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旨

本研究は,小学校での交流教育の現状と小学校教師の統合教育に対する意識を明らかにすることを目
的とした。調査の対象は,新潟市内小学校の障害児が在籍する通常学級担当教師と特殊学級担当教師で
あった。調査者は教師に対して直接面接をし,現在行われている交流教育の現状と,耗合教育に対する
意識及び統合教育を推進のための条件などを質問した。その結果,以下のことが明らかとなった。 1)
特殊学級在籍児童が通常学級で学習する教科は約3教科であること, 2 )ほとんどの教師が統合教育を
知っているが完全な統合には刑擾的であること. 3)統合教育を推進する条件として枚数担任制とリソー
スルームの設鑑が必要だと考えていることo
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Abstruct
The purpose of this study was to find primary school teachers attitude toward transactional
education and inclusive education. The interviewed subjects were 9 general classroom teachers
and 18 special classroom teachers at primary schools in Niigata‑city. Teachers were asked about
their practices of transactional education in their schools and necessary conditions for promoting
inclusive education, The results were as follows^ l)the numl光r of class attendance by students
with disabilities to general classroom is about three, 2) majority of teachers knew about
inclusive education but did not agreed with full‑inclusion, 3) teachers pointed out teachers
collaboration between general classroom and special classroom and the arrangement of resource
room services to be necessary in promoting inclusive education.
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という報告もある

I.問題
現在の特殊教育では,アメリカ合衆国の全障害児
教育法(1975制定, 1990より障害者教育法)の制定.
さらにユネスコ主催の「特別のニーズをもつ青少年
に対する教育の方針,企画.構成に関する圏域セミ
ナー」 (1993)等に見られるように. 「障害をもった
児童生徒が,地域の小中学校の通常学級で.健常児
と一緒に教育を受ける」という統合教育(Inclusion
もしくはInclusive Education)の考え方が主柾に
なっている。統合教育‑の各国の取り組みは,国立
特殊教育総合研究所が「世界の特殊教育」 151等多数
の文献で紹介している。
全障害児教育法(1975)制定以来,アメリカでは統
合教育に関する研究論文が多数報告された。近年その
数は減少悼向にあるが(Miller, Fullmer, &Walls,
1996) , Exceptional Children, Exceptionalityや
Journal of Special Education等の特殊教育学会誌
では未だに様々な論文が掲載され続けている。
そこで主たる研究論文を以下の内容に分析した。
(1)統合教育に対する教師や親の姿勢・態度
通常学級や特殊学級担当の教師,管理職が統合教
育をどのように受け入れているか(支持するか否か)
に関する質問紙法やイソタビューによる調査研究が
報告されいている。それらの結果によると大部分の
教師が統合教育を肯定的に受け止め支持していると
いう報告が多い(Giangreco, Dennis, Cloninger,
Edelman, & Schattman, 19935> ; Scruggs, &
Mastropieri, 1996 I Villa, Thousand, Meyers,
& Nevinl996u))。しかしながら受け入れる障害の
椀輯・程度,教師の経験年数,統合教育に朋待する
効果の意汲.完全な統合教育(Full Inclusion)実
施の度合いなどの様々な変故により受け止め方は多
様である (Gelzheiser, & Meyers, 1996";
Soodak, Podell, & Lehman, 1998*')e 完全な統
合教育を実践している通常学級教師は部分的な統合
教育を実践する通常学級及び特殊学級教師に比べ,
統合教育の長所を教師側と生徒の側両方にわたって
報告するなど.統合教育を支持する度合いが高い
(Gelzheiser, & Meyers, 1996)*'。
しかし,すべての教師が統合教育に前向きな態度
ではなく(Bennett, Deluca, & Bruns, 1997)2',
特別な配慮が必要な児童生徒は特殊学級やリソース
ル‑ムなどでの学習が効果的だと考える教師が多い

