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Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景

高等学校においては，将来の自立と社会参加に向けた適切な進路指導を行うことが重要

ですが，とりわけ発達障害を含め障害のある生徒については，中央教育審議会（2011）に

おいて「自己の抱える学習や社会生活上の困難について総合的に適切な理解を深め，困難

さを乗り越えるための能力や対処方法を身に付けるとともに，職業適性を幅広く切り開く

ことができるよう，個々の特性・ニーズにきめ細かく対応し職場体験活動の機会の拡大や

体系的なソーシャルスキルトレーニング（以下，ＳＳＴ）の導入等，適切な指導や支援を

行うことが必要である」と提言されています。

秋田県では公立高等学校に在籍し，知的な遅れはないものの，学習面，行動面で著しい

困難があると判断される生徒の実態調査を実施しました（平成23年12月特別支援教育課）。

対象とした公立高等学校60校に在籍する26,779人中，321人（1.2％）が支援を必要として

いることが分かりました。これを踏まえて，特別支援教育課は平成25年４月に「高等学校

における特別支援教育ガイド」を作成し，生徒の障害の状態等に即した適切な指導や支援

を行うとともに，その指導や支援を進級や進学先，就職先に確実に引き継ぐ取組を進めて

います。

しかし，厚生労働省の調査では，平成22年３月に卒業した県内の高卒者の３年以内離職

率は全国平均を6.6ポイント上回る48％で，増加の傾向にあります。離職の理由としては，

「やりたい仕事ではなかった」「人間関係がうまくいかない」「仕事がきつかった」が挙げ

られています。今日の就労現場においては，他者との協調性やコミュニケーション，マナ

ーの必要性が求められます。特別な支援を必要とする生徒にとっては最も苦手とする部分

であり，就職したとしても離職の原因となる可能性が高くなります。また，学力が上位で

大学に入学した生徒が，学校や新しい生活に馴染むことができず，いわゆる「ひきこもり

状態」になったり，医療機関を受診する必要に迫られたりするケースも多く報告されるよ

うになってきています。

こうしたことから，高等学校においては今後ますます特別支援教育を推進するとともに，

特に進学先の選択や職業選択に関わる課題を乗り越えるための指導・支援を充実させてい

く必要があります。この取組に当たっては，単に実務としての進路決定にとどまらず，そ

の後の充実し安定した生活を見据えたキャリア教育の視点が大変重要です。

２ 研究の目的

高等学校に在籍する発達障害等により特別な支援を必要とする生徒に対するキャリア教

育について，アンケートや聞き取りによる調査，関連する文献のレビューを通した研究や

教育実践の動向調査から現状と課題を整理するとともに今後の取組についてその在り方を
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提言することを目的とします。

