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 開 会 の 挨 拶  

～ 浅原 利正 代表 ～ 

本日は、第７回のシンポジウムを計画いたしました。多くの方にご参加いただけますことを心から感謝

申し上げます。皆さんご存知のように、今、社会は新型コロナウィルス感染症で、私たちの生活は大きく制

限を受けています。そういう中にあっても、発達障害支援という活動はとても重要な意味を持つと考えて

いますので、あえてウェブ会議で計画することに致しました。本日は、私たち、これまで随分苦労していま

す。大事な点はですね、やはり支援の繋がりだというふうに言われていまして、本日は「発達障害児の学び

の場を考える ～高校以降における支援内容や連携～」ということをテーマにして、基調講演、そしてシ

ンポジストの方のお話を伺うことにしています。行政とのつながりも大変大切ですけども、多くの方に私

たちの支援活動というもの、大切なことを理解していただくという意味で、とても重要なシンポジウムだ

と認識しております。本日講演していただきます笹森先生、それから保護者の方、尾形先生、山本先生、ご

多忙の中を貴重な時間を割いて準備頂きましてありがとうございます。限られた時間ですけど、本日のこ

のシンポジウムが皆さんにとって有意義な時間となりますことを心から願っています。どうかよろしくお

願い致します。 

 

〔司会〕それでは、これより基調講演に入ります。 講師は、独立行政法人国立特別支援教育総合研

究所 発達障害教育推進センター上席統括研究員兼センター長であられます笹森洋樹先生です。笹

森先生には「発達障害児の学びの場を考える ～高校以降における支援内容や連携～」と題して、

思春期青年期の課題や支援についてお話しいただきます。それでは笹森先生、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 基 調 講 演   

～ 笹森 洋樹 先生 ～ 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所  

発達障害教育推進センター上席統括研究員兼センター長 

ご紹介いただきました国立特別支援教育総合研

究所に勤めております笹森と言います。今日は前半、

基調講演、それから後半のシンポジウムの進行をさ

せて頂きたいと思っています。それでは、みなさま

のお手元に資料の方をご用意いただけるとありが

たいと思います。スライドの方でも共有したいと思

います。 

今日は、「発達障害児の学びの場を考える～高校

以降における支援内容や連携～」というテーマで、

前半の基調講演はお話をさせていただきます。皆様

もオンラインでいろいろな取り組みにご参加頂い

たり、あるいはこうやってオンラインを使ってお話

をされたりする機会のある方もたくさんおられる

かもしれません。なかなか慣れないですよね。私も

研究所の方で様々な研修があったりですね、大学の

方でも講義をさせて頂いたりしているわけですけ

れども。昨年度からオンライン、オンデマンドとい

う形で、こうやって画面を通しての研修会、講義等

が多くなりました。受講される方たちは画面上の資

料を見ながらお話を聞いて頂くことになりますし、 

話をする私の方も自分で作ったスライドですね、見

ながらお話をするので、なかなか皆さんのお顔を見

てお話ができないところが実は喋る方もとても辛

い所がありまして、対面でみなさんのお顔を見なが

らお話をすると、少し自分の話が伝わっているのか

なっていうふうなところでホッとできるところも

あったり、「ああ、ここは話が上手く伝わってないな」

って皆さんの表情を見ながら、お話を追加したりと

いうことができるのですけれども。今日は、残念な

がらオンラインですみません。一方的にお話をさせ

て頂きますので、スライドを見ながらゆっくりと話

を進めて行ければと思っています。 

はい、それでは長々と前置きをしましたが、最初

のスライドですね。今日は 3 本の話をしたいと思っ

ています。「思春期・青年期の課題」そして「発達障

害と思春期・青年期」。最後にですね。平成 30 年度

から高等学校にも「通級による指導」というものが

スタートしました。発達障害だけではもちろんない
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ですけれども、高等学校に在学する様々な教育的ニ

ーズのある子供たちのための教育制度をはじめて、

高等学校の中に特別支援の制度がスタートしたと

言ってもいいでしょうか。簡単にそういう話もして

行きたいと思っています。    

それでは「青年期・思春期の課題」からですね。

思春期・青年期はもう様々に発達心理学などでも取

り上げられたりしていますし、もっと社会学でも学

校教育の中でも、なかなか難しい時期ということが

よく取り上げられます。もともと「大人の共存」「親

子関係から仲間関係」「依存から自立へ」また「大人

の他律から自分で自律するセルフ・コントロールの

ような自立へ」そして孤独感がともすると相手の思

いやり不足辺りのところと関連したりとか、そのこ

とに関連して他者への過敏さというものが、より如

実になっていったりとか、「トライアル・アンド・エ

ラー」ですね。いろいろ失敗を重ねながらいろんな

ことを身に付けていく時期ではあるのですけれど

も、そもそもの障害のみならず、困難さ苦手さがあ

る子供たちも、そこで自己受容をしている大きな柱

立てにはなっているわけですね。よく「モラトリア

ム期の長期化」っていうのも、もうここ近年当たり

前になっています。アイデンティティーを確立する

までの数年間は大人になるための猶予であるとか、

社会に対する責任感の希薄さ、可能性の留保、立場

の正当化、仮の自分と本当の自分ですかね。そんな

ことが研究者の中で言われていたことです。「ライ

フコースの対応化」「個人化」「自由化」、要するに

様々な、今は生き方があると言うことですね。そし

て、少子高齢化社会による子育ての長期化、人生 100

年時代っていうふうにも言われたりしていますの

で、学校にいる間よりも、学校を卒業して社会に出

ている時期の方が今長い時間になっていますので、

その辺りの影響もあるのだと思います。それから経

済状況ですね。今、コロナのこともあって、管総理

はどうも次の首相に出ないという話を明言したそ

うですけれども、政治も混沌とすると経済も不安定

な状況になってきますので、生活基盤が弛んできた

り、まあ取り沙汰されたりします。かなりのパーセ

ントで、子どもの貧困の問題もここで話題になった

りしていますよね。それから子供の大人化と見えな

い大人社会、今回の例えば ICT 化でもそうですけれ

ども、いろんな支援機器については、子供が小さい

時から、例えばゲーム等でそういったパソコンなん

かも使えるようになっています。大人はともすると

私なんかの年代だと、打ち込むより書く方がまだ速

い、そんな年代の人たちがまだまだおられたりしま

すので、そのあたりの日常生活上のそういう機器類

の入り込みについてもよく使える子供となかなか

使えない大人がいて、一方、人生経験では公的に大

人の方が子供に対していろいろ話をすることがた

くさんあるわけですけれども、この辺りのところも

思春期・青年期はすごく様々な葛藤がある時期なの

だろうなというふうに思います。 

小学校と中学校の違いですね。今改めて言うこと

でもないですけども、小学校と中学校はですね、皆

さんも通過して来られているわけですが、教科担任

であるとか多様な教育形態になっていたりとか、定

期試験辺りのところも、例えば小学校のテストは、

先生がお作りになる物も市販の物も、問題用紙と解

答用紙は大体一緒で、問題の後の余白に答えを書い

ていくスタイルですけれども、中学校以降の、試験

というのは問題用紙と解答用紙に分かれていたり

ですね。中学校以降いわゆる定期試験って中間試験

と期末試験の時期が決まった時にテストをたくさ

んやらなきゃいけないという、そういう学校のリズ

ムにもなってきますので、そのあたりで戸惑う発達

障害の方もたくさんおられますね。また提出物が重

視されます。校則を遵守、それからルール違反。特

に中学校の時期はですね。校則というのもありなが

ら、その校則からちょっと外れることが、その時代

のステータスだったりするわけですね。でも、あの

律儀にですね。例えば発達障害、自閉症スペクトラ

ムの方が校則にあることに対してしっかりと守る

ということをお考えになっていると、また周りの子

供たちとのちょっとしたすれ違いが生まれたりと

か、そんなリスクもありますね。本人に任される諸

連絡、子供同士の問題、まあ学校側としては大人扱

いはしませんけど、もう子供ではないと。 

中学校と高等学校の違いですね。ここはまた、高

等学校は義務教育ではないですから、学校や家庭が

多様化をして入試制度があって、卒業という資格を

取っていくのでは大きく違いがあります。教科担任

の先生から授業を教わるということでは、共通性は

多少あるわけですけれども、中学校は先に高等学校

がある。今、中学から高校への進学率 98%以上です

から、ほとんどの中学生が高等学校に進学している

時代です。その先が高等学校の場合には、例えば高

等教育機関に進学する、あるいは就職をする、いわ

ゆる社会とつながっていくというため、最後の集団

指導を受ける場であるということなのかなという

ふうに思います。高校生ですから、高校に入って高

校生であるべき姿から始まっていくといってもい

いのかもしれません。ごめんなさい。これは、皆さ

んの資料には出していないものになりますけれど

も、中学校と高等学校の授業の違いですね。例えば、

生徒の発言や発表の時間、これは圧倒的に中学校の

方が高校よりも多いです。もう 1 つ、生徒が考えた

り話し合ったりする時間も中学校の方が高等学校

よりも多いです。と言うことはどういうことかとい

うと、高等学校になると教師からの解説をする時間

が中学校よりも圧倒的に長くなっているというの
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が、1 つあります。 

次のグラフです。これも手元にないのが 2，3 枚、

すみません。データを見ていただきたいと思って用

意したものになります。これは、文部科学省が、毎

年こういう調査をとっています。「児童生徒の問題

行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」、

令和元年度のもので恐縮ですけれども、実は、「暴力

行為」というのはですね、文部科学省で調査してい

るものは「対教師暴力」と「友達同士のトラブル」

とそれから「学校外の人への暴力」とあとは「器物

損壊」ですね。いわゆる公共のものを壊す、そうい

ったものが学校からデータとして挙げられている

ものです。ゆっくり見て頂ける時間は余りないので

すが、1 番申し上げたいことは、1 番上に小学校、

水色ですが、小学校で、ものすごくその数が増えて

きているということです。一方で中学校はやや減少

してきています。高等学校が一定数横並びという感

じになります。いろんな解釈ができるのだと思いま

すけれども、1 つのデータでたくさんのことは解釈

してはいけないのかもしれませんけれども、小学校

がこれだけ増えているということはですね。自分で

自分の感情をうまくコントロールすることが難し

い子供さんが増えているということは読み取れる

かなと思います。 

次は、不登校の児童生徒の割合の推移です。不登

校はですね。全体的にやはりまだ増加傾向にあると

いうことです。中学校も小学校も増加傾向にありま

す。高等学校はですね、不登校の生徒さんを受け入

れている学校が随分増えてきているという事実が

あります。ですが、中学校までにしっかりと授業を

受けられていなくて、不登校の状態にあった生徒さ

んが高校に入学してきますので、なかなか高校の授

業についていけなくて中途退学をしてしまうとか

っていう子供さんがおられます。中途退学は、不登

校の傾向にあった生徒さんの 4 人から 5 人に 1 人

は、いわゆる入った学校から違う学校に移っている

という、そんな数字もみられています。「不登校に関

する実態調査」というのは文部科学省で行った時の

データになります。「不登校であった中 3 のときを

振り返って 20 歳の現在どう思いますか」という、

これは振り返りのインタビュー調査ですけれども、

いわゆる「中 3 のとき不登校であった時についてど

のように今思っていますか」「行かないことに意味

があった」「行っていたらもっと大変だった」いわゆ

る「不登校であったことに肯定であった」という方

が約 1/3 ですね。それから「後悔している」「行け

ばよかった」という方が約 4 割です。それ以外の方

は「両方ある」「仕方が無い」「考えないようにして

いる」そう回答をされています。1/3 の方がやはり

「中学校の3年の当時の学校生活がとてもしんどか

った」とお答えになっているということになるのか

もしれません  

これは皆さんのスライドの方にも残しています

けれども、定時制・通信制高校の校長会の調査にな

ります。定時制・通信制高校は、様々な生徒さんの

対応をしてくださっているということがわかりま

す。上から見ると小中学校及び前籍校における不登

校ですね。定時制で 39.1%、通信制ではこのように

高い数字が出ています。外国との繋がりのある生徒、

これらも何パーセントか在学が認められます。「ひ

とり親家庭」それから「非行経験」「特別な支援を必

要とする生徒」最後に「心療内科等に通院歴のある

生徒」になっています。いずれにしても定時制・通

信制高校の先生方が様々な子供たちに日々対応し

てくださっていることがよくわかります。後で話を

する話ですが、高校通級をどこの高校に、教育委員

会としては置いてスタートするかということにつ

いては、定時制とか通信制の高校に通級を置いてス

タートしているという自治体もあったりします。 

次のデータはですね。PTA 連合会の調査ですね。

ここで見ていただきたいのは 困っている時に高校

生ですね。「話さない」という生徒さんが男の子で

30%、女の子で 21%。でなぜ話さないのか、困って

いる時に友達に話さない理由を聞いたところ、「相

談したくない」「相談できない」という回答が多くあ

ります。相談したくない理由ですが、「自分のことな

ので友達に話すべきではない」と回答した方が結構

おられます。高校生の時期ですから、この時期こそ

ピアの関係で友達に話を聞いてもらったり、友達に

相談することでアドバイスをもらったりというこ

とが結構大事な時期なのだろうなと思いますけれ

ども、そういう「プライベートなことは人に話さな

い方がいいと思ってしまっている高校生がかなり

の割合でおられた」ということです。もちろんコミ

ュニケーションがうまくとれなくて、相談というも

のがうまくできない子供さんも一定数いるという

ことですね。思春期・青年期に生じやすい、これは

一般的な課題なのかもしれません。「対人関係の躓

き」「衝動性、感情抑制のコントロールの課題」「違

和感・疎外感への対処」「自己評価・自己効力感の低

さ」「異性への関心にかかわる問題」、それから「精

神科・精神疾患に関する問題」があります。よく発

達障害の方で適応困難な状態になっている場合、今

回で言うと、例えば通級による指導の対象になって

いる高校生では、この辺りの課題が顕著にみられる

というケースがどうも多いようです。 

もう1つ、高等学校が、先ほど申しましたように、

社会との繋がりの部分では「大学進学の問題」も大

きくあるわけですね。まず選抜制の強い大学に進学

する生徒の場合はですね。やはり受験対策で少し学

ぶことに偏りが見られるとか、優れた才能を伸ばす

教育を受ける機会ですから、オールマイティにいろ
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んな本人に合った力をつけるような教育というよ