(Knoff, 1984州

Meyers,

Gelzheiser, Yelichi, & Gallagher, 1990"
Semmel, Abernathy, Butera, & Lesar, 1991 3I )O
一方親の意識に関しては,障害児を持つ親は健常
児との交流により双方が良好な社会的関係を築くこ
とを期待するなど,教師以上に統合教育を支持して
いることが明らかである(Bennett, et al, 1997!l ;

Palmer, Borthwick‑Duffy, & Widaman, lg^^e
(2)統合教育を実施することによる様々な効果
統合教育を実施したことにより.健常児が障害児
の手助けをしたり双方のつきあいが増加するなど,
健常児と障害児との交友関係が改善されたという報
告や.障害児の学習能力が向上したという研究が報
告されている(Bennett, et al, 19972); Fox, &
Ysseldyke, 19973); Giangreco, & Putnam,
1990日; Halvorsen, & Sailor, 1990日; Scruggs,

& Mastropieri, 199632'; York, Vandecook,
MacDonald, Heise‑Ne ff, & Caughey, 1992'" )。
逆に,障害児に対するマイナスイメージが増加した
という報告もあるが,否定的な報告は少数である
(位頭, 1996"I I Sontag, 1997BI)c 調査の対象は学
習障害や肢体不自由など様々な障害,さらに幼稚園,
小学校から高等学校まで様々な年齢層について報告
されている。これらの結果を踏まえ位頭(1996)""
は,統合教育を行っても周囲との交流がなければ問
確であると述べている。
健常児と障害児の人間関係については,健常児
から受け入れられやすい子どものタイプ(Nabors,
1997)n>,ソシオメトリックテストによる子供同士
の関係の調査(Sale, & Carey, 1995)*",グループ
学習での協調行動の調査(Pomplun, 1997)21.イ
ソクルージョソクラスとそうでないクラスとの社会
的行動の比較(Kennedy, Shukla, & Fryxell,
1997)'】'.受け入れる度合いと障害の程度・教科と
の関連性(York, et al, 1992)'"などが報告されて
いる。

(3)統合教育を推進するための指導法
統合教育を推進するための,あるいは障害児の学
習能力を向上させるための指導法が多数報告されて
いる。
まず.経常児と障害児との友達関係を促進し社会
性を高めるための指導方法として,重度の障害を
もつ子供の交流プログラム(土谷, 1991)M),社会
性,遊びの促進のための教師の支援方法(Sontag,
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1997)サ',活動‑の参加を高める指耳の形態と教師
の注目度との関係(Logan, Bakenlan, & Keefe,
1997)'̀‑ ,健常児との協調関係を築かせる指導技法
(Salisbury, Gallucci , Palombaro, & Peck, 1995)3日

などがあげられる。次に通常学級で障害児の教科学
習を支援する指導法として,軽度学習遅滞児の習熟
度指導の試行(成田, 1992)"¥ 学習障害児への同
語や筆数の指導法(Vaughn, Moody & Schumm,
1998'" ; woodward, & Baxter, 1997朋) ),学習遅滞
児への国語の支援方法(緒方・大域

1995E

saint‑Laurent,

Rover,

Dionne,

Giasson,

Simard, &Pi芭rard, 19982" )などが報告されている。
(4)統合教育を推進するための条件
統合教育を推進・継続するための基本的な条件に
ついて,様々な角度から研究がなされている。その
結果によると統合教育を推進・継続するための条件
は以下の通りである(Bennett, et al, 19972) ; Fox
& Ysseldyke, 19973) ; Gelzheiser, & Meyers,
1996* . Hasazi, Johnston, Liggett, &

