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特別支援学校における芸術教育の推進事業 

１ 概要  

 都立特別支援学校における芸術教育の充実を図るため、東京都教育委員会が芸術教育推進校を指定し、芸術系大学と

の連携により、芸術系教科の指導内容・方法の研究や授業改善などを行う。本事業は３か年計画で行われ、本年は２年

目となる。 

 

２ 目的 

東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画に基づき、芸術系大学の協力を得て、都立特別支援学校に在

籍する児童・生徒の芸術に関わる諸能力の開発・向上を図る。更に、都立特別支援学校に在籍する、美術分野を中心と

した芸術に優れた才能を有する児童・生徒を発掘するとともに、都民に対して障害者や障害者アートに関する理解推進

に資する。この目的の下に本校では、伸び伸びと表現活動ができる授業と発表の場を検討し、芸術教育の充実のための

環境をハード、ソフトの両面から整える。 

 

３ 具体的な取組と実施方法 

（１）芸術教育環境の充実のための、学習の系統性と教材・教具の研究 
① 小～高までの段階別技術習得、学習の系統性 

② 本校の特性を生かした授業、教材、教具の研究と改善 

③ 外部専門家の協力 

 

（２）アートプロジェクト展など芸術文化活動への参画 

① アートプロジェクト展、東京都公立学校美術展をはじめとする展示イベントやコンテストへの参加 

② まちだ祭等発表機会の活用 

 

（３）大学や地域との連携 

① 東京藝術大学との連携 

② 地域施設や地域資源、町田市との協力事業 

 

（４）町田の丘校舎へのアートスペース提案 

① 展示レイアウト、方法の提案 

② 特色ある芸術活動 

 

（５）部活動や生涯学習の場としての活用の検討 

 

３ 教育効果 

（１）児童・生徒 

 ①東京藝術大学との連携による授業改善、環境整備により表現活動の幅が広がる。 

 ②作品展への出展により、制作意欲の向上が期待できる。 

 

（２）保護者・地域 

 ①アールブリュットの表現活動理解、障害理解とともに、共生社会への意識が地域社会に広がる。 

 ②地域の人材活用、資源活用を通して、地域文化への貢献ができる。 

 

（３）教職員 

 ①藝大等の専門機関と専門家の研修により、新技術の習得や技術向上が期待できる。 

 



 

４ 今年度の具体的な授業実践 

テーマ：「芸術教育を日常に ～学校周辺の自然環境を素材に地域への発信～」 

実践①：「身近な素材で草木染め」「桑和紙の裂き織り」Ｂ部門高等部２・３年生 ハンドワーク班 

実践②：「桑樹皮剥き」Ｂ部門高等部２・３年生 農芸班  「桑和紙すき」Ｂ部門高等部２・３年生 紙工班 

実践③：「桑和紙に書く～書道～」Ｂ部門高等部３年生 国語Ｇグループ 

 

（１）目指す児童・生徒像 

・身近な自然素材を使うことにより、自然がもたらす驚きや感動が、生徒の想像力、直観力、制作意欲を高め、自ら進

んで取り組む学習姿勢を育てる。 

・「桑の枝」をもらい（伐採させていただき）、繊維を剥ぎ、繊維を加工して和紙すきをするという一連の作業を行うこ

とにより、出来上がった和紙を素材として丁寧に扱おうという、物を大切にする気持ちを育てる。 

・地域文化、伝統、歴史の継承を実感し、地域を支える役割の一端を担っているという社会貢献意識をもつ。 

 

（２）期待される授業力の向上 

・自然素材から教材を作成し制作に生かすというすべての行程を本校内で行えることにより、生徒の実態に応じた作業

工程を選択し、支援教材と制作工程への配慮事項の研究ができ、指導力の向上が期待できる。 

・美術だけではなく、作業学習、国語などの他教科との連携をすることにより、桑和紙すきのノウハウと桑和紙の活用

を多くの教員間で共有できるシステム作りができる。 

・地域に生息する植物を使用することで、地域連携と素材研究の協力体制の意識を高められる。 

 

（３）今後に向けて 

学校を取り巻く地域の自然環境と芸術教育推進事業での制作活動から考えられる今後の課題は、地域との連携によ

る素材提供や技術協力の確立と、桑和紙すきのノウハウと桑和紙の活用を教員間で共有できるシステム作りと考える。 

そのために、この取り組みを美術だけのものではなく、作業班を中心にして町田の丘高等部全体へ広げたいと考え、

試行してみた。取り組みが浸透するには、長いスパンでみていかなければならず、３年間の推進事業の時間枠を超え

ての取り組みにもなると思う。今年度はその一歩としての作業班との連携とした。結果、農芸班で桑木の樹皮を加工

し⇒ 紙工班ですく ⇒その和紙をハンドワーク班で織物に織り込む裂き織製品として製作するという循環が作業

班の活動としても充実することがわかった。さらに、国語での活用も、生徒の意欲につながった。 

桑和紙の活用がこんな風にできる、という見本を提供することで、地域の資源調達から取り組んで出来上がった素

材が、製品、作品として完成する、ものづくりの全てに関わる喜びが味わえる、それらが、町田の丘の特色となり、

目玉製品となる・・・学校の特色となる、ということを期待するとともに、地域連携、美術以外の授業での展開など、

「芸術教育」を美術に限定せずに日常の中で取り組めるよう次年度３年目のまとめの研究につなげたい。 

 ＜冨士榮 真紀＞ 

桑の樹皮の外皮をピーラーで剥

く（農芸班） 
桑和紙をすく（紙工班） 農芸班が剥いた桑樹皮をたたい

て繊維を砕く（紙工班） 

東京藝術大学講師による染色の授

業（ハンドワーク班） 

東京藝術大学講師による裂き織の

授業（ハンドワーク班） 

草木染め作品（ハンド

ワーク班） 
国語 書道作品（Ｂ高３年

国語Ｇグループ） 

裂き織り作品（ハンドワーク班） 



都立特別支援学校における社会貢献活動モデル事業 

 

