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日本特別ニーズ教育学会 2018年度中間集会  

 

日 時 

２０１８年６月３日（日） 12:00～16:40 

 

会 場 

大阪体育大学 同窓会館アネックス 

〒530-0043 大阪市北区天満 3丁目 10-16 

 

＊ 大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅より徒歩 8 分 

＊ ＪＲ東西線 大阪天満宮駅より徒歩 6 分 

＊ 大阪（梅田）駅よりタクシー約 16 分 

 大阪→（徒歩 6 分）→東梅田→（地下鉄谷町線 3 分）→南森町→（徒歩 8 分）→会場 

 大阪→（徒歩 7 分）→北新地→（ＪＲ東西線 3 分）→大阪天満宮→（徒歩 6 分）→会場 

 天王寺→（地下鉄谷町線 11 分）→南森町→（徒歩 8 分）→会場 
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日 程 

10:00～11:55 【理事会・編集委員会】 

 

11:30      受付開始 

 

12:00～14:00 【理事会企画：若手チャレンジ研究会】・・・研究室Ⅰ・Ⅱ 

 

研究発表Ⅰ ・・・ 地下 1階 研修室Ⅱ 

コーディネーター 田中 謙（山梨県立大学） 

コメンテーター  堤 英俊（都留文科大学） 

 

12:00～12:15  副代表理事挨拶・企画説明 

12:15～12:30  井上幸大（東京学芸大学教育学部特別支援教育教員養成課程 4年） 

国立大学附属小学校に在籍する児童の困難と支援ニーズに関する研究 

―児童本人および教職員への調査から― 

 

12:30～12:45  直塚 咲（東京学芸大学教育学部特別支援教育教員養成課程 4年） 

      教育実習において学生が有する困難の実態と支援ニーズに関する研究 

―国立大学教育学部特別支援教育教員養成課程の学生への調査から 

― 

 

12:45～13:05  眞鍋寿理子（立命館大学大学院社会学研究科修士課程） 

盲ろう者の生活困難と生涯学習のあり方 

―生活上の困難に関する調査結果からの課題の考察― 

   

13:05～13:25  前田千英（東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程） 

       てんかんのある子どもの困難・ニーズの実態および支援の在り方に 

関する研究（デザイン） 

 

13:25～13:45  一井 崇（立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程） 

       学校教育から社会への移行、障害者雇用の展開 

―よさのうみ福祉会の歩みと到達点― 

 

13:45～14:00  討論・講評 
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研究発表Ⅱ ・・・ 4階 研修室Ⅰ   

コーディネーター 村山 拓（東京学芸大学）   

コメンテーター  野口 武悟（専修大学） 

 

12:00～12:15  代表理事挨拶・企画説明 

12:15～12:30  矢野竜太郎（東京学芸大学教育学部特別支援教育教員養成課程 4年） 

障害を有する教師の実態と支援ニーズに関する研究 

－発達障害・精神障害を有する教師への調査を中心に－ 

 

12:30～12:45  田中裕己（大阪体育大学教育学部 4年） 

児童心理治療施設併設の分校・分教室における児童生徒の発達上の困 

難・ニーズと支援に関する研究 

 

12:45～13:05  髙松健太（東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程） 

学校教育における病気の子どもの QOLの保障と合理的配慮のあり方に関 

する研究―病気療養の子ども本人、家族、教師への調査から― 

 

13:05～13:25  伊藤 駿（大阪大学大学院・日本学術振興会特別研究員） 

       インクルーシブ教育に関する比較社会学的研究：日本とスコットラン 

ドの「共に学ぶ」実践に着目して 

 

13:25～13:45  川手さえ子（大阪芸術大学学生部キャンパスライフサポート室） 

       地域の中学校から特別支援学校高等部へ進学した子どものリアリティ 

ショック 

 

13:45～14:00  討論・講評 

 

 

14:10～16:40 【実行委員会企画：シンポジウム】・・・4階 研修室Ⅰ 

 

子どもの発達支援ニーズをどのように受け止め、支えていくのか 

―支援が届きにくい子ども・保護者と特別ニーズ教育の課題― 

 

司  会  学会副代表理事・東京学芸大学教授 加瀬進氏 

話題提供  大阪市立南港桜小学校校長 市場達朗氏 

岸和田市立山直北小学校教諭 田中元氏 

ピア・サポートセンター代表 森定薫氏 

指定討論  大阪教育大学教育心理科学講座教授 新崎国広氏 
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参加者へのご案内 

 
１．参加費・参加申し込み等 

参加費：会員・非会員ともに 1000円 

事前申し込みを行いません。当日お越しの際に参加費をお支払いください。 

釣銭のないようご準備ください。 

 