Schattman, 199481;位頭, 1996""; Miller, &
Farrell, 1988181;大域1996*'; Scrugg, et al,
1996s 湯浅, 1993の Villa, etal, 1996'21)c
① 通常学級担当教師プラス特殊教育担当の串間
教師による学級運営
⑧ 適正な通常学級の児童生徒数(たとえば1987
年度統計によるイギリスでは,教師と児童生徒
の比率は1 : 17.2である)
③ 児童生徒一人一人の特性にあった教育(特別
なニーズ教育)を実施するための教員の資質向
上と訓練
④ 専門家による知識や技術の提供(これには統
合教育推進をバックアップするスクールコーディ
ネーター,スピーチセラピスト,医師,ソーシャ
ルワーカーなどが該当する)
(む 教師間の協力とティームティーチソグの推進
⑥ 物理的環境条件の盤肺
⑦ アドポカシーなどの擁護活動
⑧ 統合教育を推進する財源の確操などの行政に
よる強力なバックアップ
⑨ 保護者との連携
(9 校内の協力体制,管理職の潰極的参加
このほかに,統合教育が完全実施された場合障害
児教育制度がどうなるかについても様々な研究がな
されている(位頭, 1996)'01。
様々な問題はあるものの,障害児が陛常児と通常

学級で一緒に教育を受けることは当然の権利であり,
それがお互いにとって好ましい制度であるという考
え方は,一つの思想というより当然あるべき現実と
して位置づけられてきている。
最近の研究内容を概観しても,統合教育に賛成か
反対かという調査より,以下の内容が主要な研究対
象となっている。
① 通常学級担当教師と特殊学級担当教師との効
果的連携
③ 統合教育を行った場合の学習能力を向上させ
る指導技法
③ 人間関係を深めるための教師の援助方法
④ 特殊学級在籍児童を通常学級‑移行させるた
3333玩罰
⑤ さらには重度の障害児に対する統合教育の推
進方略
ところで我が国の場合,緒方ら(1995)2 の報告
に見られるごく少数の実践を除き,統合教育の実施
に関する研究報告は非常に少ない。その理由として,
特殊学級在籍児童が教育課程の一部を通常学級で学
習する交流教育を文部省が推進していること,さら
に「通級による指導」が実施21)されてはいるが統合
教育に関しての指針を提示していないなど,行・財
政による支援が行われていないことがあげられる。
また,統合教育に関する教師の意識に関しては,安
藤・平山(1987)'が通常学級数師と特殊学校教師を
対象に肢体不自由児への統合教育に関する意識調査
を実施しているが,その他報告数はきわめて少ない。
そこで本研究では,障害をもつ児立生徒の教育実
践に携わる教師を対象とし.統合教育に関する意識
調査を実施し,統合教育に対する最近の意識を探る。
さらに,統合教育を実施するためにはどのような条
件が必要と考えているかについても調査し,統合教
育を進めるための実際的な方略について検討する。
Il 方法
1.調査対象
新潟市内の小学校で特殊学級が設定されてある21
校のうち,調査を承諾した11校の特殊学級(精神薄
弱児学級と情緒障害児学級)担当教師18名と,障害
をもつ児童'が在籍している通常学級担当教師9名,
計27名である。調査に協力した教師のプロフィール
は衷1の通りであった。
'乾季指導委且会が養護学校もしくは特殊学級が遵当と判断し
たが.除謹書の再盟により通常学級に在籍している児童o
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表1

表2 調査内容

教師の年齢.教職歴

特殊学級担任
年 代
A
教 職 歴
(年

mean
median

特殊教育歴
(年

mean
median

8.8
8.5

range

‑ 19

20 30 40 50歳代
1 11 2 4(A)
17.4
15

range

通常学級担任
年 代
人."̲熱
教 職 歴
(年
特殊教育歴
A
事経験年数5年

mean
median

6 ‑30

20 30 40 50歳代
0 5 2 2(人)
18.9
15
あり

なし
8(A)

2.調査方法
調査は小学校教師が勤務する小学校で実施した。
調査者(長揮)が教師と直接面接し, 「3.調査内
容」に示す質問事項を聞き取り調査した。教師の回
答は準備した質問用紙に記録した。
3.調査内容
調査は,次の3項目について実施した。なお具体
的な調査内容は表2の通りであった。
(1)通常学級との交流教育の実感
(2)特殊学級及び通常学級担任における統合教育
への意識
(3)通常学級に在籍する障害児の実態と指導上の
間題
JII 結果