１ はじめに 

  社会貢献活動モデル事業は、都立特別支援学校に在籍する児童・生徒が、学校卒業後も含め、生涯にわたり地域の

一員として自己有用感を得て、生き生きと生活していくことを目指し、地域の人々に貢献することによる喜びを実感

できる活動の在り方について検証するモデル事業であり、昨年度に引き続き、各学部において近隣の事業所等と連携

して実施している。 

 

２ 今年度の取り組み 

（１）肢体不自由教育部門小学部・中学部（小学部高学年と中学部Ａ２グループ） 

   ・社会福祉法人 東京援護協会 サルビア荘のデイサービスと交流 

    小学部 ７月１１日（水）、９月２０日（木）午前 

    中学部 ５月２３日（水）、１０月４日（木）午前     

歌やレクリエーションを中心とした交流を各学部実施。（今年度より２回）     

 

（２）肢体不自由教育部門高等部（モデル事業として報告） 

・社会福祉法人 悠々会、野津田高校福祉科とボッチャを通しての交流を実施。 

１０月１３日（土）午前 本校体育館 

本校生徒、悠々会利用者、野津田高校生徒が混合チームによるゲームを実施。 

 

（３）知的障害教育部門小学部（高学年） 

・一般社団法人 グランハートと定期的な交流 

学校から徒歩１０分程度の所にあるグランハートという医療モールにある医療・看護・介護・福祉・薬・

食などのサービス提供をする１４店舗に児童が描いた作品（Ａ３パネル）を展示。 

２か月に１回程度、児童が各店舗をまわってあいさつをしてパネルを手渡しする。 

 

（４）知的障害教育部門中学部 

   ・社会福祉法人悠々会の高齢者施設「グランハート悠々園」と交流 

一緒に絵を描くことによる交流や歌及び生徒が描いた作品（Ａ３パネル）を各ユニットに展示。 

・近隣清掃 

１２月６日（木）午前 

 

（５）知的障害教育部門高等部 

・社会福祉法人 東京援護協会 町田荘・サルビア荘と定期的な交流 

・サービス班 → 飲物の提供による交流  ６月２６日（火）午前 

・環境整備班 → 清掃を通した交流  ６月２１日（木）、７月５日（木）、９月１３日（木） 

１０月２５日（木）、１１月２９日（木） 午前 

・事務班 → 見学・交流 ６月２１日（木）午前  事務の請負  ６月２６日（火）、２８日（木）午前 

納涼祭のチラシの折り込み、封入をして７月３日（火）納品・投函。 

  

３ 次年度に向けて 

  各学部における取組み、キャリア教育に位置づけて実施ができているため、今年度並に継続して実施していくこと

とする。また、その中でさらに改善点が出てきた場合には検討して実施していく。知的障害教育部門中学部は今年度

から実施のため、実施時期を含め次年度に向けて実施内容について検討をしていく。連携する事業所等と継続した協

議が大切となる。 

＜森山知也＞ 



 

 

宿泊防災訓練 

 

１ 概要 

（１）目的 

 ①生徒の防災意識の育成を図る。 

 ②生徒の安全確保に向けた教職員の危機管理体制を点検する。 

 ③生徒の安全確保に向けた家庭との連絡・連携体制を点検する。 

 ④長期避難所となることを想定し、安全で円滑な避難所運営ができるようにする。 

（２）日時 

平成 30年 9月 28日（金）～29日（土） 

（３）場所                             

都立町田の丘学園 本校舎 

（４）対象 

Ａ部門高等部１年生 4名、Ｂ部門高等部１年生 62名、教職員 38名 

合計 104名 

（５）外部参加者 

  ・鶴川消防署 8名・町田市消防団第３分団 10名・並木自主防災隊 8名 

・町田市社会福祉協議会 1名・鶴川第１民生委員 4名・鶴川第２民生委員 6名 

・本校 PTA 2名 

・野津田高校福祉科 27名 

合計 66名 

 

２ 訓練内容 

①消火器訓練 

②心肺蘇生・AED訓練 

③避難所体験（停電体験、非常食配膳、段ボールベッド） 

④引渡し訓練 

⑤災害時帰宅支援ステーション設営訓練 

  

３ 成果 

・たくさんの外部の方々に参観、および参加していただき、実施することができた。 

・宿泊防災訓練も本校で 3年目となり、毎年の反省を生かしつつスムーズに行えた。 

 

４ 課題 

 ・実施時期については、今後検討していく。 

 ・内容に関しても、より現実に近い形にしていきたい。（生徒が AEDを操作することは実際にあるか、など） 

 

５ 最後に 

 「想定外」の災害に対して、どのような対応をしていくのか。非常時の指示系統や避難行動は、教職員が普段の避難

訓練に毎回危機感をもって参加することで初めて、実践でも役に立つ訓練としての精度を高めることができると考える。

宿泊防災訓練は普段できない体験ができる貴重な訓練なので、今後も質を高めながら行っていきたい。 

＜加藤 仁道＞ 

 

