
交流及び共同学習
「合理的配慮」事例集

～ 一人一人の教育的ニーズに応じた支援のために ～

小松市インクルーシブ教育システム構築モデル事業（交流及び共同学習）推進委員会



　この冊子は，特別支援学級の児童生徒が通常の学級での交流及び共同学

習に参加する際の「合理的配慮」について理解し，実際の授業等で活用する

ことを目的に作成しました。この「合理的配慮」は，通常の学級で学ぶ配慮

が必要な児童生徒にとって有効な支援となります。

　一人一人に応じた支援を充実し，すべての児童生徒が「わかる」「できる」

授業づくりを目指すために，この冊子をご活用ください。

特別支援学級
の児童生徒

通常の学級にいる
配慮が必要な児童生徒

Aさんのための
合理的配慮

配慮が必要な児童
生徒のための支援

温かい学級づくり

障害のある児童生徒や配慮が必要な児童生徒が
安心して過ごせるインクルーシブな学級を目指して

交流及び共同学習

特別支援学級の先生へ

交流学級（通常の学級）の先生へ

合理的配慮の事例紹介

交流及び共同学習　打ち合わせ及び実践記録

交流及び共同学習　児童生徒の記録

　　　インクルーシブ教育に関する基礎的情報
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資料

障害のある児童生徒や配慮が必要な児童生徒が
安心して過ごせるインクルーシブな学級を目指して

1

◎誰もが楽しく学校生活を送るためのチェックリスト

温
か
い
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一
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じ
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友達に対する優しさや個人の努力など，多様な観点で児童生徒を認め，ほめ
ていますか。

叱り方や注意の仕方が，児童生徒の自尊心を傷つけたり，友達からの評価を
下げたりすることになっていませんか。

児童生徒が困ったときなど，すぐに先生に話すことができるような関係を築
いていますか。

互いのよさを見いだし，助け合ったり協力し合ったりする場面を意図的に設
定していますか。

児童生徒を適時にほめたり認めたりし，友達の承認を得られるようにしていますか。

児童生徒を叱った後は，様子をしっかり観察し，フォローをしていますか。

気になる児童生徒には意識して声をかけていますか。

児童生徒の話を聞くときは，手を止めて，目を見て傾聴していますか。

児童生徒が得意なことを発揮できる活動や場を考え，取り入れていますか。

話を聞くだけの授業ではなく，具体的な活動を取り入れた授業づくりを考え
ていますか。

授業に集中できないときや自分の席にじっとしていられないときの具体的
な行動の仕方について，あらかじめ本人と話し合っていますか。

指示内容が理解できているかを確認し，理解できていないときは個別に対
応していますか。

話すことが苦手な児童生徒に，ゆったりとした雰囲気で時間をつくって話を
聞いていますか。

本人の成長している点について伝えていますか。

児童生徒が学校を好きになれるような工夫をしていますか。

手先の不器用さや運動の苦手さへの配慮をしていますか。

学習のつまずきについて，学び直す機会を用意していますか。

その児童生徒なりに活動に参加できる工夫や配慮（内容，集団等）をしてい
ますか。

すぐに完璧を求めるのではなく，スモールステップでアプローチをしていますか。

個人の特徴や周りの児童生徒との関係を配慮し，座席やグループを決めていますか。
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交流及び共同学習

　小・中学校や特別支援学校の学習指導要領等においては，交流及び共同学習として，

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が活動を共にする機会を積極的に設けるよ

う示されています。

　交流及び共同学習には，相互のふれ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的

とする交流の側面と，教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があります。

　交流及び共同学習を推進することは，障害のある児童生徒の自立と社会参加を促進

するとともに，障害のない児童生徒にとっても，社会を構成する様々な人々と共に助け

合い支え合って生きていくことを学ぶ機会となります。

障害のある児童生徒にとってのねらい
集団生活の経験をとおして，社会性をはぐくむ
より大きい集団の中で学ぶことによって，幅広い人間関係を学ぶ
同年代の児童生徒同士の中で対人関係のスキルや言葉を学ぶ
集団のかかわり合いの中で認められたり，成就感が得られたりする経験
をとおし，意欲と自信をもつ