りは、これもやはり偏り、機会の不足ということな

のかもしれません。選抜制の強くない大学、専門学

校へ進学する生徒の場合には、大学の選抜機能の低

下に伴う、例えば専門的な勉強ばかりしなくても大

学進学というのが保障されてきている時代ですの

で、それ自体は悪いことではありませんけれども、

学ぶ目的、進学の目的、将来の職業生活を念頭に置

いたというところの意識が薄いままの進学である

こと、さらに就職する生徒の場合には、いろんな産

業構造が変わっているにもかかわらず、意外と学校

教育の中で教わることというのはステレオタイプ

のままで、大きく社会の変化に伴って対応していな

い部分があったりということで、職業に関する技術

技能なども、教科科目との関連性とかが曖昧になっ

ているということが言われています。この辺りが中

教審の高等学校教育部会では話題になっていたこ

とになります。 

まず、それでは、「発達障害と思春期・青年期」と

いうことで見ていきたいと思います。まずはですね。

これはちょっと古いデータになってしまうのです

けれども、文部科学省の特別支援教育課の方で 

2002 年 2012 年と 2 回にわたって、通常の学級に在

籍する発達障害等の困難がある児童・生徒について

の実態調査をしているのですね。2002 年の時に通

常の学級に在学をする発達障害の可能性のある子

どもの割合が 6.3%いるという数字が出されていま

す。その時の中学 3 年生で該当する生徒約 17,000

人の生徒さんたちが高校はどのような選択をして

いるのか、どのような高校に進学しているのかとい

うのを調べた調査になります。 結果的には、全日

制・定時制・通信制、学科で言えば、普通科・専門

学科・総合学科全ての課程とか学科に、発達障害等

の困難のある生徒が進学をしているというデータ

になります。多少中身を見るとやはり先ほど定時

制・通信制の校長会のデータを見ていただきました

けれども、全日制よりは定時制・通信制の方が割合

が多いということがデータで読み取れます。けれど

も、また、これは平成 20 年のデータですので、10

年も以上も経っておりますので状況が大きく変わ

ってきているかなと思います。課程や学科の割合と

いうよりは発達障害のある方は、学校、いろんな学

校すべての課程、学科のある学校に進学をしている

ことを今回は認めて頂ければいいかなと思います。

青年期、思春期・青年期の発達障害の方のこう言っ

た悩みというか、課題というか、見て頂ければと思

います。「幼少期からの失敗経験や叱責体験による

低い自己評価」「やればできるという持ちにくい自

己効力感」というのが挙げられます。そして自分な

りに見えてくる周囲との違和感に疎外感、当然周り

と自分との違いというのにはお気づきになるので

すが、そしてうまくいかないことには気づきますけ

れども、解決策が見いだせない、対応策が見いだせ

ないことがあります。それからここは大事かなと思

うのですが、「生まれつきの特性ですので自覚しに

くい部分がある」ということですね。これは成長に

伴って周りとの比較をしてみたり、周りがどんなふ

うに考えているのかということに気づいてくると、

少しずつ整理がついてくるのだと思いますけれど

も。例えばですね。極端な言い方ですが、「なにか事

故にあって、その前にできていたことが急にできな

くなる」だとか「病気の結果、できていたことがで

きなくなった」というような、「できていた自分とで

きていない自分」「うまく取り込めていない自分と

うまく取り込めていた頃の自分」というような、そ

ういう比較の仕方が難しい訳ですね。生まれつきそ

ういう自分の特性というものがおありになるわけ

ですから。それが得意だとか苦手だとかっていうふ

うなことはおそらくないのだと思いますので、比べ

て自分を違う自分に変えていくという発想は、やは

り学んでいかないと難しいところがあるんだろう

と思います。場面の読み方の違いとかするにも、そ

れは影響しますので、やはりご本人の特性、ご本人

の持っている力を認めていきつつ、その力を広げて

いく、範囲を広げていくという視点がたぶん大事な

のだなと思います。それを考えると、抱える課題は

生活環境から生じていますので、子供の生活環境・

生活状況との関係で理解をしていくということが

大事なのだろうなと思います。 

学校には生徒指導というものがあります。本来の

生徒指導はですね。これは書きましたけど、単なる

問題解決型指導ではなく、児童生徒の自発的かつ自

主的な成長発達の過程を支援していく、それが生徒

指導なんですね。ですから、学校教育は「学習指導」

と「生徒指導」で成り立っているといってもいいの

かもしれません。昭和 40 年代の後半ですかね。中

頃以降、校内暴力ということが話題になった頃から

ですね。特定の問題行動を示す子どもに対して対症

療法的に関わっていくような、そういったことが生

徒指導の中核に知らず知らずのうちになっていっ

てしまったものがあります。そうではないのですね。

本来は全ての子供が生徒指導の対象になりますの

で、まず規範意識というものが集団学習の基本とな

り、また先生が指導でいろんなことの約束事が決ま

っているわけではなくて、自分たちが自己組織化し

てルールを決めていくというのが本当は理想的な

学級集団の中での生徒指導の、ある意味ではあり方

になるのですね。リーガルマインドということがあ

ります。いわゆる法遵守みたいな解釈が成り立つわ

けですけれども、そこには柔軟でかつ的確な判断と

いうものが求められています。ただ頭ごなしに、約

束ですからルールですから、これは規範になってい
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ますからではなくて、いかにそこに柔軟に的確な判

断のもとでリーガルマインドがしっかりと発揮さ

れるかどうか。一方でカウンセリングマインドです

ね。1 人 1 人の生徒の悩み、課題そういったものに

向き合う受容と共感ということが大事だというこ

とです。 

私は国立特別支援教育総合研究所という所にい

るのですけれども、専門はもちろん発達障害、特別

支援教育の人間ですけれども、生徒指導というのは、

とても大きな学校の役割を持っていますので、「生

徒指導提要」っていう生徒指導を改めてすべての子

どもを対象に見直していくものを平成 22 年に文科

省が作りました。今それを改訂するという流れの中

で、やはり生徒指導の中に特別支援教育の視点を入

れていくことが大事だろうと思っていますので、私

もその生徒指導の会議のメンバーに入れさせてい

ただいて、一緒に議論をしている仲間になっていま

す。そのひとつの成果とは言い切れないのですけれ

ども、「生徒指導リーフ」というものですね。国立教

育政策研究所が、生徒指導進路指導センターがずっ

とシリーズで作っているんですが、そこに発達障害

と関連するものをコラボレーションさせていただ

いて、3 つリーフレットを作りました。本当は皆さ

んにお配りできるとよかったのですけれども、国立

教育政策研究所のホームページか、私共の国立特別

支援教育総合研究所のホームページか、あるいは

「生徒指導リーフ」で検索をして頂くと出てくると

思います。ぜひご活用いただけるといいかなと思い

ます。「自尊感情への配慮」「発達障害の特性と不登

校リスク」「中１ギャップの真実」を作らせて頂きま

した。また、こういう生徒指導とのいろんな関わり

の中で特別支援教育を進めていこうという流れに

なっています。知っておいて頂ければありがたいと

思います。 

このグラフは、日本学生支援機構の障害学生の在

籍者数率の推移です。あとで広島大学の山本先生が

詳しく大学のことについてはお話をしてください

ますので、ここは簡単に障害学生の在籍状況をみて

頂ければと思います。高等学校からすると、高等学

校の進路指導のあり方も変わってくるということ

ですね。生徒さんが、進学したい大学がどれぐらい

合理的配慮の提供がなされているのかとか、学生さ

んが困った時に相談できるような、そういうセンタ

ーみたいなものがあるのかどうなのか、広島大学は

しっかりとそれをなさっていますので、あとでまた

話を聞いて頂ければと思います。これも後で山本先

生の話をしてくださると思いますが、共通テストの

配慮事項ですね。大学に入って発達障害等の困難者

に気づかれるケースというのがやはりあるようで

す。本人の特性に関する自覚が高等学校まで何も相

談支援を受けない状態で大学に入ってくるとです

ね、特殊性に関する自覚というのがなかなか気付き、

気付かれにくいということです。そうすると、ご自

分の悩みを上手に相談するということが身に付い

ていなかったりして、顕著に表れるのが履修登録で

すね。高等学校も総合学科だと自分でカリキュラム

を組むような要素も入ってきますけれども、基本、

大学になると履修登録は自分でしなければいけな

いです。私が存じ上げている学生さんですけれども、

自分の好きな、いわゆる講義を受けたいということ

で選んでしまってですね。必修とか選択だとか、い

ろいろ領域が有りますね。そこのとことのバランス

がわからずに、自分の好きな領域ばかりをたくさん

取ってしまってという学生さんもおられました。後

で、教官とのやり取りの中で教えてもらいましたっ

ていうお話でしたけれども。それからスケジュール

管理とかです。自分でやはりマネージメントしなけ

ればいけなくなりますし。それからゼミですね。意

見交換、それがやはり大学の 1 つの持ち味ではある

わけです。いろんな価値観の違いを、意見を戦わせ

てっていう、そういったことがやはり苦手な学生さ

んも発達障害の中にはおられます。期限内の論文や

課題の提出、それから生活管理ですね。キャッシュ

カード、カード破産したというお話も伺ったりして

います。大学生同士の人付き合い、今コロナ渦でか

えってそれが出来ないためのジレンマみたいなも

の、学生さんたちは感じられているのかもしれない

ですね。入学から卒業まで、例えば発達障害の学生

の場合ということで、これも日本学生支援機構がま

とめてくださっています。初めて障害のある学生を

受け入れるにあたってということで、授業のこと、

履修登録のこと、試験のこと、コミュニケーション

のこと、スケジュール管理のこと、情報を得ること、

そして就職支援、さまざまに支援ニーズがある学生

さんはおられるわけです。けれども、こういった保

健管理センター、学生相談室、障害学生支援室、学

習支援センター、諸々で大学には様々な支援の機関

がありますが、学生さんが自分の課題意識をもって

相談をするというケースは、まだまだそう多くはな

い感じです。やはり大学の先生方のサポートがそこ

であって、ここに行くといろんなことを自分の生活

管理のしやすさをアドバイスしてもらえるよって

いう周りのサポートがあって、支援機関につながっ

ているというケースがまだまだ多いようです。後で

また広島大学の実際をお伺いできればと思ってい

ます。これはですね、発達障害者支援センターの相

談内容ということになります。発達障害者支援セン

ターはですね。 最近は、知的障害がなく大学に今入

っているとか、一般の企業に就職しているとか、そ

ういった方たちの相談件数がこの数年増えている

という話でした。今見ていただいているスライドが、

就労が難しい青年の相談ということになります。仕
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事のイメージとか、不安とか、そういうのがあるの

か自信がもてないとか、自分に合った仕事がわから

ないとか、が書かれています。最後に、能力や特性

が分からないということがあります。これが企業に

就職している方の相談内容になります。職場の人間

関係ですとか、上司の激励を中傷と受け止めてしま

うとか、電話対応はないと困ってらっしゃる方おら

れるみたいです。自己判断、自己決定、困っている

時に誰にどこに相談したらいいか、 それからペー

ス配分です。そういったものの加減の難しさ、責任

の取り方が挙げられているようです。 

それでは、高等学校における通級の話を進めてい

きたいと思います。平成 30 年度から高校通級が始

まりました。そして、学習指導要領もこの度改定を

されました。学習指導要領の中に「生徒の発達の支

援」というページがありまして、「生徒の発達を支え

る指導の充実」という内容になります。大きく今日

のテーマと直結するわけではないのですが、高等学

校の学習指導要領の内容も 集団に対する支援、い

わゆるガイダンス的なものと個別的な支援、カウン

セリングによる生徒の発達支援というようにです

ね。後の方では個別学習やグループ別学習、業種間

の連携による指導体制の工夫など個に応じた指導

の充実を書かれているように かなり個に対しての

支援をしっかりと充実させていきましょうという

書きぶりに随分変わってきています。第 2 項に特別

な配慮を必要とする生徒への指導という項目があ

ります。これは小学校から高等学校まですべて同じ

なのですけれども、この 3 つの項目に該当する生徒

が、個別な配慮を必要とする生徒ということになり

ます。1 は障害がある生徒ですね。この中に通級が

入っています。 2 は海外から帰国した生徒、日本語

の習得に困難のある生徒、常に日本語指導ですね。

国際教室とか日本語教室とか。自治体の中では設置

している所もたくさんありますけども、地域によっ

てはかなりの割合で2に繫がっている生徒さんが在

学している小中学校があります。 

それから、不登校の生徒ですね。不登校の生徒に

ついては、実は学校以外の機関で学んだ場合にも学

校長のOKが出ればそれを履修と認めるということ

にはなっていますけど、ただ在学している地域・学

校と離れないようにという意味では、その地域の中

にいらっしゃる生徒さんが、民間の機関を利用して

いるということについても、本来の在学している学

校については知っておかなければいけないという

か、その存在に対してサポートする機関があったら

機会を設けていくということです。 

実はもう1つ今回の学習指導要領で大きな変化が

あります。それは小学校・中学校も同じですけれど

も、「指導計画作成上の配慮事項」ということで、高

等学校の場合は各教科編っていうものがあります。

これは地理・歴史編からの抜粋ですけれども、地理・

歴史の授業の中で、例えば地図などの資料から必要

な情報を見つけたり読み取ったりすることが困難

な生徒がいる場合には、本人困難さです。そのよう

な生徒がいる場合には、その生徒が読み取りやすく

なる、そういう資料等を読み取りやすくするために、

それが指導上の意図の目的ですね。個に応じた手立

てをしましょうという例示がされています。地図な

どの情報を拡大したり、見る範囲を限定したりして

掲載されている情報を精選し、視点を明確にするな

どの配慮する、あくまで例示ではありますけれども、

これまで特別支援教育というスタンスで個に対す

る配慮を行っていた部分がありますけれども、「合

理的配慮の考え方」が入ってきていますので、学習

指導の中にも、これは特別支援学校の学習指導要領

ではなくて、通常の学校の小中高の学習指導要領の

中にこういう記載がなされています。随分変わって

きていると思います。まだまだあの現場での浸透は、

これからなのだと思います。こういう学習指導要領

等の中に 1 つ、書き込まれたことで、次のステージ

に繫がっていくといいなと思っている部分です。も

う 1 つ、数学の場合ですが、ここでは省略します。 

さて、通級ですけれども、小学校・中学校でも通

級による指導は行われてきています。そして、平成

30 年度に通級による指導が高等学校にも設置され

て、制度がスタートしたということになります。ち

ょっと図を見ていただけるとありがたいのですが、

通級による指導はですね。通常の教育課程の 1 部を

「変える」とか「加える」ことになります。特別の

教育課程ではない。1 部を変え、加えるということ

は、通常の教育課程で学んでいる子供さんが対象に

なります。そして、もう 1 つ、発達障害という診断

が仮にあっても、通常の学級で力を発揮できている

子供は、通級を利用しないことになります。逆に言

うと、まだ発達障害という診断がなくてもですね。

通常の学級でなかなか自分の力が発揮できない子

供に個別の支援が必要な場合には、通級という制度

を使ったらどうだろうかという対象になっていま

す。ですから、特別支援学校、特別支援学級はそこ

で教育が特別の教育課程で教育が行われているわ

けですけれども、通級に関しては通常の教育課程の

1 部ということで、基本は通常の教育課程で学ぶと

いうことになります。担任の先生の配慮指導がまず

あり、担任の先生だけでは足りずに普通の教員だと

か、少人数制だとか、学校の体制整備の中でいろい

ろ工夫するという手法があり、それでもやはり難し

い場合は、特別な個別指導の場を設けて通級による

指導を行っていこうという形ですので、いずれにし

ても通級による指導は、通常の学級で学ぶ子供のた

めの制度ということになります。ということはです

ね。通常の学級の先生と通級の先生との連携という
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のがとても大事になります。子供の状態・実態に合

