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　通常学級の担任が，特別な教育的支援が必要な子どもの支援で，指導内容や指導方法の工夫を計
画的・組織的に行うためには，「同僚の教員と協働する」ことを実現すべきであるという考えに基
づき，支援の現状をとらえるためアンケート調査やインタビュー調査の結果をもとに，分析を行っ
た。その結果，「異なる視点で観察する」「自身の対応をふり返る」「新たな支援策を試みる」こと
が有効であることがわかった。担任と同僚の教員が協働するためには，互いの持つ能力やよさを活
かし合う共通の指標が必要である。共有できる指標としてインタビュー調査の中で述べられた内容
を検討して，「事実の記録」とした。担任と同僚の教員が指標を活かせるように簡便なシートの作
成を試みた。このシートを「子ども支援のための協働シート」「現状把握表」「協働記録表」と名付
けて提案した。第二報ではシートの活用を図り重要性を明らかにしたい。
【キーワード】学級担任支援　　同僚性　　協働シート　　特別支援教育

学級担任が同僚の教員と協働する特別支援教育の
仕組みづくり　第一報
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Ⅰ　はじめに
　2006年学校教育法の一部が改正された。これは，す
べての小・中学校において特別支援教育を推進するた
めの規定を法律上に位置づけたものであり，2007年よ
り施行された。1

　国内外のインクルージョンの教育原則及びインク
ルーシブな学校における特別ニーズ教育の進展の中
で，日本における近年の特別支援教育に対する動きも
着実にその歩みを進めている。2003年３月に「特別支
援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」が「今
後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」で
特殊教育から特別支援教育への転換を提言してからす
でに11年が経過した。年々法整備等がなされる中で，
通常の学級においても，特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒への対応が求められている。2

　文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する発達
障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児
童生徒に関する全国実態調査」によれば，「知的発達
に遅れはないものの学習面や行動面で著しい困難を示
す児童生徒の割合」は，2002年では6.3%，2012年で
は約6.5%という数字が報告された。3 この結果から，
40人学級では２，３人の子どもが，特別な支援に対す
る教育的ニーズを有していることを意味しており，発
達障害に対する対応を充実させる必要があると考える。
通常学級担任は，上記調査から特別な教育的支援を必
要とする子どもが「どの学級にも在籍している」とい
うことを前提に，指導内容や指導方法の工夫を計画的・
組織的に行うことが求められている。
　特別な教育的支援を必要とする子ども（以下，支援
が必要な子ども）に，通常学級担任（以下，担任）が

工夫し，計画的・組織的にどのような支援ができるの
だろうか。
　一人担任制の小学校においては，大きな課題の一つ
といえる。現在，小学校の通常学級で，支援が必要な
子どもの指導は「障害からくる特性により生じる学力
や人間関係の問題」の対応といった点では，十分とは
いえない状況があると考える。そこで，支援が必要な
子どもの問題は，「担任が同僚の教員(以下，同僚）と
協働する」ことで工夫や計画的・組織的支援が実現で
きると考える。支援が必要な子どもの問題に対する，
担任の支援の現状をとらえ，課題を明確にし，望まし
い協働のあり方を探っていきたい。
　本研究は，支援が必要な子どもに対し，担任の立場
でできる「同僚と協働する」ための有効な手立てを明
らかにし，今後の課題と方向性を検討することを目的
とする。
　「同僚と協働する」の考え方は，一人担任制の多く
の教員にとってまだ新しい考え方である。その中にお
いて有効に機能させるためにはどのような手立てをと
ればよいか。特別支援教育が学級内で効果的に行われ
ている状態を「同僚と協働できている」ととらえ，ど
うすれば実際に機能していくかを考える。
　ここでいう，「同僚と協働する」とは，支援の目標
が効果的に達成されるように，担任と同僚のそれぞれ
が能力や知識を生かすこと。また，互いに不足する支
援方法を補充し，相乗効果を引き出すことであると考
える。

Ⅱ　方法
　前述した目的にそって，支援が必要な子どもの問題

＊　福島大学人間発達文化学類



2015－ 776 福島大学総合教育研究センター紀要第19号

に対する担任の支援の現状について，実態把握のため
のアンケート調査，インタビュー調査を行う。さらに，
両調査結果を分析し，支援の現状を明らかにする。ま
た，担任が支援の問題を軽減する手立てには，どのよ
うな方法が求められるかについて，学校長にアンケー
ト調査を行う。これらの結果をもとに，分析を行い，
担任と同僚が目標を共有し，ともに力を合わせて活動
する協働の観点から考察を試みる。

