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要旨：本稿では，平成27年４月にリニューアルした発達障害教育情報センターのコンテンツ「指導・支援」

について紹介するとともに，今後，さらにコンテンツ「指導・支援」を充実させていく上での課題を示した。

コンテンツ「指導・支援」では，発達障害のある子どもの理解や指導・支援に関する情報を，「①発達障害を

理解する」「②学校における指導・支援」「③発達障害のある子どもの合理的配慮」「④図書リスト」「⑤支援

に役立つガイドブック」の５つの柱で提供しており，リニューアル内容（前記①～③）を中心に，上記①か

ら⑤について紹介を行った。 

見出し語：発達障害，発達障害教育，発達障害教育情報センター，支援，情報発信 

 

Ⅰ．はじめに 

 

発達障害教育情報センター（以下，本センターと

する）設置の主要な目的と役割は，発達障害教育の

推進・充実に向けて，発達障害にかかわる教員及び

保護者をはじめとする関係者への支援を図り，さら

に広く国民の理解を促進するために，web サイト等

による情報提供や理解啓発，調査研究活動を行うこ

とである。本センターの web サイトは，「指導・支援」

「研究講義」「教材・支援機器」「研究紹介」「施策法

令」「教育相談」「イベント情報」の７つのコンテン

ツで構成されている。 

2012 年に行われた文部科学省初等中等教育局特

別支援教育課の調査では，通常の学級に発達障害の

可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生

徒が 6.5％在籍していることが示された。また，国

立特別支援教育総合研究所（2013）では，インクル

ーシブ教育システム構築に向けて，通常の学級担任

を含めたすべての教員は発達障害に関する知識など

をさらに身に付けていくことの必要性について示し

た。これらのことから，今後は，今まで以上に通常

の学級担任の発達障害教育に対するニーズが高まっ

ていくと考えられる。 

本センターにおける Web サイトでは，上記に示し

た 7 つのコンテンツのうち，「指導・支援」のアクセ

ス数が最も多く，利用者のニーズが高い（渥美・梅

田・佐藤・涌井・岡本・柳澤，2015）。したがって，

本センターでは，コンテンツ「指導・支援」を充実

させることが，通常の学級を担任する教員をはじめ

とする多くの利用者にとって有用であると考え，平

成 26 年度にコンテンツ「指導・支援」の構成を再検

討し，平成 27 年４月にそのリニューアルを行った。 

そこで，本稿では，リニューアル内容を含めたコ

ンテンツ「指導・支援」の紹介を行うとともに，今

後，さらにコンテンツ「指導・支援」を充実させて

いく上での課題を示す。 

 

Ⅱ．コンテンツ「指導・支援」の紹介 

 

コンテンツ「指導・支援」では，発達障害のある

子どもの理解や指導・支援に関する情報を，「①発達

障害を理解する」「②学校における指導・支援」「③

発達障害のある子どもの合理的配慮」「④図書リスト」

「⑤支援に役立つガイドブック」の５つの柱で提供

している。今年度より，これまで以上に幅広く多く

の方々に利用してもらえるよう，前記①から③のリ

ニューアルを行った。なお，「③発達障害のある子ど

もの合理的配慮」は，新規に追加した項目である。

以下，リニューアル内容を含めて，上記の①から⑤

について順に紹介する。 
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１．発達障害を理解する（図１） 

この項では，以前より LD（学習障害），ADHD（注

意欠陥多動性障害），自閉症の定義が示されていた。

今回のリニューアルに伴い，それぞれの障害につい

て詳しい説明を加えた。例えば，図１の上段（矢印

より上部）に示すように，「LD（学習障害）とは・・・」

では，LD の定義を示した後に，「もっと詳しく知り

たい方は，こちらをご覧ください」とし，「こちら」

をクリックすると，図１の下段に示すように，LD

に関するより詳細な情報として，「困難を示す領域」

や「実態把握の基準」が記載された構成になってい

る。 

 

 

 

 

図１ 「発達障害を理解する」における 

「LD（学習障害）とは」のページの一部 

 ADHD では，定義を述べた後，リニューアルに伴

い，不注意，衝動性，多動性の各項目についての説

明を加えている。 

自閉症でも LD，ADHD と同様に，リニューアル

に伴い，定義を述べた後に，他人との社会的関係の

形成の困難さ，言葉の発達の遅れ，特定のものへの

こだわりを，具体例を用いて説明している。 

 