わせたいろいろな支援・指導を導入していくわけで

すから、情報交換、話し合いの機会の確保がとても

大事になりますし、子どもの実態についての共通理

解が大事になります。まだまだ高等学校の実践がそ

れほど積み上がっているわけではもちろんないで

すけれども、小中学校の例でいうと、通級の先生が

クラスに通級している子供の様子を見に行って、集

団の中での子どもの様子を見ながらそこで担任の

先生とやりとりをして子どもに合った支援を考え

ていくということ、逆に通級による指導を受けてい

る個別とか少人数の指導画面を通常の先生がご覧

になることで子どもへの関わり方、適切な教材の与

え方、そういったことについて学ぶチャンスという

のが出てくるわけですね。通常の学級の先生が通級

の指導を見る機会というものもそれほど多くはな

いとは思いますけれども、相互にその指導場面を見

てもらうということはとても大事であり、書類によ

って、ペーパーによっての共通の理解とは全然違う

ものになるということです。今の話の中でやはり教

材教具指導方法等で、例えば通級の個別指導で効果

があった教材教具、指導のプリント等を、通常の学

級でも使えるものがあれば使っていくということ

で、実は通常の学級では、他にも学習面で支援が必

要な子どもさんがおられて、その子ども達にも役に

立つ。それが実はユニバーサルデザインになってい

って、多くの子供達がそれを使うことで、学びが高

まったというケースが小中学校では事例が随分上

がってきてはいます。ということは、学級経営や授

業づくりに活かしていくということになります。中

学校の例をちょっと上げていきます。高等学校の通

級を動かすに当たって、教科担任制である中学校は

参考になるだろうということで、中学校の通級にも

焦点が当たっているわけですけれども、今日のテー

マである高校生は思春期・青年期ということで考え

ると、やはり思春期というのは早ければ小学校の高

学年ぐらいから、中学校はまさにそのまっただ中に

おられますので、ここでいうと、多岐にわたる生徒

の課題があるということですとか、授業を抜けるこ

とへの抵抗感、周りの目が気になる思春期特有の課

題とかですね、こういったものが、実は中学校の通

級には 1 つ大きな課題であり、子供の自尊感情とい

うのですかね、そういったものを大事にしていく必

要があるということで、中学の先生方もいろいろ悩

まれています。中学校にはもう一つ軸がありまして、

授業を抜けることが 1 つかぶるのですけれども、教

科の補充とか学力保障そして進路に関する課題、こ

ういったものが 2 つめになります。高校入試・高校

進学がやはりありますので、学習面のできる、でき

ない、学習面の自分の力が発揮できる、できないと

いうものは大きく進路にも影響してきますので、そ

れを個別的な指導の場において、中学校の通級で何

とかお願いできないかという保護者の希望があっ

たりするわけです。けれども、通級という制度は、

あくまで障害による学習上・生活上の困難に対する、

「自立活動という領域の指導を行う」ことが主です

ので、勉強の補習指導はできないのですね。勉強を

するために必要な力を付けるという指導はできる

のですけれども、通常の学級の教科学習の代わりに

個別にその同じような教科学習をして、それを補填

に当てるということにはできないわけですね。その

あたりがやはり「学ぶ力」「生きる力」「生活力」そ

ういったものを、通級では中心となっていくことに

なります。それは中学校あるいは高等学校も、少し

共通の課題にはなりつつあるというところがあり

ます。 

高校に通級を導入するに当たって、大きく課題に

なった点があります。それがまず誰が指導をするの

かという「教員の確保の問題」と「特別の教育課程

の問題」ですね。実は高校は必修の必要な単位を履

修して習得して単位を取得して、卒業資格が与えら

れますよね。高校通級についても、通級による指導

がいわば授業として単位の対象になるという制度

になりましたので、これは小学校・中学校にはない

制度なのです。という意味で、「特別の教育課程の編

成」とか「単位認定の問題」が、やはり大きく課題

になっていました。 

最後がやはり中学校と一緒で、「自尊感情」や「心

理的な抵抗感」の問題ですね。実際に、高校通級で

押さえておきたいポイントということで、10 ぐらい

に整理をさせて頂きました。まず「教職員の共通理

解」から始まって「担当教員はどうするのか」「関係

機関にはどう説明して行くのか」「そもそも生徒が

そういう個別的な指導を受けるということに希望

を出すのかどうなのか」、そして、「特別の教育課程」

とか「指導内容」とか「単位認定」とか、今日は 1

つ 1 つゆっくり取り上げることができません。研究

所の PR になり恐縮ですけれども、高校のすべての

先生のための「通級ガイドブック」を作らせていた

だいています。こちらの方は、国立特別支援教育総

合研究所のホームページで、ガイドブックという所

をたどって頂きますと、Q&A みたいな形でちょっ

と整理をさせて頂いています。先に上げた この項

目の解説をしていると思っていただければと思い

ます。今言った「特別の教育課程」というのは、こ

この必須履修科目、そして、総合的な学習の時間ま

では変えることができないのですね。そして、加え

る場合には、こうやって放課後の時間とかに設置を

する場合です。それから変える場合には、選択科目

とか、教科があった場合に、そこの枠で実際には行

っているのが実態です。通級による「特別な指導」、

これは先ほど申しましたけれども、特別の指導等が、
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障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服す

る指導ということになりますね。例えばということ

で、特別支援学校の自立活動を参考にするのですね。

特に必要があるときは、障害の状態に応じた学びの

難しさに対して、各教科の内容を取り扱うことがで

きます。ですから、授業の代わりはできないですけ

ど、「学びを助けるための指導」はできますが、学習

の遅れを取り戻すための指導にはなっていないの

です。 

ここからはですね。高校通級も含めて多くの学校

で取り入れられている指導内容の説明になります。

1 つは、「障害認識や自己理解に関するもの」ですね。

自分の特性を理解して自分に合った学習や生活の

方法を考えることにより肯定感・余裕感を育てて、

特に2次的な障害の予防という要素が入ってきます。

2 つ目です。「生きるためのスキル」ですね。ライフ

スキルに関するもの、日々の生活における様々な基

本となる生活技能を補ってですね。3 つ目が「ソー

シャルスキル」ということになります。対人社会性

の問題、コミュニケーションなんかの問題、そして、

感情のコントロールなどがこの枠に入れられたり

しています。最後が、「学習スキル」に関するもので

すね。先ほどからちょっと話題にしていますが、自

分の特性を理解し、自分に合った学習方法を身につ

けることにより、課題解決に向けた前向きの姿勢を

育てる。日常生活や社会生活に必要な知識とか、あ

るいは体験の不足などを補うのですね。そういった

ことで、指導支援のポイントとなることを 3 つぐら

いに整理すると、例えば、「肯定的な自己理解」、そ

のためには「認めてくれる仲間とか信頼できる大人

の存在は不可欠」です。それから「自分に合った学

び方」を習得する。そのためには、「失敗は成功に変

わる経験、体験」がやっぱり大事だろうと思うので

す。失敗がとても多い子供たちが発達障害の中には

たくさんおられますので、失敗を成功に変えるため

の手立て、方法により成功する機関の積み重ね。そ

うすると失敗しても大丈夫という気持ちが育ちま

す。最後が、「課題解決ストレスの対処」ですね。こ

れは避けられないものなので、相談による援助要請

みたいな話になるでしょうか。問題解決の経験を積

むことで、それが成功経験に繋がったっていう実績

が大事かなと思います。先程相談をすることはプラ

イベートなことだからっていう高校生の情報をお

伝えしましたけれども、やはり楽しみからそういっ

た相談まで繋げる仲間の存在というのは大事なの

だろうなと思います。私ども研究所では、研究所セ

ミナーという大きなセミナーを毎年行っています。

ここ 1～2 年はコロナの状況で、オンラインで、あ

るいはオンデマンドを使ってになってしまいまし

たけれども。以前は代々木のオリンピックセンター

で 700 人 800 人の方たちに集まって頂いてセミナ

ーをさせて頂いています。その中で、2019 年度は高

校通級を話題にしました。通級を利用されている保

護者の方、高校通級を担当している先生、高校通級

を設置している高校の管理職の先生、そして大学の

研究者、それから当事者の方というパネラーに集ま

っていただいて、お話を伺ったものがこのスライド

になります。聞いてもらえた経験がまた相談しよう

という力になるが、ちょっと違う多様性をやはり認

めてもらえる環境が大事、安心して失敗できる失敗

をフォローされた経験というのは常にいる、自己理

解を支援しレジリエンスを育む指導支援、同世代の

仲間との同一化と程よい摩擦というような関係の

中で、相手を知るという経験も大事である。まず制

度ありきではなく、生徒のニーズがありきでなけれ

ば、通級は上手くいかない、保護者の方の支援が保

護者同士の交流の場もここ通級の中に置いてもら

えるといいという話もありました。小、中学校では、

保護者会みたいなものを置かれている通級指導教

室があったりします。高等学校にも是非そういった

ものがあるといい、ハード面ではなく教職員の心の

バリアフリーが大事であろう、長い研修よりも本当

に頻繁なケース会議の方が力になると感じるなど

と強くおっしゃっていました。そのあたりを少し見

ていくと、高校通級の役割というのはこんなところ

にあるのかなと思います。簡単なことではないのか

もしれませんし、これから高校通級のやり方という

のはおそらく少しずつ整理されていくのだろうと

思います。確かに小中学校で通級を利用されている

方が、高校でも通級を利用したいと希望される方も

おられますけれども、ただ実態を見ているとですね。

やっぱり義務教育段階の通級で状態が良くなった

子供さんの場合は、高校まで必要としないケースも

あるわけです。そうなると高等学校でこれまで未診

断・未受診の状況で、通級に進学して来られた生徒

に対しての教育的ニーズに対応するのが、やはり先

生方の中では気になる子供として挙げられるケー

スとして多く出てくるようです。そして、やはり高

等学校ですから、自尊感情・自己理解そして 2 次的

な障害の予防という視点は外せないだろうと思い

ます。自己理解は障害受容だとか特性理解だとかっ

ていう言葉で語られることがあります。まず自分の

障害を認めたことで次のステージにというような。

しかしそれは時間がかかることです。ましてや自分

の特性を理解するということは、悩み苦しむ場合も

あるということを周りはやっぱり充分に理解して

おきながら、本人とのやりとりで時間をかけて指導

していくこと、支援していくことなのだろうと思い

ます。ということは、悩みや課題について真摯に受

け止めて、心理面・情緒面の対応ができる場として

の役割も、通級には期待されると思います。気にな

る子供につけたい力ということで「ストレス対処」
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それから「否定的な思考を肯定的な思考へ」「コミュ

ニケーション、特に援助要請」です。「相談ができる

力」です。「学び合い、支え合う仲間の存在」です。

それから「気持ち・感情のメタ認知」「客観的に自分

の振り返りができるかどうか」「トライアル・アン

ド・エラー」、失敗してもまた次に繋がるという意欲

を高めることができるかどうか、この辺りが大事か

なと思います。困った時に相談ができることってい

うのはとても大事なのですけれども、相談して良か

ったと思わないと次の相談には繋がらないわけで

す。せっかく意を決して相談したのだけれども、何

か自分にとってはただ辛いだけだったっていうこ

とであれば、次の相談には繫がっていかないのだろ

うと思います。切れ目ない支援ですね。今日の話に

も繋がるかもしれません。縦と横のつながり、学校

と関係機関、それから幼保小中高大ですかね。小中

高大とライフステージに繫がる縦の繋がり、長期的

な視点でやっぱり教育の方も、それぞれ各ステージ

の先生になったがそれぞれの学校教育機関の中で

対応するわけです。次に繋げる。今その前のステー

ジがどうだったかという違いに関しての教師の認

識と、子供のステージによる様子を見ていること、

それを察知していることが大事だな、その実態を引

き継ぐということになるのだろうなと思います。 

最後はですね。人生 100 年時代の社会人基礎力と

いうことで、経済産業省がずっといってきたことで

す。「前に踏み出す力」「チームで働く力」「考え抜く

力」で、それの前提には「目的」と「統合」と「学

び」という常に振り返りのプロセスがあって、こう

いった能力を伸ばしていくことが大事だろうとい

うことをまとめてくださっています。 

だいたい時間になりました。お疲れ様でした。最

後までお付き合いいただきました。一方的に話をし

てきましたけれども、何か気になることがありまし

たらチャット等をお使いいただけるとうれしいな

あと思います。 

以上です。どうもありがとうございました 。

 

〔司会〕ありがとうございました。10 分後に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

休憩 

〔司会〕それでは再開致します。これよりシンポジウムに移ります。基調講演を受け、発達障害のある

お子さんを持つ保護者、大学の研究者というそれぞれの立場から 3 名のシンポジストに、20 分ずつ、合

計 60 分の話題提供を行っていただきます。また今から基調講演、話題提供も含め、参加者の皆様からの

ご質問などをチャットにて受け付けますので、もしご質問等ありましたら、随時チャットにご入力くだ

さい。 

それでは、ここからは、笹森先生にコーディネーターとしてご進行をお願いします 

 シ ン ポ ジ ウ ム  

～ コーディネーター：笹森 洋樹 先生 ～ 

〔コーディネーター〕皆さん、続きまして笹森です。ここからは、シンポジウムということになります。

今ご紹介ありましたけれども、まずは、発達障害のあるお子さんの保護者の方から話題提供をお願いし

たいと思います。それでは、どうぞよろしくお願いします。 

 シンポジストⅠ  

～ 保護者 様 ～  発言内容は省略いたします。 
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 シンポジストⅡ  

