつ欠け、特別な場にいかなければニーズにみ合った適切な支
援が十分には受けられないような印象も受ける。例えば、「最終報告」
第４章、３－（７）には次のように述べられている。 
 

「小・中学校の障害のある児童生徒は、障害の状態等に応じてできるだ
け自らが在籍する学級において他の児童生徒と共に学習し、生活上の指
導を受け、障害に配慮した特別の教科指導や障害に起因する困難の改
善・克服に向けた自立活動といった特別の指導が必要な時間を、この特
別支援教室において担当の教員等から指導を受けることになる。」 

 
例えば、障がい専門知識を有した人間が、通常学級内で、子どもの学
び・生活に寄り添う形で随時適切な支援を提供するような、通常学級の
内外を問わず、子どもの学び・生活の動きに柔軟に合わせ（services 
follow children）、まさに子どもが支援を必要とするその時・その場
で「特別支援教育」を提供しようとする視点の弱さをここに感じた。 
 
通常学級という「壁」の中での生活において提供される支援の幅は、学
級担任の能力・クリエイティビティ・やる気等によって可能な範囲に狭
められてしまうが、それはそれ、あくまでもそれ以上の“専門的な”支
援は「特別支援学級」という、特別な支援を受けるための特別な場に行
って受けること、という、子どもを主体に据えた services follow 
children のスピリットとは相反する、「場」主義・「管理」主義・
「腰が重い」主義？的傾向が感じられる立場の上に、これからの「特別
支援教育」が積み上げられてしまうのでは？という不安が残った。 
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感想ポイント②：特別支援学校（仮称）について 
 
［評価したい点］ 

（１）異なる専門性が手を繋ぐことによる、柔軟性と可能性の拡大  
 

現時点では障がいの種類に応じて盲学校・聾学校・養護学校（知的、肢
体不自由、病虚弱）が別々に設置されているが、特別支援教育制度の下
で設置される「特別支援学校（仮称）」は、基本的に、これまでのよう
に障がいの種類によって分けない“総合制”となるようである。 
 
障がいの診断名や障がいの種類というものは、その子どものニーズや特
徴を理解する上で大変役に立つ情報であることは間違いないと思う。け
れど、障がいの種類や診断名が、子どもを既存の分類法にあてはめ、振
り分けるために使われてしまっては本末転倒。目的と手段をとっちがえ
たことになってしまうと思う。ある子どもがもつ障がいの種類やその特
徴を明らかにすることの目的は、あくまでも（障がいという状態も含め
た）子どもの理解を深めることであって、子どもを振り分けることであ
ってはいけない。子どもたちの学ぶ場を障がい種毎に決定するという行
為が、はたして前者後者いずれの目的を果たすかというのは、それぞれ
のケースごとにより違い一概に言える事ではないと思うが、そういった
行為に伴う「障害種類に基づく子どもの振り分け」という落とし穴には
まる危険性、またそれに加えて、「障がいの重度・重複化」という現状
も合わせ考えると、“総合制”というアプローチは望ましい変化のよう
に思われる。 
 
アメリカで幼稚園実習をした時に、言語療法士・作業療法士・理学療法
士など様々なスペシャリストと、互いにそれぞれの専門性を発揮・共有
しながらチームの一員として働く経験をした。その経験を通し、異なる
専門性をもつ人材が、それぞれの分野や領域の壁を越えて互いに情報と
知識と技術とを交換・共有しながらチームとして動くとき（英語で“ト
ランスディサプリナリー・チーム”と言う。）、そのチーム全体の力量
は個々人の力量の総和を超えたものとなり、不可能をも可能とできてし
まうような（「三人よれば文殊の知恵」的なイメージ。）、柔軟かつク
リエイティブな環境を用意する事ができるということを実感した。 
 
今後、障がい種別を越えた「特別支援学校」として様々なスペシャリス
トが一同に会した時、そこにクリエイティブなパワーが生まれ、それぞ
れの子どもたちがもつ幅の広いニーズや特徴に柔軟に見合う事のできる
豊かな教育環境が整えられていくことを期待したい。 
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（２）地域に応じて柔軟であれる可能性  
 

「特別支援学校」という制度では、地域の実情とニーズに応じて以下の
３つの形態を柔軟にとれるらしい（「最終報告」第３章４－（２））。 
 
① 障がい種別の専門部門をもたない、純然たる“総合制”の形態。 
② 視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい等、ある特定の障がい種に対