 

 

 



         H３０年度 肢体不自由教育部門 自立活動指導員 活用状況と成果・課題 

 

「自立活動指導員活用計画」における今年度の重点項目 

① 多職種の授業観察及び指導助言を受け、学部のグループ授業の改善を図る。 

② 定期的に理学療法士や言語聴覚士の研修会を実施し、教職員の専門性を高める。 

③ 授業や摂食指導を複数の専門職で観察を行い、いろいろな観点からの指導助言を受けるとともに、チームとしての連携を図る。 

 

【今年度の成果】 

●研究授業に、他職種の助言者が入ることで、教員とは異なった視点からのアドバイスを

受けることが出来、授業力の向上に役立てた。●職種間の連携を図ることにより、児童生

徒に対して、教員への指導がわかりやすく、より適切なアセスメントを行うことが出来た。 

●スパイダーの専門性を持った指導者が入ることで、スパイダーの安全で有用な活用方法

を教員が学べた。 

【今後の課題】●本校では、マイトビーをはじめ、様々なスイッチ類や Ipadなど、ICT

機器がそろっているが、年々進歩していく ICT機器の使用において、その専門性を維持す

る難しさが課題として出ている。来年度は、ICTコーディネーターの導入をし、より幅広

く、また最先端の ICTの活用を行っていきたい。●今年度は、研究授業に対し専門職から

の助言をいただき、授業の充実を図ったが、さらに幅広くといった意味で、来年度に関し

ては、音楽の授業の充実を目指し、音楽療法士の導入を検討する。＜ 芋川恵美子 ＞ 

＜芋川 恵美子＞ 

 

 

職種 氏名 所属 日数 

理学療法士 

（PT） 

花井丈夫 個人 23日 

要 武志 すりーぴーす 6日 

   坂本 瑞穂 島田療育センター 11日 

作業療法士 

（OT） 

金子啓子 個人 22日 

岩崎加代子・福島史 島田療育センター 11日 

言語聴覚士 

（ST） 

田中聖子 個人 53日 

池上陽子・圓山哲也 島田療育センター 11日 

心理 眞田 恵 島田療育センター 11日 

視能訓練士 大貫二三恵 個人 16日 

学習指導アドバイザー

ー 

宮城武久・宇川和子 つばき教育研究所 5日 

 

H３０ 自立活動指導員 活用状況 

「スパイダーの活用」 

 今年度は、スパイダーの活用に実績の

ある要 PTが来校、スパイダー研修及び、

特設授業において個別にスパイダーの有

用な使用方法を指導していただいた。 

 

「研究授業の助言者」 

 若手教員の研究授業に、STやOT

（実技を主体とする授業）から授業観

察してもらい、専門性を生かした助言

をしていただいた。 

 

今年度のコーディネートの工夫 

「職種間の連携」 

視能訓練士のアセスメントを ST とと

もに行ったり、摂食相談を ST と OT で

受けたりし、各専門家の連携を図るよう

にした。 

「研修会の実施」 

夏季研修会では、花井 PT、田中 ST、

要 PTの研究会を行った。さらに、花

井 PT、田中 STには、学期中の研修

会も行っていただいた。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度外部専門員活用事業実施の結果と課題（山崎校舎） 

（１）平成３０年度外部専門員活用事業の２つの取組み 

  ①個別指導に対する教員の指導力の向上 

  ②OJTを通した組織的な指導力の向上 

  

（２）具体的な取組み 

①では…児童・生徒に対する個々支援を中心に→個別指導の進め方、教材の作り方、 

    授業時の姿勢や歩行、行動上の問題の原因把握等 

②では…学年で取組む授業改善→定期的・継続的な授業観察と改善に向けた指導・助言 

 

 
（４）今年度の反省（教職員アンケートでの意見等） 

良かった点：外部専門員による指導が「とても有効」又は「まあ有効」の回答が多数を占めた。 

・児童・生徒の能力に応じた指導について丁寧に指導いただいた。 

・児童にあった教材を作成していただき、集中力の向上につながった。 

・授業（言葉がけや教材などの含む）へのアドバイスが豊富で反映しやすく、有効活用できた。 

・疑問や質問にはその都度、丁寧に対応していただいた。 

・授業へのアドバイスが具体的で、書面で残してもらえるのでありがたい。 

課題（要望を含む）：授業改善が「あまりできなかった」又は「できなかった」の回答があり、ニーズに応

えきれていない点が明らかになった。（現時点で解決が可能と思われる点は「→」以降に記した） 

・発音が不明瞭な児童・生徒の指導へのニーズ → 今後、STの先生の行動観察を受診。 

・音楽専科の教員のいない学年に音楽のアドバイスがほしい。木曜日以外も。 

・体育の専門家（オリンピック・パラリンピック選手） ・回数の増加 

・専門員に事前に児童・生徒の実態を把握してもらいたい→インテーク資料にできるだけ（要点を整理し）

書いていただく。 ・中1の生徒のアセスメントニーズ。 

・重度・重複学級等への作業療法士のニーズ（2名）。 ・理学療法士のニーズ（2名）。 

・カウンセラーのニーズ。 ・学級（運営等）へのアドバイスのニーズ。 ・視機能訓練士のニーズ。 

 