Ⅲ　調査の内容
１　調査１
⑴　調査時期　2014年７月22日
⑵　調査対象
　　Ａ市立小学校担任25名に調査を依頼した。
⑶　調査内容
　Ａ市小学校担任に，支援が必要な子どもに，どの
ような指導の問題を持っているかの現状について，
自由記述形式による調査を行った。

２　調査２
⑴　調査時期　2014年11月７日・2014年11月28日
⑵　調査対象
　Ａ市小学校担任で，支援が必要な子どもの指導経
験がある２名の担任に調査を依頼した。
⑶　調査内容
　これまでの経験から，必要と思われる支援体制や
知識，情報及び今後の支援が必要な子どもの指導に
望むことについて，インタビュー形式で聞き取り調
査を行った。

３　調査３
⑴　調査時期　2014年12月１日～12月20日
⑵　調査対象
　　Ａ市小学校長５名に調査を依頼した。
⑶　調査内容
　担任が支援の問題を軽減する手立てには，どのよ
うな方法を求めているかについて，学校長に自由記
述形式による調査を行った。

Ⅳ　結果及び考察
１　調査１
⑴　回収率と有効回答数
　　調査を依頼した25名全員からの回答を得た。
⑵　回答者の属性
　　回答者の属性を表１，表２に示す。

⑶　結果
　自由記述形式調査結果より，支援が必要な子ども
に，どのような指導の問題を持っているかの現状に
ついては，表３に調査の内容を記すことにより示し
た。

　⑷　考察
　調査結果から，担任が，支援が必要な子どもの指
導で問題と感じていることは，個人差はあるが，①
学習に遅れがある②支援が必要な子どもにのみ手が
とられ，周りの子どもへの指導ができない③注意し
ても聞かない，指示が通らないなどの「支援が必要
な子どもの問題」と「学級集団の問題」としてつか
むことができた。
　一方で，これらの項目は，障害の特徴や傾向が明
確でないため，担任が指導の方法が分からず，指導
の際に困惑したり，支援が必要な子どもの問題行動
に，冷静に対処できていないことが考えられる。担
任が適切な対応がわからないままの指導は，担任自
身の不安や必要以上の負担となっている実態が伺え
る。これまでと異なる視点で観察しつつ，適切な見
立てを同僚と検討することで，指導方法や方針が定
まり，担任の負担が軽減すると考える。

２　調査２
　個人情報保護を含め倫理的配慮を最大限に行った。
　⑴　回答者の属性
　　　女性２名で教職経験年数が20年以上
　⑵　結果
①　質問：支援が必要な子どもの指導で問題を抱えた

表１　回答者（学級担任）の性別

 

表２　回答者（学級担任）の教職経験年数

 

表３　担任が支援の必要な子どもの指導で
　　困難さを感じていること
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　時の状況とそのときの気持ちを教えてください。
―担任Ｂの回答―
・　担任して直ぐの時期に，並ぶといっても並べない，
移動すればあちらこちらに行ってしまうし，ダン
スをするっていっても，誰が誰と組むのかとか全
然分からないし，何でだろうと思う中で，「私がビ
シッとやらないのでダラダラしているのかなあ」
ということで非常に悩んだことがありました。

・　支援が必要な子どもが座ってられなかったり，授
業中に飛び出したり，奇声を発したりなどした時，
また，毎日喧嘩が絶えなくてちょっかいかけたり，
人の物を隠したり，トイレットペーパーをトイレ
にいれたり，人をつねったりとか色々あった時は，
冷静でいられなかった。

―担任Ｃの回答―
・　６月頃は授業をきちんと受けられない支援が必
要な子どもが４，５人いて，一人一人に対応しなく
ちゃいけないと思って個別に対応していたら，私
自身が気持ちがあっちこちに逸れて，「何とかした
い」と思っていても集中できなかったことで困っ
ていました。

・　席につけない状態で集まってフラフラしたり声を
出したり，勝手なことをはじめてしまって周りの
子が授業をきちんと受けられない状況があったり，
声だしが大きいので，私も正直，ドキドキすると
いうか，支援が必要な子どもの声が大きいだけで
落ち着いていられなかった。