障害のない児童生徒にとってのねらい
障害のある児童生徒を正しく理解する
一人一人の違いを認め，それぞれが精一杯努力することの尊さを知る
仲間として，互いに認め合う心をはぐくむ

●
●
●
●

●
●
●

交流

豊かな
人間性

共同学習

教科の
ねらい

3

特別支援学級の先生へ

交流及び共同学習を計画的・組織的に進めるために

交流及び共同学習の必要性や意義等について，関係者で十分に理解し合います。

特別支援学級の児童生徒の障害の状況や必要な配慮について，全教職員で共通理解

します。

事前の打ち合わせによる関係者の共通理解1

●

●

本人や保護者，交流学級の担任，専門相談員等，複数の視点から，特別支援学級の児

童生徒の現在の状況と教育的ニーズに応じた交流及び共同学習の教科や内容を検討

します。

年度当初に，特別支援学級の事情を考慮して全校の時間割を決定するようにします。

授業だけでなく，給食や休み時間，行事等の多様な交流の場や機会を設定します。

活動を無理なく継続的に行うための計画2

●

●

●

特別支援学級の児童生徒の学習や活動の状況，通常の学級の児童生徒とのかかわり

の様子を把握し，円滑に進むよう交流学級の担任等と話し合いの場をもちます。

特別支援学級の児童生徒が主体的に学習や活動に取り組めるように，自信や見通し

をもたせるなどの工夫をします。

交流及び共同学習の実践3

●

●

各教科・領域等の学習において，どのような力が身に付いたかを確認します。

活動を通して特別支援学級の児童生徒と通常の学級の児童生徒との相互理解がどの

ように進んだか，変容を捉えます。

適切な評価4

●

●
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交流学級（通常の学級）の先生へ

児童生徒を理解することから始めよう1

　まずは，特別支援学級の児童生徒について，理解することが大切です。

　そのために，児童生徒とふれあったり，保護者や特別支援学級担任と話し合ったりす

る機会をもちます。

児童生徒の障害の状況や特性を理解します。

児童生徒の生活や学習の様子を知ります。

児童生徒の個別の教育支援計画や個別の指導計画を確認します。

児童生徒や保護者の願いを知ります。

■

■

■

■

温かい学級づくりに努めよう2

　特別支援学級の児童生徒が自然に受け入れられるように，互いの違いを認め合い，支

え合う雰囲気のある学級づくりを目指します。

児童生徒は担任の姿から学びます。自ら特別支援学級の児童生徒とかか

わる姿を見せます。（モデル提示）

適切なかかわり方を助言したり，望ましいかかわりを見つけ，学級全体に

広げたりします。

場合や状況に応じて，学級の児童生徒の発達の段階に合った伝え方で，

障害の理解を促します。

「みんな違って，みんないい」ということや一人一人が大切な存在であると

いうことを伝えます。

■

■

■

■

5

交流及び共同学習を計画的に進めよう3

　交流学級の担任と特別支援学級の担任が，互いに交流及び共同学習の意義や特別支

援学級の児童生徒への接し方，支援の方法について，共通理解を図ります。

特別支援学級の児童生徒の実態を基にして，交流及び共同学習を実施す

る教科や学校行事等の参加方法の確認をします。

特別支援学級の担任との情報交換を密にします。

◆日程や学習内容の確認

◆教科等のねらいや支援の方法（合理的配慮）の確認

