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日本特殊教育学会第53回大会参加報告 
 

松見和樹 
（教育研修・事業部） 

 

 

要旨：日本特殊教育学会第53回大会の概要と同大会において企画・運営に携わった２つの自主シンポジウム

を中心に報告する。本大会は，平成27年９月19日（土）～21日（月）の３日間，東北大学川内北キャンパス

にて開催された。「特殊教育学研究における学際的視点の再認識」を大会テーマとして設定し，特別講演，学

術講演，学会賞受賞者講演，教育講演，各種シンポジウム，口頭発表，ポスター発表等，多彩なプログラム

が企画された。筆者が企画した自主シンポジウム24「知的障害教育における学習評価の今後の方向性」では，

「学習評価の充実と教育目標・内容と学習・指導方法の一体化を目指して」をサブテーマとして設定し，話題

提供者２名，指定討論者２名により，独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（以下「特総研」という）

専門研究Ｂ知的班が，平成26年度まで取り組んでいた研究課題に関する情報普及並びに意見収集を行った。

また，指定討論者として携わった自主シンポジウム41「キャリア教育における実践と課題PartⅤ～学びの質

の深まりを重視した授業づくり～」では，３名の話題提供者，１名の指定討論者により議論を深めた。 

見出し語：日本特殊教育学会，大会報告，自主シンポジウム報告，学習評価 

 

Ⅰ．大会趣旨について 

 

 日本特殊教育学会第 53 回大会が，平成 27 年９月 19

日（土）～21 日（月）の３日間に亘り，東北大学川内

北キャンパスにて開催された。東北大学にて開催され

る本学会大会は４回目とのこと，川内キャンパスは，

伊達政宗公が築城した仙台城址（青葉城址）の近くに

にあり，市街地からは清流広瀬川によって隔てられた

緑豊かな場所にある。９月の連休（シルバーウィーク）

中の開催ということもあり，仙台では様々な催しが重

なり，市内全体が活気に溢れていたが，会場もそれに

負けないくらいの熱気で満ち溢れていた。 

 今大会のテーマは「特殊教育学研究における学際的

視点の再認識」であった。特殊教育に関する研究と実

践においては従来学際的視点が重視され，また，多職

種連携が求められてきたとのこと。そこで，障害のあ

る方の理解と支援のより一層の発展に向けて，学際的

視点や他職種連携の重要性を改めて考えることを目的

として本テーマを設定したとしている。このテーマの

下，特別講演，学術講演が開催され，その他のプログ

ラムとして口頭・ポスターによる研究発表，学会およ

び準備委員会企画による教育講演・シンポジウム，自

主シンポジウム等が行われた。 

 

Ⅱ．大会期間中の主なスケジュール 

 

 大会初日の９月 19 日（土）は自主シンポジウム 34 

件，口頭発表３件，ポスター発表が 196 件，学会企画

各種シンポジウム３件が設定され発表・協議等が行わ

れた。２日目の９月 20 日（日）は自主シンポジウム

34 件，口頭発表４件，ポスター発表 299 件，学会企画

各種シンポジウム２件，準備委員会企画学術講演１件，

学会賞受賞者講演２件，学会企画実践ワークショップ

１件，準備委員会企画教育講演１件，準備委員会企画

特別講演１件について発表・協議等が行われた。３日

目の９月 21日（月）は自主シンポジウム 33 件，口頭

発表２件，ポスター発表 94 件，学会企画編集委員会シ

ンポジウム１件，準備委員会企画シンポジウム２件，

準備委員会企画教育講演１件が設定され，発表・協議

等が行われた。以上の３日間の日程をまとめると表１

の通りとなる（これらはいずれも大会プログラムより

筆者で集計・整理したものである。）。 

 特別講演では高崎健康福祉大学教授の松田直氏によ

る講演「障害の重い子どもの教育―歴史的経緯と今後 



 

 