応する専門の教育部門が校内に設けられた形態。 
③ 視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい等、特定の教育部門のみがあ

る形態。 
 

（３）わざわざ遠くの学校に通わなくてすむ  
 

これまでの障がい種別で分けられた制度の場合、例えば、自分が住む市
内に知的障がいの養護学校はあるけれど、視覚障がいに対応できる盲学
校は県内にただ一校、隣の隣の市にしかないので寄宿舎に入らないと通
えない、などといった不便を強いられることもままあっただろう。今後
“総合制”の特別支援学校となれば、例えば上記の例で言えば視覚障が
いがあっても、市内にある元知的障がい養護学校に通うことができるよ
うになった、といったようなケースも出てくるかもしれない。・・・体
力のあまりない子どもが学校のバスの座席に体を固定されたまま３０分
も１時間も揺られなければ学校に通えないというのは、かなり根本的に
どこかおかしい問題だと個人的には以前から感じていた。 

 
 
［留意したい点］ 

分離政策を維持する「特別支援学校」  
 

「最終報告」第３章の４「特別支援学校（仮）の役割」の項で以下のよ
うに述べられている。 
 

「今後の盲・聾・養護学校は、障害が重い、あるいは障害が重複してい
ることにより専門性の高い指導や施設・設備等による教育的支援の必要
性が大きい児童・生徒に対する教育を地域において中心的に担う役割と
ともに、教育的支援の必要性の程度がそれに至らない児童生徒が就学す
る小・中学校等における教育や指導に関し、教員や保護者の相談に応
じ、助言等を行うなど、小・中学校等に対しても教育的な支援を積極的
に行う機能を併せ有する学校に転換していく必要がある。」 
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上記の文章は、「特別支援学校」の対象となる児童生徒を明文化したも
のと捉えることもできるが、これは、学校教育法施行令の一部改正に伴
って文部科学省が各都道府県教育委員会に出した「障害のある児童生徒
の就学について（通知）」（２００２年５月２７日）の中にも示されて
いる「認定就学者」（“障害に対応した学校の施設や設備が整備されて
いる”“指導面で専門性の高い教員が配置されている”等小学校又は中
学校において適切な教育を受けることができる特別の事情が認められた
者）という考え方に基づいた位置づけであると思われる。 
 
『障がいの有無に関わらず、どの子ども同じ社会に属する仲間であり、
共に学び共に生きるべき存在である。』というところから出発し、「障
がいがあってもなくても子どもは皆地域の学校に入るもの」という前提
の下、学校にやってくるすべての子どもの学びと生活がより豊かなもの
となるように、より良い環境と支援の在り方を前向きに考えようとする
「インクルージョン」あるいは「原則統合」とも呼ばれる考え方がある。
文部科学省が示す就学基準も、そして、「特別支援学校」の基本となっ
ている考え方（あるいは“小・中学校”を「教育的支援の必要性の程度
がそれに至らない児童生徒が就学する」場として捉える考え方）も、そ
ういったインクルージョンの考え方とは大きく反し、基本的には「障害
児」と「健常児」は別々の学校にいくべきであるとした上で、たまたま
条件（環境的条件、人的条件、能力的条件等。）がクリアされた場合に
限って、障害児が“健常の世界”に入ることを認めるという、「分離」
を基本としたアプローチであることは明らかであろう。 
 
「特別支援学校」が、そのような分離政策に基礎をおくとすれば、普通
小・中学校に入学した障がい児に対しては全児童の籍を通常学級に置く
方針をうちたて、今後インクルーシブな教育へと焦点を移行させていく
かのように見える特別支援教育であるが、小・中学校への入学が認めら
れない（阻まれた）、いわゆる“重い”障がいをもつ子どもたちに関し
ては、実はますますインクルージョンへの道が閉ざされ、分離・隔離さ
れた特別支援学校へとより安易に送り込まれてしまうことになりはしな
いか？「軽い子は普通学校。重い子は特別支援学校。」という新たな分
類・隔離が助長されないか？そんな不安が心によぎる。 
 
