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平成 27 年度 NISE 特別支援教育国際シンポジウム報告 

棟方哲弥・齊藤由美子・生駒良雄・海津亜希子・石坂 務 
（企画部） 

 

 

要旨：平成 28 年１月 21 日（木）に国立特別支援教育総合研究所（以下、本研究所）が主催するインクルーシブ

教育システムの構築に関する国際シンポジウムが開催された。このシンポジウムは，本研究所と 協定を締結して

いるフランス国立特別支援教育高等研究所（INS-HEA）及び韓国国立特殊教育院（KNISE）の専門家を招聘し，

初等中等教育におけるインクルーシブ教育システム構築に向けた現状及び課題を検討し，今後の展望を明らかに

することを目的に行われたものである。プログラムは，基調講演，本研究所からのプレゼンテーション及びフラ

ンス・韓国・日本のシンポジストによる報告と討論という流れで行われた。一橋講堂（東京・千代田区）を会場

とし，教育関係者，行政関係者，研究者，保護者，学生等 186 名の参加があった。基調講演者を交えた討論では，

特別支援教育に携わる教員の専門性の重要性，支援員の専門性と研修，インクルーシブ教育の質の評価への取組，

合理的配慮を決定する仕組みと手続きなどについて議論が交わされた。なお，企画部調査・国際担当では，平成

27 年９月より，シンポジウムの開催に向けた予備知識の提供と成果の普及を目的として，本研究所メールマガジ

ンの連載記事「諸外国におけるインクルーシブ教育システム構築の状況（全７回）」を活用した情報提供の試みを

実施した。 

見出し語：インクルーシブ教育システム，フランス国立特別支援教育高等研究所（INS-HEA），韓国国立特殊教

育院（KNISE），特別支援教育 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 国立特別支援教育総合研究所(NISE)はナショナ

ルセンターとして，合理的配慮のデータベースの構

築などインクルーシブ教育システム構築のための

事業を実施している。また，2010 年までの 30 年間

アジア太平洋特別支援教育国際セミナーを開催す

るなど途上国支援の役割を果たしてきた。 

 一方，昨年１月に障害者の権利に関する条約（以

下、障害者権利条約）を批准した我が国にとって，

より早い時期に条約を批准した先進国の施策の動

向や制度改革の知見を得ること，それらの国々と相

互に共通の課題を見いだし，その解決策を検討する

ことが重要と考えられる。本シンポジウムでは，基

調講演，本研究所が進めてきた国際調査等の成果の

報告，本研究所と協定を締結しているフランス国立

特別支援教育高等研究所(INS-HEA)及び韓国国立

特殊教育院(KNISE)の専門家の報告をもとに，それ

ぞれの初等中等教育におけるインクルーシブ教育

システム構築に向けた現状，課題を検討し今後の展

望を明らかにすることは重要である。 

 そこで国際シンポジウム開催のコンセプトは以

下の通りとした。 

① インクルーシブ教育システム構築の推進

に向けた日本におけるこれまでの経緯と

現在の取組，NISE の果たす役割につい

て概観する。 

② インクルーシブ教育システム構築の推進

について，仏国・韓国・日本の現状・課

題・展望を知る。 

③ 各国からの学びに基づき，日本における

今後の在り方を展望する。 

 

Ⅱ．開催場所とプログラム 

 

開催期日：平成 28 年（2016 年）１月 21 日（木） 

開催場所：一橋大学一橋講堂・中会議場（東京都千

代田区一ツ橋２－１－２） 
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対象： 教育関係者，行政関係者，研究者，保護者，

学生等 

参加者：186 名 

日程： 

12：00 受付開始 

13：00 開会式（主催者代表挨拶，来賓挨拶） 

13：15 基調講演（40 分） 

「国連の障害者権利条約と教育における

合理的配慮の観点－ これまでの経緯

を含めた日本の対応と今後の展望」 

     講師：柘植雅義氏（筑波大学・教授，内

閣府障害者政策委員会・委員，日

本 LD 学会・理事長，本研究所・

客員研究員） 

13：55 特総研プレゼンテーション（30 分） 

① 第４期中期計画における国際関連事業

の展開（勝野頼彦・理事） 

② 諸外国のインクルーシブ教育の動向

（齊藤由美子・総括研究員） 

14：25 休憩 

14：40 シンポジウム（110 分） 

「各国のインクルーシブ教育システム構築

の取組の現状と課題－初等中等教育段

階を中心に」 

＜各シンポジストの報告＞ 

（各国 25 分：20 分プレゼン・５分質疑応

答） 

＜討議＞ （35 分） 

シンポジスト: 