～ 尾形 明子 先生 ～ 

広島大学大学院人間社会科学研究所 准教授 

広島大学の尾形明子と申します。先ほどは保護者

の方の、一生懸命な、ちゃんと温かく支える親御さ

んの話をきいて、胸が一杯になった所ですが、私の

方では、また全然違うテーマでお話をさせて頂けれ

ばと思っております。聞こえますでしょうか。はい、

それでは画面を共有させていただきます。 

私の方ではですね。「対人関係スキル向上」と「抑

うつ予防」を目的とした「高等学校での心理的社会

プログラム」について発表させて頂こうと思います。

私は専門が臨床心理学で、臨床心理士、公認心理師

の資格を持っていまして、普段は、そういった心理

士の養成に携わっております。また、私の専門の臨

床心理学の中でも、子供とその子供を支える学校や

家族といったものにどうサポートしていくのがい

いか、ということに興味を持って研究をしておりま

す。また小児科で、非常勤の心理士としてカウンセ

リングの方にも携わらせて頂いております。今日は

私が今高等学校で行っている心理的プログラムに

ついて、ご紹介をさせていただこうと思います。で

すので、発達障害に特化したお話というわけではな

く、学校で、クラス単位、学校単位でどういうふう

なことを行っているかということをご紹介したい

と思います。 

私が行っているプログラムの名前が、こう

「MIRaES プログラム」という名前を付けておりま

す。「対人関係」だったり、とか、「感情コントロー

ルスキル」を身に付けるプログラムということで、

現在、広島県内の複数の高校や中学校で行わせて頂

いています。これまで、全日制の高校 4 校と定時制

高校 4 校、通信制高校、中学校 1 校で行わせて頂い

ています。主に、このプログラムは学校からのニー

ズで実施しております。生徒皆が大学受験を目指す

ような高校というよりは就職する生徒さんが多い

とか、対人関係や気持ちのコントロールをするのが

苦手な生徒さんが多いと学校が考える状態がある

学校から依頼を頂いています。今回、私たちが予防

しようと思っているものが「抑うつ」になります。

今、高校生も「抑うつ」の割合が非常に高いという

ふうにいわれていて、6%の高校生は「うつ」の診断

がつくような状態だと言われています。「うつ」のリ

スクファクター、「危険因子」をここに挙げておりま

すけれども、この中でもですね、この赤になってい

る社会的要因・認知的要因に注目したプログラムを

作成しています。なぜ、個人的要因とか家族の要因

とか、色々な「うつ」を引き起こす要因がある中で、

社会的要因と認知的要因に注目したかと言うと、こ

れは「変容可能な要因」だというのが大きな理由で

す。「社会的要因」というのは主に対人関係で、人と

どうやってうまく関係を作るかというスキルの部

分になります。「認知的要因」というのは、自分はダ

メだなというふうに考えたりといったネガティブ

に物事を捉えてしまう考え方のことを指します。こ

う言ったものは、学習性のもの、つまり日々の経験

によって変化する、あるいは日々の経験によって身

についてしまうという所もありますので、学校現場

の中で日々変容するために扱うというのがいいの

ではないかと考えて、これらの要素をプログラムの

中に入れています。私たちが、広島県内の全日制高

校・定時制高校で、「抑うつ」の程度について調査を

しました。それを見てみると、やはり定時制高校・

通信制高校の方が全日制高校より「うつ」の得点が

高かったり、あるいは先ほど言った社会的要因の

〔コーディネーター〕ありがとうございました。 

現在、専門学校に通われているお子さんのこれまでの成長について、お母様から丁寧にお話をして頂

きました。いろんなことがあって、でも、すごく素敵なお子さんですよね。皆さんもきっとそうお感じ

になったのではないかなと思いますし、何よりもお母さんがすごくお子さんに寄り添って子育てをされ

ていることがよくわかったお話だったと思います。 

伺いたいことがたくさんあるのですけれども、少し後半のシンポジウムにとっておきたいと思います。

どうもありがとうございました。 

もう少し余韻に酔っていたいところがあるのですけれども、プログラムがありますので、続きまして、

広島大学の大学院の人間社会科学研究科の尾形明子先生にお話をして頂きたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。 
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「ソーシャルスキル」という対人関係の技術が低く、

ソーシャルスキルが不十分だと言うことができま

した。全日制高校に比べると、定時制・通信制高校

の生徒さんが、その辺りの難しさを抱えているとい

うことができます。そして、最後の「ソーシャルサ

ポート」、これは先生や友人にどれくらい支えても

らえていると思っているかなのですが、これも、や

はり通信制高校だと特に周囲との関わりが学校で

少ないって言うこともあるかなとは思うのですが、

全日制高校に比べて定時制・通信制高校の得点が低

いという状況になっています。ですので、特に定時

制・通信制高校の方ではこういうプログラムを熱心

に取り組んでおられたり、ニーズが高かったりする

という状況もあります。 

私達のプログラムの構成要素は、次の 4 つの点か

らになっています。1 つは、「ソーシャルスキル」、

先ほど言ったように対人関係を円滑に行うための

スキルになります。2 つ目が「適応的な認知スキル」

ということで、自分はダメだなというふうに考える

ネガティブな考え方を和らげるスキルになってい

ます。3 つ目には、怒りに対処する、腹が立った時

にどう対処したらいいかっていう「気持ちのコント

ロールスキル」を学ぶ。そして 4 つ目としては「問

題解決スキル」といって、上位の 3 つのスキルを含

めてですね、様々な葛藤問題、例えば友達と意見が 

合わないとか、トラブルが起きるって言ったときに、

それらを使ってどんなふうに解決したらいいかと

いうことを学習するような内容になっています。こ

のプログラムを実際どんなふうにやっているかと

いうことなのですけれども、現在、高校の先生と大

学院生や大学生がペアになってチームティーティ

ングの形で授業時間の中でこのプログラムを提供

しています。1 クラスに学生が複数入りまして、グ

ループワークのサポートだったりとか、個別の対応

も行っています。この「MIRaES プログラム」は学

校によってプログラムの時間数が異なっています。

それは学校の教育課程に合わせて実施するという

ふうな形にしていて、ある定時制の高校では 1 年間

2 年間 24 コマ、一年間にわたってずっと毎週のよ

うに行うという形で、これは必修の科目としてこの

プログラムを行っています。そして、ほかの学校で

は、1 年生と 2 年生に分けて行ったり、1 学期 2 学

期 3 学期に 1 回ずつ、それを 3 年間にわたって行う

といったように、各学校の実態とか、実施可能な状

況に合わせてプログラムを実施しています。皆さん

のお手元の資料にはないのですけれども、プログラ

ム内容を少しご紹介したいと思います。 

プログラムの最初には、こんなふうに生徒さんに、

「こういうステップでスキルを学ぶよ」というふう

な見通しや、動機づけを高めるような説明を行って

います。そして、授業のルールというのも設定して

います。話す人の方を見るとか、批判しないとか、

積極的に参加するというようなものです。このルー

ルを設定している理由としては、受容的な雰囲気を

作りたくてですね、「それは違う」とか人の意見を否

定するような形にならず、みんなで楽しく参加でき

るようにルールを最初に設定をしています。そして、

劇によるモデリングをしています。これは、高校生

のアルバイトの場面で、友達にアルバイトを誘われ

たという場面です。ある日、友人に、一緒にアルバ

イトをすることを誘われたのだけど、自分は断りた

いと思っている時に、シカオくんとコイタ君が出て

くるのですが、コイタ君のように「誰がするか、ば

か！」「 頭使って考えろや、アホウ！」みたいな断

り方をしたら、この後、この 2 人の関係はどうなる

のかなっていうのを劇で見せます。この劇には高校

の先生にもお手伝い頂いて、高校の先生と大学院生

が、実際に劇をしてその場面を生徒さんたちに見て

もらっています。高校の先生が劇をするっていうの

は、日頃の高校生活の中では見られない姿なので、

生徒さん達、すごく注目してこの場面を見てくれて

います。この場面については高校生に起きやすい友

人関係の問題だったりとか、定時制とか通信制の高

校になるとアルバイトなどをしている生徒さんも

非常に多いので、そういったアルバイト場面といっ

た社会的な場面を用いています。また高校生は小中

学生と比べると自分について考えることも多いで

すので、自己否定的な考え方が出てくるような場面

を劇で行っています。そしてこの場面のように断る

時には、こんなポイントがあるのだよと、スキルの

ポイントの提示を行っています。このポイントを提

示した後にペアワークでロールプレイをしていま

す。小学校でやると、子供たちはみんなすごく上手

に劇とかロールプレイしてくれるのですけれども、

高校生になるとやはり恥ずかしくて、なかなかロー

ルプレイができないこともあります。しかし、まず

は参加してくれたことや棒読みでもいいのでその

セリフを言ってくれたことからスタートしていま

す。あるいはロールプレイだけじゃなく、こういう

ワークシートをグループで用いて、セリフを考える

といったようなワークも行ったりしております。ほ

かにも、感情の大きさというのを自分で気づくため

のワークもやっています。なかなか感情をうまくキ

ャッチできない生徒さんも多かったりしますので、

「嬉しい」「嬉しくない」「腹が立つ」「腹が立たない」

とかではなく、「その気持ちには大きさがあるのだ

よ。」っていうことも、学んでもらっています。「悲

しい」もですね。100 か 0 じゃなくて、「悲しい」

100 が 30 になるとか、「腹が立つ」100 が 60 にな

るように、その数値が小さくなることがコントロー

ルするということなのだよと説明をしています。そ

して、他には、考え方の部分では、心のカイロとい
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うのを見つけようというワークもしています。「自

分の頑張っていること」とか「気持ちが楽になるこ

とを見つけてみよう」「そういう言葉を見つけよう」

と言うワークを行っています。具体的に、これは高

校生の中から出てきたものなのですが、例えば「人

間なのだもの」って思ったらいいとか、「明日はきっ

といい日になるって考えたらいい」とか、「ちゃんと

学校へ行っている自分は頑張っている」とか、それ

ぞれの生徒さんが自分の気持ちを温かくするよう

な言葉を見つけるといったワークをしております。

このような心理学的プログラムは小学校とか中学

校でも行われているのですけれども、高校という発

達段階や生徒さんの状況を考えて、私たちがいかせ

ていただいている学校は、ソーシャルスキルが充分

身に付いてないとか、対人関係の経験の少ない生徒

さんも多いこともあるので、充分身についていない

スキルを上げるとか、これから社会に出るために必

要なスキルを扱うということを考慮しています。さ

らに、ただの友人関係だけじゃなくて、アルバイト

や仕事の場での対人関係とか、直接は扱っていませ

んけど恋愛関係とか、そういった所で必要なスキル

が大事になってくるかなと思っています。なるべく、

この高校生用のプログラムの中ではですね、「自分

を振り返ってどうなりたいか」を考えるような時間

も多く取るようにしています。また、自分や他者の

いい所を書き出すといったような所も、小学生とか

中学生にやる時よりも多く、取るように考慮してい

ます。生徒さんのこのプログラムをやった感想なの

ですが、こんなふうなプログラムの感想をあげてく

ださっています。「最初はこんな、小学生がやりそう

な授業だと思っていたけど、授業を受けて深く考え

ると難しかった。」とか「仲良くなりたい人がいたか

らどうしたらいいかわかんなかったけど、解決しよ

うと思っていたので参考になった。」とか、あるいは

「相手だけじゃなくて自分を大切にするのも大事

である。」とか、あとは、集団でやりますので、「自

分には思いつかない方法を周囲の人がやっていて

それが学べる」というものもあります。比較的、ポ

ジティブな感想を頂くことも多いのですが、中には

「やっぱり人と接するのが苦手なので、ペアワーク

やグループワークはしないでほしい」というような

感想もあります。少し、データとしてこのプログラ

ムの効果をお示しします。 

この上のグラフが「抑うつ」のグラフで、この赤

い横の線が、高校生の、一般的な高校生の平均値に

なります。このグラフをお見せしている学校は、一

年生と 2 年生でプログラムを実施したものです。こ

の学校を見ていただくと、こちらはソーシャルスキ

ルのレベル、こっちはネガティブな考え方のレベル

です。先生たちがプログラム実施のニーズを感じら

れたのは当然なのかなと思うのですが、この学校、

高校生の平均に比べると抑うつが高く、ソーシャル

スキルが低く、ネガティブな考えが強い生徒さんた

ちがいるという実態がある学校です。先生たちがこ

のニーズを感じられたのも、先生たちよく生徒さん

たちのことを見ているのだなと、このデータから思

いました。そのプログラムを 2 年間実施し、3 年生

の間は何もしてないのですが、その後どうなったか

というデータをお示ししています。「抑うつ」も 3 年

間通して軽減し、ソーシャルスキルも、高校生の平

均にはちょっと満たない所があるのですが上昇し、

ネガティブな考え方というものも軽減しているこ

とがわかるかなと思います。このことからこのプロ

グラムは抑うつが低減しソーシャルスキルが向上

することがわかるかなと思います。ただ、このプロ

グラムだけじゃなく、大事なのはこのプログラムを

したことによって、日常的な学校生活の中で、この

プログラムを生かして、ソーシャルスキルを高める

とか抑うつを軽減するような関わりを先生方が

日々してくださっていることで、初めて効果が出る

と考えております。多くの生徒さん達が、「楽しい」

とか「役に立つ」「また受けたい」というふうに評価

してくださっているのですが、中には「役に立つ」

と回答しながらも「受けたくない」というふうな生

徒さんもいます。ですので、大事だと分かっていて

も、やっぱりペアワークとか、グループワークとか

があると難しいなあという生徒さんもいます。内容

的には、そんなに難しい内容ではないかなと、大人

は思う部分もあります。例えば挨拶の仕方とか、人

を褒める褒め方とかです。これらについて生徒さん

の 1 割くらいは難しいと評価する、どこの学校でも

そういう状況になっています。こういったプログラ

ムを学校、学級で行うメリットとしては、先ほども

言いましたように、プログラムをするだけじゃなく

て、その後の日常生活にもそれが活かしやすい、学

校でそういった環境を整えやすい、ということが言

えます。このプログラムは、この三角の図で行くと、

下の方の開発的・予防的介入になり、何か問題を抱

えた生徒さんに治療的に介入するというよりは、ク

ラス全体のスキルを上げていくものであり、学級経

営といった部分になるかなと思います。 

私たちが大切にしていることを最後にご紹介し

て終わりにしたいと思います。まずは「温かい雰囲

気作り」ということで、「発言などに注目したり、拍

手をする」「ポジティブなフィードバックをする」

「個々の感じ方や意見を認める」ということを大事

にしています。やはりこのプログラムのニーズがあ

る学校には、様々な「苦手さ」を持っている生徒さ

ん達がいらっしゃいまして、「書くことが苦手」とか

「グループワークが苦手だ」とか「発表が苦手」な

ど色んな「苦手さ」があります。ですので、大学院

生とともに生徒さんに個別に対応しています。また、
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視覚的教材などの教材の工夫もしています。そして、