（５）次年度に向けて  課題点整理 

○全専門員に対し有効との回答があり、受診したケースについては有効活用がなされている。 

一方、PTやカウンセラー、視機能訓練士など新たなニーズに応えていく必要があり、次年度 

以降の計画に盛り込み、より充実させていく必要がある。                       

＜和田 進＞ 

 

 

（３）平成３０年度の専門員 全138回 

①個別指導に対する指導・助言 

【個別学習指導】 

宮城 武久氏 宇川 和子氏（つばき教育研究所）20回 

【教材アドバイザー】 

吉瀬 正則氏（明治学院大学特命教授）13回  

【アセスメント・行動観察】 

浮穴 寿香氏（臨床心理士・臨床発達心理士）16回 

【言語指導アドバイザー】 

佐藤 泰子氏（さとうこどもクリニック・言語聴覚士）5回  

【身体・感覚面アドバイザー】 

矢野 児子氏（作業療法士）5回 

【音楽指導アドバイザー】 

  青木 久美氏（音楽療法士）5回 

【児童・生徒支援アドバイザー】 

  檜森 美弥子氏（学識経験者）22回 

 ②組織的な授業改善に対する指導・助言 全9回ずつ 

河村 智子氏（元都立特別支援学校教員・臨床発達心理士）               

  朝妻 榮子氏（元特別支援学校校長） 

  宇川 和子氏（多摩つばき教育研究所所長） 

  加藤 慎吾氏（東京学芸大学） 

坪倉  孝氏（つばき教育研究所） 

 



 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             １ PTCA サイクルに基づく授業改善（若手教員の指導力向上）及び作業学習での専門的な視点からの指導・助言を受け授業改善を図る。 

              ２ アセスメントやカウンセリング、行動観察に基づく、特に発達障害の生徒や軽度な障害のある生徒指導への専門的な指導・助言を受け、生徒の障害特性に応じた対応を行う。 

              ３ 作業療法士等による、機能訓練や身体に関する取り組みにおける専門的な指導・助言を受け、生徒の身体機能面の知識・理解を深める。 

     

平成３０年度 東京都立町田の丘学園 外部専門員 活用状況と成果・課題（本校舎：B高） 

★授業観察からの指導・助言 

若手教員は指導教員とともに指導案を作 

成し、研究授業を実施。研究授業後にア 

ドバイザーから直接指導助言を受けたり 

学年単位で授業改善に向けた協議会を実 

施したりして研究授業の検証をする。 

 

★個に応じた指導・支援 

重・中度の生徒ケースを中心に、言葉や数の 

学習での教材や教具の使い方、提示の仕方、 

言葉かけの仕方等を、個別指導の学習の中 

で、生徒を介して直接学ぶ。 

個別指導の対象になった生徒の保護者には 

授業を公開し、適した学習教材や生徒の課題 

等を家庭と共有する。 

 氏名 所属等 来校数 

アセスメント 
近藤 健太 明星大学大学院生（臨床心理士） ２４回 

五藤 博義 デックス株式会社  ７回 

カウンセラー 
池亀 厚子 町田まごころクリニック 

（臨床心理士・臨床発達心理士） 

１６回 

作業学習アドバイザー 

岩井 勝也 メトロポリタンフーズ株式会社総務部長  ７回 

平原 信幸 メトロポリタンフーズ株式会社  ８回 

福島 秀史 多摩八王子江戸東京野菜研究会代表 １８回 

藤原 真寿美 栄養士 １８回 

小嶋 明 公益社会法人東京ビルメンテナンス協会 １０回 

岩井 雄一 社会福祉法人せたがや樫の木会理事長  ７回 

授業指導アドバイザー 

松浦 隆浩 社会福祉法人多摩市社会福祉協議会 ９回 

杉野 学 東京家政学院大学教授 ８回 

檜森 美弥子 前町田の丘学園主幹教諭 １０回 

個別学習指導 

学習会講演 

宮城 武久 つばき教育研究所理事長 

１８回 坪倉 孝 つばき教育研究所 

宇川 和子 多摩つばき教育研究所所長 

身体・感覚面アドバイザー 
松尾 直樹 

作業療法士  ６回 
伊地知 ゆめ 

言語指導アドバイザー 田中 聖子 言語聴覚士  ８回 

 

★専門的な知識・技術 

作業学習の授業観察を通して、企業のサービス 

やマナーの視点から助言をいただく。 

菓子の作り方や野菜の育て方など、専門的な知 

識や技術を習得し、教員間で共有する。 

体育の授業観察を通して、屋外・屋内で実践で 

きる実技方法等について考案していく。 

 

★アセスメントの活用 

新高等部 1年生を中心にアセスメント 

をとり、その結果を生徒の実態把握、指 

導に活用している。また、2年生からの 

類型クラス判定の資料の１部としても 

活用する。 

★カウンセラーの支援 

心理・行動面に関する相談を中心に行い、 

当事者に対するカウンセリングや担任教 

員に対して、障害特性や、心理・行動面 

の特性に応じた支援の方法を模索する。 

④今年度の成果 

 