仏国－Murielle MAUGUIN 氏（フランス国

立特別支援教育高等研究所 INS-HEA・教

務部長） 

韓国－KIM Suk-Jin 氏 （韓国特殊教育院

KNISE・教育研究士） 

日本－笹森洋樹（国立特別支援教育総合

研究所 NISE・上席総括研究員） 

柘植雅義氏（筑波大学・教授） 

司会：調査・国際担当 

16：30 閉会（主催者挨拶） 

 

Ⅲ．内容 

1. 開会式（主催者代表挨拶，来賓挨拶） 

 開会式では宍戸和成（本研究所・理事長）の主催

者代表挨拶に続き，小松親次郎氏（文部科学省・初

等中等教育局長）から来賓挨拶があった。 

 

図１ 宍戸和成（本研究所・理事長）主催者挨拶の様子 

 

 主催者挨拶では，参加者への謝意とともに，日本

のインクルーシブ教育システムを構築するにあた

り，より早期に障害者権利条約を批准した国等から，

施策の動向や制度改革の知見を得ること，また，そ

れらの国々に共通する課題を見いだして，その解決

策を検討することなどを行っていくことによって，

日本のインクルーシブ教育システムにも貢献でき

る機会となること，本シンポジウムが各国の情報交

流の場となり，また，わが国の今後のインクルーシ

ブ教育システム構築の進展につながることへの期

待が述べられた。 

 来賓挨拶の中で，文部科学省ではインクルーシブ

教育システムの構築に向けて，一人一人の子どもの

教育的ニーズに応じた指導や支援をできるように

する環境を整えるという立場に立っていること，こ

のために教職員の専門性の向上，教育環境の整備，

そして、障害のある子どもに対する様々な合理的配

慮の一層の充実に取り組んでいることなどが紹介

され，このシンポジウムが所期の目的を達すること 
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への期待が述べられた。 

 

 
図２ 小松親次郎氏（文部科学省・初等中等教育局長）

による来賓挨拶の様子 

 

２. 基調講演 

 基調講演は，柘植雅義氏（筑波大学・教授，内閣

府障害者政策委員会・委員，日本 LD 学会・理事長，

本研究所・客員研究員）より，「国連の障害者権利

条約と教育における合理的配慮の観点-これまでの

経緯を含めた日本の対応と今後の展望-」をテーマ

に①日本における障害者権利条約批准のプロセス

とその後の対応（内閣府障害者政策委員会での話題

を含む。）②日本における「教育における合理的配

慮」の考え方とその意義（特別支援教育へのインパ

クトや概念の変化などを視野に含む。）③今後の展

望（－近未来の学校の姿のような展望を含む。）の

大きく３点について障害者権利条約の条文，政府委

員会等の報告，研究動向，エピソードを交えて，イ

ンクルーシブ教育システムの構築に向けた解説及

び今後の方向性が提示された。 

 特に，柘植雅義氏が委員を務める障害者政策委員

会の役割である政府の基本方針の作成への具申，障

害者基本法に基づく障害者基本計画を作り，さらに，

それらの実施状況の監視などの役割の紹介ととも

に，現在障害者権利条約に基づく第１回日本政府報

告書の作成が進行中であることなども紹介された。

また，障害者差別解消法が策定される際の教育分野

における主な論点や委員会で出された議論の内容

なども紹介された。さらに，教員，保護者，行政，

研究者はもとより，世界中で国を超えた共通言語と

しての「合理的配慮」の登場したことの意義が強調

された。後半では，「2016年の今，私が描く，10年

後の，日本の特別支援教育（構想中）」として，幼

稚園，小中高等学校の特別支援教育が飛躍的に充実

することなどへの期待が述べられた。 

後に，日本の「おもてなし」という言葉が も世

界に誇れるかと思うと述べた上で，障害のある方へ

の合理的配慮が本格的に始まり，その歩みが，全て

の人へのさりげないやさしい配慮へ，さらにおもて

なしへと昇華していく社会を期待するとの結びの

メッセージが伝えられた（詳しくは，巻末にある本

研究所メールマガジンのNISE特別支援教育国際シ

ンポジウム報告（全文）に掲載）。 

 
図３ 柘植雅義氏（筑波大学・教授，内閣府障害者政策

委員会・委員，日本 LD 学会・理事長，本研究所・客員研

究員）の基調講演の様子 

 