このプログラムが、自分の行動や考え、感情に目を

向ける機会になっているかなと思っています。先ほ

ど言ったように、高校生ですけど、発表してこう拍

手をされると嬉しそうな顔をします。こういうふう

に他者から受容される場となっているのかなと思

います。ある生徒さんの感想の中にはですね。「中学

校までは、自分が発表したら笑われたりとか否定さ

れたりすることが多かったんだけど、この授業の中

ではそれがされないので、自分の気持ちを素直に言

えます。」という感想をいただいたこともあります。

こういう場がですね、まずは自分の気持ちや感情・

行動、理解するという場になり、そしてどういうふ

うに問題場面で解決したらいいのか、実際にやって

みて上手くいったという経験が、その後セルフ・コ

ントロールにつながっていくと考えています。こう

いった場を使いながら、中学校までなかなか認めら

れなかったり、いい所を見つけてもらえなかったり

した生徒さんも多かったりもするかなと思います

が、自分を肯定する場になっていけたらなと考えて

います。今後の課題点としては、先ほども言いまし

たように、どうしてもすごくクラス単位でやってい

ますので、何か問題を抱えた生徒さんに特化して行

っているわけではないので、そういった部分は個別

の指導やサポートを考える必要があります。今後、

卒業後、このプログラムを受けた生徒さんたちがど

うなっているのかを調べたり、あるいは、今は私た

ちが学校に行ってやらせていただいていますけど

も、多くの学校でこのプログラムをしていくために

は、どんなふうにしたらいいかということを考えて

いけたらと思っております。こういったプログラム

を学校の先生達と一緒にやらせて頂いているのは

すごくありがたいことですね。私達も少しでも、そ

の学校の中で生徒さんたちの「抑うつ」だったりと

か、対人関係といったものの問題にアプローチでき

ていけるといいなというふうに考えております。私

の方からは、以上になります。ご静聴ありがとうご

ざいました。 

 

〔コーディネーター〕尾形先生、ありがとうございました。尾形先生からは、対人関係スキル向上とい

う「抑うつ」予防を目的としたプログラムをご紹介いただきました。特に高等学校の先生と一緒に学級

単位でやっているところが、とても大事なことだなと思います。私たち特別支援教育のサイドからする

と、どうしても個別支援、個別支援として覚えてしまうところを、関係性の問題がとても大きいですか

ら、学級規模で。そういう指導効果が、また出ていらっしゃるので、是非いろんな学校で取り組んで頂

けるといいのかなと思います。生徒さんの感想も、何かとても正直な生徒さんも多いなと思って、とて

も興味深く聞かせて頂きました。尾形先生、どうもありがとうございました。 

それでは、最後の話題提供をお願いしたいと思います。広島大学アクセビリティセンターの山本幹雄

先生から、高等教育における就学支援と学会連携についてお話を頂きたいと思います。山本先生、よろ

しくお願いします。 

 シンポジストⅢ  

～ 山本 幹雄 先生 ～ 

広島大学アクセシビリティセンター センター長 

広島大学アクセシビリティセンターの山本です。

よろしくお願いします。 

僕からは、「高等教育における修学支援と学外連

携」ということで、広島大学での取り組みを中心に、

大学が中心になりますが、大学における修学支援に

ついてご紹介させていただければと思っています。 

全国的な動向の話を説明してから、広島大学の話

に移りたいと思います。先ほど、笹森先生のご講演

の中にも同じスライドがありましたけど、これは日

本学生支援機構の実態調査による結果の資料で、平

成 18 年から令和元年度までの、高等教育機関にお

ける障害学生の在籍状況の推移を表したグラフに

なります。見ていただいたらわかると思うのですけ

ど、右肩上がり、全体として右肩上がりで、特に、

赤で囲っている所が発達障害なのですが、発達障害

とか、精神障害、内部障害、病弱・虚弱の学生の数

が右肩上がりに増えているのが、最近の傾向になり

ます。これは多分、8 月末に令和 2 年度の調査結果

が出たはずなんですけど、多分この傾向まだ続いて

いると思われます。この増加傾向については、発達

障害のある学生の進学が増えているって部分もあ

るかもしれませんが、どちらかというと高等教育機

関の方で、発達障害があることが把握できている学

生の数が増えているというふうに見るといいのか

なと思います。ここでいう高等教育機関というのは

大学・短大、高専が含まれます。発達障害のある学
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生数の増加傾向が続いているということで、受け入

れる高等教育機関の状況ですが、2019 年の時点で

96%の高等教育機関が、支援担当部署を設置してい

ます。広島大学の場合はアクセシビリティセンター

という専門の担当部署があるのですけども、広大と

同じように専門の部署を設置している高等教育機

関の数は 22%、これも例年増加してはいます。この

2020 年も増えることは有っても減ることは無いと

思います。ただ、高等教育機関も規模がバラバラで、

広島大学は 15,000人の学生がいたりしますけども、

小規模の教育機関だと、1,000 人以下の教育機関も

たくさんありますので、専門の部署が必要かどうか、

設置可能かどうかっていう点は、環境によるので、

必ずしも22%が100%になるのが望ましいとは一概

には言えないのですけども、むしろ注目すべき点と

しては、障害学生支援を所掌している部署が、ほと

んど（96％）の高等教育機関にあるということを示

している結果かなと思います。 

広島大学における修学支援について、本学の基本

的な考え方としては、障害のあるなしに関係なくと

いうことなのですけども、「全ての学生に質の高い

同一の教育を保障する」さらに「評価の公平性を担

保する」という所を基本方針として、取り組みを進

めています。「現時点では」という但し書き付きにな

りますけども、この2つの目標を達成するためには、

現状では「アクセシビリティ」すなわち「学びやす

さ」とか「参加しやすさ」とか「利用しやすさ」に

関するその調整とか支援が必要だということで、個

別の修学支援を行っています。 

広島大学がこういった取り組みに本格的にこう

力を入れ始めたのは、2000 年。今世紀に入る直前か

らですかね。規則とか、ガイドラインとかを決めて、

支援体制・支援制度、考え方を整理して。当初はで

すね。障害のある学生で支援対象になっている学生

はほとんどフィジカルの障害、目が不自由とか、耳

が不自由とか、手足が不自由という学生が中心だっ

たのですけれども、その時に作られた考え方とか規

則が今もこう微調整はされていますけども、変わら

ず実施されています。 

広島大学の支援体制なのですけども、これもその

ときのニーズとかですね、あと大学の組織に合わせ

て少しずつ改善、改正ですかね、改良されてきてい

るんですけども、今はこういった体制になっていま

す。広島大学は大きな大学なので、学部が 12 学部

ですかね。研究科は、たくさんあったのですけど、

今は 5 つの研究科に組織が再編されまして、研究科

は 5 つということになっています。障害学生支援の

支援体制も大学の組織を基礎として整備されてい

るんですが、最初は、学部単位・研究科単位で支援

担当者を置く体制をとっていました。10 年くらい前

までは、支援申請をする学生は身体障害のある学生

に限られていてその人数も現在の 6分の 1程度でし

たが、発達障害や精神障害のある学生からの申請が

増えてきて、専門のカリキュラムの内容にくわしく、

学生の身近にいる先生たちの配慮・調整や合意形成

が必要な事案が増えてきたこともあり、学部・研究

科単位では組織が大きすぎる、もう少し細かく組織

を編成した方が良いということで、昨年度からプロ

グラム単位で支援担当教員を置く支援体制に組織

を再編しました。プログラム単位というのは、例え

ば理学部だと、物理プログラムとか化学プログラム

とかがあります。規模としては学科に近いものをイ

メージしてもらってもよいかもしれません。 

主たる責任の所在は、学部・研究科・専攻科にあ

るという建付けは変わりませんが、実際のきめ細や

かな対応はプログラム単位で対応するというよう

な体制になっています。主たる責任の所在は学部単

位で設定されていますが、学部毎に対応や取組がバ

ラバラになるとよろしくないので、全学会議を設け

て、全学的な方針を設けて、どこの学部・研究科で

も同じような対応がとれるよう、対応の標準化を図

っています。 

アクセシビリティセンターは、色んな学生スタッ

フであるとか、色んな支援リソースを持っていたり

する組織で、各学部・各プログラム単位の支援を支

援する形で設置されています。僕はここのアクセシ

ビリティセンターの専任教員ということになりま

す。 

支援制度を利用するには、一応手続きがあります

広島大学は「支援申請制度」を設けてますけど、同

じような制度を設けている学校もあれば、そうでな

い学校もあるかと思います。広島大学は 2000 年頃

からですね。こういった支援申請制度を設けていま

す。診断がつくような何かしらのものがあって、且

つ修学上の社会的障壁が生じる可能性のある学生

に関しては、所属している学部とか研究科に支援を

申請することができるという制度です。 

申請の手続きとしてはですね。相談窓口がいくつ

かあるのですけども、最終的には、本人にアクセシ

ビリティセンターの方に来てもらって、申請書類を

一緒に作るということをします。申請書類を作る際

にアクセシビリティセンターでアセスメントも簡

単にやってしまいます。学生本人は、「支援申請書」

に、診断書とか意見書等の「エビデンス資料」、客観

的資料ですね、これと、アクセシビリティセンター

の「アセスメント結果のレポート」を添えて、所属

学部・研究科の窓口に提出します。今コロナ禍なの

でオンライン申請というのもあるので、本人が直接

持っていかなくてもできるようになっているので

すけども、この支援申請を受けて、支援の必要性が

認められれば、支援が開始するという制度になって

います。 
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これは、広島大学における支援対象学生ですね。

支援申請をして、支援が必要であると認められた学

生の数の推移ですけども、これも全国と同じように

右肩上がりに増えています。発達障害は真ん中のこ

の辺りですけども、これも増えています。トータル

で昨年度が 111 名だったのですけども、障害種別を

足し合わせるとそれを超えているのは発達障害が

ありながら精神障害もあるとかですね。身体障害が

ありながら発達障害があるというような重複のあ

る学生もいるので、こういった数字になっています。 

全国とちょっと感じが違うのは、病弱の学生の支

援申請というのがまだ多くないという所が全国の

傾向と違うのかなと思います。ざっくり言うと支援

需要は、質的にも量的にも増えているし、内容とし

ては多様化しているというのが最近の傾向です。パ

ッと見ですね。赤いラインの支援申請者、対象者数

の数が増加率、右肩上がりの程度が寝ているように

見える。ですけど、昨年度は、コロナ禍でオンライ

ン授業の影響で、一時的に増加傾向が緩やかになっ

ている部分もあるかなというふうに見ています。 

大学の授業はですね。授業ごとに担当の先生が変

わり、中高のようにクラスルームがないので、配慮

が必要な学生に関してはその情報を、授業担当の先

生に知らせる必要があります。これも、大学によっ

てやり方は少し違うと思うのですけど、広島大学の

場合はアクセシビリティセンターで「配慮依頼文書」

を本人の合意のもとに作り、学部の支援担当の先生

と、プログラム単位の支援の担当の先生とアクセシ

ビリティセンターの連名で、「授業担当の先生」とか、

指導教員つまり、研究室に配属されると指導教員が

いて、研究室に配属されるまではチューターと呼ば

れる先生がいますので、「指導教員・チューターの先

生方」と、支援室と書いてありますのは、事務の担

当、「学生支援担当の支援室」と、あと必要に応じて

「関係教職員」にその内容が通知されています。 

例えば、授業を担当している先生に、お願いして

いる配慮内容の例なのですけど、発達障害のある学

生の場合に良く依頼されている内容としては、「重

要事項の文書伝達」、事前事後の確認が可能なよう

に、重要事項については出来るだけ電子掲示板で通

知していただくことをお願いしています。「重要事

項の文書伝達」は発達障害に限らず、支援申請して

いる学生に係る配慮依頼文書では、基本的なお願い

として記載されています。 

学生本人にとってはもちろんのこと、支援担当者

としても、事前事後の確認ができるので、早めに準

備できたり、見通しを立てやすくなったり、見落と

した後に確認できるというメリットがあります。重

要事項の文書伝達は、お願いしやすく効果が高い配

慮でもあるので、発達障害に限らず身体障害であっ

ても精神疾患であっても配慮依頼文書には決まり

文句のように記載されるようになっています。 

この辺りは「依頼」というよりは「提案」になり

ます。授業毎に内容も教授法も異なるので、「必ずこ

のようにしてください」とはお願いできませんので、

必要に応じて「チェックリストや工程表を用意する」

とか「スモールステップに分割する」とか「具体的

な指示・説明で補足する」とかの対応を提案し検討

いただいています。最近配慮依頼文書の中で書くこ

とが増えている文言としては「寛容な態度」という

表現があります。「回答を急かさない」とか、「無理

に発言を求めない」というような文章に「寛容な態

度」でと付けくわえる事が増えています。 

これは「調整」に関する内容ですね。特に、グル

ープワークとかペアワーク、先程の尾形先生のお話

にもありましたけど、ペアワーク・グループワーク

で躓く学生というのも多いので、協調作業に関して

は、「方法」とか「時間配分」とか「メンバーを調整

する」とか「何をやるかをわかりやすくする」とか、

その辺りのお願いをしていたりします。 

「情報量」とか「タスクの調整」とか「必要に応

じて個別に助言してください」とか、「途中退室しや

すいようにしてください」とか、こういった対応を

関係教職員に検討お願いしています。 

関係教職員だけで対応することが難しい部分を

補足する形で、アクセシビリティセンターが提供し

ている支援の例ですけども、例えばアクセシビリテ

ィセンターでは定期的な面談をしています。笹森先

生のお話の所でもありましたけど、短い面談をなる

べく頻繁に持てるようにという所で、学生の状況に

合わせて定期面談の提案をしています。定期面談で

行っている内容は、例えば「スケジュール管理」と

か「情報整理」とか、あと、場合によると「こうい

うことが言われたけど、よく分からなかった」みた

いなことに対しても助言を行っています。頻繁に面

談をしている学生だと週 1 回、少ない学生だと隔週

とか月 1 回とかになります。 

自習支援の需要は、特に授業がオンラインで行わ

れるようになってから増えている感があります。ア

クセシビリティセンターのスタッフが監督につき、

1 人で自習できる自習室を用意します。学生はこの

自習室で定期的に課題に取り組んだり、オンライン

授業を受講したりするわけです。見通しを立てて計

画的に課題に取り組むことが不得手だったり、他の

学生がいる自習環境や自宅では集中できなかった

りで、課題・提出物が滞ったり、生活リズムを崩し

たりしやすい学生の利用が増えています。 

3 つ目の「学生チューターの手配」も最近需要が

増えている支援になります。学生チューターという

名称ですがメンターと言った方が実態にあってい

るかもしれません。例えば物理を学んでいる学生で

あれば、先輩にあたる物理系の大学院生を学生チュ
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ーターとして雇用します。学生チューターは学習面