学会等参加報告 
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第５号 201６年３月

51 

表１ 日本特殊教育学会第53回大会の３日間の主なスケジュール

 ９月19日（土） ９月20日（日） ９月21日（月） 

10:00～12:00  学会企画研究委員会シンポジウム「イ

ンクルーシブ教育システム下におけ

る特別支援学校の役割Ⅴ～ベトナム

の教員養成及び教育現場の立場から

日本の教員養成及び特別支援学校の

役割に期待すること～」 

学会賞受賞者講演２件 

口頭発表２件 

自主シンポジウム16件 

ポスター発表100件 

準備委員会企画シンポジウム２「『超

重症児』教育の課題と今後の展望」 

準備委員会企画シンポジウム３「発達

障害児者支援システム構築の課題と

展望～『生涯ケア』実現に向けた仙台

市での取り組みから～」 

口頭発表１件 

自主シンポジウム17件 

ポスター発表94件 

13:20～15:20  学会企画社会貢献小委員会シンポジ

ウム「罪を犯した障害者の社会復帰

を考える―少年院出院者の社会復帰

支援―」 

準備委員会企画シンポジウム１ 

「幼児期からの発達支援のあり方」

口頭発表１件 

自主シンポジウム17件 

ポスター発表97件 

準備委員会企画学術講演「人工知能・

ロボティクス研究からみた自閉症と

コミュニケーション」 

準備委員会企画教育講演１「特別支援

学級における教育課程編成のコツ」 

準備委員会企画特別講演「障害の重い

子どもの教育―歴史的経緯と今後の

あり方を考える―」 

自主シンポジウム１件 

ポスター発表100件 

学会企画編集委員会シンポジウム２

「特殊教育における質的研究の可能

性と課題」 

準備委員会企画教育講演２「思春期の

発達障害のある子どもたちにどう向

き合うか」 

口頭発表１件 

自主シンポジウム16件 

15:40～17:40 学会企画国際化推進委員会シンポジ

ウム「特別支援学校専攻科と高校特

別支援学級の可能性―韓国の現状か

ら学ぶ―」 

口頭発表２件 

自主シンポジウム17件 

ポスター発表99件 

学会企画編集委員会シンポジウム１

「実践研究のまとめ方 特別支援教

育に関する実践知の蓄積と共有のさ

らなる充実を目指して」 

学会企画実践ワークショップ「実践ワ

ークショップ平成26年度採択研究成

果発表」 

口頭発表２件 

自主シンポジウム17件 

ポスター発表99件 

 

 

のあり方を考える」が実施された。重度・重複障害

教育の歴史的経緯と近年における児童生徒の障害の

重度化を踏まえた今後のあり方について提言する内

容であった。また，学術講演では，宮城大学教授の

小島秀樹氏による講演「人工知能・ロボティクス研

究からみた自閉症とコミュニケーション」が実施さ

れた。療育支援ロボットを活用した自閉症研究につ

いて紹介し，その実践的研究から得られた知見を基

に，自閉症と定型発達を連続体として捉える見方等

について論じる内容であった。その他，準備委員会

企画教育講演１では，宮城教育大学名誉教授の渡辺

徹氏による講演「特別支援学級における教育課程編

成のコツ」が実施された。準備委員会企画教育講演

２では，特総研上席総括研究員の笹森洋樹氏による

講演「思春期の発達障害のある子どもたちにどう向

き合うか」が実施された。 

 

Ⅲ．自主シンポジウム 24「知的障害教育に

おける学習評価の今後の方向性」 

の実施報告 

 

 本シンポジウムは，知的障害教育における学習評

価と教育課程編成の今後の方向性を探ることを目的

に企画された。特総研の知的障害教育班で平成 25～



 

 