◆授業の様子（特別支援学級の児童生徒だけでなく，交流学級の児童生

徒の様子にも目を配り実態を把握する）

◆特別支援学級の児童生徒への対応（成果と課題）

◆特別支援学級の児童生徒に関する疑問や悩み

■

■

特別支援学級の児童生徒を学級の一員として見守ろう4

　交流学級での特別支援学級の児童生徒の様子を温かいまなざしで見守ります。特に，

特別支援学級の児童生徒が緊張している場合は，安心感のある中で，ねらいに沿った支

援をします。

「努力していること」を認め，言葉や表情等で励まし，自己存在感を高め

ます。

「マイナスに見える行動」には必ず理由があります。行動の裏にある背景

を知ります。

場面設定や指導法等の支援について評価と改善を繰り返し，児童生徒の

より良い成長につなげます。

■

■

■
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合理的配慮の事例紹介

　交流及び共同学習の中で，特別支援学級の児童生徒への支援を考えることは，配慮が

必要な児童生徒を含む通常の学級の中で，どのように「わかる授業」を推進していくか

ということにつながります。

　日々の授業等の中で，障害のある児童生徒や配慮が必要な児童生徒への支援のあり

方について，次ページからは，市内の特別支援学級や通常の学級で実践されている具体

的な事例を紹介します。

　すべての児童生徒が「わかる」「できる」授業づくりや楽しく過ごせる学校生活のヒン

トとなるものです。特別支援学級の児童生徒や配慮が必要な児童生徒を思い浮かべな

がら，その児童生徒に合った支援を実践する上での参考にしてください。

合理的配慮

❶ 教育内容・方法
　 ❶－1　教育内容
　　 ❶－1－1　学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
　　 ❶－1－2　学習内容の変更・調整
　 ❶－2　教育方法
　　 ❶－2－1　情報・コミュニケーション及び教材の配慮
　　 ❶－2－2　学習機会や体験の確保
　　 ❶－2－3　心理面・健康面の配慮

❷ 支援体制
　 ❷－1　専門性のある指導体制の整備
　 ❷－2　幼児児童生徒，教職員，保護者，地域の理解啓発を図るための配慮
　 ❷－3　災害時等の支援体制の整備

❸ 施設・設備
　 ❸－1　校内環境のバリアフリー化
　 ❸－2　発達，障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
　 ❸－3　災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

7

　校内には，全校の児童生徒に守ってほしい約束が見ただけでわかるように，掲示物

が貼られています。掲示物を見て確認もすぐにでき，靴の入れ方に気を付けるように

なったり，扉をそっと開けたりする児童生徒が増えました。

　椅子に座る姿勢は，常に気を付けられるよう教室の前面に掲示してあります。「グー

ピタッ　ピン」の合言葉も有効です。

見ればわかるみんなの約束

　職員室や，保健室へ入る時のマナーについて，全校で統一し，掲示したり指導したり

します。入室する際のマナーを自分で確認して，用件を果たせます。

全校統一した入室のマナー指導
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　学校生活のあらゆる場面で，見通しをもって活動できるように，タイマーを活用し