特殊学級担任
1.通常学級との交流について
・児童の実態
・教育課程と時数
2.通常学級担任との連携について
・通常学級担任との話し合いの程度
・通常学級での授業担当
3.統合教育について
・統合教育に賛成かどうか(どちらとも言
えない場合,その理由)
・統合教育実施に必要な条件は何か
通常学級担任
1.児童の実態について
・障害の種顕と程度
・就学指導委員会の判定
2.指導上の問題点
・学級経営,授業運営上の問題
・適していると思われる教育措置
3.統合教育について
・統合教育を知っているか●
・統合教育に賛成か(どちらとも言えない
場合,その理由)
・統合教育実施に必要な条件は何か
I 「統合教育を知らない」と答えた場合,統合
教育の一般的な定義を教えた上で以降の調査
を実施した。

1 ,特殊学級在籍児童の交流教育の実態
児童の実態及び交流教育の実感は,平成9年4月
現在の状況を調査した。
(1)児童の実態
調査対象の特殊学級に在籍する児童67名のの実態
は裏3の通りであった。障害では自閉症が最も多く
(28名, 41.8%),賄神発達遅滞,ダウソ症の順で
あった。障害の程度では中度の遅れを示す児童が最
も多く占めていたが, 「遅れの程度を測定できない
(不明) 」という回答数が愚も多かった。

衷3 特殊学級在籍児童の実態
主な障害
精神発達遅滞
自閉症
ダウソ症
脳性マヒ
人数(人
24
28
割合(%)
35.8
41.8
13.4
2.9
遅れの程度
軽度(人
中庭(人
重度(人)
4
3
1
不明(人
12
'広汎性発達障害,ヌーナソ症候群,染色体異常,不明各1名

その他■

合 計
67

6.0
12
22
8
25
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(2)交流教育の実態
特殊学級在籍児童が通常学級で学習する交流教育
の実態を表4に示した。
交流時間数の平均は3.5時間.モードは3時間で.
3, 4時間程度の交流が最も多く実施されていた。

充を除く)特殊学級教師は4名(22.2%),通常苧
級担任の補助としてのサブティ‑チャーとして授業
に参加している教師は7名(38.9%)であった。
2.統合教育に対する教師の意識
(1)統合教育に対する意識
特殊学級,通常学級担当の教師に対して統合教育
についての知識度を調査した。その結果,統合教育
を知っていると答えた教師は,特殊学級で18名中17

最も多く交流している児童の交流時間数は14時間
(1名)で,逆に全く交流していないという児童が
11名であった。次に,交統教科数の平均は1.8教科,
モードは2教科で, 2教科の交流が多かった。最も
多い交流教科数は7教科(1名)であった。さらに
教科を主要教科と実技教科,その他の教科に分煩し,
教科別の交流時間数を調査した。その結果,実技教
科で平均3教科,主要教科ではほとんど交流が行わ
れていないか, 1教科程度の交流が実施されている
ことがわかった。実技教科では体育が最も多く(45
名, 67.2%),続いて音楽(35名, 52.2%),国語
(8名, ll.9%)の順であった。
交流相手の通常学級教師との連携については,交
流に関する話し合いを毎El行っている割合が38.9%
(7名)だったが,必要に応じて行っている割合が
38,9% (7名),全く行っていない割合が22.2%
(4名)であった。次に.通常学級で授業を行って
いる(通常学級教師が有給休暇等で休んだ場合の補

名(94.4%),通常学級では9名中3名(33.3%)
であった。 「知っている」と答えた教師‑その定義
を尋ねたところすべての教師が正しく答えた。
次に統合教育に対する基本的意識を表5にまとめ
た。
澱も多かった回答は, 「児童の実態(教育的ニー
ズ)により賛成か反対か釈めかねる」 , 「教育条件
が盤僻されれば賛成する」といった条件付き賛成で
あった(特殊学級担任50%,通常学級担任66.7%)0
次に多かったのは,特殊学級を最大限活用する部分
的統合,もしくは現在のような通常学級と特殊学級
の交流制度の活用を前提とした交流教育であった。
完全な統合教育を支持する教師は18.5%であった。