３. 特総研プレゼンテーション 

 本研究所からのプレゼンテーションでは，勝野頼

彦（本研究所・理事）より「インクルーシブ教育シ 

ステム構築に向けた特総研の取り組み」として，本

研究所の設置の経緯と発展，現在のミッションとそ

れに基づく諸活動について報告があった。また，イ

ンクルーシブ教育システムの構築に向けて，平成28

年度から開始される第４期中期目標期間の活動の

中核として新たに設置される，インクルーシブ教育

システム推進センターが紹介された。
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図４ 勝野頼彦（本研究所・理事）による「インクルー

シブ教育システム構築に向けた特総研の取り組み」報告 

 

 次に，齊藤由美子（本研究所・総括研究員）より

「諸外国における障害のある子どもの教育の状況」

の紹介があった。 

 本研究所の海外情報の収集システムと韓国

KNISEとフランスINS-HEAとの研究協定世界の

国々の障害者権利条約批准の現状，インクルーシブ

教育に向けた３つのタイプの教育システム，諸外国

の特別なニーズのある子どもの教育の現状を統計

と教育システムの特徴から報告がなされた。 

 
図５ 齊藤由美子（本研究所・総括研究員）より「諸外

国における障害のある子どもの教育の状況」報告 

 

４. 各シンポジストの報告 

 シンポジウムは「各国のインクルーシブ教育シス

テム構築の取組の現状と課題-初等中等教育段階を

中心に-」をテーマに，フランス，韓 国，日本の各

シンポジストからの報告があった。 

 本研究所の調査・国際担当である棟方哲弥（上席

総括研究員）による登壇者紹介のあと，Murielle 

MAUGUIN 氏（フランス国立特別支援教育高等研

究所 INS-HEA）からは，フランスにおける取組と

紹介として，１．インクルーシブ教育システム構築

に向けた現行の政策・施策，２．フランスの課題，

３．インクルーシブ教育システム構築に必要な施策

の話題が提供された。 

 報告では，フランスの障害のある子どもの教育が

「分離からインクルージョンへ」向かう歴史につい

て，1975 年６月 30 日の法律第 75‐534 号による

統合教育の方向性から 2005 年２月 11 日の法律第

2005‐102 号のインクルーシブ教育へ向かう大き

な変遷についても紹介があった。障害の社会モデル

の採用と「アクセシビリティ」と「補償」の２つの

柱となる考え方が紹介された。フランスの課題とし

てインクルーシブ教育システムの評価のあり方，支

援 員 の 専 門 性 の 確 保 な ど が 提 起 さ れ た 。 

 
図６ Murielle MAUGUIN氏（INS-HEA・教務部長） 

 

 KIM Suk-Jin 氏（韓国国立特殊教育院KNISE），

からは韓国における取組と紹介として，１．特殊教

育および統合教育に関する法令，２．韓国における

特殊教育および統合教育の政策の現状，３．韓国国

立特殊教育院による特殊教育/統合教育支援の現状

の話題が提供された。 

 特殊教育対象者となる11の障害種別，インクルー
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シブ教育の定義とこのための支援方法や内容，統合

教育の現状，特殊教育総合５ヶ年計画について報告

があった。障害のある学習者のためのICTを用いた

遠隔学習やe-スポーツ，代替教科書についての紹介

も行われた。 

 
図７ KIM Suk-Jin氏（KNISE・教育研究士） 

 

 笹森洋樹（本研究所・上席総括研究員）からは日

本の取組と紹介として，１．日本における特別な教

育的ニーズのある子どもの教育の現状，２．インク

ルーシブ教育 システム構築に関する研究の取組，

３．インクルーシブ教育システム構築と合理的配慮

に関する現状と課題についての話題提供があった。 

 
図８ 笹森 洋樹（本研究所・上席総括研究員）の報告の

様子 

 本研究所が，中期特定研究として行ってきたイン

クルーシブ教育システムに関する４つの研究を概

観した上で，「学校の体制づくり」と「国や地域の

体制づくり」の２つの課題を提起した。それぞれに

「多様な学びの場」と「教員の専門性の確保」，「地

域資源の活用」と「早期からの一貫した支援体制」

に関する枠組みが提起された。 

 