★OT・PT の活用 

重々学級の言語指導や、からだや感覚に対する

支援の必要な生徒の指導計画や評価等に係る

助言をいただく。 

・農芸班では、江戸東京野菜の「内藤かぼちゃ」「伝統大蔵大根」などの栽培方法などについて習得できた。また、今年度か

ら、校舎の改築がスタートし、校内の畑が使用できなくなったため、開墾を含め限られたスペースを有効活用する手段や

方法についても習得することができた。また新たな取組として、栽培・収穫した江戸東京野菜の商品・製品化を含め、食

育の観点からも「自分たちが育てた野菜を食べる」という充実感や満足感を得るため、調理や加工方法についても習得す

ることができた。 

・カウンセラーの活用は、教員に話せない内容をカウンセラーに生徒が話すことができるなど、生徒の心理面の安定を図る

うえでも重要な役割になり、とても有効的であった。 

・サービス班では、専門家の立場で生徒に直接指導してもらえる場面がとても有意義であり、生徒の技術向上に向けた意欲

を喚起につなげることができた。 

・授業改善では、若手教員から「外部専門員や学年の先生方から具体的な指導や助言を受けることにより、教材の提示方法

や学習展開の仕方などについて考えたり、『なるほど』と気付かされたりすることが多いです。」という意見が聞かれた。 

 

 

・生徒との面談時間は丁度良いが、緊急性の高い生徒が居る場合など、先

生方との話し合いが必要となるので、打ち合わせの時間をまとめてとれ

るようなスケジュールをたてる。また、限られた人数の面談なので、日

数を増やし、より相談支援を充実できるようにする。（心理カウンセラー

の意見反映） 

・次年度は畑の面積が広くなることが予想されるため、勤務時間を増やせ

るように計画する。（農芸班外部専門員の意見反映） 

・授業力向上の取組では、次年度以降の研究活動にも絡め、新学習指導要

領に基づく教科学習の指導に重点を置き、外部専門員を各学年に配置し

て PDCAに基づく授業改善がより確実に実施できるように、研修運営の再

構築をする。                  ＜吉田 輝世＞ 

② H３０ 外部専門員 活用状況  ＜全１７４回＞ ③ 外部専門員を活用した具体的な取組 



 

センター的機能の報告（相談支援部） 

１ はじめに   

 ここ数年、障害のある人々を取り巻く状況は加速度的に変化してきている。その要因として、平成 28年４月から施

行された法律「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」やそれに伴って整備された様々

な法律・省令などがある。そのため、公的機関では「ユニバーサルデザイン」「合理的配慮」などについての整備は、

「するように努力」するものから「しなければならない」ものになり、様々なところで具体的な制度変更や体制作りが

急ピッチで行われている。 

特別支援教育の中でも特別支援教室（すべての小中学校に設置され、通常学級に在籍しながら週に数時間、教員が巡

回し受けることのできる通級指導）の整備が急ピッチで進み（平成 30年度より全小学校で実施）、特別支援学級や特別

支援教室でも、「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）」「個別指導計画」の作成など、従来は「努めるものとす

る」という努力目標であったものが、「作成することとする」というように作成義務が省令に明示されるようになった

（平成 30年 8月 27日）。 

町田の丘学園は、町田市一市を通学区域とする特別支援学校であり、センター的機能のエリアも町田市一市である。

そのため町田市教育委員会・町田市関係機関との連携の緊密さを生かし、これまで先進的なセンター的機能の取り組み

を数多く進めてきた。そうした活動が、制度の裏付けをもって形になってきている時期といえる。 

センター的機能の内容は多岐にわたり、中央教育審議会の答申や東京都特別支援教育推進計画などの中に例示はされ

ているが、関係法令等における明確な位置づけはない。そのため、例示された項目を踏まえ、センター的機能として実

施できる範囲を見極めながら自立的ネットワークを構築し、各エリアの実情に応じて様々な領域で互いを関連付けなが

ら、センター的機能を進めていくことになる。そのため抽象的に記述されている内容を、東京都より出されている各種

ガイドラインと照合させながら、具体的なセンター的機能の取組として計画し実施していくことになる。 

ここでは、本校のセンター的機能を、東京都特別支援教育推進室より示された具体的な内容が示されているガイドラ

イン「特別支援学校のセンター的機能の内容等」の具体例に沿って概観していくことにしたい。 

 

２ センター的機能の発揮（具体例）  

市区町村及び小中学校への支援 

① 市町村の特別支援教育体制の推進 

② 就学支援委員会、通級指導の開始・終了判定委員会への参加 

③ 幼稚園、保育所、小・中学校、高等学校等における支援が必要な幼児・児童・生徒の教育についての助言・援助 

④ 小・中学校の校内体制づくりや校内研修を支援 

⑤ 研修会講師、特別支援教育に関する情報提供 

⑥ 就学相談・転学相談、教育相談の支援 

⑦ 教育・福祉等の行政機関が実施する施策・行事等への協力 

⑧ 巡回相談・副籍等の交流及び共同学習実施、副籍の推進 

⑨ 学校公開、公開講座等により地域の理解啓発 

⑩ 後期中等教育（進路選択）に関する相談支援 

⑪ 乳幼児やその保護者を対象とした早期相談 

 

①東京都京都教育委員会が行っている重点事業の取り組みとして、「小学校における特別支援教室の順次導入に 

伴い、エリア・ネットワークのセンター校である知的障害特別支援学校小中学部設置校を中心に小学校への支援を強化」

することがあげられている。いうまでもなく、平成２８年度からの特別支援教室の導入は、通常学級に在籍する発達障

害のある児童・生徒への指導・支援の充実において非常に大きな整備事業である。 

そのため、本校のセンター的機能の中でも重点項目と捉えて支援を行っている。町田市は、平成 27年度に特別支援

教室導入準備のために「町田市特別支援教室設置部会」をスタートさせたが、そこに本校の特別支援教育コーディネー

ターが町田市教育委員会の依頼を受けて継続的に参加し、町田市の実情を踏まえた運営システムの作成に協力した。「町

田市特別支援教室設置部会」は検討内容を小学校から中学校へ比重を移しながら今年度も継続中である。さらに町田市

教育委員会が設置した「特別支援教室運営マニュアル作成プロジェクト」において、標準指導時間や個別指導と小集団

指導など具体的な指導モデルの作成に協力した。加えて、新規に特別支援教室をスタートさせた拠点校に対し、町田市



 

