
日本における障害のある生徒への対応：

「特別支援教育というシステム」

京都の障害生徒の就労支援と個別の包括支援プラン

ブログ：「対人援助学のすすめ：日々是新鮮」

立命館大学 応用人間科学研究科
望月 昭

R-15
RITSUMEIKAN

081029 特別講座 障害児者包括支援に向けた国際連携（2）



「特別支援教育」という発想

• 障害（自閉症・ダウン症・アスペルガーなど）
の種別に対する「治療」ではなく「支援」をする
ということ。

• 「支援」ということばは一部、学校で混乱して
いるが、地域の中で、また卒業後も継続的に
学校が生徒をフォローしていくことを前提とし
ている。



従来の考え方

●個人的単独能力（アビリティ）をボトムアップし
て、障害の克服をはかる（障害のない状態に近づけ
る）

●障害別（インペアメント）中心のグルーピングと
対処



特別「支援」という意味

●地域社会の中で他ならぬ一人として存在する個人へ

●学校・地域を含めた環境設定との関係や、その環境
変更も伴う「行動」（できる:山本淳一）を対象とする



「特別支援」での先生の仕事

• 個人の属性（「自閉症の生徒は・・・ADHD
の生徒は・・」）ではなく、｢問題行動」に
注目するのでもなく、

・個別の個人において、「欠陥」、「でき
ない」に注目するのではなく

「今できること」や「今」に続く
「できる」可能性を見出す



「できる」とは、何ができる？

• 通信簿の点数？ IQ？
発達年齢？ （個人属性や状態）

・将来の社会生活に必要な行動？

当事者（個別の個人）にとって、
「今」やりたい、と思う行動があること

（正の強化で維持される「行動」が成立する）

・“トータルな”人格的成長？



「これ」 （こんな条件）があれば

「できる」行動の表現方法

先行事象 反応（行動） 結果事象

この3つで「できる」を表現

ABAの発想で「行動」を定義する



「できる」は発見されるもの？

• ある条件があれば「できる」（正の強化
で維持されながら行動が成立する）

「できる」は、援助つき（これがあれば＝
支援こみ）でかまわない

つまり「できる」は
創造していくことができる。



「できる」は表現してナンボ

• 「当事者が『やりたい行動』の選択肢を拡大す
る（できる）」プロセスを表現する

• 当事者の「個人属性の記述」ではなく、
「これがあれば『できる』という条件についての
公共的な表現を追及する
（これが、先生の大切な仕事である）

↓

現在の表現手段：「個別の教育支援計画（IEP)」



•立命館大学
学生ジョブコーチシステム

（RSJC)

「できる」をみつけるための
学校と大学の連携



学生ジョブコーチ

総合支援学校（養護学校）の生徒の就労実習、
卒業生、地域に住む障害のある成人を対象に、「行動
分析学」の基礎知識と技術を持った学生が対象者と
共に事業所(企業）に入り、求められる
作業をより容易にするための支援を行う。

仕事内容
１．事前業務・課題分析
２． ジョブコーチ（直接支援）
３．課題分析・機能分析によるカイゼン
４． 対応（直接支援）
５．企業・学校への提案



学生だからできること（1）

• 生徒の仕事の詳細な記録をとり、それを、
職場や学校に報告し、生徒のキャリアアップ
をはかる。

• この記録や、実際に支援することは、学生自
身の心理学や行動分析学（ABA）の学習に役
立つ
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これでも「援護」可能



学生だからできること（2）

• 職場実習の場で、新しい援助方法を考え、
それを、その方法の導入を職場へ依頼する

それによって、

「できない」あるいは「問題行動」を、「できる」に
換える。

個別支援計画の「書き換え」を学校へ依頼



ホテルの清掃作業の実習において、

●「できない」：仕上げができていない
●「問題行動」：あまりに頻繁に職員に仕事の確認
をする

太田隆士ら（2006）学生ジョブコーチシステムとい
う試み(3)：仕事遂行メタスキルの獲得．日本行動
分析学会年発表論文集，25，51．

事例：「できない」「問題行動」を、
「できる」に変化させる援助



学生による課題の発見

• 「仕上げができない」「過剰な報告」
学校での教育において、自分で自分の仕事の
結果を判断をするのではなく、もっぱら先生
の判断が優先されてきた。

・自分で自分の仕事を評価する方法を導入

「できたとき」は○

「できていなかったとき」は△

と報告できるような教育をする。



名前　　　　 作業　チェック表

月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日

化粧
けしょう

水
すい

などを移動
いどう

する おわった おわった

かくにん かくにん

JCのかくにん JCのかくにん

カガミをふく おわった おわった

かくにん かくにん

JCのかくにん JCのかくにん

洗面台
せんめんだい

をふく おわった おわった

かくにん かくにん

JCのかくにん JCのかくにん

化粧
けしょう

水
すい

などを並
なら

べる おわった おわった

かくにん かくにん

JCのかくにん JCのかくにん

表1

援助設定としてのチェック表



結果(1)

図1　B君からJCへの報告・確認行動の推移
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• B君の報告・確認行動は、図1のチェックリストが無いと
きは平均18回であったが、B条件でチェックリストに自分
で記入するようになったら平均4回に減少した。

効果の確認（1）報告回数



課題達成率

図3　B君の課題達成率
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○ B条件ではA条件と比較してB君の課題達成率が上昇した。これはB君
自身 が確認することを促す作業チェック表を用いることで、作業の完成度
が高くなった ためであると考えられる。

A条件
A条件「チェック表なし」

B条件「チェック表有」



SJCからみえた従来の支援内容の問題

• 目標（ノルマ）があり、それに不足した部分を
「課題」として残す

• 「何ができるか」は記録しても、どうやったらそ
れができるようになったか、という記録がない

• 「できやすくする」ように、自分で環境を変える
スキル（セルフマネジメント）を教えない

• 「生徒を伸ばす」ことが担任の個人的で職人
的技術に任されている

• 情報を蓄積し、移項する方法がなかった



学校と大学との連携の意味

・学生は、学校の外（就労実習など）で、
生徒の「できる」について、新しい情報を
加えることができる

・ 特別支援教育は、企業、大学など、学
校外のメンバーと連携して、生徒の応
援団のように共同作業を行うことが重
要である。



FA宣言とキャリア・アップ

• 総合支援校の生徒は、FA宣言をした野球選手
のようなものである。

• 総合支援とは、選手のキャリアアップをはかる
作業である

• 個別の包括支援プランとは、「選手」を高く売
り込むための、そして異動後のキャリア・アッ
プを促進する「売り込み書類」である


