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要旨：香港日本小学校では2008年に特別支援教室「にじいろ教室」を開室し，情緒障害，発達障害，または

それらの傾向のある子ども，日本語の未修得など教育上特別な配慮を要する子どもが利用している。そして，

「にじいろ教室」にて個別や小グループでの学習支援を行い，必要時に通常の学級での学習支援も行っている。

本稿では，本校のそうした子どもたちへの支援の状況や学校全体としての取組を報告する。 

見出し語：日本人学校，特別支援教育，通級 

 

Ⅰ．本校における特別支援教育 

に対する取組 

  

１．学校の概要 

 香港日本人学校小学部香港校は，本年度開校 49 年

目を迎えた学校である。1967 年に中学部が開設，1997

年には小学部大埔校が開校されている。 経営母体は

同じであるが，小学部香港校，小学部大埔校，中学

部の三校それぞれに校長，教頭を置いている。 

 小学部香港校の今年度の職員構成は，文科省から

の派遣職員 13 名，現地採用職員７名，国際交流ディ

レクター１名，イングリッシュスタッフ８名の合計

29 名である。また，７月１日現在の児童数は 301 名

であり，各学級20～30名程度の児童数となっている。 

 

２．就学委員会の概要 

 香港日本人学校は，就学委員会を設置し，必要に

応じて召集，開催している。就学委員会には，組織

や役員，専門部会などについて定めた「香港日本人

学校就学委員会規則」，運営や受け入れ基準などにつ

いて定めた「就学委員会内規」，支援教室（特別支援

教室の意味を示す。以下同じ）の設置や目的などに

ついて定めた「支援教室の設置と運営に関する規則」

がある。就学委員会は以下の様な組織になっている。 

〇 香港日本人学校小学部香港校，大埔校，中学部

各校の校長・教頭 

〇 香港日本人学校経営理事会担当理事 

〇 香港日本人学校事務局長 

〇 その他，委員会が必要と認める者 

また，就学委員会の主な趣旨は，障害がある児童

生徒又はあると思われる児童生徒の適切な教育措置

について協議し，適切な就学・編入学を行うという

ものである。所掌としては以下の６点が挙げられる。 

〇 対象児童生徒に関する指導及び助言 

〇 対象児童生徒に関する調査及び資料の収集 

〇 対象児童生徒に必要な諸検査の実施 

〇 対象児童生徒の就学・教育相談及び進路指導 

〇 対象児童生徒の就学・編入学に関する関係機関

との連絡提携 

〇 その他，委員会の目的達成に必要な事項 

 就学委員会では，小学部香港校，小学部大埔校の

「支援教室利用児童」及び「気がかりな児童」，また，

中学部の「気がかりな生徒」について情報を共有し，

適切な教育措置について検討している。 

 さらに，障害のある児童の「支援教室」への入学

許可についても，就学委員会の判断により就学，編

入学が決定される。「支援教室」は本校と，小学部大

埔校に設置し，中学部には設置していない。 
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３．本校の特別支援教育部の概要 

香港日本人学校三校のうち，中学部には特別支援

教育部や校内委員会は設置されていない。小学部香

港校は 2008 年，大埔校は 2013 年に支援教室を設置

し，校内就学指導委員会を置いている。本校の特別

支援教育部は，図１のような組織・分担となってい

る。 

特別支援教育部は支援コーディネーターと担当２

名で，支援教室指導や教室支援だけでなく，必要時，

大埔小や中学部との連携，学級担任や保護者からの

教育相談，幼稚園や他校からの転編入児童の就学相

談，障害児・者理解教育などを行っている。本校の

特別支援教育部の目標は下記の２点である。 

・障害による特別な配慮を必要とする児童一人ひと

りの教育的ニーズを把握し，その持てる力を高め，

生活や学習上の困難を改善又は克服し，自立を図

るため，適切な指導や必要な支援を行う。 

・全教職員や児童，その保護者に対し，障害や児童

の特性に関する理解と啓発の促進を図る。 

 

４．本校の特別支援教育部の活動  

 