でのアドバイスもできますし、レポート提出のコツ

や学外実習の雰囲気とか振舞い方等のアドバイス

をすることもあります。学内には他にもレポートの

書き方や学習を支援するサービスはあるのですが、

こういったサービスをうまく利用できていなかっ

たり、友人や先輩に巧く相談できていなかったりす

る学生である場合に学生チューター制度の利用を

提案しています。 

コミュニケーション上の不得手があり、学生本人

が学生チューターに巧く困り事を相談したり、分か

らないところを質問できない場合、学生チューター

の方が学生本人のコミュニケーション特性に合わ

せて説明できない場合は、アクセシビリティセンタ

ーのスタッフが間に入って通訳的な役割をする場

合もあります。学生チューター制度は支援担当者か

ら見てもかゆい所に手が届く制度でもあるので、需

要が増えていくように思います。 

あと、出口支援など、学内のみでの対応では難し

い内容については、外部の専門機関との連携ですね。

就労移行支援事業所や発達障害支援センターには、

よくお世話になっています。進学、就労に関するも

のとしては、障害者雇用の情報紙を発行している

「イフ」という会社と連携したりとか、広島でいえ

ば「リタリコワークス広島」さんとか「unselfish」

さんに、オンラインでの就労相談に対応してもらっ

たりとか、連携した支援を進めています。 

「試験の特別措置」、スライドで示しているもの

は、学内の期末試験での特別措置例です。先程笹森

様先生のお話にもありました「大学入学共通テスト」

で対応している内容より、学内の期末試験の方が、

試験の形式も措置できる内容も自由度が高いため、

「大学入学共通テスト」では行われていない措置内

容も含まれています。入試の特別措置に関しては、

大学入学共通テストで実施された特別措置を参考

とされる大学が多いかなと思います。広島大学の場

合も共通テストでどういう配慮があったかという

点を参考にします。発達障害のある学生に対して実

施している内容としては、スライドに示しているよ

うな内容があります。シビアに判断する措置は時間

延長ですね。評価を公平に行うための措置なので、

時間延長についてはその必要性を客観的に示す必

要があるため、診断書が無い場合は措置できない場

合があります。発達障害のある学生への措置として

多くて実施しやすいものとしては、下敷きやイヤー

マフなどの持ち込み許可や途中退室に関する配慮

などがあります。 

修学支援の課題について。配慮開始までの障壁と

いう課題があります。困り感の自覚がなかったりと

か、支援を受けることに対する抵抗感があったりと

か。障壁の所在や配慮を受けることに対して本人が

納得できるかどうかという課題ですね。支援制度を

利用することに「メリットを感じる事ができるかど

うか？」や支援制度を利用した場合の「見通しが立

つかどうか？」といったところがハードルになるん

だと思いますが、入り口のところで躊躇や頓挫があ

り、支援の枠組みの利用につながらないことは良く

あります。 

一般に、支援制度を利用する場合には、診断書な

り障害者手帳の写しなり、エビデンス資料の提出を

求めるのですが、このエビデンス資料がネックにな

ることが良くあります。大学に入学してから初めて、

「発達障害があるのかも？」ということになった学

生については、診断に至るまで相当の時間を要する

こともあります。 

「発達障害」の診断をされたことは無くても、「発

達障害」の診断がある学生と同じような困り事があ

り、支援の相談に来る学生はたくさんいます。アク

セシビリティセンターでは診断は行えないので、支

援申請をするために、診断書なり意見書なりを入手

してほしい旨を学生に伝える訳ですが、診断書を入

手するのに苦戦するケースも少なくありません。診

断書の入手に 3 か月以上要するケースが多く、タイ

ムロスが大きかったり、体調不良や不安・抵抗感か

ら病院に行けなかったり行かなかったり、診断書を

とる費用に難色を示したり、コロナ禍でオンライン

授業中心であった時期は、外出そのものに抵抗があ

ったりとか、様々な理由で診断書の入手に至らない

ケースがあります。病院に一度つながる事のメリッ

トもありますので、支援申請を希望する学生につい

ては、原則、診断書の提出を推奨していますが、い

よいよ「診断書の入手は難しいな」ということにな

れば、診断書を代替するエビデンス資料として「専

門家の意見書」の提出で対処することがあります。 

5 番目に「シミュレーション支援」と書いてあり

ますが、これは「見通しを立てること」に関する情

報支援ということになります。発達障害に限ったこ

とではありませんが、「見通しが立つこと」で修学状

況が改善するケースは多々あります。「見通しを立

てることに関する情報支援」は、重要かつ効果的な

支援の１つだと思います。例えばグループワークで

躓く学生が多くいますが、「いつ、どこで、何を、ど

のように」といった事の具体が事前に明らかになる

事で状況が改善することも良くあります。研究室配

属とか教育実習とかも同様で、「いつ、どこで、何を、

どのように」といった事の具体について事前に確認

できたり、疑似体験することができるような支援の

拡充をこれからの課題として考えています。 

残り時間があまりありませんが、オンライン授業

の影響について、ちょっとだけ紹介したいと思いま

す。昨年は、対面授業が感染拡大防止のため、急に

遠隔授業に切り替わりましたので、オンライン授業
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を実施する側も受講する側も慣れていないことも

あり、発達障害のある学生に限らず、最初は戸惑う

ことも少なくなかったと思いますが、全体的な印象

としては、オンライン授業になって受講しやすくな

ったケースの方が多いように思います。例えば、生

体調不良や不安症状、朝起きれない、などで教室に

行けてない学生が一定数いますが、対面の授業には

出席できなくても、オンライン授業には出席できる

ケースがあります。オンライン受講の場合は、対人

ストレスや通学負担を軽減する効果があったりと

か、オンデマンドであれば体調の良いときに受講す

ることができたりとかで受講状況が改善されるケ

ースがあります。対面授業が一気にオンライン授業

に切り替わった当初は、デジタルになって情報量が

一気に増えたことで情報過多になり対処できなく

なるケースとか、スケジュール管理や生活リズムを

整えることが難しくなったりとか、自宅で受講する

ということで集中できなかったりとか、といった問

題、人と対面で話す機会が減ったことによる弊害な

どが、支援申請している学生に限らず顕著になり、

対面授業の時は支援申請していなかった学生が支

援申請に至るケースもありました。このような問題

は次第に減ってきているように思いますが、対面授

業が再開されてからは、逆に障害を理由として対面

授業をオンラインで受講することを希望する学生

が増えています。感染症対策としてオンライン授業

を開講する必要がなくなったとき、障害を理由とし

てオンライン受講を希望する学生に対してどのよ

うに対応していくか？という点が今後の課題とし

て残っています。 

広島大学の取り組みについては、もう時間になり

ましたので、資料の方で見ていただければと思いま

す。一つの大学が学内だけの対応で対処出来る事に

は限界があるので、全国的な連携を行ったりとか、

地域で連携ネットワークを構築してリソース共有

を行ったりとか、アイデアやノウハウを大学間で共

有しながら取組をすすめています。「まとめ」の方も

時間がある時に見ていただければと思います。 

最後に、参考として、「大学入学共通テストの特別

措置の案内」、全国の取組を知ることができる「日本

学生支援機構の障害学生支援のサイト」、この辺り

を紹介させて頂いて、僕の話を終わりにしたいと思

います。ご静聴ありがとうございました。  

 

 

 

 

〔コーディネーター〕山本先生、ありがとうございました。広島大学は、進んでいるのだと思いますが、

就学支援アクセシブルセンターの役割みたいな話と、発達障害のある学生への具体的な支援についてお

話をいただきました。大変参考になりました。ありがとうございました。 

それでは一旦司会の方に返しますので、よろしくお願いします。 

休憩 

〔司会〕それでは再開致します。これより、シンポジウム後半の「ディスカッション」に移ります。笹

森先生、よろしくお願いいたします。 

 ディスカッション   

 

［進行役は、引き続き、笹森先生にお願いしました。発言者名は文頭に記載し、敬称は省かせて頂きます］ 

 

では、よろしくお願いします。後半のデ

ィスカッションに入りたいと思います。

画面上は、山本先生、尾形先生に入って頂いて進め

ていきたいと思います。よろしくお願いします。今

回のシンポジウムのテーマがです。発達障害児の学

びの場を考えるということで、高校以降における支

援内容の連携ということで話題提供していただき

ました。やはり、保護者の方のお話がすごく皆さん

も心に沁みたのではないかなと思いますので、保護

者の方のお話を中心に、流していきたいなと思って

います。まずは、私の方で少し質問をさせていただ

いて、そのやりとりから話題を広げていきたいなと

思います。なるべくテーマに沿った形でいきたいと

思います。それでは、まずは、保護者の方に伺いた

いと思うのですけれども、やはり高等学校というの

が大きな節目になっているなという印象がありま

した。中学校は、ある程度好きなスポーツがあり、

決められた生活パターンの中で安定してお過ごし

になったという話がありました。多分成長なのだと

思うのですが、お子さんも成長されて、高等学校で

は、行動範囲も広がって、いろんなことを楽しみた

いと思いになって、生活の状況が大きく変わったの

笹森 
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だと思います。お話ではですね。その変化に対して、

お母様が上手にこう受け止められて乗り越えられ

ている印象があるのですけれども、きっとそんなに

平穏な感じではなかったのだろうなとも思うので

す。そのときの変化について、特に中学校から高等

学校の生活が大きく変わったことに対して、お母様

がどのように受け止められて、またそこにはすごく

お子さんに寄り添ったいろんな対応があるのです

けれども、そのあたりをどういうふうに乗り越えら

れたのかという辺りから口火を切っていただける

と嬉しいと思います。お母さんいかがでしょうか。 

先生のご質問の中で、高校時代に大

きく変わったきっかけなんですけ

れども、やっぱり中学生の友達と別れて、「新しい学

校生活をスタートできる」って言ったことだと思い

ます。中学はスポーツに打ち込めた反面、土日・休

日もほとんど練習、大会なので、友人と過ごすって

いった自由な時間がほとんど取れませんでした。子

どもは、本来友達を作って楽しく過ごしたいってい

う願望が強くて、 それが中学校時代充分な時間と

れなかった反動じゃないかなと私は思っています。

あと、それともう 1 つは、中学のスポーツでの結果

なんですけど、自分が思っていた以上のものであっ

たため、燃え尽き症候群みたいなような状態でちょ

っと目標がなくなってしまったのかなっていう所

はあります。それで、その目標の代わりに、ちょっ

とバイトをしたいっていうのがちょっと強く出て

いたなというふうに思います。社会的に 16 歳、高

校生になると 18 歳未満の子供でも仕事ができるっ

ていうような状態になると思うのですけど、それは

やはり本人もわかっていて、小さい頃からやっぱり

大人への憧れがすごくあって働いてみたいってい

う気持ちが、すごく強く出たなっていうふうに思っ

ています。この気持ち自体は、私は本当に、悪いこ

とではないし、働く意欲があるっていうのは本当に

すごいいいことだなと思っていたので。本当に、校

則さえなければ、「すごい、頑張って」ってと言いた

いぐらい、凄いなというふうに思っていました。自

分の欲求が満たされない限りは、この子にはいくら

言っても多分、私の言うことは聞かないなっていう

のはわかっていたので、できるだけちょっと学校の

校則にはみ出たようなことはしないようにしてほ

しいなあと思っていたのです。最大限やってもちょ

っと話したような形になってしまって、あれなので

すけど、入学する時に 1 つだけ「3 年間、頑張って

学校に行って卒業するっていうことだけは絶対に

守って、約束して頑張っていこうね。」っていうのだ

けは約束しました。それ以外のことは、本当に周り

からちょっと甘過ぎるのじゃないって言われるこ

とが多かったのですけど、口を出さずに見守ること

にしました。でも、子どもはあの後で、後でと言う

か今になって、それは「ありがたかった」っていう

ようなことを言ってくれました。 

ありがとうございます。やっぱりお母さ

んが、すごくお子さんの気持ちを上手に

汲み取ってというか、どうなのでしょうか。多くの

お母さんは、やっぱりそこのところが葛藤があるの

かなってちょっと思ったのですけど…。小さい頃か

ら、子供さんの様子をよく見てこられて、これ以上

は無理はできないみたいなところも、ご自身の中の

子育ての方針として持っていらしたのかなと思い

ました。友人と過ごすことっていうのは、とてもご

本人も希望されていたし、スポーツの時もそれがあ

ったのですけど、高校は環境が変わったので すぐ

に友人っていうふうにはなかなかつながらなかっ

たんじゃないかと思うのですけど、その辺りはどう

だったんですか。行動力がある…。 

新しいお友達を作るのに、発達障害

のわりにはコミュニケーション能

力が結構あるなっていうふうには思っておりまし

て、SNS で繋がったっていうこと、私先程お話した

と思うんですけど、私もその当時ちゃんと制限して

いなくて、私が悪かったなと思うんですけど、同じ

学校の先輩とかからちょっと連絡が来たりとかし

て、その中で、そういう繋がりができて楽しいなあ

っていうふうに思ったんだと思います。新しい生活

を始めたとしても、何かそういう反応があって楽し

いなあっていうふうに思ったのだと思います。なの

で、余り抵抗はなかったです。 

そうなんですね。もう 1 つだけ、バイト

は自分で見つけられたのですか。 

繋がった先輩からの紹介というこ

とになるので、やっぱり環境が大事

かなというふうに思います。それがなかったら、そ

こには行かなかったのじゃないかなっていうふう

にも思うので、親的には、やっぱり私も配慮が足り

なかったなっていうふうに、すごく反省しておりま

す。 

いやいや、でも結果的にはそれで世界、

社会が広がって。大きな時期だったよう

な感じですよね。ありがとうございました。今のそ

の辺りのお話を受けてですね。尾形先生、今、高校

生で、かなり困難さを抱えている生徒さんが集まっ

ている学校、高等学校の先生方とのプログラムの実

施だったのですよね。対人関係とか、コミュニケー

ションとか、感情のコントロールだとか、そういっ

たことが難しい生徒さんがここも多いと思うので

すけど、先生がそこの高校と関われてプログラムを

実施する中で、何だろうな、そういう難しい子ども
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たちの今の高等学校期の状況だったり、そこで何が