「特別支援学校」の価値や役割自体を否定するつもりはない。時と場合
と子どもによっては、特別支援学校という存在が必要な場合もあるだろ
う。ただ、これからはインクルージョンを基本とした方向へと教育界全
体、そして社会全体に変わっていってほしいと強く願う者としては、
「特別支援学校」には、このまま分離政策を良しとし維持・保持する存
在としてではなく、インクルージョンの実現を推進するような役割（例
えば、子どもができるだけ早く地域の学校に通えるようになることを目
指し、地域の学校側の環境の整備や子どもの側の準備に積極的に取り組
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むなど、自身を“地域の学校への移行を支援する機関”として位置づけ
る、など。）を担った機関として位置づけられてほしいと心から思う。
ただし、そうなっていくためには、先にも述べた、分離政策の法的基盤
となっている「学校教育法」自体が変わらなければならないだろう。 

 
 

感想ポイント③：特別支援教室（仮称）と校内支援体制について 
 
［評価したい点］ 

（１）「籍がこのクラスにあるという事」＝「このクラスの一員」  
 

どこのクラスに「籍」があるか？というのは、意外にもセンシティブで
重要な問題のように思う。なぜなら、「籍」とは「所属 (belonging)」
の問題だから。自分が所属するクラスが「１年１組」と感じるか、ある
いは「ひまわり学級」と感じるか？他の１年１組のお友達と同じように
「鈴木学級」の生徒であると自身をみるか、あるいは、１年１組で生活
することもあるけれど、自分はどうやら「鈴木学級」の生徒ではなく、
“私の先生”はひまわり学級の小林先生らしい、と感じるか？ 
 
どこにその子どもの籍があるかによって、実は微妙に、障がいのある児
童生徒自身・クラスのお友達・学級担任の先生の中の「仲間意識」に影
響があると思う。 
 
そういう視点で考えたとき、また、障がいの有無に関わらずどの子ども
も同じように「１年１組の仲間」として受け入れられ、位置づけられ、
認められるべきである、というインクルージョンの考え方を支持する者
として、今後の特別支援教育において、普通小・中学校に入るすべての
障がい児の籍を通常学級におくという考え方は、非常にうれしい変化と
して受けとめた。（＊ただし、前述したように、分離政策の基盤となっ
ている学校教育法が変わらない限り、本当の意味での“インクルージョ
ンに向けての一歩”は踏み出せないということにも留意。） 
 
「すべての子どもたちの籍を通常学級におく」＝「これまでの『特殊学
級籍』を廃止する」という事になり、この事で様々な人たちの間に大き
な不安が生まれているのは非常に理解し得ることである。 
 
特に、現在特殊学級に籍をおいている子どもたちや、特殊学級を“自分
の城”として守っている特殊学級担任の先生たちにしてみれば、「特殊
学級の籍がなくなる。」というのは、あたかも今立っている地面が突然
なくなってしまうような、宙ぶらりん、あるいはマッサカサマに落ちて
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しまうような、そんな何とも言えない不安感を感じているのではないだ
ろうか。・・・なんでも、「今あるもの」を「失う」ということは、不
安であり恐怖感が煽られるものである。 
 
と同時に、「これからこの子にどういう人生を送ってもらいたいか？」
「どこでどんな風に生きる大人になってもらいたいか？」あるいは「こ
れから日本にどんな社会になってもらいたいか？」・・・そういった長
期的な目標というか、目指すべき歩むべき方向性をしっかりと見失わず
に、現在を捉えていきたいと思う。 
 
何度も述べるように、私自身は、障がいの有る無しに関わらず、誰もが、
当たり前に、共に、同じ社会の一員として暮らせる社会（インクルーシ
ブな社会）を夢見ているので、“障がいのある”子どもたちだけに「１
年１組」ではなく「ひまわり学級」という名札をつけさせ、他のお友達
とは別の場所・別の世界で学び生きることを強いる仕組みが見直される
というのは、本当にうれしく望ましいことだと思っている。一生“ひま
わり学級”という、障がいというラベルを貼られた人だけが住む小島
（孤島？）で、あなただったら暮らしたいか？この子どもは暮らしたい
と思っているか？この子どもに暮らしてもらいたいと思っている
か？・・・その問いを考えた上で、「学校」という社会のあり方を考え
なきゃいけないんだと思う。 
 
人々の不安感に丁寧に応えていくというのも、新たな変化を持ち込もう
とする時、非常に重要なことだと思う。「不安」の源が何なのか？変わ
ることへの不安？今あるものを失うことへの不安？先が見えない不安？
それとも、変化が目指す目的・方向性自体に同意できないことによる不
安？あるいは誤解による不安？・・・不安の源が分かれば、じゃあどう
したらよりスムーズに、そしてより良い形で変化を導入・実現できる
か？というのも見えてくるはずである。 
 