１）校内就学指導委員会   

 本校では，特設委員会として，校内就学指導委員

会を位置づけている。教育上特別な配慮を要する児

童に対して，その実態や問題点を明らかにし，本校

としてどのような方針及び方法で教育していくかを

検討し，その児童に適した教育措置を検討すること，

及び，本校児童の教育相談を行うことを目的として

いる。組織としては，校長，教頭，教務主任，特別

支援教育部，養護教諭，学年主任，必要時，学級担

任となっている（図２参照）。 

 毎年度，それぞれの学級の児童の様子が分かって

きた５月頃に，校内就学指導委員会を実施し，「支援

教室利用児童」「気がかりな児童」について実態や必

要な配慮事項について報告している。それらには日

本語指導が必要な児童も含まれている。その後，支

援全体会を開催し，全職員で「支援教室利用児童」

と「気がかりな児童」について共通理解できる場を

設定している。そして，11 月末には校内措置変更児

童の洗い出しを行い，次年度に備えている。 

 また，春休みには，教務主任，特別支援教育教員，

来年度の一年生の担任が香港内の日系幼稚園を訪問

し，入学予定の園児の情報を収集し，特別な配慮が

必要な園児の洗い出しを行っている。

校内就学指導委員会 

（校長・教頭・教務主任・ 

特別支援教育部・ 

学年主任・養護教諭・必要時学

級担任） 

・特別に配慮を要する児童の受け

入れ 

・就学に関わる教育相談，検討 

・通級児童の就学に関わる教育相

談，検討 

・未就学児の教育相談等 

特別支援教育部 

（支援コーディネーター・支援担当者２名） 

支援教室指導 

（支援担当者２名） 

・支援教室指導計画 

・自立活動の年間指導計画作成 

・支援教室通級児童への指導 

・支援教室通級児への教室支援 

・在籍学級児童との円滑な関わり

理解教育 

（支援コーディネーター・ 

支援担当者２名） 

・障害児・者理解教育に関わる

授業の計画，推進 

・特別支援教育に関する資料の

提供，校内研修会の実施 

・支援教室の授業公開（にじい

ろ教室校内参観） 

図１ 本校特別支援教育部の組織・分担
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図２ 本校校内就学指導委員会の流れ 

 

２）支援教室指導 

 本校には，支援教室「にじいろ教室」があり，情

緒や発達面，または，言語的に教育上特別な配慮を

要する児童が利用している。 

支援教育目標は，以下の二点である。 

・児童一人ひとりのニーズを把握し，個別的な支援

を行うことで心身の調和的発達を図る。 

・自立活動や「にじいろランチ」等，支援教室にお

ける小集団での活動や直接的体験を通して，自立を

図るために必要な知識，技能，態度及び習慣を養う。 

  特別支援教育部には３名が所属し，１名は文科省

派遣教員で，日本で特別支援に携わってきた経験の

ある特別支援教育コーディネーター，残りの２名は

学校採用で，１名は海外子女教育財団採用教員，も

う１名は現地に住む英語が堪能な日本人である。 

 

３）障害児・者理解教育 

 「めざせ心のバリアフリー」を大きなねらいとし，

毎年，「にじいろ教室」利用児童，そして，それぞれ

の学年に合わせた理解教育を実施している。 

 休み時間には「にじいろ教室」を開放し，通常の

学級の児童も気兼ねなく入室し遊ぶことができる状

況を作ることで，「にじいろ教室」を知り，開かれた

場所になるよう心がけている。また，「にじいろ教室」

は，特別な支援や教室以外の居場所を必要とする児

童みんなの場所という思いを，本校の全児童がもっ

てくれるようにといった願いも込められている。そ

の他には，児童の在籍学級に通信「すまいる」を掲

示したり，「にじいろカレンダー」をそれぞれの学級

や，専科教室，事務室に配布したりして活動を知っ

てもらえるよう努めている。また，学校ホームペー

ジに「すまいる」を掲載し，「にじいろ教室」につい

て学校外へも情報発信している。 

 さらに，教員のインクルーシブ教育に関する理解

を得るために，講演会を行い，全ての児童に分かり

やすく，参加しやすい授業のユニバーサルデザイン

化を目指している。 

 

Ⅱ．本校の特別支援の実際 

 

１．「にじいろ教室」での支援 

 