２．受付 

受付は、11:30より行います。参加者は必ず手続きを済ませてください。 

 

３．クローク 

クロークはありません。お荷物は各自で管理をお願いいたします。 

 

４．学会関係諸会議 

理事会・機関誌編集委員会 6月 3日（日）10:00〜 詳細は後日学会事務局より連絡 

 

５．昼食 

昼食休憩時間を設定しておりませんので、会場にお越しの前にお食事をお済ませください。

会場付近には飲食店がいくつかございます。また、建物裏手にコンビニがございます。 

会場内は原則として飲食禁止です。 

 

６．駐車場 

駐車スペースはございませんので、公共交通機関をお使いください。 

 

 

若手チャレンジ研究会発表者へのご案内 

＊ 研究発表者は研究会開始 20 分前までに受付をお済ませください。 

＊ 開始前に発表に関する諸注意等のご案内をいたします。 

＊ 研究発表者は研究会開始 15 分前までに PC 等の動作確認を行ってください。 

＊ 発表時間は後日お知らせいたします。 

＊ 会場ではプロジェクタの使用が可能です。パソコンを使用される場合はご持参ください。 

＊ 補足資料の配布が必要な場合は、事前に発表者が必要部数（40 部程度）を用意してください。

当日、会場で印刷を行うことはできません。 

 

シンポジウム関係者へのご案内 

＊ 関係者は 13:30 より打ち合わせを行います。打ち合わせ会場は当日ご案内いたしますので、受

付にてスタッフにお声がけください。 

＊ PC のご用意は各自でお願いしておりますが、ご事情があればご相談下さい。 

＊ ご都合がよろしければシンポジウム前のプログラムにもどうぞご参加ください。 

＊ 会場ではプロジェクタの使用が可能です。パソコンを使用される場合はご持参ください。 

＊ 事前にお送りいただいた講演資料のうち配布可能なものは、実行委員会にて印刷・配布をさせ

ていただきます。当日、実行委員会及び会場で印刷を行うことはできませんのでご了承くださ

い。  
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第 1回若手チャレンジ研究会  

研究発表要旨 

 

研究発表Ⅰ 

 

コーディネーター 田中 謙（山梨県立大学） 

コメンテーター  堤 英俊（都留文科大学） 

 

 

12:15～12:30    

 

国立大学附属小学校に在籍する児童の困難と支援ニーズに関する研究 

―児童本人および教職員への調査から― 

 

井上幸大 

（東京学芸大学教育学部特別支援教育教員養成課程 4年） 

 

【要旨】 

2007 年の特別支援教育の制度化から 11 年が経過したが、国立大学附属学校園の特別支援教

育体制の整備は依然として公立小学校と比べて不十分である（文部科学省：2018）。髙橋・田

部・石川（2011）は、国立大学附属学校園にも特別な配慮を要する幼児児童生徒は在籍してい

るが、教職員による幼児児童生徒の実態への認識・理解が不十分であることを指摘している。

また、相澤・尾崎（2014）は、首都圏の国立大学附属中学校 4校の生徒の“附属らしさ”とし

て、約半数が附属小学校から進学してくることや、常に高いレベルの学業・行動パフォーマン

スを求められ、心身ともに疲れて問題を抱えているように見受けられることを挙げている。 

このように徐々に国立大学附属学校園の幼児児童生徒が抱える問題に注目され始めている

が、しかし、幼児児童生徒本人の視点からの研究は不十分である。それゆえに本研究では、国

立大学附属小学校に在籍する児童の困難と支援ニーズを、児童本人および教職員への調査を通

して明らかにしていく。 
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12:30～12:45    

 

教育実習において学生が有する困難の実態と支援ニーズに関する研究 

―国立大学教育学部特別支援教育教員養成課程の学生への調査から― 

 

直塚 咲 

（東京学芸大学教育学部特別支援教育教員養成課程 4年） 

 

【要旨】 

日本において教員免許状を取得するためには教育実習が必須である。教員養成教育に関する

国際調査を行った OECD(2014)は、調査対象の 36か国中のうち 32か国が、教員になるための条

件として教育実習の参加を義務づけていると報告しているが、教育実習の経験を多くの国が重

要視していることがうかがえる。京極(1999)は、実習生がどのような目的意識をもつかという

ことが教育実習の成果を大きく決定すると述べ、しかし明確な目的をもたないまま実習に参加

してしまう実習生も少なくないと指摘している。教育実習に関する先行研究を見ても、制度や

カリキュラムの視点からみた研究が主流であり、教育実習生本人へ調査を通して教育実習生の

有する困難の実態やどのような支援ニーズを有しているのかを解明した研究はほとんどない

に等しい。 

それゆえに本研究では、特別支援教育教員養成課程において教育実習を経験した学習当事者

である教育実習生の有する困難の実態とどのような支援ニーズ有しているのかを明らかにし、

教育実習における学生支援のあり方を検討していくことを目的とする。 
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12:45～13:05    