ます。始まりと終わりの時刻が視覚的にわかるように時計で示したり，「タイムタイマ

ー」を活用して，時間を可視化したりすることは，集中力の向上や活動の意欲付けにつ

ながります。また大きめのタイマーやキッチンタイマーなど，その場や目的に応じて使

い分けることで，より効果的になります。

時間の見通しをもつためのタイマーの活用

　教室の側面や背面に，既習

を掲示します。

　これまでの学習事項を確認

することで，授業への参加率

があがったり，見ることで安心

して学習に取り組めたりしま

す。視覚刺激が教室前面に多

くなると，どこを見ていいの

かわからない児童生徒もいる

ので，側面や背面の利用を心

がけます。

教室に既習事項の掲示

9

　教科書の音読に困難さをもつ児童生徒のために，仮名付きの教材や分かち書きの

教材を作成し使用します。これにより，学習への参加がよりスムーズになる児童生徒

もいます。

　また，長い文章の物語教材は，内容を理解しづらいので，教材の要旨やあらすじを

短くまとめ，わかりやすい言葉に書き換えをして，学年相当の漢字を使用したもの（リ

ライト教材）を使って音読練習や内容の読み取りをします。挿絵を文章に合わせて貼

ることで，より一層理解が進みます。

読みに抵抗のある児童生徒のためのリライト教材

　左上の写真は，初めて，ものさしで長さを測る課題に取り組んだ児童です。普通のもの

さしでは，細かい㎜の目盛りなどがあり，どこを見てよいのかわかりませんが，このもの

さしは目盛りが色分けしてあり見やすく，数字を見ることですぐ何㎝かが理解できます。

　右上の写真は，「Qスケール」というものです。線を引くとき，ものさしを押さえなが

ら線を引くと，ものさしが動いてうまく線を引けない児童生徒がいます。この「Qスケ

ール」は，シリコンで覆われているため，滑りにくくなっています。これを使うと，ものさ

しが動かないので，まっすぐ線を引くことができます。

児童生徒の実態に合わせた道具の使用

ゴムQ「Qスケール」
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　鉛筆を正しく持って，文字を書くことが難しい児童生徒がいます。左上の写真は，

「Qリング」を使っている様子です。鉛筆の正しい持ち方をアシストしてくれるので，

自然と正しい持ち方になります。

　話をすることに困難さのある児童生徒には，右上の写真にある「スピークン」という

音声読み上げペンを活用します。人物の名前を覚えるときなどに使います。また，朝の

会や帰りの会では，自分が話しているように会を進めることができます。

　書字がまだできない児童生徒は，覚えたひらがなを見つけ，自分でチップを取り出

し，単語や文を構成することができます。

困難さを克服するための特別な道具の使用❶

困難さを克服するための特別な道具の使用❷

ゴムQ「Qリング」

アポロジャパン「スピークン」

11

　活動を振り返って作文を書く時は，活動の様子を撮った写真やビデオを見て，出来

事を思い出す時間を取るようにします。写真等を見ることで，より記憶が鮮明に思い

出され，活動したり，体験したりしたことがはっきりします。写真をプリントアウトし，

出来事の順番に並べて紙に貼り，並べた写真を見ながら，作文にしていくことも有効

です。その後に気持ちや接続詞を例示した紙を提示し，その中から自分の感想にあっ

た言葉を付け足したり，順番を意識したりします。友達の話を聞いたり，作文を読み合

ったりすることでも，内容が広がります。

記録写真を活用した作文指導

　校外学習，各種行事への取

組の事前指導では，デジタル

カメラで撮った画像などを用

いてプレゼンテーションを作

成して説明します。

　過去の画像などを手掛かり

に経験を思い出したり，事柄

のイメージをつかみやすくし

たりして，見通しがもてるよう

にします。

活動の理解を促すためのＩCTの活用
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構造的な板書

　図工の学習で，お話の絵を描いています。作業中心の授業では，

進度も一人一人変わってきます。そこで，作業手順や注意点を黒板

にわかりやすく示します。イメージするだけでなく，実際に本物を

見せることで絵を描くことが容易になります。

活動の流れの明示や教師の演示による理解

　構造的な板書を心がけます。教

師が丁寧に板書をすることは，児

童生徒の丁寧なノートづくりにも

つながります。また，1時間の流れ，

授業のねらいや今日の課題，大事

なポイント等を黒板に整理し明示

することで，今，どの学習をすれば

よいかがわかります。

　板書のルールを全校で統一し，

ねらいやまとめの書き方，色チョ

ークの使い方などを確認しておく

と，児童生徒にとってもわかりや

すい板書となります。

13

　調理実習では，全体に説明したレシピの他

に，個人やペアにレシピを渡します。

　手元にあるレシピを見ることで自分の必要

な分量や，出来上がりの個数などの見通しを

もって，主体的に作業を進めることができます。

見てわかるように作り方を提示

　みんなで同じものを作る時には，順番を端的に言葉と絵で示すことで，教師が言葉

で説明しなくても自分で作ることができます。

意欲をもって取り組むための手元レシピ
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わかりやすいワークシート・替え歌で暗記