１）個別支援   

 「にじいろ教室」には大教室と小教室があり，児

童の実態や学習内容・活動・教材・教具等によって

使い分けている。2015 年度現在，通級をしている児

童は５名おり，児童一人ひとりのニーズや保護者の

要望に応じて，校内就学指導委員会を開き，通級し

て学習する内容や時数，教室支援の内容を決定して

いる（写真１，表１参照）。 

 

 

写真１ 個別指導の様子 

児童 

（保護者） 

香港日本人学校 

就学委員会 

校内就学指導委員会 

（就学相談・教育相談） 

適応措置 

（指導・判断・観察等） 

就学相談 

（入学前・編入学前）
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表 1 「にじいろ教室」に所属する児童への支援状況 

学

年 

「にじいろ教室」で学習す

る教科と時間【週時間数】 
教室支援 

1 SST【１】・自立活動【１】 算数・体育・校

外学習 

3 日本語（英語の時間）【２】・

自立活動（活動により） 

 

4 国語【５】・算数【５】・SST

（英語の時間）【１】・自立

活動【１】 

書写・体育・校

外学習 

6 算数【８】・国語（英語の時

間）【１】・SST【１】・自立

活動（活動により） 

 

4 なし 見守り 

 

表 2 自立活動「にじいろタイム」の活動内容 

場

所 
活動 内容・目的の例 

校

内 

コミュニケ

ーション 

・「挨拶カルタ」 

・あったか言葉，チクチク言葉

 運動 ・基礎体力の増進 

・学級で行う種目の予習や練習

 カレンダー

作り 

・集中力，持続力，巧緻性 

・協力 

 親子調理 ・協力して自主的に計画，実施

・保護者同士のコミュニケーシ

ョンの場 

校

外 

買い物学習 ・学校の手伝いとしての買い物

・親子調理の必要物品の買い物

 

英語（５／週）と算数（５／週）の時間を全て取

り出し，児童の学習のペースに合わせ算数と漢字，

SST にあてる児童，国語（５／週），算数（５／週）

の時間を全て取り出し，個別で該当学年の国語，算

数の内容をその児童に適した方法で学習する児童，

そして SST（１／英語），自立活動（１／道徳）に参

加する児童など，それぞれの実態に合わせた指導を

行っている。日本人学校の特徴として，母語が日本

語でない児童も多い。それらの児童の中には通常の

学級の授業についていくこと，また，教室でコミュ

ニケーションを取ることが困難な児童も存在する。

その様な児童も「にじいろ教室」に所属し，その児

童の発達段階に応じた国語，または日本語の指導を

行っている。 

 

２）にじいろタイム    

 「にじいろ教室」での学習の特徴として，個別支

援のほか，毎週水曜日に実施している自立活動「に

じいろタイム」がある。自立活動では，学習した内

容を実際の場面に生かしたり，実際の体験を通して

教科の内容を身に付けたりするといったことをねら

いとすることができる。また，小グループで経験し

たことで自信をつけ，それを通常の学級で行うこと

ができるようになることも大切なねらいの一つであ

る。今年度，「にじいろタイム」では表 2の様な活動

を行っている。 

毎月実施している活動として，コミュニケーショ

ン，運動，カレンダー作りがある。コミュニケーシ

ョンでは，在籍学級の友達の名前を覚えたり，「挨拶」

「相槌」「聞き方，話し方」の学習など，参加する児 

童に合わせた内容を設定し行っている（写真２参照）。

そして，ゲームなどを用い学んだ後に，ロールプレ

イを行い練習し，通常の学級でそれが活かせるよう，

連続性をもって計画，支援を行っている。運動は体

力増進だけでなく，通常の学級で行う種目の予習，

復習も兼ねている。カレンダー作りは毎月，日本に

ちなんだ季節のテーマを用いて，画用紙を台紙にし

て色々な素材を使い，友達と協力して作成している。

また，でき上がったものは配布し，教室や廊下に掲

示するだけでなく，終わった月のカレンダーは廊下

に掲示して，多くの児童が目にする機会を増やすよ

うにしている（写真３参照）。親子調理では，それぞ

れの得意な分野を生かして，分担，協力することを

小グループでまず行い自信をつけることで，通常の

学級へ持ち帰れる大きな学びとなる。また，保護者

の方々の参加を促し，活動の様子を知っていただく
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だけでなく，保護者同士の横のつながりを生むこと