３ 研究の内容

(1) 高等学校における現状把握

高等学校に対するアンケート調査や聞き取り調査を通して，特別な支援を必要とする生

徒の在籍状況や指導・支援の内容，校内支援体制，キャリア教育に関する取組についての

現状を把握します。

(2) 研究・実践の動向把握

先行研究や関係機関が発行している報告書，各高等学校の実践集録等を基に，特別な支

援を必要としている生徒への支援やキャリア教育の推進に関する論点や重要な要素につい

て整理します。

(3) 高等学校における特別な支援を必要とする生徒のキャリア教育についての提言

(1)(2)を踏まえて総合的に整理し，実践的な取組についての紹介も併せながら，提言を

述べます。

Ⅱ 研究の方法

１ アンケートによる調査

(1) 調査対象

秋田県内高等学校63校（分校，定時制課程，通信制課程，市立，私立を含む）を調査対

象としました。

(2) 調査時期

平成26年９月初旬に調査用紙を送付し，９月末までを回収期間としました。

(3) 調査内容（詳細は本文末のアンケート用紙を参照）

Ａ：基本情報

Ｂ：特別支援教育の校内支援体制

Ｃ：キャリア教育・インターンシップ

Ｄ：特別な支援を必要とする生徒への指導

２ 聞き取りによる調査

- 78 -

秋田県総合教育センター　平成26年度　研究紀要



(1) 「高等学校特別支援隊連絡会議」（参加者：職業安定所，障害者職業センター，障害

者就業・生活支援センター等）

(2) 「学校支援講座」の受講校

(3) 「新任特別支援教育コーディネーター研修会」の受講者

３ 先行研究や文献等による情報収集

（本文末の「引用・参考文献」を参照）

Ⅲ 研究の結果

１ アンケートによる調査結果

(1) 特別な支援を必要としている生徒の割合

発達障害等の診断のある生徒と，診断はされていないが特別な支援が必要だと思われる

生徒を合わせた人数（以下，支援を必要としている生徒）を見ると，19校（30.2％）では

全くいないという回答でした。何らかの支援を必要としている生徒が在籍生徒数の５％以

上いる（40人学級で複数在籍）と回答した学校は14校（22％）であり，最も在籍率が高い

学校では，４割近くの生徒が支援を必要としていると回答しています。

以上のことから，県内の高等学校においては支援を必要としている生徒が相当数在籍し

ており，学校によっては大きな教育課題になっていることが分かります（図１）。

図１ 支援を必要としている生徒の割合
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(2) 特別支援教育コーディネーターの指名

指名されている特別支援教育コーディネーターの人数と，職名については図２のとおり

です。高等学校におけるコーディネーターの指名で特徴的なのは，養護教諭が指名されて

いる学校の割合が高いということです。

参考までに，平成25・26年度に実施した「新任特別支援教育コーディネーター研修会」

の受講者の延べ人数では，養護教諭の割合が小・中学校の1.2％に対し，高等学校では9.6

％でした。また，教頭が指名されている学校の割合を比較すると，小・中学校の37.6％に

対して高等学校では5.5％です（図３）。

図２ 特別支援教育コーディネーターの指名

図３ 新任特別支援教育コーディネーター研修会受講者の

職名別割合
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(3) 校内支援体制

特別支援教育のための校内委員会の形態は，単独で開催している学校が約８割を占めて

います。開催形態についてのその他の回答では，保健関係の分掌会議と兼ねている学校が

多くありました。また，校内委員会は設置しているものの，全体の３分の２の学校では，

委員会の年間計画を作成していないことが分かりました。また，委員会を定期的に開催し

ている学校は半数ほどで，不定期ではあるものの年間４回以上開催している学校が４分の

１でした。このことから校内委員会は，個別の生徒について問題が生じた時に開催してい

るケースが多いと推測されます（図４）。

(4) キャリア教育とインターンシップ

①キャリア教育

キャリア教育については，進路指導部が担当していると回答した学校が３分の２で，

約３割の学校がキャリア教育のために委員会を特設していると答えています。

インターンシップの教育課程上の位置付けでは，夏季休業中に実施しているため教育

課程上には位置付けていないと回答した学校が半数を超えていました。また，その対象

学年については，８割の学校が２年生に実施していると回答しています。実施日数は，

６割の学校が３日間，16％の学校が５日間と回答しているものの，事前・事後学習を含

んでいるかどうかの記述がないため，その内容については不明です。

支援が必要な生徒に対するキャリア教育の内容で最も多かったのは，「具体的な進路

（就職先や進学先等）の選択や決定に関する指導や援助」です。「就業体験（インター

ンシップ）」「社会生活の決まりやマナー」がそれに続きますが，この３つの内容は，実

際的，体験的な学習に深く関わる内容です（図５）。

一方，課題として最も多く挙げられたのは，「保護者との連携」でした。その他の記

図４ 特別支援教育校内委員会
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述内容も併せてみると，本人や保護者の障害受容について学校の担当者と共通理解がで

きていない様子が分かります（図６）。

支援を必要としている生徒の進路選択に際して指導上配慮していることについては，

「生徒の適性」「自己理解」が重点になっています。障害の状態を含めて生徒の実態を

図５ 支援を必要としている生徒のキャリア教育の内容

図６ 支援を必要としている生徒のキャリア教育の課題
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十分に把握する必要性と，進路選択に向かう本人の意識向上を大切に考えていることが

分かります（図７）。具体的な配慮としては，スクールカウンセラーやキャリアアドバ

イザーを活用して相談回数を増やす対応をしている学校がありました。

図７ 支援を必要としている生徒の進路選択への配慮

図８ インターンシップの実施状況と課題
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②インターンシップ

