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 京都教育大学の発達障害に関する 

専門性向上事業の取り組み 

京都教育大学 

特別支援教育臨床実践センター 

 

教授 相澤雅文 

京都教育大学の発達障害に関する専門性向上事業の概要 

府 教 委 

市 教 委 

との連携 

 学部生対象授業「特別支援教育」テキストの活用 

発達障害に関する基本研修プログラム（DVD①）の開発 

  「得意分野パッケージ」授業の構築 

 特別支援教育担当中核教員スキルアッププログラムの開発 

 教職実践演習の充実 

 学校経営プログラムの開発（管理職向け）  

発達障害に関する基本研修プログラム（DVD②）の開発 

発達障害に関する基本研修プログラム（DVD③）の開発 
予 

定 

２０１３ 

２０１４ 

２０１５ 

学部生対象授業「特別支援教育」 

 2012年度事業で奈良教育大学と連携し
作成した『特別支援教育テキスト』を受
講生全員に配布している。 

 

 2014年度受講生は182名。 

 テキストの内容 

 特別支援教育の概要 

 特別な教育的ニーズの把握 

 困難をかかえる子どもと障害 

 幼児期の特別な支援 

 小学校の特別支援教育 

 中学校の特別支援教育 

 高等学校の特別支援教育  など 

 

発達障害に関する基本研修プログラム（DVD）の開発 

 京都府・京都市の全小学校・中学校・特別
支援学校に配付した。 

 

 教育委員会，教育関係大学にも送付した。 

 

 北海道立稚内養護学校（広大な支援圏域），
沖縄県立八重山特別支援学校（離島への支
援）へ特別支援教育の理解啓発の手だての
一つとして送付した（各50部） 

 

 その他，特別支援教育臨床実践センター主
催の研修会等の機会にも希望者に配付した。 
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DVDの内容 

 ロールプレイを交えて理解しやすい内容 

 各コンテンツを15分～20分で見ることができる 

 パソコンで再生可能  
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「得意分野パッケージ」授業の構築 

第1学年・第2学年 

「特別支援教育」の履修 

第３学年 
「ＬＤ等教育総論１」 
「ＬＤ等教育総論２」 

「情緒障害児特講」 

の履修 

教員養成段階における発達障害に関する基礎的理解の習得 

履修証明書の取得 

特別支援教育担当中核教員スキルアッププログラムについて 

特別支援教育担当中核教員スキルアッププログラムについて 

 通級指導教室担当，特別支援教育コーディネーター
等，小･中・高等学校等の特別支援教育の中核的役割
を果たす教員のために開発したスキルアッププログ
ラムに基づいた研修会を実施した。 

 

 研修会の際使用したPower Point(パワーポイン
ト)の基本コンテンツは，CD-ROMに保存し配布し
た。基本コンテンツは校内研修会や圏域内での研修
会で自由にご使用することができる。 

 

 校内や圏域内での研修会の際，説明のポイントとな
る部分の基本コンテンツの解説書も同時に配布した。 

 

たとえばこのようなPower Pointスライドが 

自由に使えるようになる 
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研修風景 
日程 テーマ 講師 