 

盲ろう者の生活困難と生涯学習のあり方 

―生活上の困難に関する調査結果からの課題の考察― 

 

眞鍋寿理子 

（立命館大学大学院社会学研究科修士課程） 

   

【要旨】 

 障害の中でも少数派であると言われている視覚と聴覚に障害のある盲ろう者は、生涯学習の

機会があるのだろうか。障害者権利条約第２４条３項において視覚若しくは聴覚又はこれらの

重複障害のある者における生涯学習の権利保障が明記されているが保障が十分ではない状況

である。 

盲ろう者２０名に対して生活困難に関する質問紙による聞き取り調査を実施した。主な困難

は「コミュニケーション」「移動」「情報入手」である。その中で能動的な人と受動的な人がお

り受動的な人は次の行動につながりにくいことがわかった。生涯学習において、盲ろう者自ら

が主体的に行動し選択できるような取り組みが必要である。本報告では、盲ろう者にとっての

学習内容と当事者と支援者との関わり、学習上の課題を検討した。 
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13:05～13:25    

 

てんかんのある子どもの困難・ニーズの実態および 

支援の在り方に関する研究（デザイン） 

 

前田千英 

（東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程） 

 

【要旨】 

 その有病率が 100 人に 1 人といわれるてんかんは、発病率の最初のピークを 10 歳未満で迎

える疾患である。患者の多くは子どものときからてんかんと付き合いながら成長していくが、

てんかんのある子どもはストレスや不安を抱え、受容の困難さや抑うつ、社会不適応などの二

次的な障害に苦しむことが問題視されている。しかし、てんかんは超自然的なものによって起

こるという非科学的な考えが長らく受け入れられ、その結果、患者が病気を人に知られたくな

いという理由で自らの意見やニーズを主張しないことから、患者の実態が十分に把握できてい

ない。 

本研究では、こうした現状をふまえ、自身の回顧記録や患者の手記の整理・検討、子ども時

代から患者である本人を対象としたヒアリングなど患者本人への調査を行い、てんかんのある

子どもが直面する困難とニーズの実態を明らかにし、支援の在り方を検討することを目的とし

た。 
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13:25～13:45   

 

学校教育から社会への移行、障害者雇用の展開 

―よさのうみ福祉会の歩みと到達点― 

 

一井 崇 

（立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程） 

 

【要旨】 

1960 年代～70 年代にかけて、全国各地で障害児の就学機会の保障を求める運動が展開され

た。それは、「教育不可能な子どもはいない」という教育実践に基づくものであり、京都府与

謝地方(現在の京都府与謝野町)においても、1970年、与謝の海養護学校が設立された。さらに

1980年には、就学保障から生活の自立と就労保障に向けて、障害当事者やその家族、教員、そ

して支援者によって、よさのうみ福祉会が設立された。よさのうみ福祉会の取り組みは、今日

では障害者の働く場の確保に留まらず、地域住民や行政との協働関係を構築し、障害者の地域

社会への近接化をもたらす基盤にもなっている。 

本発表では、同地における障害者の就学後の雇用・就労機会の保障とディーセントワーク(働

きがいのある人間らしい仕事)の実現のため、様々な事業に取り組む「よさのうみ福祉会」の

実践を通じて障害者が地域形成の主体となり得る要因を明らかにするものである。 
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研究発表Ⅱ 

 

コーディネーター 村山 拓（東京学芸大学）  

コメンテーター  野口 武悟（専修大学） 

 

 

12:15～12:30    

 

障害を有する教師の実態と支援ニーズに関する研究 

－発達障害・精神障害を有する教師への調査を中心に－ 

 

矢野竜太郎 

（東京学芸大学教育学部特別支援教育教員養成課程 4年） 

 