一つ大事な「不安の源」に、変化をスムーズに遂行し得るだけの資源が
きちんと提供されているか？というポイントにあるように思う。特に
「特別支援学級」制度への移行の場合、現在子どもたちが特殊学級で得
られているだけの支援（あるいは、その子どもが必要としているだけの
支援）を確保することは不可欠だろう。幸い、現在考えられている「特
別支援学級」の在り方というのは柔軟であり、子どものニーズ等によっ
ては、これまで特殊学級で過ごしていたのと同じくらいの多くの時間を
「特別支援学級」で過ごすことも事実上可能であるとされている（「最
終報告」第４章３－（７））。であるとするならば、支援という視点か
らすれば、“特殊学級がなくなる！”という不安はさほど心配しなくて
もよいように感じられる。むしろ、前述した「籍」という問題を考える
と、お友達と一緒のクラスの仲間として籍を通常学級に置いた上で、か
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つ、必要な支援が提供される場（「特別支援学級」）も確保される、と
いう一石二鳥的な変化であると考えられないだろうか？ 
 
「特別支援学校」が、 “地域の学校へのインクルージョン”を最終的
に目指すべき方向性としてしっかりと見据えた“移行支援的な場”では
なく、分離政策の枠組みの中で、障がいのある児童生徒を“隔離する
場”となってしまう危険性を先に指摘した。同様に、これまでのように、
籍を特殊学級に置くことができるという仕組みは、下手をすれば、障が
いのある児童生徒を小・中学校の中において、安易に隔離する場を提供
してしまいやしないか、という不安も以前から私の中にあった。 
 
元来人というのは、「違い」に出会ったとき、それを排除しようとする
機能（本能に近いかも？）がまず初めに働く動物のような気がする。な
ぜなら、その方が簡単だから。その方が、とりあえず安全だから。本当
は「違い」があるからこそ、「違い」に出会えるからこそ、人・社会・
世界は彩り豊かで質感に溢れたものになり得るんだけれど、そこまで達
するためには、自分の側に、変化と、ある一定の努力が要されてしまう
から。そんな本能的とも言える人間の排除願望に加えて、分離・隔離す
るのに好都合な「場」までが用意されてしまったら、人は、ますますも
って世界を豊かにする貴重な機会を見過ごし、何気なく、半ば無意識に、
あるいは適当な理由で正当化しながら、障がいのある人々をどこか別の
世界に着々と送り込んでしまうんじゃないだろうか？「籍」という問題、
「特別支援学校」の在り方という問題も含めて、「分離する場」を作る
ことに対し、私たちはとても慎重にならなければならないと思う。 

 

（２）壁の外との繋がりの始まり  
 

「最終報告」第４章、３「学校内における特別支援教育体制の確立の必
要性」という項に 
 

「このように多様な障害のある児童生徒が小・中学校に就学することを
考慮すれば、教職員の理解促進を含め学校全体が組織として一体的に取
り組むことを確保する体制の構築、特殊教育により培った指導方法・ノ
ウハウの効果的な活用が不可欠である。また、一人一人の教育的ニーズ
を把握して適切な教育を行うための計画を作成し、実行するためには
盲・聾・養護学校や福祉・医療機関等との連携協力が重要である。この
ことを踏まえて、ＬＤ，ＡＤＨＤなどの障害により、通常の学級に在籍
する特別な教育的支援の必要な児童生徒への総合的な支援体制を確立す
る必要がある。」 
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とある。つまり、学級担任、あるいは「特別支援学級」の担任教諭のみ
が孤立して取り組むのではなく、幅広く関係者が協力・連携した上で校
内に支援体制が確立されることの重要性が主張されたわけである。 
 
ちなみに、平成 15 年度より文部科学省では「特別支援教育推進体制モ
デル事業」という名で予算を確保し、平成１９年度までにすべての都道
府県のすべての小・中学校において適切な校内支援体制が構築されるよ
うにその推進に力を入れている。この事業では、学級担任・特別支援学
級担当教師・学年の他学級の教師・管理職の教師などが集まって子ども
のニーズの現状把握および支援の在り方の検討などを行う「校内委員
会」の設置、学外専門家チームとの連携（支援・助言の依頼等）、特別
支援教育コーディネーターの在り方についての検討、そして専門家によ
る巡回相談事業などが含まれるようだ。 
 