1 番求められているのかなっていうふうなところを、

お話でもありましたが、もう一度お話頂けますか。 

ありがとうございます。日々やっていて

思うのは、対人関係のそういうスキルと

か、そういう経験がやっぱり、それを身に付ける経

験が少ない生徒さんが多いなというふうには思っ

ています。多分、コミュニケーションスキル、対人

関係スキルが上手なお子さんは、色んな場面で友達

とケンカしたり、言ってみて失敗したり、とかしな

がら、そういうスキルを身に付けて行くのだと思う

のですが。やはりそういう、もともと難しさを抱え

ている生徒さんっていうのは、そもそも友人が少な

かったりとか。でも、けんかとかそういう場面をそ

もそも経験していないのでどうしていいかわから

ない、というふうなことが多いなというふうには、

実際やっていて思うのですよね。友達と仲良くなり

たいとか、友達欲しいとわかっているのだけど、ど

うしていいかわからないっていう生徒さんが、実際

やっていて多いなというふうには思いますので、そ

ういう躓きが高校生になるとより大きくなってい

るというか、小学校よりも段々、経験の差が大きく

なっているので、そういった所が大きい、躓きが大

きいまま社会に出るっていうのは本人も不安だし、

本人ももう自分ができないとかっていうふうなこ

とも、考えるようになっているので、そういった所

をまずは自信をつけてもらうというか、こういうふ

うにやったらうまくいくという小さい体験でもい

いので、達成感というかですね、やり方はだいたい

知識として持っているのだけどやってみたらうま

くいったとか、そういったことを達成感が味わいや

すいような環境設定をまずちょっと注意しながら、

というか、すごく意識しながら行っているというふ

うな所になるかなと思います。 

ありがとうございます。今日 ご紹介頂

いた、あのお子さん、アスペルガーのお

子さんの話は、先生はどんなふうに受け止められま

すか。 

そうですね、すごい、意欲とやる気と、

すごく人と関わろうという気持ちがす

ごく強いお子さんだなと思っていて、それは多分、

高校になるまでの小中の体験の中で、人と関わって

うまくいったとか、親子関係の中ですごく受け止め

られる体験がすごく多かったので、そういう社会に

出る一歩みたいな所が、勇気が持てるお子さんだっ

たのかなというふうには思っています。そういう意

味で、すごくソーシャルスキルとか、そういう所も

高かったし、達成感とかも上手に感じられるような

成功体験をやっぱりたくさん積んできておられる

のかなっていうふうには、お話をきいていて、それ

を支えられたお母さんの力っていうのはすごいな

というふうに思ってお話をお伺いしました。高校の

方で、サポートができるような体制が今後、整って

いくといいなというのも、同時に思いました。 

ありがとうございました。お母さん、も

う 1 つ、ちょっと追加でどうしてもきき

たかったのですが。休みと遅刻を繰り返した時の生

徒指導の先生とのやり取りがありました。あれすご

くインパクトがあって、なるほどなあっていうやり

とりで。でも、そのあとにですね、先生が謝ってく

れなければ絶対許さない話があって、で、先生の方

が「学校に来てくれなかったらどうしようと思って

いた。」というプロセスがあって、最後にあのお子さ

んが「自分にいろいろ配慮してもらって、ありがと

うございました。」っていう場面は本当にこうなの

でしょうね。この締め付けられるような場面なので

すけど、その辺りは、お母さんとしてはどんな思い

で。最初からその生徒指導の先生とのやり取りがス

ムーズに行けばそんなことはなかったんですけど

も、そこお話いただいてもいいですか。 

はい、生徒指導の先生が本当に、１

番最初にそのようなことを言って

くださったことが１番のポイントというか、子ども

が素直に話をきける状態になったっていう所がす

ごく大きいと思います。でも、その前段階でという

か、それまでの流れの中で、担任の先生の力強いと

いうか、サポートがすごく私はありがたくい思って

います。あの 3 年間、同じ担当の先生がしてくださ

ったのですが、常に、子どもにも声をかけて「頑張

ろうね。」っていうふうなことを言ってすごく気に

してくださって、1 年生ぐらいの時はちょっとあん

まり心配し過ぎるから嫌だっていう感じではあっ

たのすけど、「もうちょっとほっといてほしい」って

言うような感じのことが、1 年生の時ありました。

でも、2 年生のときのあのことで、やっぱり先生方

の愛情というか、すごく関わって、一生懸命関わっ

てくださっている気持ちというか、子供に対してす

ごく真剣に向き合ってくれている所が、私も感じら

れましたし、子どもも多分ちょっと誤解していたと

いうか、「先生は私ばっかり怒る。」っていうような

感じのことも言っていたのです。けど、その理由を

ちゃんと理解でき、先生が説明されてその理由がわ

かったということで、本当に感謝の気持ちに最後に

はなったのだと思います。なので、最後そういうふ

うなことを言ったのだと思うのすけど。だから、や

っぱり先生方の気持ちが 1 番嬉しいというか、向き

合ってくださる姿勢が1番大事なんじゃないかなと

思います。色々な知識とかも大事だと思うのですけ

ど、子どもに対しての、その姿勢がすごく私にとっ
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ては 1 番だったと思います。 

ありがとうございます。なんでしょう、

教育関係者としてはとても耳が痛くも

あり、「そうだよな！」って言う思いもあり、とても

大事な話かなと思いました。そういった意味ではで

すね。尾形先生、山本先生にもコメントいただきた

いのすけれども。尾形先生のプログラムで見えたこ

とについては、高等学校の先生と一緒にやっていま

すので、高等学校の先生方に、例えば、今の子供と

向き合ってくれる姿勢が大事だっていうふうにお

母さんがおっしゃっていましたが、その辺りの先生

方とのやりとりがどうかという話と、それから山本

先生には大学のアクセンビリティセンターで、全学

でそういう調整をされる中で、やはり大学の先生も

いろんな方がおられたりすると思うのです。そこで、

特に、高校、大学あたりだと「公平性」みたいな話

が度々、話題に出ることがあると思うのですけど、

その辺りの先生方の意識をどうなのでしょう。共有

化して共通理解して、子どもに向き合う今、お母さ

んのおっしゃった姿勢に持っていくような、なんか

そういう課題でもあり対応策でもあり、先生方が今

努力されていることみたいのがあったら教えて下

さい。尾形先生の方からコメントありますか。 

はい、ありがとうございます。私たちの

やっているプログラム、なかなか高校で

やっていることって少なくてですね。やっぱり最初

導入しているときは、やる気のある先生が1人いて、

あとの先生は「何で高校生にこういうことしないと

いけないのか。」と言ったような意見を持っておら

れる先生もいらっしゃったりするのですけれども、

あの実際、授業もですね、発表したら拍手とか、何

かちょっと高校の中ではなかなかこう授業の、普段

の授業と雰囲気が違う雰囲気になるんですが、その

中でやっぱり生徒さんが、先生の知らない面を見せ

たりとか、いつも発表しない子が手を挙げて発表し

てみたりとか、生徒さんの気持ちを書いたりすると

きにはこんなこと考えていたのだっていう、先生が

すごく発見をして下さる場になっているなという

ふうには思っていて、先生がこう生徒さんの一人一

人をですね、知る場になってもらえたらいいなとい

うふうにも思っていて、そういった形で先生たちと

「こんなことを生徒さん言っていましたよ。」とか、

振り返りの生徒さんの感想とかも先生達と共有す

る中で、先生たちも生徒さんへの見方が変わったり

とか、あとここが褒めポイントだとか、各生徒さん

の個別に「ここ」を見ていけばいいという所を共有

している中で、最初はこう結構、協力が難しかった

学校も段々とこう協力体制が出てきたりとか、今は

先生方自身が授業をしてくださったりとかってい

うふうなことにもなって広がっていっているで、何

かそういう様々な生徒さんのご側面を見てもらえ

て、それを共有して行く中で、高校の先生、なかな

かそういうことを見たり学んだりする機会も少な

い所もあるのかなと思うんですけど、そういう所で

一緒になって、喜んだりしながらやっているという

ふうな所になっております。 

ありがとうございました。では、山本先

生に伺いたいのですけど、大学の方がむ

しろ合理的配慮みたいな、こう意識でおりてきてい

るところもあるのかなと思いますし、広島大学は多

分ほかの大学よりも一歩二歩進んでいるところも

あると思うのですけれども、先ほど伺った、教員同

士、教官同士の意思の疎通というか、生徒理解とい

うあたりはどうですか。 

そうですね。他の大学の先生とお話しす

る中で、障害学生支援について理解頂け

る環境としては、広島大学は恵まれているようには

感じます。大学として障害学生支援の取組を長くや

ってきているので浸透してきているという面があ

りますけど。もちろん先生方の中には色んな先生が

おられるので。それと障害のある学生のニーズも

色々、多様化してきているので、前例の無い新しい

事案が生じれば「なかなか難しいな」となることも

あります。先生方も対応するのが難しいし、我々も

「どうしたらいいかな」ということも起きるのです

けども。もちろん、学内の研修会とかで、教職員の

方が知る機会があることも少しは役に立っている

所があると思うのですけども。やっぱり、細かく支

援マニュアルを作って、個別の先生が一人で考えて、

一人で対応できるようにするというよりも、内容に

よってプログラム単位・学部単位というように組織

で話し合って対応できるような支援体制を組んで

きたことが良かったんだろうと思います。我々が先

生方に配慮依頼文書だけじゃ伝わりにくくてわか

りにくい内容について説明する時に、気をつけてい

るのは、一方的なお願いにならないようにするとい

う事です。先生方のお話も良く傾聴し、学生と先生

方の双方の立場で考え、通訳の役割を果たすこと意

識して対応しています。一方的にお願いするのでは

なく、学生も先生方も小さな成功体験を重ねていた

だくよう支援することが大切かなと思います。成功

体験を重ねることで、「こうすれば巧くいくかも」と

いう事が増えていきます。我々は現在、発達障害の

ある学生を数十名、支援対象として対応しています

けど。多分，支援申請に至ってないまだ多くの学生

がいます。配慮依頼文書を受け取った先生方から

「他にも似たような困りごとがありそうな学生が

いるんだが、どう対応したらいいかな」と相談をう

けることがあります。配慮対象になっている学生で

成功体験があると、その先生がほかの学生にも同じ
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ようなアプローチしてみたりとか、「アクセシビリ

ティセンターに行ってみたら」っていう流れをつく

ったりとか、経験がない先生にアドバイスしたりと

か、といった 2 次的な効果も生まれてきます。ちょ

っと地道な作業ではあるのですけども、対応される

教職員にとっても、小さな成功体験の積み重ねてい

くことが必要かなと思います。 

はい、ありがとうございます。アクセシ

ビリティセンターは、ある意味で「通訳」

になるのですね．つなぎ役の…。 

我々の仕事は「通訳」だろうというふう

に、最近理解して来たという感じですね。 

そうですね。はい、ありがとうございま

す。山本先生、もう 1 つちょっと伺いた

いのですけど．先生のプレゼンの中にもあったので

すけど、発達障害のある学生の方達で、色々支援を

割くみたいなのは、研究レベルでも、色々実際レベ

ルでも出てきていると思うのですけど、この所はう

まくフォローができるのだけど、なかなかここの所

がうまくできない。要するに発達障害の学生さんが

抱えている混乱さで、何かそういうものってあるか

どうかとか。例えば、高等学校までの間に、大学入

る前までに、この辺り、身についていると学生生活

もっと楽なのだろうなっていうような点があった

ら教えていただけますか。 

まず出来そうなこととしては、やっぱり

情報支援というところで、「情報を整理」

したりとか、「わかりやすく伝えたり」とかですね。

あと、たくさんの情報がいっぺんに入ってきて処理

できないっていう所をこう整理する作業とかは多

分、ある程度我々もできるし、関係する先生方もで

きる余地がたくさんあるだろうと。で、そこから先

で難しいところは、例えば、自己理解の部分とか、

自尊感情との折り合いとかですね。先程お母さんの

お話にもありましたけど、「心配だけど 1 人暮らし

をさせてみよう」っていうのができて、うまくいく

とすごく良いのですけど。無理をしすぎるのも良く

ないでしょうし、心配しすぎてチャレンジしないと

可能性を狭めてしまう。そのあたりの加減の難しさ

ということはあるかなと思います。「進路指導」って、

大学では、たぶん高校ほどみっちりしない所がある

と思います。大学では高校より学生に自由がある一

方で、高校までのような指導は行わないところも高

校までとは異なる難しさがあるのかなと思ってい

ます。我々の考え方としては、大学の中で閉じたサ

ポートには限界がある。地域や専門機関とも連携し

て、大学の中に閉じない、社会に開かれたサポート

を構築していく必要があるということで、連携強化

を図っています。全国的にも取組を始めるところが

増えてきていますが、企業との対話のチャンネルを

拡充して、企業とのコミュニケーションを重ねるこ

とで、社会に出た後に求められるスキルと在学中に

できるサポートのギャップを埋めていこうとして

います。 

大学入学までにできる事に関してですが、もちろん

自己理解が進んでいれば、ずいぶん楽になる部分が

あるかと思います。大学に入っても相談できるとこ

ろがあることは重要だと思います。先ほどのお母さ

んの話にもありましたが、アルバイトは校則違反だ

ったのかもしれませんが、アルバイトを経験できた

こと自体は大変良い経験になったのではないかと

思います。大学では対人関係がなかなかうまくいっ

ていない学生が理解ある職場で、アルバイトは巧く

できている事があります。我々の感覚では「良いア

ルバイトがあって良かったね」と喜ぶような話なの

で・・。そういう周りの環境がどうであるかという

ことも有るかと思いますが、将来のことを考えると、

自分の好きな事・やりたい事もそうではありますが、

どちらかというと、やりたくない事が整理されてい

くと良いのかなと思います。大学進学のときに偏差

値とか合格できそうとかで選んで入って来る。これ

は発達障害のある学生に限りませんけど、入って苦

手なことっていうか。例えば、数学の成績が高校で

良かったのだけど数学あんまり好きじゃなくて、大

学に入ってすごくやらされると「それがしんどい」

となり「学部、替えたいけど」って入った後に「難

しさ」に直面してしまうことがあったりするので。

やっぱり情報収集は大切だと思います。大学でどう

いうことをやるのかなとかいう情報が入って、好き

なこと、やりたいことができれば、もちろん 1 番い

いですし、どっちかというとやりたくないことが整

理されていると良いのかなと思います。だから、オ

ープンキャンパスとか、進学説明会とか、多くの大

学がされているので、そういった場も活用しながら、

「ある程度の見通しを立てて入って来ると良いよ」

と受験生には、お話することが多いような気がしま

す。 

どうもありがとうございます。そういっ

た意味では、またすみません。保護者の

お母さんに、伺いたいのですけれども。今のお 2 人

の先生もそうなのですけれども、お子さんはですね。

インパクトがあったのが、「今、家を出ないと、ずっ

と親を頼ってしまうような気がする。」と、なかなか

言えないのかなってちょっと思うのですけれども。

その辺りも含めて高校以降の進路は、ご本人が目標

を明確にするって、「目標」という言葉がたくさん出

てきているのですね。高校進学とかその後の専門学

校の進路決定について、その辺りの、お母さんとお
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子さんの決定に対してやりとりがどうだったかと