支援を必要としている生徒がインターンシップを実施する上で課題となることについ

ては，「本人の適性と受入先とのマッチング」や「受入先の理解」についての回答が多

くありました（図８）。その他の記述内容には，図６に示したキャリア教育の課題と同

様に，本人や保護者の理解が不十分であるという回答がありました。

インターンシップを実施するに当たっては，外部機関とは特に連携をしていないとい

う回答の学校が７割でした。外部機関との連携よりも，インターンシップそのものの受

入先との情報交換や連携に時間を割いていることが分かります。

支援を必要としている生徒のインターンシップについて実施上配慮していることにつ

いては，「個別の事前・事後指導」という回答が最も多く半数程度ありました。その他，

受入先に対して時間を割いて生徒について説明するなどの工夫をしているという回答が

ありました。

(5) 個別の支援計画・個別の指導計画と学習支援の工夫や配慮

個別の支援計画や個別の指導計画を対象となる生徒全員に作成しているという回答は，

16％程度でした。一方，支援の対象となっているものの，アンケートを実施した時点では

個別の支援計画や個別の指導計画を作成していない学校が６割を超えています（図９）。

学習支援の工夫や配慮については，「個別指導を取り入れている」という回答が最も多

く，その他「習熟度別指導を行っている」など集団編成の工夫をしていることが分かりま

す。その他の内容の記述からは，配慮の内容に個別の具体的な手立てが多く見られ，支援

を必要としている生徒個人への指導や支援の方法については，試行錯誤を繰り返している

様子が分かります（図９）。

図９ 個別の支援計画・個別の指導計画と学習支援
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(6) 追指導（フォローアップ）

特別支援学校では卒業後１～３年程度の間に，必要に応じて複数回それぞれの進路先を

訪問して就労の状況を点検したり，本人の相談にのったりする追指導（フォローアップ）

を行っています。これと同様の内容を高等学校での実施状況について質問したところ，７

割の学校が行っていないと回答しました。数校からの聞き取り内容によると，卒業生から

連絡を受けて相談にのったり，助言をしたりすることはあるものの，学校側から計画的に

連絡を取ったり，担当者が訪問等をすることはほとんどないということでした。

２ 聞き取りによる調査結果

(1) 「学校支援講座」実施校及び「新任特別支援教育コーディネーター研修会」受講者に

おける聞き取り

「高等学校における特別支援教育ガイド」（秋田県教育庁特別支援教育課）を参考に，

個に応じた支援（学習指導・生徒指導・進路指導）の状況について聞き取り調査をしまし

た。その内容の概略を次に示します。

Ａ高等学校

・支援を必要する生徒が多数在籍している。どのようにして単位を取得させるかが課題

である。

・学び直しの時間を設定している。

・特別支援学校の教育専門監と連携して学習内容を検討中である。

Ｂ高等学校

・支援を必要とする生徒が多数在籍している。療育手帳を取得している生徒や，就職す

るに当たり療育手帳の取得を促している生徒も在籍している。

・特別支援学校と連携して教育相談を重ね，今年度１名特別支援学校へ転校した。

・進路指導では「自己選択」「自己決定」を重視している。

・ＳＳＴやコミュニケーションの取り方の指導の必要性を感じている。

Ｃ高等学校

・特別支援教育支援員が１名配置されている。

・高等学校特別支援隊や特別支援学校のセンター的機能を活用したり，特別支援学校の

教育専門監と連携したりして生徒の実態把握を行っている。

・インターンシップの事前指導として，挨拶，身だしなみ，返事，コミュニケーション

の仕方等について徹底的に指導している。授業時間としてのカウントはしていない。

・保育園時から一緒に過ごしている周りの生徒が，支援を必要とする生徒のことをよく

理解して対応しており，本人，保護者とも困り感を感じていない。どのように自己理

解させるかが課題である。

Ｄ高等学校

・特別支援教育の視点を取り入れるという考えではなく，進路指導，生徒指導，学習指

導をどのように充実させるかということに重点を置いている。進路指導，生徒指導，

学習指導を充実させることで学校全体を底上げすることになり，特別支援教育の充実
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につながると考えて学校運営している。