これら協力・連携の在り方については今後の大きな課題となると思われ
るが（以下「留意したい点（２）」を参照。）、兎にも角にも今後の特
別支援教育という考え方が、これまで学校教育全体として主流だった
「クラスの中で」「学校の中だけで」対応しようとする傾向、あるいは、
孤立・閉鎖的であった学校文化に新しい風を吹き込み、教室の壁・学校
の壁を越えて（あるいは打ち砕いて）様々な立場の人間と協力・連携し、
学校全体あるいは地域をも巻き込みながらみんなで子どもたちの学び・
生活の支援を考える・・・そんな方向性に発想の転換が促される良い機
会として、今後期待をしていきたい。 
 

 
［留意したい点］ 

（１）「校内支援体制」が支援の対象として想定している子ども像  
 

先にも指摘したように、基本的に文部科学省は、小・中学校に入ってく
る子どもたちの想定として、「教育的支援の必要性の程度がそれ（特別
支援学校の対象とはいえない程度）に至らない児童生徒」を考えている。
実際、上記で紹介した「特別支援教育推進体制モデル事業」も、ＬＤ
（学習障害）・ＡＤＨＤ（注意欠陥他動障害）・高機能自閉症障害とい
った比較的“軽い”障がいをもつ児童生徒を対象としており、そういっ
た児童生徒に対するより良い支援の在り方を検討しようとしている。 
 
つまり、特別支援教育制度の一環として小・中学校が支援することを想
定している教育的ニーズの種類と幅が、初めから大きく限られていると
言えるだろう。 
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これから「モデル事業」や様々な研究等を通して、対象範囲の教育的ニ
ーズをもつ子どもたちに対する支援については、その準備と資源が徐々
に整ってくるだろう。しかし、それ以外の教育的ニーズを呈する子ども
たちに対してはどうなっていくのだろうか？強い信念と多大なるエネル
ギーをもって、どうにか小・中学校に就学する“特別支援学校対象”の
子どもたちだって多くいるはずである。その子どもたちに対する支援は
どうなってしまうのだろうか？ 
 
“就学基準”に当てはまらないような幅の広いニーズをもつ子どもたち
を迎え入れる準備も資源も十分に得られない仕組みの中で、関わる教師
や学校はフラストレーションを感じ、“政府の言うことを聞かないで無
理して入ってきた”子どもたちとその家族を責めるという形で自分たち
を守らなければやりきれなくなってしまうかもしれない。あるいは、政
府や学校管理職からのバックアップを得られないまま、あくまでも自分
個人としての信念に従い、子ども・家族ともども最大限以上のエネルギ
ーを費やし、政府により閉ざされた可能性を切り開こうとがんばる（頑
張り過ぎる）教師も出てくるかもしれない。 
 
文部科学省は、「今後の特別支援教育の在り方」を検討する際、現在特
殊学級の対象としては含められないものの実際には教育的ニーズを有す
ると思われる児童生徒が、少なくとも６％は通常学級にいるらしいとい
う現状を認めることを出発点とした。それは、現状を正しく見つめ、そ
れに対する対応を真摯に考えようとする態度として非常に評価できるも
のだと思っている。私がもう一歩文部科学省に求めたいのは、必ずしも
適切で十分な教育的支援を受けらる環境ではない事を承知した上でも、
我が子が一人の人間として有する「みんなと共に学ぶ権利」「共に暮ら
す権利」を護るために、あえて地域の小・中学校への就学を決める家族
が少なからずいるという事実、あるいは、何人いるか何％いるかという
数の問題を超えたところで、「子どもには、障がいの有無で分けられる
ことなく等しく教育を受ける権利があるのだ」という国際社会の基本的
ルールと、そういった共通理解に基づきインクルーシブな教育を目指そ
うとする国境を越えた全世界的な動きを、真摯に、そして真正面から受
け止め、「地域の学校にはいろ～んなニーズをもった子どもたちがやっ
てくる。」「その一人一人の学びと生活を支援することが、我々社会に
課された大事な課題であり責任である。」との認識をまず初めにもち、
それに応じた「特別支援教育推進体制モデル事業」を展開してもらいた
い、ということである。 
 