【要旨】 

2016 年 4 月 1 日に「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」（以下、改

正障害者雇用促進法）が施行され、雇用分野における障害者差別の禁止および障害者が職場で

働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）を定めるとともに、精

神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置が講じられた。各都道府県･政令指定都市

教育委員会が雇用する教職員においても例外ではない。1996年に文部省「教員採用等の改善に

ついて(通知)」が示されて以降、身体障害者を中心に教員採用の改善が徐々に進められており、

改正障害者雇用促進法の施行による一層の推進が期待されている。しかし中村（2015）は、国

から障害のある教職員の役割と採用の推進が明確に示されているにもかかわらず、その採用実

態は極めて低調であることを指摘している。また先行研究をみても、障害を有する教師の実態

と支援ニーズについて解明したものは乏しい。とくに障害者の権利保障という観点から、個々

のニーズと合理的配慮のあり方について検討されたものはほとんど無いに等しい。 

それゆえに本研究ではまず、全国の都道府県･政令指定都市教育委員会への調査を通して、

障害を有する教師の採用選考試験と採用後の支援の実態について明らかにする。次に、発達障

害・精神障害を有する教師への面接法調査を通して、障害を有する教師の具体的なニーズと支

援のあり方について検討することを目的とする。 
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12:30～12:45    

 

児童心理治療施設併設の分校・分教室における 

児童生徒の発達上の困難・ニーズと支援に関する研究 

 

田中裕己 

（大阪体育大学教育学部 4年） 

 

【要旨】 

 近年、被虐待や不適切な環境・対応による養育、発達障害の二次的障害等による発達上の困

難を抱える子どもへの社会的養護は緊要の課題となっている。これに伴い、生きづらさを抱え、

心理治療を必要とする子どもに対し、心理治療と学校教育を軸に発達支援を行う児童心理治療

施設への社会的ニーズが高まり、その施設数は 2000年以降、増加傾向にある。 

厚生労働省は児童心理治療施設における学校教育について、「児童がその適性、能力等に応

じ、主体的に学習に取り組むことができるよう、特別な支援を行う学校教育の場を用意して行

う」とし、「学校・施設間での日々の子どもの変化等に関する情報を確実に伝達するシステム

を確立し、生活支援、学習支援及び進路支援等を相互に協力して実施する」との指針を示して

いる。しかし、在籍する児童生徒が抱える発達上の困難・支援ニーズや教育実態を実証的に明

らかにした研究は乏しいのが現状である。 

ゆえに本研究では、児童心理治療施設 X施設併設分教室の児童生徒本人調査ならびに全国の

児童心理治療施設併設分校・分教室の教員調査を通して、児童心理治療施設併設分校・分教室

に在籍する児童生徒が抱える発達上の困難・支援ニーズと教育的支援のあり方を検討すること

を目的とする。 
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12:45～13:05    

 

学校教育における病気の子どものQOLの保障と合理的配慮のあり方に関する研究 

―病気療養の子ども本人、家族、教師への調査から― 

 

髙松健太 

（東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程 1年） 

 

【要旨】 

日本が 2014 年に批准した「障害者の権利に関する条約」では、障害者の権利の実現に向け

個別に必要とされる変更・調整を提供する合理的配慮が求められた。「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）」（文部科学省:2012）

では、個別の教育的ニーズを有する子どもに対し、負担なく的確に応える指導をするための仕

組みの整備が重要とされている。病気を抱える子どもへの配慮において猪狩（2015）は、個々

の病気に依存するものではなく、病気療養の子どもの特性や教育ニーズに応じた特別な配慮の

具体化が必要であると述べている。また、加戸・眞田（2016）は、長期療養中の子どもへの QOL

の向上を目指したさらなる支援の必要性に言及している。 

それらの動向をふまえて本研究では、病気療養の子ども本人、家族、教師の調査を通して、

病気の子どもの QOLの保障と合理的配慮のあり方について検討していく。 
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13:05～13:25    

 

インクルーシブ教育に関する比較社会学的研究： 

日本とスコットランドの「共に学ぶ」実践に着目して 

 

伊藤 駿 

（大阪大学大学院・日本学術振興会特別研究員） 

 

【要旨】 

 発表は、発表者の博士論文の研究デザインを中心に報告する。発表者は関西地方で古くから

障害をはじめとするニーズを抱えた子どもたちが共に学ぶ教育に取り組む元空小学校での調

査を行なってきた。またスコットランドは、英国から教育に関する自治権を獲得以降、全ての

子どもが通常学級で学ぶメインストリーミングに取り組んできた。その結果、特別支援学校に

在籍する児童生徒の数は緩やかに減少している。この両事例を比較することを通して、「共に

学ぶ」実践の諸相を描き出し、日本におけるインクルーシブ教育施策に対する有用な知見を析

出することをめざしている。 

 調査期間は、2015 年 4 月から現在に至るまで大空小学校でフィールドワークを行っている。

またスコットランドについては、2017年 11月から 2018年 2月末まで断続的に滞在し調査を行

った（今年度も実施予定）。その上で、子どもの経験をフーコーの統治性、特に監視のメカニ

ズムを用いて分析した。本発表では分析結果の一部も含めて報告する。 
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13:25～13:45    