・学び直しの時間を設定したり，ＳＳＴの指導の時間を取り入れたりしている。ＳＳＴ

の指導は全学級担任が指導できるようにマニュアル化している。

(2) 「高等学校特別支援隊連絡会議」における聞き取り

「高等学校特別支援隊」は，特別な支援を必要とする生徒の教育的ニーズや学校のニー

ズに応えるため，特別支援学校や障害者就労支援機関，相談機関がチームを組んで実施し

ている秋田県の事業です。事業の主な内容は次のとおりです。①校内支援体制の充実に向

けた支援（校内研修会の企画等）②生徒の学習や生活に関する支援（個に応じた支援の相

談等）③生徒の就労に対する支援（就業体験受入企業の情報提供等）。

「高等学校特別支援隊」の派遣を依頼した高等学校から聞き取った実践内容は，次のと

おりです。

Ｅ高等学校

・個別の指導計画を作成して，月１回の教育相談部会を開催している。

・スクールカウンセラーと連携して対応している。

・ハローワークと連携してインターンシップを行い就職に結び付けた。

・近隣の特別支援学校と連携している。

Ｆ高等学校

・個別指導の時間を設定している。

・特定の科目においては，習熟度別授業を行っている。

・スクールカウンセラーと連携して対応している。

・ハローワークと連携してインターンシップを行った。

・近隣の特別支援学校と連携している。

Ｇ高等学校

・別室登校の生徒に対して指導・支援の方法を工夫している。

・スクールカウンセラーと連携して対応している。

Ｈ高等学校

・年４回の校内委員会を開催し，支援を必要とする生徒の共通理解をしている。

・近隣の特別支援学校と連携している（学習内容の検討，対応の仕方，外部機関との連

携の仕方）。

・スクールカウンセラーと連携して対応している。

Ｉ高等学校

・生活面や学習面で気になる生徒について語る会を月１回実施。不登校や学習への不適

応傾向が見られる生徒について職員会議で共通理解して対応している。

・学習については個別に指導する時間を設定している。

Ｊ高等学校

・気になる生徒についての情報交換会を月１回行っている。

・学習面においては，座席の位置を配慮したり，テストでの時間を配慮したりしている。

・児童相談所と連携している。
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Ｋ高等学校

・特別支援教育支援員が配置されている。

・特別支援教育に関する校内研修会を実施している。

・校内委員会を年６回開催している。

・個別の指導計画を作成しているが，活用の仕方が分からない。

・学習においては，できることを行い自己肯定感を下げないように配慮している。時間

に余裕のある教職員が他の教科のサポートをし，個別に対応できるようにしている。

・就職等に関しては，障害者就業・生活支援センター，ハローワークと連携している。

・インターンシップの事前指導として，挨拶，身だしなみ，返事，コミュニケーション

の仕方等を指導している。

Ｌ高等学校

・サポート委員会を月１回開催している。

・学習面では，個別に説明したり確認したりして対応している。支援内容や配慮事項に

ついては担任や関わる教職員が共有している。

・スクールカウンセラー，特別支援学校と連携している。

Ｍ高等学校

・校内委員会は適宜行っている。

・特別支援学校，相談機関と連携している。

・教科によっては習熟度別にしている。

Ｎ高等学校

・生徒への対応の仕方等について研修し，教職員間で共通理解している。

Ｏ高等学校

・特別支援教育支援員が配置されている。

・個別の指導計画を作成している。

・習熟度別学習グループを編成したり，個別に対応したりしている。

・特別支援教育アドバイザー，障害者就業・生活支援センターと連携している。

・インターンシップの事前指導として，挨拶，身だしなみ，返事，コミュニケーション

の仕方等を指導している。

(3) 聞き取り内容から考えられる有効な手立てと課題

以上の聞き取り内容をまとめると，各高等学校で支援を必要としている生徒のために工

夫したり実践したりしている内容は，次のとおりです。

①学習指導

・学び直しの時間を設定している。

・習熟度別学習グループを編成したり，放課後に個別に指導したりしている。

・自己肯定感を下げないように学習内容を配慮している。

・学校独自の指導内容を設定し単位取得を目指している。

②生徒指導

・必要に応じて関係教職員で校内委員会を開催している。

・スクールカウンセラー，高等学校特別支援隊，教育専門監，相談機関，ハローワーク，
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障害者就業・生活支援センター等と連携してケース会議を実施している。

・全校でＳＳＴの時間を設定している。

③進路指導

・インターンシップの事前指導として，挨拶，返事の仕方，コミュニケーションの取り

方等社会生活に必要なマナーを個別に指導している。

・インターンシップの他に，ハローワークと連携して現場実習を複数回行っている。

・自分の興味や関心から希望の職種を明確にするために，全校で進路を考える日を設定

して，社会人や大学生による講演，企業体験を行っている。

また，実践上の課題や，今後取り組むべきであると考えられる事柄は次のとおりです。

・一斉指導では不十分で，個別の対応を必要としている生徒が増加している。

・習熟度別学習グループ等を編成している学校が増加している。

・障害の認知特性等を理解した対応が迫られている。

・ＳＳＴの指導，コミュニケーションの取り方，ライフスキルの獲得の必要性を感じて

いるが，指導の仕方が分からない。

・高等学校特別支援隊等の外部機関との連携が進みつつあるが，まだ十分な周知はされ

ていない。

３ 先行研究や文献等による情報収集

今回の研究で収集し参考にした文献等の内容については，「Ⅳ 考察」「Ⅴ 研究のまと

め」の中で取り上げています。本文末の「引用・参考文献」を参照してください。
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Ⅳ 考 察