ペア学習やグループ学習の活用

　学習内容の理解を促進するために，理科の

学習内容を図などを使ってワークシートにし

ます。ワークシートで指導を進めることで，抵

抗なく書いたり，理解したりする助けとなりま

す。

　また，理科の学

習内容を，替え歌

で提示することで，

抵抗なく，一緒に

歌いながら学習内

容を身に付けてい

くことができます。

　左上の写真は，ペア学習の様子です。隣の児童生徒と交代にお互いの考えを交流す

ることで，自分の考えを確かめ，自信をもつことができます。

　右上の写真は，グループ学習の様子です。グループで考えをまとめ，ホワイトボード

に書いています。ホワイトボードを使っての発表では，全員が役割分担して，考え方を

発表しています。自分一人では，考えが進まなかったり迷ったりする児童生徒も，グル

ープで話し合う中で思考を深めることができます。

15

　なかなか漢字が身に付かない児童生徒が，得意な

方法を使って漢字学習が進められるように，個に応じ

た漢字ドリルを使ったり，漢字カードを使ったりする

ことも有効です。また，タブレット型PCを使って筆順

の確認や練習をする方法もあります。

児童生徒の特性に応じた漢字学習❶

　筆圧の弱い児童生徒や書く

ことに抵抗感のある児童生徒

にとって，ホワイトボードはな

めらかに書くことができます。

集中も持続し，日頃は５分以

上かかる漢字練習でも，２分

弱で書き終えてしまいます。

書いたものを残す場合は，デ

ジタルカメラで撮影したり，コ

ピーをしたりしておきます。

児童生徒の特性に応じた漢字学習❷

偕成社「下村式となえて書く漢字ドリル　漢字練習ノート」
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　小学校の書写の学習は，使う道具がたくさん

あって大変です。そこで，一人で準備がスムーズ

にできるように，正しい準備の仕方を右上の写

真のように掲示し，黒板に貼っておきます。児童

生徒は，写真を見て，準備をすることができるよ

うになります。

　下の写真は，リコーダーの指使いを示したも

のです。言葉の指示だけでは

わかりにくい児童生徒には，

写真や絵を使い，具体的な

動作を示すことで理解が

深まります。

マインドマップで整理

　マインドマップは文章を整理したり，思考を広げたりすることに活用できます。写真

は，小学校3年国語科の「すがたをかえる大豆」の内容理解の場面です。大豆からい

ろいろなものにすがたを変えて食べられていることを，「なっとう」「とうふ」などキー

ワードとなる言葉を使って視覚的にわかりやすく整理しています。

視覚的な支援を有効に活用して

17

さし絵とぴったりなお話を見つけよう

５文字以内大きな文字なら楽しく音読練習

　教科書の物語文を挿絵と文

章に分けてカードにします。挿

絵を見て内容を想像してから，

文章を読みマッチングします。

　絵を見て気が付いた事柄を

文中のキーワードとつなげるこ

とで，したことや様子を読み取

ることになります。

　ジグソーパズルのような凸凹

をつけておくと，組み合わせる

ときに挿絵と文章が合っている

かを確かめることができます。

　教科書を拡大し，一文ずつカ

ード化し，音読練習に使います。

教科書を開くとたくさんの情報

が目に入ってしまい，読むこと

に抵抗を感じる児童生徒も手

元でめくりながら練習ができま

す。カードで読み慣れてから，

教科書の音読に移ると，「でき

た」が児童生徒にも実感でき

ます。

　また，気を付けたい文字を赤

色で書くと，赤色透明下敷きな

どを使い，クイズ形式にして繰

り返し練習することもできます。
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体育の時間の学習にはスケッチブックを