２．学校における指導・支援（図２） 

 この項では以前より，子どものつまずきを学習面，

行動面，社会性の側面から Q＆A 形式で説明してい

た。例えば，「指示を理解するのが苦手なのですが」

という Q に対して，A では，まず，「①聞くべき音

に集中できないのではないか」，「②聞いた内容の理

解が難しいのではないか」，「③聞いた内容を覚えて

いられないのではないか」のように，つまずきの要

因を推測している。それらを踏まえた上で，指導方

法について，それぞれの要因に応じて，上記①に対

しては「子どもに近寄り，アイコンタクトをとって

注意をひきながら話す」，②に対しては「話に関係あ

る絵を用意する」，③に対しては「黒板に順をおって

指示内容を書く」といったように具体的に述べ，さ

らに指導方法の意味についても説明を加えることと

した。 

 今回のリニューアルでは学習面，行動面，社会性

の項目に，「LD のある子どもの指導・支援」「ADHD

のある子どもの指導・支援」「自閉症のある子どもの

指導・支援」の項目を加えて，発達障害の障害特性

を踏まえた指導・支援方法を紹介している。 

 LD では，「指示を理解するための指導・支援」「筋

道立てて話すための指導・支援」等の 12 項目，ADHD

では，「不注意な間違いを減らすための指導・支援」

「注意を集中し続けるための指導・支援」等の 7 項

目，自閉症では「集団場面に入れるようにするため

の指導・支援」「状況にあった応答をするための指

導・支援」等の９項目を紹介している。 

 図２は，自閉症のある子どもの指導・支援の具体

例として，「集団場面に入れるようにするための指

導・支援」を示している。なぜ，集団場面に入れな

いのか，その要因を検討した上で，活動内容を視覚

的に提示すること，周囲の子どもに自閉症のある子
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どもの特徴を理解してもらい関わってもらう等，具

体的な方法を紹介するようにしている。なお，ここ

に記されている内容は，『教育支援資料』（文部科学

省初等中等教育局特別支援教育課，2013）を参考に

作成した。 

 また，ここに示した指導・支援方法では，他の関

連するコンテンツのリンクも張っている。図 2 の例

では，同じコンテンツ「指導・支援」の「社会性」

にある「集団の中に入れないのですが・・・」や，

本センターのコンテンツ「研修講義」にある「どの

子も伸びるユニバーサルデザインな授業・集団づく

り（前編・後編）」にリンクを張り，情報を広く参照

できるようにした。 

 

 

 

 

 

図２ 「自閉症のある子どもの指導・支援」の 

ページ及びリンク先の一例 

 

 さらに，本センターのコンテンツ「研究紹介」で

は，「研究所の発達障害関連の研究紹介」という項目

を設け，発達障害のある子どもの指導・支援に関す

る国立特別支援教育総合研究所（以下，本研究所）

の研究成果報告書を調べることができる。今回のリ

ニューアルに伴い，コンテンツ「指導・支援」から

も本研究所の研究成果報告書にアクセスできるよう

にリンクを張った。このように，利用者が検索した

内容と関連する情報をより多く提供することを心が

けている。 

 

３．発達障害のある子どもの合理的配慮（図３） 

 この項では，「合理的配慮と基礎的環境整備」「関

係機関との連携」「教育の専門性」「発達障害のある

子どもの指導・支援に関する実践事例」の項目を設

けて，発達障害のある子どもへの合理的配慮の例を

紹介している。 

 「合理的配慮と基礎的環境整備」（図３）では，合

理的配慮の一例として，ADHD のある子どもに対し

ては，学習上又は生活上の困難を改善・克服するた

めの配慮として，行動を最後までやり遂げることが

困難な場合には，途中で忘れないように工夫したり，

別の方法で補ったりするための指導を行うなどの例

を挙げている。 

 「関係機関との連携」では，発達障害のある子ど

もの指導・支援を充実させる上で必要な関係機関で

ある「都道府県・市町村教育委員会」「（特別支援）

教育センター」「発達障害者支援センター」「ハロー

ワーク」等のリンク先を紹介している。 

 「教育の専門性」では，本研究所の研究成果報告

書をもとに，インクルーシブ教育システム構築に向

けて，学校関係者に求められる専門性を示すととも

に，管理職，特別支援教育コーディネーター等の職

種ごとに整理し，紹介している。 

 「発達障害のある子どもの指導・支援に関する実

践事例」では，実際の指導・支援事例を知りたい方

のために，本研究所の web サイトである「インクル

ーシブ教育システム構築支援データベース（インク

ル DB）」のリンクを張って，情報の提供を行ってい

る。 
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図３ 「発達障害のある子どもの合理的配慮」及び 

「ADHD のある子どもの合理的配慮」のページ 

 