 

研修会テーマ（抜粋） 

・体験型 LD児理解に基づいた学習支援 

・LD等の心理的疑似体験 

・情緒固定学級の教育課程について 

・行動問題のある子どもへの対応 

・高等学校における特別支援教育について 

・学童クラブで支援の必要な子どもへの具体的支援 

教育委員会の依頼を受けて学期１回の巡回指導を実施した。今年度は小学校の４拠点校に対し１２回の巡回相談を行い、

アセスメントやケースフォーミュレーション、指導方法などについての講義や助言を行った。これは「⑦教育・福祉等

の行政機関が実施する施策・行事等への協力」「①市町村の特別支援教育体制の推進」に加え「②就学支援委員会、通

級指導の開始・終了判定委員会への参加」にも絡んでくる内容である。東京都でセンター的機能として特別支援教室の

市町村制度設計に関わったり巡回指導を行ったりしているセンター校はほとんどなく、高い専門性を生かした本校の特

色ある取組と言える。 

「②就学支援委員会、通級指導の開始・終了判定委員会への参加」も支援ニーズの高い項目である。特別支援教育の 

浸透に伴って就学相談、転学相談に上がってくる児童・生徒数は毎年増加の一途をたどっている。しかし、就学相談会

を初めて経験する教員も多くなってきており、会の運営が難しいとの声が出された。そこで、町田市教育委員会の依頼

を受けて検討委員会に加わり、就学相談の行い方の検討を行った。今年度は小学校や中学校の就学相談会・進学相談会

の内容を見直し、詳細な実施手順表と観察項目を作成することで、児童・生徒の観察の実施や評価を行うことができる

ように改善している。 

また町田市では、特別支援教室への判定会に上がってくる児童が増加し、従来のやり方を続けることが困難になって

きた。小学校の特別支援教室が全面実施になったことから、判定会のやり方も大幅に見直している。行動観察・心理判

定、医師の診断が一致しているケースについては書面のみで判定し、不一致があったケースを協議するやり方に改めて

いる。特別支援教室の判定会には本校の特別支援教育コーディネーターも継続して参加している。 

 

③に含まれる「地域の幼稚園、保育所等からの要請に基づく巡回相談」はセンター的機能として継続して力を入れて

いた項目である。平成２８年度より町田市の就学前支援施設すみれ教室（現在：町田市子ども発達センター）が制度整

備に合わせて幼稚園、保育所の巡回相談をスタートさせることになり、その立ち上げに協力した。巡回相談では、保護

者の承諾を取った幼児だけでなく園全体への助言の巡回相談を組み込んでもらうようにした。そのため、本校の行って

いた巡回相談の機能を市のシステムの中に一部移管することができたため、最盛期には年間８０回を超える巡回指導を

行っていたが、昨年度は３２回、今年は２０回程度となっている。 

巡回相談の中では就学支援シート作成等の理解啓発を積極的に行った。これにより、就学前施設と小学校との引継ぎ

を行う「幼稚園・保育所・すみれ・小学校・町田の丘学園連絡会」でも、就学支援シート等を使って充実した引継ぎが

なされている。この会への参加希望が拡大し、学童保育クラブの担当者もメンバーに加わるようになってきている。 

また、「小・中学校の依頼に基づく巡回相談」も依頼の多い項目である。小学校・中学校の普通学級に在籍する特別

な支援を必要とする児童・生徒支援については、担任への支援という形で環境設定などの助言を行った。また、保護者

から依頼を受けて巡回相談する場合は、本人の特性を含めて合理的配慮に関する項目を具体的に支援することもあった。

町田の丘学園への転学を希望する保護者と相談を進める中で要請を受けて、転学を視野に入れつつ、今の在籍校での適

応状況をよくするために、小学校・中学校の特別支援学級への巡回相談を行ったケースもある。 

個々のケースに単発で応じるだけでなく、校内委員会への支援を通して小中学校の問題解決能力を高める支援も行っ

た。特に小学校では特別支援教室が導入され、校内で支援の必要な児童・生徒をピックアップし支援の方法を検討する、

校内委員会での実態把握や支援方法の作成力の向上が不可欠になってきている。「支援の必要な児童のリストアップ」

「アセスメント」「ユニバーサルデザインの指導」などを中心に支援した。 

 

 

 

 研修会講師 巡回相談 

保育園・幼稚園 ２ ２１ 

小学校 ４ １３ 

（特別支援教室） ２ ９ 

中学校 ２ ２ 

小中特別支援学級 ４ ４ 

教育委員会関係 ４ ２ 

高等学校 １ 3 

学童保育クラブ 3  

関係機関計 （検討委員会等）２１ 



 

特別支援教室におけるセンター的機能の活用への期待 

A 教員の専門性向上 

B 教員の理解啓発の促進 

 