②　質問：担任として問題を抱えた時に受けたい支援
体制や知識，情報にはどんなことがありましたか。

―担任Ｂの回答―
・　大変な状況を分かってもらいたい。「支援員」に
常駐してもらい，良いことも悪いことも見た上で，
一緒に指導してもらいたい。情報や経験を聞きた
い。長年一人でやってきた担任にとっては，他の
先生が支援に入ってくれることは，ものすごいプ
レッシャーになる。また，こんな授業と思われる
かもしれない。でも，一緒に見てもらって，「これ
じゃ大変ですよね。」と分かってもらえるだけで，
いいと思う。

―担任Ｃの回答―
・　頑張れって言ってくれる人，愚痴を聞いてくれる
人，頑張ってるよねって言ってくれる人がいれば
ありがたい。始めは，人に言えなかった。今更とか，
この年でとかというのがありました。若かったら，
できないとか，無理ですって言えたと思うのです
が，この年になって無理ですとか，出来ないとか
言うのが恥ずかしいとか，私は出来ない人間なの
かなとか思ったりしました。また，実際に，何を
手伝おうかという具体的なことが決まっていると

頼みやすいと思いました。生徒指導委員会全体会
などでは，話題を出していましたけど，実際何を
手伝おうかということに繋がらなかった。

③　質問：今後，支援が必要な子どもの指導にどんな
ことを望みますか。

―担任Ｂの回答―
・　基本は暖かい学級づくりが出来ることだと思う。
また，支援が必要な子どもたちのとり組みが自発
的なものになるように担任教師が仕組み，できた
ことを褒めることが必要と思う。作為的に子ども
たちが企画してやったかのようにして見せて，次
は何をやれば良いのかをかまをかけたり，やはり
良い所は褒めるでやったり，みんなでワーッとい
うところをつくるということで雰囲気づくりがで
きるようにすると良いと思う。

・　次は，勉強をして，知識を得ることが必要と思う。
例えば，ADHDとかという子は，こういう特徴が
あると研修などで分かっていれば，そこで，指導
に結びつけられると思う。

―担任Ｃの回答―
・　支援が必要な子どもたちの自尊感情を認め，高め
ることができること。高学年になって気持ちが大
人になった部分を私がもう少し，認めてあげれば
良かった。

・　学習面で支援が必要な子ども一人一人に合った，
授業展開と教材づくり（ワークシート）の準備が
必要かと思います。声をかけてあげて，全体に目
を配るとかそういう姿勢がつくれればと思いまし
た。

　⑶　考察
①　支援が必要な子どもの指導で問題を抱えた時の状
況とそのときの気持ちについて

　気持ちの評価は，２人の個人差は大きいものの，問
題行動が多く目立つ時に，指導の困難さを強く感じて，
嫌悪感をはじめ不安感が強い傾向にある。また，問題
行動が軽減しないままに時間が経過すると，支援が必
要な子どもや周囲の問題が新たに増え，嫌悪感や不安
感も増えてしまう様子があることがわかった。担任が，
支援が必要な子ども一人一人に寄り添いながら関わっ
ている中でも，問題や特性は常に変化し，その都度，
新たな困難さが生まれていると考えられる。
　支援が必要な子どもの問題行動に対処するには，問
題行動が多く目立ち始める前に，情報を得て共有する
ことが効果的であると考える。しかし，時間の経過と
ともに実態と差が出てしまうこともあり，対応はその
都度，同僚と現状を把握して，的確な情報をすぐに得
られる体制や環境づくりが必要である。
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②　担任として問題を抱えた時に受けたい支援体制や
知識，情報にはどんなことがあるかについて

　担任は問題を抱えたとき，困難さを分かち合い，悩
みを相談できる人を求めていることが分かった。また，
その悩みは，支援が必要な子どもを理解できないこと
や適切な対応ができないことから生じていることが分
かった。個人差のある不安や悩みに対しては，一概に
適切な対処やサポートができるわけではない。しかし，
担任と子どものかかわりの中での問題は，支援が必要
な子どもの問題が軽減できれば，かかわる担任の悩み
も軽減すると考えられる。そのことから，支援が必要
な子どもとの関係にも変化が生まれる。
　一方，担任が問題状況の把握に混乱している時に，
同僚が授業場面における自然観察を通して，問題を客
観的に分析する。問題を改善するための，担任自身の
指導の現状を検討することは，指導の困難さからくる
気持ちの負担を，軽減できると考える。
　　
③　今後，支援が必要な子どもの指導にどんなことを
望むかについて