１ 高等学校における特別な支援を必要とする生徒のキャリア教育に関する課題

アンケートによる調査，聞き取りによる情報収集，先行研究や文献等のレビューを通し

て，現在及び将来的に課題となる重要な視点について次の３点に整理しました。

(1) 肯定的な自己理解に対する支援の充実

アンケート調査の中

で，進路選択における

指導上の留意点を尋ね

たところ「生徒の適性」

と「自己理解」に関す

る回答が多く寄せられ

ました。このことにつ

いては，高等学校のキ

ャリア教育の例として

様々な文献に多く紹介

や提案がされている重

要な内容であり，進路

選択の過程で自己の適

性理解は中心的学習内

容になります。

岡山県総合教育センター（2008）は，高等学校における発達障害のある生徒が自己形成

をするための支援に関する研究の中で，「自分自身を肯定的に理解するための支援」と「自

己理解の基盤となる支援」を挙げています。この研究では，①授業を通して自分を振り返

ることを大切にした取組，②担任との交換ノートを通して自己理解を支援する取組，③具

体的なアドバイスと評価による支援，④安心できる環境を整え自己理解と自己コントロー

ルをする力につなげた支援，の四つに取り組んだ内容を提案をしています。

神奈川県立総合教育センター（2013）は，コミュニケーションスキルを育むとともに，

主体的な自己理解を促すためには，共感的な対話が重要であると述べており，後松（2015）

は，卒業生の職場訪問で数回にわたってインタビューを繰り返す中で，対話により肯定的

な自己内省を促す試みを行い，インタビューという形の対話によって本人の思考を促し，

その内容を可視化することで，自己の課題や生活の目的を整理する支援を行いました。藤

井（2014）は，「苦手なことやできないことなどマイナス面だけではなく，得意な部分に

目を向けさせることにより，生徒が自己の生活を豊かにしていくことができるよう，バラ

ンスの良い自己理解を促すことが必要である」と述べています。この他にも，本人及び身

図10 支援を必要としている生徒の二次障害
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近な他者による「肯定的理解」の重要性を強調する研究や実践が多く見られます。