ができる。

 

写真２「クラスメイトの名前を覚えよう」の様子 

 

 

写真３ カレンダー 

海外で暮らす日本人にとって，にじいろ教室に通う

児童をもつ保護者のネットワークを見つけることは

容易ではないため，親子調理はそのための良い機会

でもある。 

 また，今年度実施の買い物学習は２つのテーマを

設定して行っている。６月に行った買い物学習は，

「学校のお遣いをしよう。～ミスターＸからの挑戦

状」と題し，「校長室と事務室に合う，素敵な花を買

ってきてくれ。」と依頼される。見事，ミッションを

果たすことができるか，といったテーマで行った（写

真４参照）。事前学習では，買い物のためのお金の学

習，広東語の練習や道路の歩き方の練習，また，実

際に事務室や校長室へ出向き，見学した。当日，児

童が安全に気を付け，一生懸命広東語を使い，それ

ぞれに似合うと思う花を買う。ミッションクリアの

サインを頂き，「ありがとう」と伝えられた時の嬉し

そうな表情はとても印象深い。「にじいろ教室」を利

用する児童は日常，支援を受けることが多く，自分

にも何かができるといった自己有用感を感じること

はとても貴重な経験である。そして，それを積み重

 

写真４ 花屋での買い物学習の様子 

ねることで自信へとつながっていくのではないかと

考える。次回の買い物学習は，親子調理のための買

い物学習を行うことで，自分たちで考え，計画，準

備，実施と流れを通し学習を進め，行っていく予定

である。 

最後に，にじいろ教室では毎月，にじいろランチ

を開催し，「バースデーランチ」や「学期末お疲れ様

ランチ」等，毎回テーマを決め行っている。なかな

か全員そろう機会がないため，月に一度のランチは

お互いを知る良い機会であると共に，会話が弾み，

とても楽しい時間となる。 

 これらの活動や，児童の成長の一助として，保護

者との連携が挙げられる。支援対象児童保護者とは，

学期始めと，終わりに個人面談を行っている。それ

だけでなく，通常の学級用の連絡帳とは別に「にじ

いろ連絡帳」があり，毎朝提出することにもなって

いる。保護者とにじいろ教室担当者が，学習中の様

子だけでなく，情緒面，友だちとの関わり，そして

家庭での児童の様子を毎日知らせ合うことで，信頼

関係を確立し，家庭と学校での共通理解をはかり，

支援に生かしている。 

 

２．通常の学級での支援 

 現在通級している児童は，一日のほとんどの時間

を通常の学級で学習している。支援担当者が担任と

連携を図り，児童一人ひとりのニーズに応じた通常

の学級での支援を行っている。また，通常の学級で

の授業場面では，「にじいろ教室」に所属する児童だ

けを対象とするのではなく，「気がかりな児童」をは 
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表３ 本校「個別の指導計画」の書式と記入例 

平成 27 年度（１学期）個別の指導計画              年 組 氏名                       

今年度の重点目標 

※２～３項目の課題を挙げる 

指導上の留意点 

※上記の重点課題について指導する上での配慮事項について記入する 

域領 ねらい 指導の手だて 評価 

※個別指導や通常の

学級で支援を行って

いる教科・領域につい

て記入する 

〈例〉基本的生活習慣 

※こうなってほしい，という

「ねらい」について記入する

〈例〉休み時間中に準備や移

動を終え，余裕をもって次の

授業に臨むことができる。 

※左記の「ねらい」に対する

指導の手立てについて記入す

る 

〈例〉毎朝，一日の流れを一

緒に確認する。 

※各学期末に，課題となるところ

も含めながら頑張った事や成長が

見られたところについて記入する 

〈例〉休み時間中に自主的に準備

や移動をすることができました。 

 