　担任が今後の指導に望むことは，授業の成立と，自
身が研修を通して，支援が必要な子どもについての知
識を得ることであることが分かった。担任一人では，
学級全体への指導と支援が必要な子どもの個別指導の
両方に，十分な指導や支援ができないとの言葉が聞か
れた。授業が成立するためには，担任以外の支援が必
要な子どもに個別指導サポートがつくことも困難さを
軽減できる方法の一つと考えられる。
　学校現場では個別のサポートを増やすことを望む声
が聞かれる。しかし，サポートする側に，支援が必要
な子どもの特性を理解していなかったり，知識が浅
かったり，信頼関係が築けなければ，問題行動を悪化
させる可能性もある。責任を持って，授業を成立させ
ることが必要である。担任が授業の成立に困難がある
時は，同僚との交換授業などを通して，これまでとは
異なる視点で授業を成立させることが必要と考える。

３　調査３
　個人情報保護を含め倫理的配慮を最大限に行った。
　⑴　回答者の属性を表７，表８に示す。

　⑵　結果
　調査結果は次の表９の通り，自由記述調査の内容
を記すことにより示した。

　⑶　考察
　学校長は，担任が支援の問題を軽減する手立てと
して，「子どもとのコミュニケーションを上手くと
る」「多様な価値観，多様な方法を柔軟に取り入れ
られる」「子どもから信頼をかちとれるようにでき
る」「学級のルールづくりがきちんとできる」「教師
としての自分を客観視できる」など，学習や生徒指
導の幅を広げること，支援が必要な子どもへあたた
かいまなざしを持って，関わることを求めているこ
とが分かった。これらの項目は，教師の子ども支援
には欠かせない能力や態度として必要であり，特別
支援教育の取り組みにはさらに重要である。担任が，

表７　回答者（校長）の性別

 
表８　回答者（校長）の校長経験年数

表９　学校長として，担任が支援の問題を軽減する
　　手立てには，どのような方法を求めているかに
　　ついて
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支援が必要な子どもの指導を計画的・組織的に進め
るには，同僚と指導目標や指導内容及び授業の展開
をできる限り共有する必要がある。教員として上述
項目の能力の保持や向上が支援の困難さを軽減でき
る方法の一つであると考える。同僚との情報共有の
場も積極的に確保していくことが必要であり，その
ためには，担任が，自分の関わりをふり返ることや
新たな対応の試みを学校全体に提供していくことも
重要であると考える。

Ⅳ　まとめ
　通常学級の担任が，特別な教育的支援が必要な子ど
もの支援で，指導内容や指導方法の工夫を計画的・組
織的に行うためには，「同僚の教員と協働する」こと
を実現すべきであるという考えに基づき，支援の現状
をとらえるためアンケート調査やインタビュー調査の
結果をもとに，分析を行った。その結果を考察し，以
下の知見を得た。

・　支援が必要な子どもの問題行動への対応は，指
導方法や方針を決める際に，同僚と一緒に，これま
でと異なる視点で観察し，適切な見立てを検討する
ことが必要と考える。

・　問題行動が多く目立ち始める前に，情報を得て
共有することが効果的かと考える。しかし，時間の
経過とともに実態と差が出てしまうこともあり，対
応はその都度，同僚と現状を把握して，的確な情報
をすぐに得られる体制や環境づくりをすることが求
められる。

・　担任が問題状況の把握に混乱している時は，担
任が同僚に依頼し，担任自身の指導の現状把握をふ
り返るための環境づくり，信頼関係づくりが重要で
ある。

・　担任が学習の成立に困難がある時は，同僚との
交換授業などを通して，これまでとは異なる視点で
授業を成立させることが必要である。また，新たな
知識の習得内容は実践と結びつくものを求めている。

・　担任が，支援が必要な子どもの指導を計画的・
組織的に進めるには，指導目標や指導内容，授業の
展開をできる限り共有する必要がある。同僚との情
報共有の場の確保や新たな対応の試みを学校全体に
提供していく必要が考えられる。