５. 討議 

 各国の報告後，報告内容を踏まえて，基調講演者

の柘植雅義氏を交えて討論が行われた。 

 まず，柘植雅義氏より，各報告に対するコメント

と質問が行われた。フランスについては，分離から

インクルージョンへの歴史的変遷を踏まえた上で，

個別の教育計画等にどのように合理的配慮が書か

れているのか，あるいは，書かれようとしているの

か，という質問がなされた。また，インクルーシブ

教育の質の評価は日本においても重要な課題であ

るとの認識が示された。また，韓国については，通

常学級と特殊学級と特殊学校の児童生徒の在籍の

割合が，今後，10 年，20 年でどのように変化して

いくのかという話題提起があった。また，フランス

への質問と同様に，個別教育計画への合理的配慮の

記述に関した質問がなされた。 

 

図９ インクルーシブ教育システムの構築に向けた現行

の政策・施策と現状についての討議の様子 

 フランスのMAUGUIN氏からは，合理的配慮と

いう言葉ではなく「アクセシビリティ」と「補償」

という用語が用いられていること，学習に困難のあ

る子どもの個別教育計画（PAPと呼んでいる）は教

員が，障害のある子どもの個別教育計画（PPSと呼

んでいる）は学際的チームが策定するとの情報提供

があった。
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 韓国のKim氏からは，10年後においても，通常学

級，特殊学級，特殊学校の就学の割合は変化してい

ないのではないか，という見解が示された。そして，

韓国では統合教育，インクルーシブ教育を重視する

あまり，本来，特殊教育，特別支援教育はどうある

べきか，重度な支援が必要な子どもに対して， 

どのように支援しなければならないのか，そのよう

な根本的な検討が行われていることが紹介された。

今は逆に，重度の障害を持つ子どもの特別支援教育

に関心が集まっている状態であり，統合教育を重ん

じる流れと，本来の特殊教育を重んじる流れの二つ

のストリームがぶつかっている状況であるという

見解が示された。 

 その後，インクルーシブ教育システム構築に向け

た専門性をもった教員の育成について等，各国の情

報交換を合わせ討論された。討論の中で，障害のあ

る生徒の大学進学などの高等教育の課題や，合理的

配慮の合意形成の問題など，日本がこれから重点的

に取り組むべき課題について，各国から貴重な示唆

が得られた。 

 

図 10 満席となった会場の様子 

 後に，柘植雅義氏より，インクルーシブ教育シ

ステムの構築のためには政策立案（ポリシー），研

究（リサーチ），実践（プラクティス）の共同作業

の重要性と，一つの国ではなく多国の共同が大切で

あること，今後の国際シンポジウムでは，合理的配

慮の展開と適用，指導する教員の専門性に関する検

討が重要であるとの見解が示された。 

 

Ⅳ．おわりに 

 

 本研究所では，わが国のインクルーシブ教育シス

テムの構築に資するため，フランス，韓国をはじめ

とした諸外国におけるインクルーシブ教育システ

ムの構築の動向を把握する上でも，定期的に NISE

特別支援教育国際シンポジウムを開催していく計

画である。新年度からは「インクルーシブ教育シス

テム推進センター」が新たなスタートを切る予定で

あり，その中で，諸外国の有益な情報を収集・発信

しながら，わが国のインクルーシブ教育の充実に向

けた業務を推進する計画である。 

 なお，企画部調査・国際担当では，平成 27 年９

月より，シンポジウムの開催に向けた予備知識の提

供と成果の普及を目的として，本研究所メールマガ

ジンの連載記事「諸外国におけるインクルーシブ教

育システム構築の状況（全７回）」を活用した情報

提供の試みを実施した。 

 ここで紹介した内容についても，以下の連載の中

で報告している。 

第１回  諸外国における障害のある子どもの教育

の現状 

第２回  フランス国立特別支援教育高等研究所

（INS-HEA）について 

第３回  フランスにおける障害のある子どもの教

育について 

第４回  韓国国立特殊教育院（KNISE）について 

第５回  韓国における障害のある子どもの教育に

ついて 

第６回  NISE 特別支援教育国際シンポジウム報

告（速報） 

第７回  NISE 特別支援教育国際シンポジウム報

告（全文）と今後の展望 

なお，上記は以下の URL から参照可能である。 

http://www.nise.go.jp/cms/6,10765,13,257.html

（アクセス日，2016-03-08） 