「A教員の専門性向上」もセンター的機能の活用の期待としてあげられている部分である。特に、特別支援教室の整

備に伴い、担当する教員には特別支援教育の指導経験の浅い、あるいは初めての教員が多数を占めるようになってきて

いる。そのため、町田市では一昨年度まで特別支援学級担当教員と情緒等通級指導学級担当教員とが一緒に行っていた

研修会を小学校特別支援教室担当者研修会、中学校特別支援教室担当者研修会、特別支援学級担当者研修会に細分化し

た。その研修計画を町田市教育委員会とともに計画、実施してきた。本校の特別支援教育コーディネーターがその講師

を務めることも多いが、専門のネットワークを生かして適切な講師を招へいすることもある。こうした連携は毎月１回

町田市の教育委員会と本校特別支援教育コーディネーターが定例会を行い、協議・運営を行っている。 

 「A教員の専門性向上」も「B教員の理解啓発の促進」についても、本校の教員も町田市の教員も研修内容には重な

る部分が多い。そのため本校で開催している「地域支援セミナー」や本校研修・研究部が毎年行っている「夏のワーク

ショップ」を町田市特別支援学級担当者研修会の中に組み込み、３回分をそれぞれの教員のニーズに合わせた講座を選

択して研修できるように開放した。また、本校の指導教諭による模範授業や校内研究の報告を行う公開研究協議会も町

田市の教員研修に充ててもらい、実践的な専門性向上への支援に努めている。 

今年度行った地域支援セミナーのテーマは以下のとおりである。 

 

<平成３０年度地域支援セミナー> 

回 日時 会場 内容・講師 

１ 

7 月 27日（金） 

9：30～ 

12：00 

町田の丘学園 

山崎校舎 

プレイルーム 

講演「姿勢や運動の苦手さ、手先の不器用さがある子どもの理解と支援」 

講師 よこはま港南地域療育センター作業療法士 松本 正悦 氏 

                   （町田市教育委員会共催） 

２ 

8 月 2日（木） 

9：30～ 

12：00 

町田の丘学園 

本校舎体育館 

講演「アセスメントの最新事情」 

講師 明星大学心理学部心理学科准教授 小貫 悟 氏 

                  （町田市教育委員会共催） 

３ 

12 月 26 日（火） 

9：30～ 

12：00 

町田市 

教育センター 

講演「知的障害者のライフコース 

～はたらく、くらす、たのしむ、つきあう～」 

講師 明星大学教育学部客員教授 平井 威 氏 

             （町田市教育委員会共催、大学等連携） 

 

「⑧副籍等による交流及び共同学習の実施」は、今年度新たな取組を加え、力を入れた項目である。東京都の示す共

生地域の実現に向けて、交流及び共同学習として大きく２つの交流を挙げる。第１が「副籍交流」、第２が「学校間交

流」である。第１の副籍交流に関しては、本校は次頁（図１）のような実施状況である。このように、本校において、

副籍交流の実施者は全体の９０％で、年々実施率も増えてきている。一方で、副籍交流実施者の中で、直接交流をして

いる児童・生徒は、小学部で５０％、中学部で２４％であり、学年が上がるに連れて交流形態に工夫も必要であった。 

毎年保護者への障害理解推進として、本校の担任以外に、地域に頼るべき学校や担任がいることの大切さを伝えてい

る。本人・保護者は、副籍の直接交流を行うことで、この関係を広げたり深めたりすることができる。それを町田の丘

学園の担任、特別支援教育コーディネーターが様々な形でバックアップしている。特に理解推進授業を行うことは効果

的で、各学校に対して今年度は２１回行ってきた。 

 

＜理解推進授業の数＞ 

小学校 中学校 高等学校 

１４ ６ １ 

 

理解推進授業の最近の傾向は、学級単位でなく、

学年単位で依頼されることが増えている。新しく

副籍を始めるケース以外も、保護者や副籍校の 

希望等により実施した。 



 

保護者が記入する「副籍の記録」、町田市教育委員会が企画し、本校との連携により作成される「町田市副籍実践集」

は、副籍交流（特に直接交流）を振り返るとともに次の交流を豊かにするための重要項目である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第２の学校間交流に関しては、町田市教育委員会と連携の下、理解教育協力校（交流校）と理解教育推進校（本校）

が、具体的な授業や交流活動を通して、それぞれのねらいに沿った活動をしている。小中学校の学校間交流では、特別

支援学級のない学校を２年ごとの輪番で交流校としている点に理解推進事業としての大きな意義がある。（図２） 

今年度新たに実施した「交流及び共同学習実践報告会」で副籍交流と学校間交流の総括ができたことは大きな成果で

あった。町田市教育委員会と共催し、町田市の小中学校特別支援教育コーディネーターの研修会に位置づけられている。 

                   前半の全体会では、交流の実践の取組を担当者から報告した。その中では、

本校の教員と交流校の教員、本校の保護者というそれぞれの立場から、実践

の概要と交流の中で大切にしていることが述べられた。それぞれの立場の思

いを共有する、共生地域の実現に向けた第 1歩である。 

                   後半のグループ協議会では、管理職・コーディネーター・保護者・教育委

員会それぞれが入ったなるべく関連のあるグループを 10人前後で構成した。

副籍に関することを中心に、各校の取組や保護者からの質問などに応える形

で進められた。 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「⑨学校公開や公開講座などの実施による地域への理解啓発」と「⑤研修会講師、特別支援教育に関する情報提供」