表4 交流の実態
交流時間数
(時間)
mean
mode

交流教科数
教科別交流時間数*
(教科)
主要教科
実技教科
その他

3.5

range

1.8
‑14

0‑

0.4

2.8

0‑9

0.2

‑

0‑2

*主要教科:国語,算数,社会,理科,生活
実技教科:音楽.図工,体育,家庭科
その他:特別活動,道徳
表5 統合教育の意識
賛

特殊学級担任
人数(人)
割合(%)
通常学級担任
人数(人)
割合(%)
合

四

日I」35E召悶^B^嗣imtt旧ヨi^KeBSヨ531

4
22.2

9
50

2
22.2

6
66.7

5
27.8
0

0
1
11.1

計

人数(人
15
割合{%)
22.2
55.
18.5
3.7
* 「児童の教育的ニーズにより賛成か反対か決めかねる」 , 「教育的条件が整備
されれば賛成」
'事「特殊学級での教育を中心に行い,併せて交流教育を行う現在の制度を支持」
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(2)統合教育を推進するための条件
統合教育を実施するために必要だと思われる条件
を自由回答で求めた。通常学級担任で統合教育を知
らなかった教師に対しては統合教育の定義を説明し
た上で. 「現在在籍する障害をもつ児童が通常学級
で教育を受けるために必要な条件」を想定させて回
答を求めた。
その結果(表6),虎も回答が多かったのは「T
2 (副担任など正担任以外の教師)の配属」 (19名)
であったO続いて「通常学級の児童数を減らす」
(6名), 「個々の実態に応じた指導・指導の工夫」
(6名), 「学校の協力体制」 (5名), 「健常児側の
受け入れ姿勢」 (5名)であった。
3.通常学級に在籍する障嘗児の実態と指導上の
ffl塔
(1)児童の実態
通常学級に在籍する児童(9名)の障害は,精神
遅滞6名,学習障害2名,自閉症1名であった。
(2)教育措鑑について
規在の教育措置の妥当性について, 9名中5名の
教師が「児童の実態にあった教育措置とは思われな
い」と回答した。他4名は「わからない」と回答し
た。また,通常学級に在籍させる措置は親が決めた
という回答が9名中3名であった。
(3)指導上の閉局
環在抱えている指導上の問題を自由回答させたO
その結果, 「児童の実態に応じた指導ができない」

て5名), 「同級生との人間関係のトラブル」 (4名).
「子どもの能力以上の指導を束要するなど,親が無
理な要求をする」 (2名), 「学習についていけない」
(2名), 「基本的生活習慣が身に付いていない」
(1名)という回答が得られたo
Ⅳ 考察
本研究の目的は,小学校における通常学級と特殊
学級との交流教育の実態と,統合教育に対する教師
の意識を探ること,さらには統合教育が行われるた
めの条件についての考察であった。いくつかの理由
により調査ができずデータが少ないこと,一つの地
域だけの調査であることなどの問題点は残るが,こ
れらについて以下の通りに考察したo
l,交流教育の実態
特殊学級に在持する児童のほとんどが,学校行事
以外の教科等の時間でも通常学級で健常児と一緒に
学習するという交流教育が行われていた.従って.
特殊学級が設L'柁されているほとんどの小学校では,
通常学級と特殊学級との交流が教科学習レベルでも
行われていると言える。交流の時間数,教科内容は
児童の実態により様々であるが,音楽・体育といっ
た実技教科による交流が最も多かった。これは兵庫
県内の小中学校を対象とした調査結果とほぼ同じ様
な債向であった(兵庫県立障害児教育セソクー.
1989)! このことは,国語・算数といった能力差