　前後差をつけて足元に輪を置くことで，歩くように片足で踏み込んで片手でボール

を投げることができます。段ボールで作った的は軽くて運びやすく，当たったときの音

や倒れ方も楽しめます。順番を待つ児童生徒が自然と応援してくれて，投げる児童生

徒にも「がんばるぞ」「こんどこそ」という気持ちが生まれます。

的をねらってボール投げ

　児童生徒は１時間の授業の流れや学習の内容がわかると，見通しがもて，安心して

活動に取り組むことができます。体育館や運動場は，黒板などがないため，言語指示

のみになる場合が多く，それでは理解しにくかったり，ルールなどの確認に手間取って

しまったりすることがあります。そこで，持ち運びの便利なスケッチブックを利用し，

提示することで，児童生徒が視覚的に何をしたら良いかがよくわかり，すぐ動けるよう

になります。

19

ソーシャルスキルの習得

心の動きをイラストや数字で視覚化

　ソーシャルスキルを身に付けるために，大切

にしたいことを掲示し，いつでも意識できるよ

うにします。また，かるたや，カードなどの視覚

教材を活用して必要なソーシャルスキルを繰り

返し指導します。

　心の動きを視覚化して，保健室

で，活用しています。痛みには個人

差があり，あいまいな部分もある

ので，本人なりにどう感じている

かをつかむために「痛みレベル」

のチェック表を用意します。簡単

に児童生徒の状態を把握すること

ができます。話せない，話したくな

い児童生徒には指でさして選んで

もらうこともできます。
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　空き机や整理棚を利用して整理用スペースを

作ります。机の上には，１日のスケジュールボード

を置き，時間割表と連絡帳を見ながら，1日の時

間割を記入します。棚には，ランドセル，細かいも

の（縄跳び，クレヨン，リコーダーなど）が入った

かご，下段はたんけんバッグ，鍵盤ハーモニカ，絵

の具バック，粘土類などが入っています。大まか

に種類分けして，必要な時にすぐ使えるようにな

っています。

色分けした校内避難経路

自分の持ち物は，自分のスペースで

　給食室から出火した場合と理科室か

ら出火した場合，不審者が侵入した場

合の３つの避難経路を １，２，３の番号

と赤・黄・青の矢印とで示し，色を強調

する掲示にしています。また，掲示場所

は出口近くにし，避難経路の矢印と方

向が一致するようにしています。東階

段や西階段という指示は混乱する児童

生徒も多いため，「避難経路１，赤色で避難します」と放送するようにします。

21

1週間の学習内容がわかりやすい時間割

1日の日課の見通しを

　曜日ごとに色を変え，縦の流れを視

覚的にわかりやすくします。また，文字

がまだ読めない１年生のために文字情

報だけでなく，各教科等のイラストの

絵の手がかりも付けます。

　今日は何曜日でどんな時間割なのか

理解して行動できるようになります。

　小学１年生に入学当初は，小学校生活の日課がわからず，

チャイムで行動することができない児童もいます。授業，

休み時間の切り替えや１限，２限と変わっていく日課を理

解するために「１日の流れ」を掲示します。また，今どの時

間で何をすればよいかをカードで示します。

　これにより，「今は何限目で何をすればよいか。」がわか

るようになり，行動の

切り替えがスムーズ

になります。



1週間を見通す予定黒板
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　既存の１日の予定黒板を利用し，１週間の予定を提示しています。１週間の予定をつ

かみ，持ち物の準備や気持ちの準備ができ，次に何をすればよいか考えて行動できる

ようにします。また，　　　　　　　　　　　　　 を表示することで，時系列の言葉

にも親しむことができるようになります。

１年間の大まかな見通しを

きのう きょう あした あさって

　小学校で１年間の主な行事や誕生日を季節や月

と一緒に掲示することで，大まかな流れをつかむこ

とができます。ある児童は，掲示を見て行事を楽し

みに待っていました。また，「春夏秋冬」の四季が

明確でなかった児童も行事と関連させながら理解

できるようになります。

23

　ある小学校では，特別支援学級の児童

が交流学級の一員として，係を受けもっ

ています。

　右の写真は，特別支援学級の児童が

交流及び共同学習に参加し，体育係とし

て活動している様子です。

　授業の最初の準備体操では，前に出

て号令をかけるなど，率先して体操をしています。

　自分の役割を果たすことで，特別支援学級，交流学級どちらの児童にも仲間意識が

育ち，良い関係が築かれています。

体験的な活動から共に学ぶ

交流学級の中での役割をもつ

　体験活動は児童生徒にとって，強く心に残

るものです。体験することで，児童生徒は多

くのことを学び，感じ取ります。この体験活動

を充実したものとするために，体験活動をす

る目的意識や課題意識をもつこと，体験した

ことを自分の言葉でまとめること，そのまと

めを使って交流することを大事にします。

　教室での学習では見られない，児童生徒の

積極的な一面が見られることも多くあります。
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　特別支援学級の担任が交流学級へ出向き，児童生徒の得意なことや苦手なことな