かうかがいたいと思います。さきほど「担任の先生

の力がすごく、向き合ってくれる姿勢で」というお

話もありました。そして、クローバーの村主先生の

お話も出てきたので、その支援機関でまた後押しを

してもらったっていうようなところがあるのです

けれども、いわゆる進路を決めるに当たって、どん

な状況だったか。もう一度お話していただいてもい

いですか。 

はい、高校進学については、親とし

てはやっぱり本人の、とにかく行き

たい、行くって言った学校に行かせるっていう方針

でした。でやっぱり、せっかく部活、頑張ったのだ

から、もうちょっとこっちの学校でもいいのじゃな

いっていう思いはすごくありましたが。 本人が行

くっていう所でなければ、もし例えば、ちょっと躓

いてしまった時にきっと、親の責任にするというか、

周りのせいにするっていう所がやっぱり多々あっ

たので、自分が上手くいかないとほかの人のせいに

したりとかいうのがあるので、やっぱり自分で決め

た所で、やってほしいなって言うのがありました。

で、中学の対応としては、ほぼ私たちと同じという

か、もう選択は子どもに任せるっていう方針だった

ので、先生からもそんなに「ここに行きなさい」と

か「ここに」っていうのは余りなかったのですが。

ただちょっとスポーツやっていたので、ちょっと部

活の生徒さんが気になるので「来て欲しい」って言

う学校があったりとかしたので、そこは先生から

「どうですか」って言われたことはありましたけど。

やっぱり本人は1番最初にここに行こうと思ってい

たみたいなので、やっぱり曲げなかったです。それ

で、そこはもう尊重することにしたので、職業高校

っていう形で行きました。専門学校、やっぱり専門

学校に行くときは、職業高校だったので「就職か」

「進学か」っていうふうなことを、言われる時期が

あるんですけど、そこまでは本人はちょっと明確に

何がしたいっていうのが、正直決まっていなかった

と思います。それで真剣に話し合ったのは、やっぱ

り 3 年生の春から夏ぐらいの、三者面談があるって

いうような時期に真剣に考え出したと思います。さ

っき言ったように、「美容部員、やっぱり私はそうい

う仕事が良いからそういうふうなことを学べる学

校に行きたい。」って言うことで決めました。なので、

全部すべて本人が決めた、本人が決めたことに、親

が応援するっていう感じで、私たちはやっていたと

思います。その時に、村主先生にも色々ご相談させ

て頂いたのですけど、やっぱり子供の言った言葉だ

ったり行動とかは、全部理解してくださいました。

高校に対しての文とかも、色々あの具体的に、教え

てくださったりとかしたので、私の精神的なこう安

心感みたいなのがあったので、本当に先生の存在は

すごくありがたかったと思います。なので、私 1 人

でちょっとこうこどもがそういうふうに育ったっ

ているわけではなく、やっぱり周りの方の助言があ

って、そういうふうになったのじゃないかなと思い

ます。高校の先生も心配はしてくださったのですけ

ど、県外に行く時に「大丈夫！」っていうようなこ

とを言われたのですけど。そういう状態だったので

「行って本当に大丈夫。」っていうようなことを言

われたのですけど、やっぱり最後は本人が決めるっ

ていうこと、行きたいっていうのを応援してくださ

って、どういった試験の受け方がいいかなとかいう

のは本当に熱心に話し合いをしてくださって相談

にのってくださって、最後はやっぱりいい形で終わ

ったので、すごく感謝しております。はい、ありが

とうございました。 

ありがとうございます。やっぱりご本人

の気持ちを尊重するというのがいかに

大事かということを改めて感じた次第です。そうし

ましたら、尾形先生にちょっと伺いたいのですけれ

ども、尾形先生は心理の専門家なので、例えば、そ

の先ほどプログラムの対象の中でとても気になる

生徒さんが、高等学校はなかなか教育委員会の教育

センター等でも相談はちょっと、十分に対応してく

れない所もたくさんあったりすることもあるので、

高校期とか山本先生の大学になって以降の話なの

ですけども、そういう専門機関・支援機関に繋げる

ための何か手立てだとか、そのどういう機関が、ま

た、支援をしてくれるのかっていう辺りの所、広島

の事情でいいと思うのですけど、教えてください。 

はい、ありがとうございます。まあ私よ

りも多分たくさん情報を持っておられ

る方が参加者の中にもいらっしゃるのかなと思い

ますので、何かご存知のことがあったら共有できた

らいいかなというふうに思っていますが。確かに、

高校からの進路とか、就労とかに関する所はなかな

か難しい所だなと思っています。私も小児科でカウ

ンセリングで高校生とか、それ以上の発達障害の方

と「今後どうするか」って話し合いをする時になか

なか、難しい部分で、どこに相談に行こうかとか、

就労支援とか、色々考える所なのですが。私が今、

関わらせて頂いている高校については、やはりすご

く細やかな進路相談がなされていて、すごく個別に、

子達が行きたい道とか、好き・得意なことを活かせ

るようにっていう所ですごく配慮がなされている

なというふうな所が、実感としてあるので、そうい

う学校の進路相談の体制が、理解が深まるといいな

と思いますし、通級が スタートしていますので、そ

ういった通級の中での相談とかですが、今後すごく、

期待されるのじゃないかなというふうには思って

おります。他にももちろん、公的な支援センター
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等々があるかなと思うのですが、私は、ものすごく、

心理の立場で行くとですね。今 圏内にも大学で、こ

れは学生たちが訓練のためだったりするのですけ

ど、心理のカウンセリングをしていたりとかですね、

そういう相談の所がありますので、まずもしすごく

悩んでいたりとかすると少し若いお兄さんお姉さ

んが相談に乗ってくれるので、そういう大学の付属

しているような相談室とかを使って頂けるとあり

がたいな、というふうにも思ったりもしています。

もう今、すごく情報がネットの中で出ていたりとか、

先ほど山本先生も色んな外部の機関とかとの連携

についても言ってくださっていたので、そういった、

民間のサポート、就労とかに関してのサポートとか

ですね。そういった所の情報とかも取って見られる

といいのかなというふうには思っています。でも進

学先の大学とかがある程度目星がついているので

あれば、事前に、そういう大学と相談にのってくれ

る所も結構県内の大学であるので、事前にアクセス

してどういうふうな配慮してもらえるかとか、そう

いったこともですね。話し合える所もあるのかなと

思いますので、そういった事前にどういう大学とか

専門学校とか、もちろん障害があることを伝えるこ

とについて、すごくまた悩まれる部分でもあるので

すが、支援体制が整っている所もあると思いますの

で、そういった所も 1 つ相談の窓口になるかなとい

うふうには思っております。 

ありがとうございます。山本先生、大学

生にそういう相談を受ける、相談つなが

る機関のこともそうなのですけど、それからその大

学を卒業した後、例えば、大学を卒業されて就職を

されたりする方もいらっしゃる。いわゆるアクセシ

ビリティセンターでフォローされた方たちでそう

いう繋がっていく支援機関みたいな所はどんな感

じですか。 

そうですね、就労に関しては、文科省の

支援事業で、京都大学中心になっている

プログラムと東大が中心になっているプログラム

が、3 年間のプロジェクトで動きます。広大は京大

のプロジェクトの方の連携校になっています。就労

支援については、今後大学の関心度が上がっていく

ことが期待できます。 

広大の場合はですね。先ほどちょっと紹介しました、

リタリコワークス広島さんと連携して就労井子支

援を行っています。リタリコさんが事業所を広島に

開かれた時に挨拶に来てくださったのをきっかけ

に、具体例がない時から連携を模索してきた所で、

何人か上手くいくケース、上手くいかないケースが

出てきている状況です。在学中は卒業する事に集中

しましょうというケースでは、卒業後にリタリコワ

ークスさんのようなリソースを利用できるよう仲

介するという支援にとどまることになりますが、在

学中からソーシャルスキルを身に着けたいとか、就

職に向けてトレーニングを行いたいとかいう意思

表示をしてくれた学生については、在学中に体験入

所などを行い、そのまま就労移行支援に繋がるケー

スとかもあります。やっぱり仲介や紹介だけでは、

難しい面もあるので、まず外部リソースに繋がると

ころで高いハードルがあります。高いハードルを越

えて繋がったとしても、次は定着するというハード

ルがあります。在学中から外部リソースの利用が定

着するまで大学の方でもバックアップを行って、す

ごく巧くいったケースもあります。入学当初は、親

御さんも、卒業してくれたら大成功です。就職のこ

とまで考えられませんというような感じだったん

ですが、在学中に成功体験を積み上げて就労移行支

援事業を利用して、良い就職に至ったということも

ありました。ただやっぱり、就労移行までの相談に

繋がるケースというのは何十人かいるうちの一握

りというのが現状ではあります。学生の方の困り感

や就労に対する意欲みたいなところが課題になる

こともあります。まあなかなか、就労支援は、まだ

スタンダードな支援には至っていないと思うので

すけども。学外リソースと協力しながら上手く支援

できた事例も出始めていますいし、地域でも連携し

ていますので、連携している他の大学でも、広島大

で巧くいっているのであれば、ということで同様な

取り組みをされている所もあります。首都圏と関西

圏の方がリソースは多いので、特に関西圏の大学で

は大学間連携や学外リソースとの連携をすすめて

いる印象があります。 

ありがとうございました。そろそろ時間

になるのですけれども。すみません。お

母さんの方で、尾形先生とか、山本先生に何か尋ね

たいことありますか。あればお願いします。 

先生方のすごい取り組みが、私はち

ょっと今回初めて知ったんですけ

ども、すごく子供達のためになっていいなと思って

います。なので、これを継続的に進めてほしいなあ

と思っているのですが。先生方はそういうご予定が

この先あるのでしょうか。ちょっと気になるので、

そこだけちょっと確認させて頂きたいなと思いま

す。お願いします。 

私の方から、このプログラムは是非広め

て行くというか、先生方と一緒に取り組

んで行きたいなというふうに思っています。発達障

害の子供もそうですし、あらゆる生徒さん達がです

ね。社会に自信を持って飛び立つために何かできる

ことはないかなと思っています。今後私たちがあち
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こち行くだけではなくて、先生方がこれを実施して

頂けるように、次の取り組みを考えたいなというふ

うに思っていますので。頑張って続けて行きたいと

思いますし、そういった保護者の方に言って頂ける

とすごく励みになります。ありがとうございます。 

取り組んでくださるようですので、期待

しておきましょう。山本先生、お願いし

ます。 

はい、大学は、どうしても今後は多様性

を重視するという流れになってきてい

ますので、広島大学ももちろんこれからも精進して

頑張りますけども、全国的にも環境は良くなってい

くと思います。今が充分だと思っていませんので、

より良くなるように、頑張って行きたいと思います。

ありがとうございます。 

紹介の所で高校生の話もちょっとさせ

て頂きましたけれども、そういった意味

では、幼少から小学校、中学校・高等学校そして大

学まで、やっぱり一貫した支援っていうのはとても

大事になってきています。その道筋ができてきてい

るかなとも思います。まだまだこれからだと思いま

すけれども、障害がある方が生涯にわたって必要な

支援が受けられるように、関係者が皆で頑張ってい

けるといいかな、いきたいなと思います。 

時間になりました。以上で後半のシンポジウム、

これで閉じたいと思います。司会の方に戻したいと

思います。ありがとうございました。 

 

 

 閉 会 の 挨 拶  

～ 秋田 智佳子 副代表 ～ 

皆さん、大変お疲れ様でした。パラリンピックのさなかに、コロナ禍の中で、第 7 回シンポジウムを

無事開催することができました。本日参加者は 155 名ということです。高校以降の支援内容や連携とい

うことで、進路選びとか就職とかについても、皆さんと一緒に考えることができたのではないかなと思

います。今日はとても良いお話をしてくださった、あの保護者の方、それから笹森先生、尾形先生、山

本先生、大変ありがとうございました。本人の好きなことを、やりたいことっていうのを大切にしなが

ら、通訳の係、パイプ役の係を親や支援者、皆がしていけたらいいなと思っています。多様性という言

葉をみんな簡単に言いますが、具体的にどういうふうに伝えたらいいかという通訳のレベルも皆で上げ

ていきたいなと思っております。 

次回は、来年の 1 月の 23 日に、第 8 回のシンポジウムを予定しております。1 月 23 日の日曜日です。

場所は西区民ホールを予定しております。それから、テーマについては未定ですので、またホームペー

ジ等で報告をさせて頂きます。よろしかったらそちらの方もご参加ください。本日はありがとうござい

ました。 

 

〔司会：石附智奈美（広島大学）〕
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〔司会〕笹森先生、シンポジストの皆様、ありがとうございました。 

それでは閉会にあたりまして、当会副代表の秋田智佳子がご挨拶いたします。 