衰6 統合教育を実施するための必要条件(回答数)辛
特殊学級
通常学級
合
計
サブティーチヤーの存在
15
19
通常学級児童数の削減
5
1
6
個々の実態に応じた指耳・指導の工夫
4
2
6
学校の協力体制
5
0
5
健常児の受け入れ姿勢
3
2
5
行政の積極的推進・制度改革
4
0
4
特殊教育専門の教師が授業に参加する
3
1
4
即席巳旧教罰ZE aiW^^^^^^^^^^M^^^^M^^^^m
施設設備の充実
3
1
4
通級学級の設置
2
1
3
統合教育のための予算の確保
3
0
3
通常学級教師の理解・適所
2
0
2
プライバシーの保守
1
0
1
他校との研究による連携
1
0
1
地域の理解
0
1
1
保護者の理解
1
0
1
専門家との連携
1
0
1
*複数回答
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が大きい教科を一緒に学ぶことより,歌を歌う・体
を動かすなどの活動を共に行うことによって飽常児
と障害をもつ児童との交流を深める目的があると思
われる。
しかし,通常学級教師と特殊学級教師との連携を
考察すると,交流授業に関する話し合いが十分行わ
れているといえないことや.特殊学級教師が交流授
業にTlもしくはT2として参加する機会が少ない
といった結果が得られた。このことから,経常児と
の交流が本来の目的通りに行われているかどうかに
ついては疑問が残る。交流を実施したことによる健
常児の意識変化に関する調査など.今後の課煤とい
える。また,通常学級との連携についてはお互いの
専門性を意識し相手の慣域に介入したがらない,過
常学級教師が岸害児‑の指導に消極的であるなどの
研究報告(Wood, 1998)"'があり,教師間の連携の
質に関する調査も課題といえる。
2.統合教育に対する教師の意識
統合教育に対する関心度は特殊学級担当教師の方
が通常学級教師に比べて高いことがわかった。この
結果は,安藤・平山(1987)日が行った調査結果に
類似していた。次に統合教育に対する態度を見ると.
統合教育に反対する教師はほとんどいなかったが,
すべての子どもを通常学級で教育するという考え
(Full工nclusion)に賛成する教師は少なく,個々の
教育的ニーズによって教育措隈を決定することが望
ましいと考える教師がほとんどであったO その理由
として,現在実施している交流教育の授業で不適応
を示す障害児がいること,通常学級に在籍している
障害児が集団に適応できていないケースが多いこと,
さらには我が国の特殊教育に対する制度面の遅れな
どが考えられる。今回の調査の中で.特に自閉症児
に関しては通常学級での学習に不適応を示す事例が
額つか報告され, 「仮に耗合教育が実施されたとし
ても通常学級以外で自閉症児が安らぎを得る場が必
要」とする意見が多く聞かれた。
3.統合教育を実施するための条件
教師が考える統合教育を実施するための必要条件
は衷6の通りであった。複数担任による運営,通常
学級児童数を現在より削減することなどは,
Miller & Farrell (1988)""やScrugg, et al (1996)K)
などが述べた統合教育を保障する条件に一致してい
た。回答した教師ほとんどが感想として口にした,
「一人の教師が40人の児童と障害をもつ児童を一つ