学会等参加報告 
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第５号 201６年３月

52 

26 年度に専門研究として取り組んだ「知的障害教育

における組織的・体系的な学習評価の推進を促す方

策に関する研究―特別支援学校（知的障害）の実践

事例を踏まえた検討を通じて―」の研究成果を基に，

学習評価の充実をベースにした教育目標・内容と学

習・指導方法を一体的に捉えた教育課程編成につい

て考えを深めていく内容であった。研究成果の概要

と，本研究に協力機関として携わり自校の学習評価

の実践を積み重ねてきた学校２校による，学習評価

の充実と授業改善及び教育課程改善の実践報告を踏

まえて議論を展開した。学習評価についての基本的

な理解とその充実についての情報を，具体的な実践

と合わせて入手できるとの期待も高かったためか，

初日のプログラムにもかかわらず会場に空席はそれ

ほど目立つことなく多くの参加者が集った。 

 司会者である特総研教育支援部主任研究員の武富

博文氏による挨拶で開会となり，企画者（筆者）に

よる企画趣旨説明からシンポジウムがスタートした。

まず，話題提供の最初に筆者より「知的障害教育に

おける組織的・体系的な学習評価の推進を促す方策

に関する研究―特別支援学校（知的障害）の実践事

例を踏まえた検討を通じて―」の研究成果を基に，

知的障害教育における学習評価（評価計画）を含む

学習指導の PDCA サイクルについて，観点別学習評価

の在り方を中心に報告を行った。観点別学習評価を

活用すると，学習状況の到達度を分析的に捉えるこ

とができ，指導内容の改善・精選が進むとし，授業

における学習状況の評価を積み上げることにより，

教育課程実施による児童生徒の成長が評価できると

の考えを報告した。また，組織的・体系的な学習評

価を促すための方策として，学習評価をいつ，どこ

で，誰が，何のために，何を対象とし，どのように

行っているのか，という点について組織的な合意の

下，学習指導と評価の一体化を図り，学習評価を基

軸とした授業改善や教育課程改善等のカリキュラ

ム・マネジメントを図ることが重要であると報告し

た。 

 続いての話題提供では，愛媛大学教育学部附属特

別支援学校教諭の加藤公史氏より，「学習評価の視点

から目標設定・指導・評価の在り方を効率的に見直

し改善・実施につなげる PDCA サイクルの確立」と題

した報告が行われた。地域生活に生きる豊かな内面

を育む中学部生活単元学習の実践を紹介しながら，

子供が「自ら気づき」「自ら行動する」ためには内面

の育ち（意識の働き）を育んでいくことが大切であ

ることを報告した。さらに，子供が社会的・職業的

自立の土台となる「質の高い主体的行動」を発揮で

きる授業づくりと，学びの質や深まりを重視した学

習状況の評価の必要性について言及した。また，「何

ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように

学ぶか」といったことを，学習評価の視点で見直す

ことにより，教育課程の見直しにまで繋げていくこ

とができるという点で学習評価は非常に重要である

とした。今後，「役割を果たして貢献する授業」「集

団の一員，地域の一員としての存在価値を高める授

業」「他人から認められたり，感謝されたりする体

験ができるような授業」等を創造しながら，子ども

がプラスの意識（内面）を育てていけるような教育

課程を作り上げていきたいと報告した。 

 続いての話題提供では，広島県立呉特別支援学校，

校長の東内桂子氏より，「『育てたい子供像』の実現

を目指した，PDCA サイクルに則った授業改善と教育

課程の評価，改善を進めて行くシステムづくりの在

り方について」と題した報告がなされた。特別支援

学校校長として取り組んできた組織的・体系的な授

業づくりのシステム構築と学習評価の実践を基に，

「育てたい子供像」の実現を目指した，PDCA サイク

ルに則った授業改善と教育課程の評価，改善を進め

ていくシステム作りの在り方について報告した。さ

らに，広島県立呉特別支援学校の実践と合わせて，

学習評価を教育課程の改善に活かす工夫について報

告した。 

 カリキュラム・マネジメントを中心に据えた，教

育課程評価の PDCA 概念図を示した取組では，学校

教育目標の「育てたい子供像」から「つけたい力」

を考え，それを基に単元を構成し，日々の授業の検

証と単元の検証を行い，それをまとめることにより

１年間の教育課程の検証が出来るようにし，これら

のことを次年度の教育課程に反映していくなど，評

価の積み重ねの重要性を概念図に表わしたことの
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意義と実践について報告した。また，具体的な取組