初めからある特定の子どもを弾き飛ばした上で、残った子どもたちの支
援体制だけを整えるような、視野の狭い、そして器量の狭いとも感じら
れる政策を、今一度見直してもらいたいと思う。 
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（２）チームのあり方  
 

「最終報告」は、校内・学外における連携協力関係の重要性を主張して
おり、それ自体は私自身も望ましい主張であると捉えている（上記「評
価したい点」（２）参照。）。 
 
ただし、「校内委員会」「学外専門家チームとの連携」共に、その進め
られ方によっては、私が個人的に望ましいと考える「チームアプロー
チ」とは異なり、より“一方通行的な”あるいは“上下関係的な”連携
関係に留まってしまうのではないか、という危惧がある。 
 
例えば、「最終報告」資料の１「『個別の教育支援計画』について」と
いう図をみると、各学外関係機関（教育委員会・特殊教育センター等の
専門家チーム、特別支援学校、福祉・医療等関係機関、大学・ＮＰＯ
等）から小・中学校に向けて、「指導・助言」「支援・協力」「連携・
協力」といった一方向のみの矢印が引かれている。実践障害児教育８月
号の「校内支援体制」に関するコラムに示された図の中でも、小・中学
校が学外専門家チームに“判断の依頼”を行い、それに対して専門家チ
ームが“判断と意見”を提供するという、どちらかというと、「一緒の
テーブルに様々な立場の人間が対等な関係で一同に会し、そこでそれぞ
れの資源・情報・知識等をチーム全体で共有しながら共通の目的に向か
って共に協力・貢献し合っていく」という“チーム・スピリット”はあ
まり感じられない、一方向的な流れが示されている（p. 32）。 
 
「校内委員会」の在り方に関しても、比較的同様の印象を受けてしまう
のであるが、私個人としては、上記の「感想ポイント②：「評価したい
点」（１）」でも触れたように、「３人よれば文殊の知恵」的な、チー
ムのメンバー同士が互いに対等な関係にあり、“チームに貢献できる資
源と能力を有した存在”として尊重される各メンバーが、それぞれの資
源をチーム全体で共有することで、メンバー個々人の総和以上の力をチ
ームとして発揮していくというようなアプローチ（英語では“トランス
ディサプリナリー・チーム”と言う。）が、今後の特別支援教育の中で
展開される校内・学外の連携協力関係の中でも求められるのではないか
と考えている。 
 
私自身がそういったチームの一員として働いた経験を元に、「校内委員
会」の在り方について少し考えてみたいと思う。まず、子どもの教育あ
るいは子どもの支援に対する「責任（感）の共有」というものがなけれ
ばいけないように思う。“相談には乗るけれど、実際問題子どもと直接
関わってどうにかするのは「あんた」であって「あたし」じゃない。”
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というような態度のメンバーとは、間違っても“チームスピリット”は
育たないだろう。 
 
私がアメリカで保育園実習をした時は、クラス担任・副担任・クラス内
障害児教育担当スタッフ（私）・言語療法士・園全体の障害児教育をコ
ーディネートする障害児教育教師の５人が主なチームメンバーだった。
私は、このチームには「クラスの子どもたち全員をチームメンバーみん
なで支援する。」「クラスの子どもたち一人一人の学びと生活を支援す
ることは、チーム全体の責任である。」といった“チームスピリット”
があったように思う。そしてそのチームスピリットが育った背景には、
メンバーの一人一人が、子どもたちと直接関わる時間が毎日あった、と
いうことが一つあったように思う。チームで話し合ったことを実際の生
活の中で反映させたり実施していくという責任を、メンバー全員が負っ
ていたのだ。加えて言うと、各メンバーと子どもたちとの関わりが、チ
ームの他の仲間の目に触れない別々の場所で行われていたのではなく、
みんなが共有する場（＝教室の中）で主に行われていたこと、というの
もチームスピリットに貢献していたように思う。空間を共有することで
促進される共通理解・コミュニケーション・メンバーシップ、そんなも
のがあったように思う。 
 
これからの特別支援教育における校内・学外連携の在り方について、今
後徐々に検討・発展していくと思われるが、ぜひとも、チームメンバー
間の、責任・資源（貢献）・想い（目指すべき目標）の共有に基づく、
よりクリエイティブなチームアプローチが模索されるように期待したい。 

 
 

 
 