の学級で教えることは到底無理である」というのが
率直な意見であろう。
回答の多くは大胆な教育制度改革や財政上の問題
を指摘していたが,通常学級担当教師からは障害を
持つ児童に適した指導の工夫や健常児の側への指導
など,現実的な間塔を指摘する意見が目立った。そ
の理由として.現在受け持っている学級に在籍する
障害児に対して個々の実態に応じた指導が必要と感
じながらも十分できないという教師の側の反省によ
るものではないかと推測された。
4.個々に応じた教育措定とは
我が国では,障害児が通常学級に措置され教育を
受けることは文部省初等中等教育局長通達第309号
通達(1978)により, 「留意して指導する」と一応
の法的根拠が示されている。しかし現状はごくわず
かな地方自治体で教員の過配,介助者の配置などに
より行われているに過ぎず,ほとんどの小・中学校
では行われていない。また,文部省初等中等教育局
特殊教育課が平成9年9月に報告した「特殊教育の
改善・充実について(第二次報告) 」コ)でも,交流
教育については言及しているが統合教育については
全く触れられておらず,今後統合教育が一般的な教
育制度として認められる見通しはほとんどない。
しかし現状では自分の子供を通常学級で教育を受
けさせたいと考える親が増加し.実際T2や介助者
などの支援が全くない状態で通常学級に在籍してい
る児童生徒が増加している。さらに,障害児が通常
学級で教育を受けることが望ましいという統合教育
を支持する意見が多く見られるようになっている
(宗揮・西村1996* 冨安199537')c 実際神奈
川県総合福祉政策委員会は, 「障害をもった子供た
ちが.できるだけ普通の学校,普通の学級で教育を
受けられるように努力し工夫すること」と,統合教
育に関して先駆的な取り組みを行った11)。
これらのことからも,障害を持っていてもできる
だけ通常学級で教育を受けるべきであるという主張
は.障害児や障害児を持つ親による権利の主張では
なく.これからの特殊教育の方向性を示すものと言
える。
我が国でも統合教育が推進されるために,先行研
究や今回の調査結果から幾つかの必要条件が考えら
れるが,いずれにしても制度改革と財政の支援なく
しては実施できない。複数担任制や一学級児童数の
減少などは一つの学校の努力だけではとうていでき
ない条件であり,国レベルでの支援が必要不可欠で
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ある。
統合教育を推進する上で重要なことは,通級指導
教室などのリソースルームの存在だと考える。今回
調査に参加した通常学級教師の中には,複数担任制
も通常学級児童数の削減も統合教育の必要条件とし
てあげなかった教師がいた。この教師が担任する学
級の障害児は,主要教科は特殊学級で特殊学級教師
が担当していた。特殊学級担任との連携がうまく燐
臆しており,運営上も児童の学習上もほとんど問塔
は見られないと答えた。つまり,特殊学級担任がリ
ソースルーム担当教師の役割をして統合教育を実施
している例と言えるO
また,どんなに統合教育を推進したとしても完全
なる統合教育を支持する教師は少なく,表現の差は
あれリソースルームでの指耳の必要性をあげている
教師が多かった。つまり統合教育を進める前提とし
て,あるいは統合教育を押し進める過程としてリソー
スルームの設置は不可欠といえる(山口, 1990)* 。
完全なる統合教育を支持する研究が多い中でも,
子どもそれぞれの「特別な教育的ニーズ」を考える
と,完全なる統合教育に懐妊的な指摘もある。
Kauffman & Hallahan (1995)川は,すべての障害
児を一律に通常学級に統合することは, 「特別な教
育的ニーズ」を実現するための選択の自由を奪うこ
とになると警告している。また,通常学級に完全に
統合された場合でも,そこで子どものニーズにあっ
た教育が効果的に行われる保証が必ずしも得られな
いと述べた。現時点では.完全な統合教育の場で学
習が効果的に行われているという確かな証拠を示す
研究が少なく,学習上の効果については今後の課題
といえる。
結論として,子ども一人一人の教育的ニーズに応
じた教育を保証するためにはひといきに全員が通常
学級に統合されるのではなく.カスケード論(清水,
1995)* などに見られるように.様々な選択肢を準
備することとその後の変化に対応した教育措置が選
択できることが大切だとすえる。しかし現状ではそ
の選択肢が共産学校や特殊学級など特殊教育側にあ
まりに偏っているといわざるを得ない。
行政サイドが統合教育を推進することはもちろん
のこと,統合教育を支持する,しないの議論ではな
く,統合教育を含め子供の教育的ニーズに応じた教
育措置に関する実践研究や,障害児を健常児の中で
教育する場合の指導法についての研究がさらに必要
とされるのではないかと考えられた。
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