発達障害等により支援を必要としている生徒は，これまでの学校生活や家庭生活の中で

失敗経験や達成感が得られない経験をしてきている場合が多くあります。高等学校の段階

ではプラスの経験よりもマイナスの経験が上まわり，自尊感情の喪失や無力感といった二

次的な障害を引き起こしている場合も少なくありません。したがって，高等学校において

支援を必要としている生徒の自己理解については，客観性に加えて「肯定的」という視点

が欠かせないと言えるでしょう。この視点が不足している場合には，進学や就職の後に不

適応を起こして，せっかく手に入れた新しい生活を継続することが困難になってしまいま

す。

キャリア教育は，教育活動全体を通して行うものです。この中で，自分のよさや得意な

部分に目を向け，将来の生活と結び付けることができるように，教職員や保護者など身近

な存在の人と対話を重ねていくことが重要になります。特に支援を必要とする生徒たちに

は，日ごろからのキャリア・カウンセリング，「対話」が自己理解を深めるために重要に

なります。その際に大切なことは，教師をはじめとした他者の肯定的な態度です。

また，グループエンカウンターやＳＳＴなど，生徒指導の手法を取り入れることも重要

です。県内のある高等学校では，総合的な学習の時間を有効に活用しています。３年間の

高校生活を通したＳＳＴやコミュニケーションスキルの学習で，自己理解の力を育ててい

ます。客観性という視点では，障害者職業センターの職業評価を活用するなどして，他者

による評価等を取り入れていくことも重要になると考えられます。

(2) インターンシップの工夫

インターンシップは，就業体験を通して働くことの意義や職業についての理解を深める

とともに，自己の将来の在り方，生き方について考え，主体的に職業選択ができる能力の

育成を目的として実施されています。アンケート調査の中でインターンシップ実施上の課

題として，「適性と受入先のマッチング」「受入先の理解」が課題として挙げられました。

また，「高等学校キャリア教育の手引き」（文部科学省）では，普通科において就業体験活

動の実施が進まない理由として，「授業時数の確保が困難である」「受入先の確保が困難で

ある」「必要性を感じない」等を挙げています。

県高校教育課のインターンシップ推進事業に関する通知では，第２学年修了までに全生

徒が５日間程度実施し，ボランティア活動でも代替が可能であるといったガイドラインが

示されています。インターンシップを実施していないと回答した学校は63校中９校であり，

そのうち５校が進学を希望する生徒が多い学校，残りの４校は定時制または通信制の学校

でした。インターンシップを５日間実施している学校は全体の16％にとどまり，66％の学

校で３日間の設定としています。以上のことから，インターンシップを導入するにあたっ

ては，解決しなければならない課題がまだ多くあり，学校や教育課程の特徴に合わせて実

施の方向性や実施方法について検討を要することが分かります。

インターンシップの実施を考える場合，まず第一に，本人，保護者を含めて，個に応じ

たキャリアプランを作成することが重要になります。その上で，一時期に集中的に行うの

か，それとも何回かに分けて行うのか，実施時期は，通常授業期間に行うのか，それとも

長期休業中に実施するのか，そして，高校３年間のどの学年で実施するのか，といった教
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育課程上または学校生活上のシステムという観点からの検討と工夫が重要です。

事前・事後学習では，少人数グループで行う事前学習，他の学年の生徒も交えて実施す

るという工夫が報告されています。特に，本人の振り返りやインターンシップ先からの評

価を生かした事後学習の重要性が，様々な報告で指摘されており，支援を必要としている

生徒に有効な手立てだと考えられます。

(3) 保護者との協力関係の構築

教職員には，保護者との良好な関係を基盤に，保護者による子どもの特性や障害の理解

・受容を進め，適切な支援につなげていくことが求められています。アンケート調査の中

で支援を必要としている生徒のキャリア教育の一番の課題として挙げられていたのが，こ

の保護者との連携です。信頼や理解・協力を得るためには，十分に時間をかける必要があ

ります。キャリア教育の趣旨からも，第１学年の時点から詳細な計画を立て，定期的に保

護者へ報告をしたり，本人も交えてニーズを聞き取りながら，再計画化していく中で合意

形成が可能になります。

保護者との情報の共有や共通理解の手掛かりとして，まず個別の支援計画や個別の指導

計画の活用を提案します。アンケート調査の結果では，これらの計画を作成していないと

いう高等学校がかなり多くありました。計画や評価を目に見える形にして確認したり意見

を交換したりする時には，個別の支援計画や個別の指導計画は大変役に立ちます。また，

生徒がインターンシップに参加したり，体験活動を行ったりする際に，保護者も一緒に参

加したり見学したりする試みの報告もありました。間接的な説明よりも，実際の様子を見

ながら意見交換をする意味は大きいと思います。

２ 学校の実態と支援の工夫の重要性

(1) 学校の特徴を生かした支援

高等学校では，全日制，定時制，通信制の課程があることや，普通科，専門学科，総合

学科などがあり多様であるため，小・中学校と同様の内容や方法で特別支援教育に向けた

取組を行っていくだけでは十分ではありません。それぞれの課程や学科の生徒の実態や学

習形態，生活上の課題等に応じた取組を考えていくことが必要です。

今回のアンケートの対象とした高等学校を，支援を必要としている生徒の割合によって，

Ａ学校群，Ｂ学校群，Ｃ学校群の３つに分けて考えてみます（図11）。

Ａ学校群は，多くの生徒が支援を必要としている学校であり，学校全体の大きな課題と

なっていると思われます。この群の学校の中には，教育課程全体の見直しや工夫をしてい

る学校が増えてきています。総合学科を設置している学校では，総合的な学習の時間や学

校設定教科として，「産業社会と人間」の内容を基にキャリア教育を進めているという報

告が見られます。また，インターンシップに関して単位認定についての検討を始めている

学校もあるようです。就職という進路を選択する生徒が多い学校群とも重なりますので，

個別の指導や個別の配慮も十分に取り入れながら，インターンシップのような実践的な学

習機会を十分に生かし積み重ねていくという観点が重要です。

Ｂ学校群は，支援を必要としている生徒の割合がそれほど多くはないと回答した学校で
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す。支援の対象となる生徒の割合がそれほど多くないため，全体での話題にならず，個別