まとめ  
 
（１）以上、遅ればせながら個人的な感想・コメントをまとめてみました。あ

くまでも、これは私個人の感想にすぎないことをどうぞご了承ください。
これまでにも度々述べたように、わたしは、基本的にインクルーシブな
教育・インクルーシブな社会の実現を強く夢見る人間です。ですから、
今回の最終報告もそういった視点・観点から捉えています。インクルー
ジョンに関して異なる意見や想いを抱かれた方や、あるいは私の中には
ない視点・想い・信念・歴史などがある方たちとは、自然と最終報告を
みつめる視点も見方も異なるでしょう。また、私にはよく分かっていな
い部分や知らないことなんかもまだまだたくさんあると思うし、そうい
う部分で最終報告の解釈や捉え方に差異が生じるということも大いにあ
ると思います。ま、ですので、これは、とりあえず現時点の笠原真帆と
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いう一人の人間から見た解釈・感想だとお考えください。 
 

（２）最後にもう一つだけ、予算、あるいは人的・財的資源の配分、という点
についてコメントを書かせてください。“国は財政難だからコストカッ
トのことしか考えていない。”“「最終報告」に打ち出された方針も、
子どもたちに対する良い教育を主眼においたものではなく、むしろコス
トカットするための戦略に過ぎない。”という声も聞きました。国が財
政難だから様々な分野にわたってコストカットを迫られているというの
は事実だと思います。ただ、コストカットの政策が、質を下げる政策か、
あるいは質の向上を目指していない悪質な政策か、と言うと、必ずしも
そうとは言えないように思っています。 
 
アメリカなどでも、「障害児教育」「通常教育」と、教育をわざわざ二
本立て別々に考えることの非効率さが指摘され、互いに重複する部分を
整理したり、障害児教育分野の資源とされるものを通常教育分野に活か
したり、逆に通常教育分野の資源を障害児教育に活かしたり、両分野を
より包括的な形で統合しようとする動きが強まっています。・・・コス
トカット、あるいは効率性は、資源をより有効に活用するという意味で
とても大事な考え方だと思うし、また、子どもを「障害児」「健常児」
と分けるのではなく、その時点時点でそれぞれの子どもたちが呈する
「特別なニーズ」に見合った支援をみんなで協力して提供していくとい
う視点からいっても、「障害児教育」「通常教育」と分断しない考え方
は、望ましい方向性なんじゃないかなあと思っています。 
 
今回の「最終報告」の中にも、そういった、両分野の資源を有効に活用
し、無駄な重複を省こうとする努力がみられるような気がしました。何
かの質を改善しようとする時、資源を新たに追加しないと改善はのぞめ
ないかというと、実は必ずしもそうとは言えなくて、例え目に見える形
で（予算、人的・物的資源等の加配等）新たに資源が追加されない場合
でも（もちろん追加されなければ改善できない部分もあるとは思います
が。）、「国は質の向上を真面目に考えていない！」とは一概には言え
ないんじゃないかなあ、と。・・・質の向上とは、追加された資源の量
ではなく、むしろ、資源全体そして仕組み全体がどのように機能し、実
際にどのような影響・結果を生み出しているか、そういった慎重な分析
をもって判断されるべき事なのではないかなあ、と感じています。 
 

長々と読んでいただき、誠にありがとうございました。  
 

 



「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」～想うこと～  
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最後に・・・ コメント全体のおさらい   

 
感想のポイント①：「特別支援教育」という基本的な考え方について 
 
「評価したい点」 
 

（１）“障害”という捉え方から“ニーズ”という捉え方へ 
（２）「場」という視点から「支援の提供」という視点へ 

 
「留意したい点」 
 

「普通クラス内で提供される特別な支援」という視点 
 

 
感想のポイント②：特別支援学校（仮称）について 
 
「評価したい点」 
 

（１）異なる専門性が手を繋ぐことによる、柔軟性と可能性の拡大 
（２）地域に応じて柔軟であれる可能性 
（３）わざわざ遠くの学校に通わなくてすむ 

 
「留意したい点」 
 

分離政策を維持する「特別支援学校」 
 
 
感想のポイント③：特別支援教室（仮称）と校内支援体制について 
 
「評価したい点」 
 

（１）「籍がこのクラスにあるという事」＝「このクラスの一員」 
（２）壁の外との繋がりの始まり 
 

「留意したい点」 
 

（１）「校内支援体制」が支援の対象として想定している子ども像 
（２）チームのあり方 
 