　以上のまとめから，担任が同僚と協働するには，「異
なる視点で観察する」「自身の対応をふり返る」「新た
な支援策を試みる」ことが有効であることがわかった。
これを機能させるためには，担任と同僚が，それぞれ
の能力や知識を活かすことやお互いに不足する支援方
法を補充し，相乗効果を引き出すための指標が必要で
ある。インタビュー調査の中で述べられた内容から「事

実を記録する」ことが共有の指標として重要であると
考える。担任と同僚が支援の事実を記録しながら協働
するための簡便なシートを作成することにした。作成
したシートを「子ども支援のための協働シート」「現
状把握表」「協働記録表」と名付けた。以下にその概
要を整理して示す。

～「子ども支援のための協働シート」～
　担任と同僚がそれぞれに事実を確認する，記録をす
るために，全体の流れが理解できるものとした。項目
順に「異なる視点で観察する」ための特性に関する簡
単な説明，「自身の対応をふり返る」現状把握シート
の内容の説明，「新たな支援策を試みる」協働記録シー
トの記載の方法や手順についての説明を１枚のシート
とした。このシートを「子どもの支援のための協働シー
ト」（図１)と名付けた。

～「異なる視点で観察する」～
　インタビュー対象の学級担任の言葉には，その子ど
もの特性に「何でだろう，何でだろう，と思う中で，
私がビシッとやらないのでダラダラしているのかな
あ」と述べていることから，特性に関する簡単な知識
を提供して，異なる視点で観察ができるものとした。
内容を検討し，政府オンライン情報（発達障害ってな
んだろう？｜配慮する～一人一人を理解しよう：政府
広報オンライン）から一部を抜粋してシートに掲載し
た。（図１の記載内容）

～「自身の対応をふり返る」～
　インタビュー対象の学級担任の言葉には，「子ども
の声が大きいだけで落ち着いていられなかった」との
感情の吐露があった。学級担任が冷静に現状を把握す
るためには，自身の対応時の行動をふり返ることが重
要であると考え，行動に視点をあてた項目を考えた。
担任の言葉にあった「認めてあげたい行動」「対応に
困っている行動」とした。さらに，協働する内容とし
て「担任がその子どもとの関わりで頑張っている行動」
の項目を加えた。
　この表を「現状把握表」（図２）と名付けた。

～「新たな支援策を試みる」～
　学級担任が同僚と協働するためには，協働で支援し
た事例を検討する機会をもち，そこでの話し合いから
具体的な支援方法や校内の支援体制をつくることが必
要と考える。実践を試みながらそれを記録し，報告す
ることで校内体制づくりにつなげる情報共有のための
資料とした。この表を「協働記録表」（図３）と名付
けた。
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図１　子ども支援のための協働シート

＜指導や支援が効果的であるために＞
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図２

図３
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Ⅴ　おわりに
　協働を有効に機能させるためには，担任と同僚とが
互いの異なる意見も尊重できることが必要である。各
校の規模や実情，特別支援教育の成熟度によって，す
べてが同様のやり方で協働できるとはかぎらない。
　今後の課題として，協働を推進するためには，学級
運営にかかわるさまざまなことを，担任と同僚が役割
分担を明確にすることが必要である。そのための，同
僚の教員の時間の確保が必要である。校内の体制とし
て，特別支援学校の一学級二担任制が通常の学級で可
能となる環境づくりが急務である。どの学級にも在籍
していることを前提に，特別ではなく，今できる最大
限の協働の一歩を踏み出すことが大切である。提案し
た「子ども支援のための協働シート」「現状把握表」「協
働記録表」を実践の場で活かし，今後の課題と方向性
をさらに検討していくことが今後の大きな課題である。

注
①　本研究では，医師や専門機関による診断の有無にかか
わらず，管理職を含む教職員間で通常学級に在籍し，発
達に課題があり，特別な教育的支援が，必要であると共
通認識されている児童のことを「支援が必要な子ども」
ととらえている。
②　子ども支援のための協働シートにおいて使用した，子
どもの特性に関する掲載内容は政府オンラインの内容を
一部抜粋して用いている。
③　本研究の結果は，あくまでも被支援者の当事者である
経験年数の多い学級担任と一部の教員・学校長の評価で
あることに留意する必要がある。
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