11/16 
（日） 

午前 子どもの不器用さ 牛山 道雄 

午後 学校心理学で進めるチーム援助と教育相談 藤岡 秀樹 

11/22 
（土） 

午前 特別支援教育と進路・就労 丸山 啓史 

午後 保護者対応・保護者支援 郷間 英世 

11/29  
（土） 

午前 授業づくり・学級づくりに関すること 相澤 雅文 

午後 近年の特別支援教育に関係する法令・制度 佐藤 克敏 

12/14  
（日） 

午前 社会性・人間関係の形成と支援 田爪 宏二 

午後 特別支援教育推進に向けての校内体制の充実 後野 文雄 

日程 テーマ 講師 

1/25  
（日） 

午前 近年の特別支援教育に関係する法令・制度 佐藤 克敏 

午後 授業づくり・学級づくりに関すること 相澤 雅文 

1/31 
（土） 

午前 社会性・人間関係の形成と支援 田爪 宏二 

午後 特別支援教育と進路・就労 丸山 啓史 

2/8 
（日） 

午前 学校心理学で進めるチーム援助と教育相談 藤岡 秀樹 

午後 保護者対応・保護者支援 郷間 英世 

2/15  
（日） 

午前 子どもの不器用さ 牛山 道雄 

午後 特別支援教育推進に向けての校内体制の充実 後野 文雄 

• 京都府 受講者：延べ２７１名   

• 京都市 受講者：延べ１５５名 
受講者の校種 （アンケート調査より） 

その他 

6% 
特別支援学

校 

6% 

中学校 

27% 

小学校 

61% 

（３１名） 

（１４名） 

（３名） 

Ｎ＝５１ 

（３名） 

参加者の担当（担任）等 ※複数回答可 

  
通常の学級 特別支援学級 通級指導教室 

特別支援教育
CO 

その他 

小学校 3 11 8 8 1 

中学校 1 5 0 7 1 

全体の構成 

0 5 10 15 20 25 30 35

どちらともいえない 

やや良かった 

とても良かった 

(人) 

３３ 

１６ 

１ 
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研修の分かりやすさ 

0 5 10 15 20 25 30

どちらともいえない 

やや分かりやすい 

とても分かりやすい 

(人) 

２８ 

２０ 

１ 

研修は期待通り 

0 5 10 15 20 25 30

やや期待外れ 

どちらともいえない 

やや期待通りだった 

期待通りだった 

１ 

(人) 

２８ 

２０ 

１ 

配付された冊子は活用できそう 

0 5 10 15 20 25 30

どちらともいえない 

やや活用できそう 

とても活用できる 

(人) 

２８ 

２１ 

２ 

配付されたCD-ROMは活用できそう 

0 5 10 15 20 25 30 35

どちらともいえない 

やや活用できそう 

とても活用できる 

(人) 

２９ 

１６ 

６ 
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Power Pointのスライドを配付する研修の経験 

0 10 20 30 40 50 60

ある 

ない ４９ 

２ 

(人) 

平成27年度以降：府教委・市教委との連携講座に・・・ 

平成27年度以降：府教委・市教委との連携講座に・・・ 高等学校向けのDVDの作成 

シンポジウム  10月4日（土） 

【１３時３０分～１６時００分（受付１３:００～）】 

テーマ：「発達障害に対応した高等学校教育の最前線」 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：長崎玉成高等学校   上戸 綾子氏 

    佐賀県立多良高等学校 南 一也氏 

    京都光華高等学校   進藤 一美氏 

    京都府立朱雀高等学校 二井 弘泰氏 

               飯野 みずえ氏 

参加者：９７名（双方向授業システムによるシンポジウム） 

    京都教育大学８８名、奈良教育大学９名 
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高等学校向けのDVDの作成 

 京都府・京都市，滋賀県，奈良県の全高等
学校・特別支援学校に配付した。 

 大阪府立高等学校からも要望があり100部
送付した。 

 佐賀県立太良高等学校から依頼があり佐賀
県立高等学校，公立中学校むけに２００部
送付した。 

 長崎玉成高等学校から依頼があり，「長崎
県私学研究大会カウンセラー部会」用とし
て２２部送付した。 

 教育委員会，教育関係大学にも送付した。 

 その他，研修会等の機会にも希望者に配付
する予定である。 

 

 

高等学校向けのDVDの作成 

2014年10月5日 
コンテンツ撮影 
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2015年度の計画 

 実際の教育現場における，通級指導教室，特別支援学級，特別支援学校の見学，体験 

 本学で実施ししている小集団活動（SST）の見学,体験 

 

 教職実践演習の充実 

 学校経営プログラムの開発（管理職向け）  

発達障害に関する基本研修プログラム（DVD③）の開発 

 高等学校向け，DVDの作成 

 全国の特色ある実践を行っている学校を紹介 

 交流及び共同学習の推進 

 校内支援体制の整備 

 通常の学級における合理的配慮 

 ユニバーサルデザイン教育の現在  など 