 

地域の中学校から特別支援学校高等部へ進学した子どものリアリティショック 

 

川手さえ子 

（大阪芸術大学学生部キャンパスライフサポート室） 

 

【要旨】 

 本研究は，障害児が学校移行期にリアリティショックを感じているかを確認することを目指

す。 

従来の障害児の学校移行研究は，移行の積極的側面を見逃している点，障害特性に即した支

援方法の開発に焦点化している点に課題がある。この課題に応えるものとして、本研究ではリ

アリティショック概念を導入する。当該概念の有用性は 1）主観的体験を採り入れられる点 2）

学校適応と関連する点の 2点にある。今回は当該概念を体験しやすいと想定される、地域の中

学校から特別支援学校高等部への移行において、リアリティショックおよび肯定的なリアリテ

ィショックの有無を確認する。 

協力者 5名に，学業，教師，友人の 3領域について，中学校での思い，入学前の期待，入学

後の驚きについて尋ねた。主な知見は以下の通りである。a）協力者はリアリティショックと

みなされた経験をしていた。b）それらの一部は肯定的であった。結果は教育支援の観点から

議論された。 
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シンポジウム 

 

子どもの発達支援ニーズをどのように受け止め、支えていくのか 

―支援が届きにくい子ども・保護者と特別ニーズ教育の課題― 

 

企画趣旨 

 現代の急激な社会構造の変化、家庭の経済的格差や養育困難の拡大のなかで、不安・緊張・

恐怖・ストレス等が複雑に絡み合い、自律神経失調症・心身症、抑うつ・自殺、不登校・ひき

こもり・中途退学などの心身の発達困難、いじめ・暴力・被虐待、触法・非行などの多様な不

適応を有する子どもへの支援が喫緊の課題となっています。そして、これらの課題は決して特

殊ではなく、子ども全体の問題としてとらえることや「子どもの育ちと発達の貧困」の解消が

第一義的な課題となっています。 

 子どもたちの置かれている状況は様々ですが、子ども・若者が多層的な発達困難に追い込ま

れていく現状のなかで、とくに障害の診断はないものの支援が必要な子ども、家庭の養育環境

が不安定な子ども、児童養護施設等入所の子ども、非行・触法等の課題がある子ども、外国に

ルーツのある子ども、保護者が疾病・障害等を有している子どもなど、通常学級を中心とした

「支援が届きにくい子どもや保護者」から、その「子どもの発達支援ニーズをどのように受け

止め、支えていくのか」を、学校教育と他領域の協働の視点から議論したく、本シンポジウム

を企画しました。日頃の教育実践や家庭・保護者・地域とのかかわりについて、子どもや保護

者のリアルな声・姿をもとに考えます。 

  

司  会  学会副代表理事・東京学芸大学教授 加瀬進氏 

話題提供  大阪市立南港桜小学校校長 市場達朗氏 
（ドキュメンタリー映画「みんなの学校」の舞台：大阪市立大空小学校前校長） 

岸和田市立山直北小学校教諭 田中元氏 

ピア・サポートセンター代表 森定薫氏 

指定討論  大阪教育大学教育心理科学講座教授 新崎国広氏 

 

 

＊ 本シンポジウムの第 2 弾を 11 月 17・18 日に大阪体育大学（熊取学舎）で開催する第 24 回研

究大会にて行います。詳細は後日、学会ウェブサイトに掲載します。 
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日本特別ニーズ教育学会 2018年度中間集会 実行委員会 

日本特別ニーズ教育学会第 2４回研究大会（大阪大会）実行委員会 

 

  

     実行委員長 後上 鐵夫 （大阪体育大学 教育学部） 

    副実行委員長 松崎 保弘 （大阪体育大学 教育学部） 

      実行委員 曽根 裕二 （大阪体育大学 教育学部） 

      実行委員 田部 絢子 （立命館大学  産業社会学部） 

 

     

 

 

 

中間集会に関するお問い合わせ先 

◎実行委員会事務局 

 立命館大学 産業社会学部 田部絢子研究室 

〒603-8577 京都府京都市北区等持院北町 56-1 

TEL：075-466-3230（研究室直通） 

メール taikai@sne-japan.net 

            ＊ご連絡はできる限りメールでお願いいたします。 

 

 

 

表紙絵「かずとむぎ」：おかざきかずひろ（5歳） 
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