じめ，通常の学級の全児童と関わりを持つことで，

通常の学級に自然な形で支援担当者が入ることがで

きるような状態にする。これにより，通常の学級に

おける支援対象児童の存在がさらに自然なものにな

っていることを実感している。また，書写・体育・

音楽などの教科学習を支援するだけでなく，「時間を

守る」や「整理整頓」などの基本的生活習慣や，通

常の学級での友だちとのコミュニケーションの様子

を観察することができ，その児童の課題や成長が見

つけやすくなる。 

また，本校では，インクルーシブ教育の実践とし

て，にじいろ所属児童が通常の学級で共に学ぶ時間

はとても大切であると考えている。その中で，個別

の教育的ニーズに応えられるような教室支援の方法，

そして，支援教室での個別支援の必要性の見極めが

大切であると考えている。更に，特別支援部だけで

なく，通常の学級担任，イングリッシュスタッフ，

専科教員らと密にコミュニケーションを図り，情報

を共有していくことで校内における連続性のある

「多様な学びの場」を提供できるよう試みていると

ころである。 

 

３．個別の指導計画の活用   

 各学期の始めに支援対象児童の「個別の指導計画」 

を作成し，重点目標やその目標達成のための手立て

などを明確にしている。そして，各学期の終わりに

はその評価を行い，次学期や次学年へとつなげてい

く。「個別の指導計画」の作成は，保護者と個人面談

を行い，意見を出し合いながら一緒に作成していく。

また，必要時には付加修正を行い，より，その児童

に適したものにしていく。学期末にも個人面談を行

い，「個別の指導計画」をもとに，学期の振り返りを

行う。本校の「個別の指導計画」は表３のような書

式となっている。 

 

４．関係機関との連携 

 

１）現地の病院やクリニックとの連携 

 海外では，障害のある児童，または「気がかりな

児童」について日本語で相談や受診ができる機関が

限られている。そのような環境の中でも，本校は日

本語対応の可能な総合病院やクリニックでの WISC-

Ⅳなどの心理検査の実施，その結果を基にした通訳

を交えた小児発達専門医師による診察，または臨床

心理士によるカウンセリングが可能になるよう，情

報を集め，連携を図っている。そして，その結果に

より，必要な薬物療法や作業療法などを継続的に受

ける事も可能である。その際には，学期に一度，医

師のクリニックにおいて医師，特別支援担当，保護

者が一堂に会してケースカンファレンスを行い，情
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報の交換や共通理解を行い，方針を統一し，同一目

標を持って支援していけるように努めている。 

２）独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（特

総研） 

 本校では，毎年，特総研との連携により校内の特

別支援教育の一層の充実を図る機会を設定している。

「にじいろ教室」利用児童や，「気がかりな児童」の

紹介，授業参観を行い，本校の特別支援教育の現状

や児童生徒の実態について情報交換した上での助言

や，教員や保護者の教育相談，講演会などを実施し

ている。特別支援教育部の教員だけでなく，全職員

を対象とした講演会を実施することによって，支援

対象児童だけでなく「気がかりな児童」に対する理

解を深めること，そして，授業のユニバーサルデザ

イン化の推進にも役立っている（写真５参照）。また，

先に述べたインクルーシブ教育など，最新の日本の

教育のトレンドや今後の展望などの話を聴くことも

でき，とても有意義な時間となっている。 

 

 

写真５ 小学部香港校での教員向け講演会の様子 

 

特総研からの講師派遣による教育相談や講演会実

施後の事後調査では，保護者から「話を聞いて頂け

て気持ちが楽になった・心が軽くなった」「良いアド

バイスを頂けたので，明日からまた頑張ろうと思っ

た・前向きになれた」などの意見，そして教員から

「最新の日本での教育，特別支援教育の動向が研修

できてよかった」「教室での支援方法やユニバーサル

デザイン化した授業についても学べてよかった」「も

う少し長く授業参観や面談をしていただきたかった」

などがあがった。来年度以降も，毎年来校の上，情

報交換を行ったうえで，具体的な支援の在り方につ

いて連携を図っていきたい。 

Ⅲ．まとめ 

 

「日本人学校調査から見える特別支援教育の実態」

（国立特別支援教育総合研究所，2015）にも述べら

れているように，世界中でも「特別な配慮を必要と

する子どもの個別の指導計画の作成」，「専門機関と

の連携」を行っている日本人学校は 20％台である。

それらを継続的に実践している本校の試みは維持し

ていくべきである。今後は，支援教室外でも，支援

担当以外の教員と協力し連携を図り，授業のユニバ

ーサルデザイン化を促進し，インクルーシブ教育の

さらなる発展を目指していきたいと考える。 
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