は地域に向けた相談機能としての働きも負いながら、地域の保護者や近隣の学校関係を中心とする関係機関の教員・職

員に向けた特別支援教育の理解啓発に向けた場になっている。 

「⑩後期中等教育（進路選択）に関する相談支援」も中学校からの支援要請の中で多い項目である。特別支援教育の

浸透に伴い、通常学級で課題を抱えている児童・生徒への早期の気づきや支援が行われるようになってきた。その中で

知的な遅れがない発達障害の児童生徒が、特別支援学級で学習しているケースがあり、高等学校進学に当たって相談が

寄せられることが多くあった。昨年までは講演会として実施し、拠点の中学校を中心に学区の小学校等にも呼び掛けて、

広く保護者や教員に話をしていたが、その中で生徒本人にも話をして欲しいとの要望が出された。それを受けて今年度

は、中学校の特別支援学級を拠点とし、本校進路指導部と連携して生徒・保護者・教員の三者に向けてキャリア教育・

図１ 図２ 

参加者 100名の会になりました。

会の趣旨を全体で確認しました。 

 

学校間交流は両校から実践報告しました。 

直接交流している担任でもある 

コーディネーターからの 

副籍に関する実践の報告でした。 

１０グループに分かれての

協議は、とても活発でした。 



 

進路選択に関する理解推進授業を３件行った。また、高等学校からの、発達障害のある生徒の進路・就職に関しての相

談もある。 

センター的機能を活用した本校独自の取り組みとして、町田市にある中学校と高等学校の引継ぎ会の開催がある。年

間２回６月と３月に、西部学校支援センター及び町田市教育委員会と連携して行っている。入試があること、個人情報

である生徒情報の受け渡しについての課題などから中学校と高等学校との引継ぎは難しい部分も多かった。しかし学校

生活支援シート作成に関する規定が省令に加わったことなどから、今後保護者参画のもとに、入学や進級・進学時の引

継ぎを行う体制が整ってくると思われる。 

「⑪乳幼児やその保護者を対象とした早期相談の実施」に関しては、本校が主催する「学校見学会」「学校公開」を

中心に保護者からの来校相談や電話相談で個別に相談支援の場を設けている。また研修会形式で、本校の特別支援教育

コーディネーターが講師を務める「就学に関する学習会」（本校で実施）を実施したり、前述①の「町田市子ども発達

センター」が主催する保護者対象の研修会での講師を務めたりし、早期相談に関連する取組を行ってきた。 

「①市町村の特別支援教育体制の推進」では、地域の教育、福祉等の行政機関が実施する施策・行事等への協力を行

っている。町田の丘学園のエリアは町田市一市であるため、関係機関との連携も非常に強い。町田市が主催する学童保

育クラブの指導員に向けた研修会の講師依頼を受け、年間 3回、実施している。特別支援教育の最新情報を講義で述べ

た後、ケース事例を挙げてワークを取り入れた内容は、参加者からは好評であった。また、町田保健所が中心に開催し

ている「ひきこもりネットワーク会議」では学齢期の不登校支援と一体化した「町田市の支援体制図」を作成している

が、そのネットワークの中で教育・福祉・医療・労働の連携支援を行っている。 

 

３ 成果と今後の課題 

教員の特別支援教育に関する専門性の向上には単発の講演会だけでなく、実践と関連させた具体的で継続的な研修会

や演習などが欠かせない。そこにセンター的機能として特別支援学校の専門性を組み込んでいくことで、町田市全体に

効果的な支援を広げることができると考え、取り組んできた。その結果、町田市の喫緊の課題である特別支援教室担当

教員の「専門性向上」については来年度、「特別支援教室担当者研修会」をさらに基本コースとアドバンスコースに細

分化して年間シラバスを作成し、指導を行うことで、ベースラインの指導力底上げやそれぞれの拠点校で研修を実施で

きるリーダーの育成を図ることが予定されている。 

また、今年度町田市が作成した小学校の就学相談会の詳細な実施手順表と観察項目を使った就学相談システムの作成

に関わった。非常に評価が高く他の就学相談会でも同様の見直しの希望が多かった。そのため、「２０１９年度進学相

談会の行動観察等に関する検討委員会」を立ち上げ、中学校の就学相談を始め、その他の就学相談の協議も開始される

こととなった。来年度はこうした検討を就学相談・転学相談全体に広げていくことが予想される。特別支援教室の入級

相談会についても実態に合わせて検討していく段階であり、ここでも本校のセンター的機能が求められるであろう。 

中央教育審議会答申でも東京都特別支援教育推進計画でも、センター的機能の役割はこれから更に機能強化を求めら

れている。町田の丘学園のセンター的機能の一番の利点は、機動力があり課題となっている問題に迅速に対応できる点

である。町田市教育委員会との連携の良さから、早期に検討委員会やプロジェクトチームを立ち上げて制度の改善を図

ることができている。また、西部学校支援センター等とも連携し、その支援を受けることでその効果はさらに高まる。

最新のガイドライン等でもセンター的機能の活用は今まで以上に強調され、明記されるようになってきているが、その

適応範囲の広さと包括性で、特別支援教育体制の確立にこれまで以上に寄与できるのではないかと考えている。 

〈旭岡 善介、川邊 千春〉 

 

 

特別支援教室（サポートルー

ム）巡回指導。授業を見て、

具体的にアドバイスをする。 

センター的機能を使って 

中高連絡会を年に 2回 

（6月と 3月）開催。 