として，①授業改善の取組を学校経営計画に位置づ

けること，②仮説・検証の授業研究を積み重ね，授

業改善の取組に活かしていくこと，③教育課程検討

会議という校長の諮問機関を置き，教育課程の研究

を続けていくということの３つの取組を紹介した。

ここでは，学習評価を教育課程の改善に生かす工夫

として，指導略案，単元計画，単元構成表，単元系

統表それぞれの活用についての実践例が報告され

た。これらは，学習評価の充実をベースにした教育

課程編成を組織的・体系的に進めていく教育課程改

善のモデルを示すものと考えられた。 

 話題提供を受けて，植草学園大学教授の尾崎祐三

氏と，文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特

別支援教育調査官の丹野哲也氏により，知的障害教

育における学習評価の今後の在り方，さらには，教

育目標・内容と指導方法，学習評価を一体として捉

えた教育課程編成の考え方について指定討論が行

われた。 

 尾崎氏は，障害者権利条約の批准に伴い，特別支

援教育をどのように推進していくのかということ

が喫緊の課題であるとし，児童生徒の障害の特性に

合わせ，授業内容が分かり学習活動に参加している

実感・達成感をもてるような学習・指導方法の工夫

や，学習を通して身に付けられる資質・能力を明確

にした学習評価の在り方が重要であるとし，単に通

常の教育の観点別評価をなぞるのではなく，知的障

害教育なりの工夫をしながら取り入れていくこと

が大切であると指摘した。また，学びの本質的な視

点を踏まえた学習評価が必要であるとし，分析的に

学習評価を積み重ねていくことによって，子供の

「生きる力」も身に付いてくるのではないかと指摘

した。 

 丹野氏は，話題提供者３人の論点を整理すると同

時に，知的障害教育における今後の学習評価の方向

性とについて指摘し，協議を深めた。今後の方向性

については，①結果だけではなく，学習の過程を計

画的に評価すること，②児童生徒の可能性までも見

据えながら評価をすること，③ポートフォリオ評価

などの多様な評価方法を活用し総合的に評価して

いくこと，この３点が重要であると指摘した。また，

児童生徒の学びを学校における教育成果として分

析的に捉える意義や，児童生徒の学びの文脈を創る

上での学習評価の役割，根拠のある教育課程編成に

資する学習評価の在り方についてその重要性を指

摘した。 

 本シンポジウムにおける報告・協議からは，教育

課程に資する学習評価の役割が明らかになってきた。

今後，知的障害教育における学習評価の充実をベー

スにした教育課程の改善において，カリキュラム・

マネジメントの考え方を含めてさらに整理をしてい

くことが課題であると認識された。 

 

Ⅳ．自主シンポジウム 41「キャリア教育に 

おける実践と課題 PartⅤ～学びの質と 

深まりを重視した授業づくり～」 

 

 本シンポジウムは，キャリア教育における授業実

践に焦点を当て，キャリア発達を促す授業の在り方

や課題点について議論を深めてきたシリーズの第５

回目である。昨年度は，児童生徒の目標の意識付け

と自己評価を充実する取組について，児童生徒の気

付きや他者との向き合い方の変化をどのように捉え，

どう評価していくのかについて焦点をあて，授業に

おけるキャリア発達の支援の在り方を協議した。 

今回のシンポジウムでは，児童生徒が，現実に立

ち向かい，意欲的に様々な課題を克服しながら自ら

の目標に向かっていくためには，「なぜ学ぶのか」

を理解し能動的に活動することや振り返ることが重

要であるとの捉えから，授業における「主体的な課

題の発見と解決に向けた活動」と「学びの質と深まり」

に焦点をあてた。児童生徒の将来の生き方を視野に入

れ，一人一人の生きる力を育むためにどのような授業

を実践していくべきかについて，また，児童生徒の内

面の変化をどのように捉え評価していけばよいのか

について，話題提供者の実践を通して，キャリア発達

を促す授業づくりについて議論を深めた。本シンポジ

ウムは，東京都立光明特別支援学校教諭の逵直美氏，

岐阜聖徳学園大学准教授の松本和久氏，東京都立特

別支援学校副校長の３人の企画者と，話題提供者３
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人，指定討論者１人のメンバーで行われた。開催