 

 

 

 

 

４．図書リスト（図４） 

この項では，本研究所に所蔵されている書籍のう

ち，発達障害に関連するものを紹介している。図４

に示すように，図書リストは，「発行年」「キーワー

ある人に関わる関係機関への情報提供も重要とされ

ド（発達障害，学習障害，自閉症，注意欠陥多動性

障害，アスペルガー症候群のいずれか）」「著者」の

いずれかのカテゴリで示されており，これらを手が

かりにして書籍を検索できる仕組みになっている。

また書誌情報として，書籍のタイトル，価格（出版

当初の価格で時期によって異なる可能性あり），出版

社，及び，より詳細な情報については URL にリンク

を張り，情報の提供を行っている。 

 

 

 

図４ コンテンツ「図書リスト」のページの一部 

 

５．支援に役立つガイドブック（図５） 

この項では，発達障害に関する教育情報を発信し

ている各関係団体発行のガイドブック等情報を提供

している。図５の上段では，大阪市平野区役所が平

成 27 年４月から５月に発行した「～地震が来たとき
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～」「～台風が来たとき～」「地震や台風から逃げる

とき」の内容を示している。図５の下段は，「～地震

が来たとき～」の内容の一部を示しているが，教員

が発達障害のある児童生徒に指導・支援する際，こ

こに示すガイドブックをそのまま活用したり，児童

生徒の実態に応じて，ガイドブックを参考にアレン

ジして活用したりすることが可能であると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 「支援に役立つガイドブック」及び 

そのリンク先のページの一部 

 

 

以下は，現在，発達障害に関わる教育や福祉の情

報提供を行っているガイドブックとして紹介してい

るものの一部である。 

・ 『―すべての子どもたちのための―発達障

がいのある青少年を支援する指導者のガイ

ドブック』（（財）ボーイスカウト日本連盟 

青少年元気サポート事業運営協議会） 

・ 『発達障害者と働く―よく知ることから始

まるともに働く環境づくり―』（独立行政法

人 高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

・ 『発達障害のある子供たちのための ICT 活

用ハンドブック』（筑波大学，宮城教育大学，

兵庫教育大学）など。 

 

Ⅲ．今後の課題 

 

本稿では，本センターの web サイトのコンテンツの

一つである「指導・支援」の紹介を行った。冒頭で

述べたように，学校現場において，発達障害のある

児童生徒への適切な指導・支援は喫緊の課題である。

支援・支援を行う上での情報源の一つとして，本セ

ンターが web サイトから情報発信する役割は極めて

大きいと思われる。 

 以下に，さらに多くの教員や保護者をはじめ，幅

広く国民全体に発達障害に関する情報を提供してい

く上での課題を挙げる。 

 

１．福祉に関連する情報提供の必要性 

 中央教育審議会初等中等教育分科会（2012）や文

部科学省初等中等教育局特別支援教育課（2013）で

は，教育と福祉の連携の重要性を指摘している。発

達障害のある児童生徒の中には，放課後や休日に福

祉サービスを利用する場合がある。また，教員や保

護者は，発達障害のある児童生徒には，どのような

福祉サービスが利用できるのかを知識として把握し

ておく必要がある。さらには，学校はどのような福

祉機関と連携していく必要があるのかなどの情報を

保護者にわかりやすく提供していくことが求められ

ることも多い。 

 そのため，今後は教員や保護者にとって必要で有

用な福祉に関する情報を本センターの web サイトか
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ら提供していく予定である。 

 

２．学齢期前後の情報提供の必要性 

 本センターでは，これまで主に発達障害の学齢期

に関する情報を中心に提供してきた。発達障害のあ

る児童生徒の学びの連続性及び支援の継続性という

観点から考えると，小学校入学前から学校卒業後に

至るまでの情報を，さらに提供していく必要がある

と考える。これまでも本センターは，発達障害情報・

支援センター（厚生労働省）と web サイトを通して

相互リンクを張るなどして，お互いの web サイトを

充実させてきている。また，本センターの web サイ

トでは，発達障害情報・支援センターにある小学校

入学前や学校卒業後に関する情報を掲載している。 

 今後は，さらに発達障害情報・支援センターとの

連携を強化して，小学校入学前から学校卒業後に至

るまでの情報を充実させていくことが課題であると

考えている。 
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