的対応が中心になっていることが推測されます。こうした学校では，支援を必要としてい

る生徒の指導や支援に関わることが，特定の教職員の負担になっているケースが多くあり

ます。指導・支援に当たっては，チームによる援助を基本的な考え方にして，必要に応じ

て援助チームの単位（教職員の構成員や支援会議の持ち方等）を変えていくことで，全校

的な課題としても共有できるように，校内支援体制を整える必要があります。「個別の配

慮が集団全体へも良い影響を与える」という藤井（2014）の研究からも，教職員が協力し

ながら実践を積み重ねる必要があります。

Ｃ学校群は，支援を必要としている生徒が在籍していないと回答した学校です。しかし，

卒業後を見据えたキャリア教育の視点からは，潜在的な問題を抱えている生徒もいるので

はないかという予測のもと，予防的な視点に重点を置いた指導・支援の工夫が必要です。

支援の内容については，コミュニケーション能力の育成や肯定的な自己理解を中心とした

内容を重点的に取り入れるのが望ましいと考えられます。

(2) 外部専門機関の有効活用

今回のアンケート調査により，卒業後の自立や社会参加に向けて進学先や就労に関わる

関係機関等と連携をとりながら指導を行っている学校が増えてきていることが分かりまし

た。しかし，その割合はまだ低い段階にあります。

中途退学や早期離職が問題になっている現在において，大学に合格することや就職する

ことだけではなく，その先の生活も視野に入れて考えていかなければならないことは言う

までもありません。しかし，アンケート調査では，卒業後の追指導（フォローアップ）に

図11 支援を必要としている生徒の在籍率による学校群
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ついて７割の高等学校で実施していないと答えています。全国的に見ると，校内に「キャ

リア支援センター」等を設置して，卒業生が気軽に相談をする機会を設けている高等学校

での取組も増えつつあります。前述したように，特別支援学校では卒業後の１～３年間を

めどにして進路先を訪問したり，本人と連絡を取ったりしながら，新しい生活への定着の

ための支援を行っています。卒業生の人数やその他の状況を考慮すると，学校単独での支

援としては課題が大きいのですが，在学中の指導・支援と連続した形で，外部機関や専門

家との連携等により，早い段階から適切な指導・支援を行うことが重要です。

保護者との連携についても，スクールカウンセラーや相談機関などの外部の専門家が介

入することで，合意形成がスムーズになることもあります。これまで高等学校において特

別支援学校と連携する機会は，学校で不適応行動を示して学業上の問題が生じたり，問題

行動等により生活上の困難が生じたりする生徒の個別的対応の解決策を探っていく場合が

ほとんどでした。インターンシップの受入先の選択や依頼に困難を感じている学校も多く

見られますが，特別支援学校の進路指導のノウハウの活用や，「高等学校特別支援隊」の

活用等により，少しずつ課題を解決することが可能であると思われます。物理的な課題や

時間的な課題の解決のためにも，積極的に特別支援学校等の外部の教育資源を活用するこ

とが有効です。

３ キャリア教育を支える特別支援教育のための校内支援体制

県内の高等学校においては，校内委員会の設置，特別支援教育コーディネーターの指名

はすでに100％に達し，教職員の特別支援教育の必要性の理解も少しずつ進んできていま

す。今後は校内委員会や特別支援教育コーディネーターが学校の中でどのように機能して

いるのか，質の面から検討していく必要があります。

生徒に関わる情報を直接指導や支援に関わる教師だけでなく，関係する全ての教職員が

共有し，支援内容や方法を学校全体で組織的に検討することが校内支援体制づくりの目的

です。そして，こうした校内支援体制の充実に向けて管理職のリーダーシップは欠かせま

せん。

(1) 校内委員会の充実

アンケート結果から校内委員会が十分に機能しているとは言えない状況にあることが分

かりました。教科担任制である高等学校において，個に応じた支援が効果的に行われるた

めには，支援について関係する全教職員で共通理解することが重要と考えられます。

特別支援教育を推進しやすい体制を考えると，特別支援教育に関する課題を校内委員会

で取り上げて検討するのではなく，各校の実情に応じて校内委員会の年間計画を作成し，

検討する内容を明確にする必要があります。

(2) 校内組織を活用した連携

高等学校ワーキング・グループの報告（文部科学省，2009）では，「高等学校における

特別支援教育が，特別支援教育コーディネーターをはじめとした一部の教職員による取組

にならないよう，学校組織全体としての取組や校務分掌への位置付けの明確化，校務内容
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の教職員への周知・理解を図ることが必要である」と述べています。今回の調査の中で一

部の学校ではありますが，教務部，進路指導部，生徒指導部，保健部の各分掌が連携して，

支援を必要後している生徒への指導や支援を行っている高等学校があることが分かりまし

た。高等学校ワーキング・グループの報告のとおり，各校務分掌の中に支援を必要として

いる生徒への取組が位置付けられることで，学校全体で取り組むことができるのではない

でしょうか。

(3) 特別支援教育コーディネーターの位置付け

調査により，養護教諭が特別支援教育コーディネーターとして指名されている学校が多

くあることが分かりました。生徒の健康状態を把握している養護教諭が特別支援教育コー

ディネーターとして，支援を必要としている生徒への指導・支援の情報や各校務分掌の取

組のつなぎ役，校内委員会の運営や研修会の企画等連絡調整役として取り組んでいる学校

もあります。また，教科担任制がとられている高等学校の場合，学年組織等の機能により，

複数の教職員で生徒の困難さに気付き，実態を把握することができるという強みがありま

す。ある高等学校では養護教諭を中心とし学年ごとに特別支援教育コーディネーターを配

置したことで，支援の機動性や具体性，組織としての継続性の面などから校内支援体制が

充実してきている例も報告されています。

特別支援教育コーディネーターを指名する明確な目的と，各学校の課題や状況に合わせ

た上で役割の具体化を図ることが大変重要です。
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Ⅴ 研究のまとめ