どを話す機会をもちます。特別支援学級の児童生徒のことを少しでも理解してもらい，

うまくかかわりがもてるようになってほしいという思いを伝えます。

　特別支援学級の児童生徒の思いを大切にするとともに，児童生徒の発達に合わせ

て話すことも大切です。小学校低学年では，児童理解を進めるための読み聞かせやク

イズなどを取り入れることで，一人一人の理解が進み，特別支援学級の児童への声のか

け方が変わってきた児童がいます。

特別支援学級の児童生徒の理解を進める

特別支援学級の学習に招待する

　特別支援学級の授業に交流学級の児童生徒を招待します。写真は，生活単元学習

「ゲーム屋さんを開こう」に交流学級の友達を招待している様子です。

　特別支援学級の児童は自分たちで考え準備した「的当て」「魚釣り」「トントン相撲」

「ボウリング」「生き物展示」に交流学級の友達が来てくれることで，練習通り恥ずか

しがることなく呼び込みや説明，ゲーム屋さんができました。

交流及び共同学習　打ち合わせ及び実践記録

※コピーしてお使いください。
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❶ 打ち合わせ

❷ 実践記録

打ち合わせ年月日 ：　　　　　年　　月　　日（　  ）

項 目

評 価

特別支援学級
児童生徒への
合 理 的 配 慮

特別支援学級
児 童 生 徒 の
様 子

③特別支援学級
　児童生徒のねらい

①特別支援学級
　児　童 生 徒

②教 科・単元 等



交流及び共同学習　児童生徒の記録　（　　）年

一
学
期

二
学
期

三
学
期

交流学級での様子，効果的だった配慮等 交流中や交流前後の児童生徒の様子等

交流学級の担任より 特別支援学級の担任より

※コピーしてお使いください。
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　障害者の権利に関する条約第24条によれば，「インクルーシブ教育システム」（inclusive 
education system，署名時仮訳：包容する教育制度）とは，人間の多様性の尊重等の
強化，障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ，自由な社会
に効果的に参加することを可能とするとの目的の下，障害のある者と障害のない者が共
に学ぶ仕組みであり，障害のある者が「general education system」（署名時仮訳：教
育制度一般）から排除されないこと，自己の生活する地域において初等中等教育の機会
が与えられること，個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされています。
　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す。
　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す。

インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルDB）

インクルーシブ教育システムとは?

インクルーシブ教育に関する基礎的情報  ◆関係用語の解説  より

　「障害者の権利に関する条約」第2条の定義において，「合理的配慮」とは，「障害者
が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し，又は行使することを確保する
ための必要かつ適当な変更及び調整であって，特定の場合において必要とされるもので
あり，かつ，均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」とされています。なお，
「負担」については，「変更及び調整」を行う主体に課される負担を指すとされています。

「合理的配慮」とは?

日本の義務教育段階の
多様な学びの場の連続性

自宅・病院における訪問学級
特別支援学校
特別支援学級
通級による指導

専門的スタッフを配置して通常学級
専門家の助言を受けながら通常学級
ほとんどの問題を通常学級で対応

必
要
の
あ
る
時
の
み
　
可
能
に
な
り
次
第

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。
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　「合理的配慮」の決定・提供に当たっては，各学校の設置者及び学校が体制面，財政面
をも勘案し，「均衡を失した」又は「過度の」負担について，個別に判断することとなり
ます。各学校の設置者及び学校は，障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶという
インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として，「合理的配慮」の提供に努め
る必要があります。その際，現在必要とされている「合理的配慮」は何か，何を優先して
提供する必要があるかなどについて，共通理解を図る必要があります。