２日目の午前の時間枠での開催で，空席が目立たない

ほどの参加者があった。 

 司会者である東京都立光明特別支援学校逵直美氏

による企画趣旨説明の後，話題提供の最初に，富山

大学人間発達科学部附属特別支援学校教諭の柳川公

三子氏より，「ディスカッションをとおして，会話

におけるルールやマナーの習得及び自己の課題を前

向きに解決する姿を目指す」と題して報告がなされ

た。「ディスカッション」とその「振り返り」を行

う授業で,「会話のルールやマナーの獲得」と，観察

役の友達との相互評価から自己の課題を発見・解決

し，「自己理解を深める」ことをねらう実践を紹介

した。この取組からは，生徒が自分で立てた目標を，

自己・相互・他者評価を通じて振り返る場面から，

課題の解決に向けて「主体的な課題の発見と解決に

向けた活動を促す授業づくり」の工夫について報告

した。知識として獲得した会話のルールやマナーを

「ディスカッション」でロールプレイする。さらに,

「振り返り」で観察役の友達と実際に相互評価する。

授業の中で応用する場面を設定したことが，生徒の

自己理解を深めることや他の場面への般化に有効で

あると報告した。 

 続いての話題提供では，愛媛大学教育学部附属特

別支援学校教諭の加藤公史氏より，「子供が主体的

に課題を解決する体験を積み重ねることでキャリア

発達を促す」と題して報告がなされた。愛媛大学教

育学部附属特別支援学校では，キャリア教育の視点

から，卒業後の「働く生活」の実現を目指し 12 年間

の系統性を重視した取組を推進している。授業づく

りでは，「社会的・職業的自立の土台となる能力・

態度を身に付ける過程で，内面の育ちを支援する」

という考え方のもと，生活単元学習において，幼稚

園で園児対象に生徒がゲームコーナーを開く活動を

取り上げた事例を紹介した。ここでは，①単元・学

習内容設定の工夫，②学習環境・支援の工夫，③評

価の工夫の３つの柱を設け，「目標（ねらい）」の

明確化及び，目標に沿った自立的支援及び意識（内

面）に働きかける評価の在り方について追究するこ

とで，生徒が主体的に課題に取り組む成果が出たと

報告した。 

続いての話題提供では，山形県立上山高等養護学

校教諭の齊藤博之氏により，生徒自身が取り組むキ

ャリアプランニング～「マイノオト」をとおして見

つけた自分の「いま」・「みらい」～と題して準備

された内容を，当日本人が欠席のため，司会の逵氏

が代理で報告した。「学校を卒業したら就職したい」

という希望と生徒の現状がつながらず，登校しにく

い生徒と卒業当日までの「マイノート」のやりとり

の事例を紹介した。「果たしたい」「解決したい」

ことを実現するためには，的確な現状認識と課題設

定が必要であるとし，この取組を通して，生徒自身

が，現状と目標をつなぎ，自分には「何が必要で，

何をすべきか」が明確になり現状と目標がつながっ

た成果を報告した。 

 最後に，指定討論者である筆者より，３人の話題

提供者の論点整理と学びと質の深まりを重視した授

業づくりのポイントについて整理が図られた。キャ

リア発達の視点を意識した授業づくりの考え方は，

児童生徒の主体的な学びや体験的な学習を重視する

など，アクティブ・ラーニングの考え方と親和性が

あるとし，アクティブ・ラーニングの３つの観点を

踏まえ，児童生徒が自ら学ぶ意欲と達成感をもち，

生きる力を身に付けていけるような授業づくりや，

内面を捉える評価の考え方を整理した。また，話題

提供を受けて，質の高い学びとは生徒が主体的に取

り組み，自分で考えたり，判断したりしながら自分

の力で問題解決していく楽しさを味わえるような学

びであるとし，こうした学びから本人の自己肯定感

や自己理解，自らの気付きを促すことで，キャリア

発達を支援していると指摘した。 

 フロアーの参加者より，評価についての因果関係

と相関関係についての意見や，妥当性を高めていく

ことの重要性を指摘する意見が寄せられた。また，

内面の変化を行動の受容，生徒の姿で捉えるには限

界があるのではないかという意見や，内面の変化を

質的に捉える「質的研究」が進んできていることに

ついて指摘する意見も出るなど，活発な協議が進め

られていた。 

 本シンポジウムにおける報告・協議からは，児童
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生徒が意欲的に様々な課題を克服し，自らの目標に

向かっていくためには「なぜ学ぶのか」を理解し能

動的に活動することや振り返ることが重要であるこ

とが示された。今後，生徒の内面の育ちを把握する

ための評価について，さらに検討を深めていくこと

が課題であると認識できた。 

 

Ⅴ．本大会への参加を終えて 

 

 本大会のプログラムや各会場の雰囲気からは，学

校現場の教職員，大学等研究機関の教職員，学部学

生・大学院生，教育行政関係者，医療・福祉関係者

等，様々な立場からの参加者がそれぞれのニーズを

満たすべく参加されていると感じた。こうした中で

情報交換や資料交換・意見交換が活発に行われ，そ

れぞれの参加者が必要とする情報を入手できる機会

となっていたように思う。筆者自身も自主シンポジ

ウムの企画・運営，話題提供，指定討論等の参加の

他，業務上又は研究上，興味のあるプログラムが多

数あり，発表資料等を含めて数多くの情報収集を行

ったところである。また，これに加えて関係者間の

ネットワークを構築できる機会ともなっており，大

変有意義な３日間を過ごすことができた。日本特殊

教育学会並びに準備委員会の皆様に心より感謝申し

上げたい。 
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