今回のアンケート調査等により，高等学校におけるキャリア教育の現状と実態から３つ

の課題が浮き彫りになりました。また，支援を必要としている生徒が多い，または少ない，

いないという場合においても，先を見据えて，社会人として生きる力を育てるというキャ

リア教育の視点が重要であることを再確認することができました。

石隈による学校心理学の研究（1999）を参考にすると，支援を必要としている生徒の支

援内容や段階は，図12のように３段階に分けて考えることができます。

一次支援は，支援を必要としていない生徒も含めた全体への指導に関わる段階です。こ

の段階では，「分かる」「できる」「楽しい」授業，ユニバーサルデザインの視点を取り入

れた授業づくり，「ライフスキル」講座等の学校生活や社会生活全体を対象とした内容が

重点となります。この段階が充実することにより，問題が表面化していない生徒や，将来

的に問題が生じる可能性がある生徒も含めて，予防的に指導や支援を行うことができます。

二次支援は，様々な問題が表面化する可能性が見られる生徒を対象にした，全体的な指

導の中で個別の配慮を行う段階です。この段階では，グループ編成を工夫したり，課題の

変更や調整をする等して，可能な限り他の生徒と一緒に集団の中での学習や生活を進めて

いく内容の工夫が考えられます。

三次支援は，学習上や生活上の問題が顕在化している生徒を対象にした個別の指導の段

階です。集団の中では十分な成果が期待できない場合には，指導の場自体を個別にしたり，

内容や課題自体を変更したりする必要があります。

図12 支援の内容と段階
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以上の３段階を必要に応じて組み合わせたり，状況の推移に合わせて計画的に運用した

りすることで指導や支援の効果が期待できます。

支援の必要性がある生徒が多数在籍するＡ学校群では，個別の指導の段階である三次支

援だけが重要かというとそうではありません。むしろ，学校全体の教育課程を改善する試

みが重要であったり，地域社会の協力を得ながら進めていくといった工夫により，一次支

援の効果が上がっているという報告が多くありました。

一方で，支援が必要な生徒がほとんどいないというＣ学校群では，学習や生活の上で問

題が表面化した場合に話題にされることがほとんどです。しかし，今日の様々な状況を考

えると，表面化していない問題への気付きを大事にするという観点から，一次支援の内容

をより一層工夫していく必要があります。

県内の高等学校のキャリア教育への取組を見ると，Ｄ高等学校では，平成13年度から総

合的な学習の時間においてカウンセリングの手法を活用した独自のプログラムを展開して

います。この実践の中では，キャリア教育の視点に加え，人権教育やライフスキルプログ

ラムも取り入れながら，更に発展させているという報告がされています。

Ｉ高等学校では，年数回「針路の日（進路学習の日）」を設定して進路ガイダンスを行

ったり，月に１回生徒について語る会を実施して，個別生徒について情報を共有する機会

を設けています。

Ｙ高等学校では，キャリア教育の効果測定のために「キャリア教育Can-Doリスト」を開

発・活用し，学校独自のキャリアノートを用いた実践について報告しています。

専門学科をもつＳ高等学校では，平成23年度からキャリア教育について見直しを図り，

学校や学習コースの特徴を生かしながら，キャリア教育に関する具体的なマニュアルを作

成しています。この学校では，入学した生徒の自己実現と社会貢献を目指して，22歳にな

る７年後までを見据えた支援を考えています。

これらの高等学校で特徴的なことは，支援を必要としている生徒の指導・支援に当たっ

ても，特別支援教育の視点を取り入れるという考え方ではなく，これまで実践してきたこ

とをキャリア教育の視点に基づいて質の向上を目指していこうという考え方です。このこ

とからも，高等学校における特別な支援を必要とする生徒のキャリア教育では，特に一次

支援の充実が求められており，あわせて，一人一人の生徒の課題を教職員のチーム援助に

よって解決へ向かおうとする姿勢が今後ますます重要になります。
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