　障害のある児童生徒に対する支援については，法令に基づき又は財政措置により，国
は全国規模で，都道府県は各都道府県内で，市町村は各市町村内で，教育環境の整備を
それぞれ行います。これらは，「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり，それを「基
礎的環境整備」と呼びます。これらの環境整備は，その整備の状況により異なるところ
ですが，これらを基に，設置者及び学校が，各学校において，障害のある児童生徒に対し，
その状況に応じて，「合理的配慮」を提供します。
　「合理的配慮」の充実を図る上で，「基礎的環境整備」の充実は欠かせません。そのた
め，必要な財源を確保し，国，都道府県，市町村は，インクルーシブ教育システムの構築
に向けた取組として，「基礎的環境整備」の充実を図っていく必要があります。その際，
特別支援学校の「基礎的環境整備」の維持・向上を図りつつ，特別支援学校以外の学校
の「基礎的環境整備」の向上を図ることが重要です。また，「基礎的環境整備」を進める
に当たっては，ユニバーサルデザインの考え方も考慮しつつ進めていくことが重要です。
　なお，「基礎的環境整備」については，「合理的配慮」と同様に体制面，財政面を勘案し，
均衡を失した又は過度の負担を課さないよう留意する必要があります。また，「合理的配
慮」は，「基礎的環境整備」を基に個別に決定されるものであり，それぞれの学校におけ
る「基礎的環境整備」の状況により，提供される「合理的配慮」は異なることとなります。

※平成28年4月から施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
　では，行政機関等について，合理的配慮の提供が具体的な法的義務となっています。
  （参考：障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）　
  （行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）
第七条
２　行政機関等は，その事務又は事業を行うに当たり，障害者から現に社会的障壁の
除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において，その実施に伴う負担が
過重でないときは，障害者の権利利益を侵害することとならないよう，当該障害者の
性別，年齢及び障害の状態に応じて，社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理
的な配慮をしなければならない。

「基礎的環境整備」とは?
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　「個別の指導計画」は，障害のある幼児児童生徒への指導を行うためのきめ細かい計
画であり，幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して，指導目標や指導内容・方法
を盛り込んだ指導計画です。例えば，単元や学期，学年等ごとに作成され，各学校におい
て，これに基づいた指導等が行われます。

個別の指導計画とは?

合理的配慮と基礎的環境整備の関係

「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）」

合理的配慮の基礎となる環境整備
（基礎的環境整備）

国・都道府県・市町村による
環境整備

　「個別の教育支援計画」は，学校と他機関との連携を図るための長期的な視点に立っ
た計画であり，障害のある幼児児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し，教育の視
点から適切に対応していくという考えの下，長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後ま
でを通じて一貫して的確な支援を行うことを目的として策定されます。
　障害のある幼児児童生徒に対し，一貫して的確な支援を行うためには，教育のみなら
ず，福祉，医療，労働等の様々な関係機関，関係部局の連携協力が必要であり，連携協力
する上で「個別の教育支援計画」を活用することが期待されています。

個別の教育支援計画とは?

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽

ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用
専門性のある指導体制の確保
個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導
教材の確保
施設・設備の整備
専門性のある教員，支援員等の人的配置
個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導
交流及び共同学習の推進

基 礎 的
環境整備

合理的配慮
（設置者・学校が実施）

Aさんの
ための

合理的配慮

Bさんの
ための

合理的配慮



ともに学び
ともに生きる

「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）」
「交流及び共同学習ガイド」
「交流及び共同学習事例集」
「インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルDB）」

「初めて特別支援学級を担任する人のためのQ&A」
「新学習指導要領による新しい交流及び共同学習」
「通常学級での特別支援教育のスタンダード」
「外国人児童・生徒を教えるためのリライト教材」
「多層指導モデルMIM　読みのアセスメント・指導パッケージ」
「特別支援教育　はじめのいっぽ」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中央教育審議会初等中等教育分科会（報告）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 文部科学省
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 文部科学省

国立特別支援教育総合研究所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 石川県教育委員会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仙台市教育委員会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 東京書籍
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ふくろう社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 学研
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 学研
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