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特別支援教育に関わる支援員の 

役割理解に関する事例研究 
 

－支援員による活動記録と支援ミーティングの分析－ 
 

 

 

 

 黒住 早紀子 
 

問題と目的 

1 特別支援教育に関わる多くの支援者 

2007 年にスタートした特別支援教育においては、障害のある児童生徒に加

え、教育上特別の支援を必要とする児童生徒等の教育の充実を図ることを目

指している（文部科学省、2007a）。特別支援教育の開始とともに、学校現場

には、特別支援教育支援員という支援者が地方財政措置で導入されることと

なった。2008 年度の措置額は 30,000 人相当の約 360 億円であり、全公立小

中学校各校におよそ 1名ずつ配置できる規模である(文部科学省、2008)。2011

年は、36,512 人が特別支援教育支援員として配置された（文科省、2011）。 

特別支援教育支援員の制度が導入される以前の学校現場でも、学生支援員

や介助員、学習支援員等といったさまざまな支援者が活動をしてきた。彼ら

は、子どもたちの学習面や学校生活面のサポートなど、学校現場や支援対象

児のニーズに応じて、求められる役割を担ってきた。特別支援教育支援員の

導入時に文科省から提出された「特別支援教育支援員を活用するために」（文

科省、2007b）という冊子には、“学校における日常生活上の介助や、LD の
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児童生徒に対する学習支援、ADHD の児童生徒に対する安全確保などの学習

生活上のサポートを行う者を「特別支援教育支援員」という広い概念で整理

し～”と記載されている。しかし、特別支援教育が開始されて 10 年ほどに

なる現在でも、特別支援教育支援員とは別の呼称の支援者も、各自治体や各

学校による募集が出されている。このことから、現在の学校現場でも、さま

ざまな呼称の支援者が特別支援教育に関わっていると考えられるだろう。 

 

2 特別支援教育に関わる支援者に求められる役割 

特別支援教育に関わる支援者には、どのような役割が求められているのだ

ろうか。 

まず、特別支援教育支援員は、文部科学省（2007b）によると、「食事や排

泄、教室移動の補助といった学校における日常生活上の介助や、LD の児童

に対する学習支援、ADHD の児童生徒に対する安全確保などの学習活動上の

サポートを行う」ことである。その具体的な役割は、①基本的生活習慣確立

のための日常生活上の介助、②発達障害の児童生徒に対する学習支援、③学

習活動・教室間移動における介助、④児童生徒の健康・安全確保関係、⑤運

動会（体育大会）・学習発表会、修学旅行等の学校行事における介助、⑥周囲

の児童生徒の障害理解促進、とされている。 

上記の役割に対し、特別支援教育支援員に関するいくつかの調査は、役割

の不明確さや曖昧さを指摘する。庭野・阿部(2008)や荒川・船橋・室伏ら(2009)

は、特別支援教育支援員とはどのようなスタッフを指すのかという共有認識

が関係者間に共有できていないことを指摘し、行政や学校現場で多少の混乱

があると述べる。また、砥抦（2007)は、特別支援教育支援員を活用するた

めの課題として、打ち合わせ時間や研修時間の確保を挙げる。 

通常学級における特別支援教育支援員による事例研究もいくつか報告があ

る。勝浦（2010）は、支援対象生徒と周囲の人との間にはすれ違い起こりや

すく、特別支援教育支援員には彼そのつなぎ役として振る舞うことが求めら
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れると言う。吉原・都築（2010）も支援対象児童に対する直接的支援と間接

的支援を、学校側の教員らと連携しながら行なう必要を述べている。 

これらの研究から、特別支援教育支援員と学校側の教員らとの連携が、大

変重要であるとわかる。しかし、学校現場は大変多忙な学校現場では、連携

のための打ち合わせを時間を確保することさえ、ままならない現状がある（本

間・本間、2009；武田・斎藤・新井他、2011；林・河合・岩坂他、2011；

松山・古田、2012)。このことから、特別支援教育支援員の現状としては、

役割が曖昧で不明確である故に関係者間で連携をして役割の共有認識を持つ

必要があるが、打ち合わせをする時間を確保することさえ難しい、という現

状があると言えるだろう。特別支援教育支援員が有効に機能するためには、

この板挟みのような状態をいかに打開するか、改善のための策を講じる必要

がある。 

特別支援教育支援員以外にも、特別支援教育に関わる人材として期待され

ている支援者がいる。それが、学生支援員である。大学の資格課程の実習や

自主的なボランティアとして、特別支援教育の現場で活動する大学生や大学

院生が多くいる。 

学生支援員を対象とした調査は多く報告されている。それらでは、特別支

援教育支援員を対象とした調査と同様に、役割の曖昧さやフォロー体制の必

要性が報告されている（黒住・前川、2007；戸ヶ崎・酒井・溝邉、2008；甲

斐・片岡・雲井他、2009；池田・石原・中村、2009）。学生支援員も、学校

現場でのマンパワーとして、活用への期待が大きい (大石、2006)。 

以上で述べてきた特別支援教育支援員・学生支援員以外にも、自治体各自

の事業として、学校サポーター・スクールアシスタント・学校支援ボランテ

ィア等、さまざまな呼称で活動する者がいる。 

学校現場に派遣される経緯や目的、待遇や条件等はそれぞれ異なるが、特

別支援教育支援員も、学生支援員も、その他の支援者らも、特別支援教育に

おいては貴重な人材であることや、児童生徒に関わる責任は変わりないと、
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筆者は考える。そこで、本稿以下では、彼らに関して「特別支援教育に関わ

る支援者」（以下、「支援者」）として述べていくこととする。 

 

3 特別支援教育に関わる支援者が直面する困難状況の改善に向け

て：筆者が関わった小学校通常学級の事例から 

筆者自身も 2004 年 10 月から 2011 年 3 月まで、小学校の通常学級で「支

援者」として活動してきた。配置先の小学校では、筆者以外に数名の「支援

者」がいた。この 7 年間ほどの間に、学生支援員・介助員・補助教員・特別

支援教育支援員など、手続き上の呼称の変化はあったが、特別なニーズのあ

る児童が在籍する学級に入り、その児童と周囲の児童のサポートや担任のサ

ポートに携わってきた。 

筆者が所属した小学校には、筆者以外にも、教職課程の実習生や学生支援

員、半期の任用の小１補助教員や、学習支援に特化して習熟度別の授業を担

当する学習支援員もいた。 

「支援者」は、日々入れ替わり、時間割ごとに配置クラスを移動する。筆

者自身も、自分自身の役割もよく把握できないまま、さまざまな出来事が絶

え間なく起きる現場に細切れに入り、対応をせねばならないことが難しいと

感じていた。特別支援教育支援員の研修もあったが、それが開催されるのは、

年に一、二度で程度あり、システム上の十分なフォロー体制はまだ整ってい

なかった。また、学校内の多忙な教員との連携と取るにも、活動時間上の制

約等から思うようにはいかず、日々の活動が試行錯誤の連続であった。 

文部科学省(2007b)によると、特別な支援が必要な子どもへの支援の責任主

体は学級担任等であり、「支援者」はあくまでも担任の補助的な立場であると

されている。しかし、多忙な学校現場の現状で、担任に「支援者」への活動

の指示全てをゆだねることは、担任に任せる仕事が増えることでもある。そ

れは「支援者」と言えるのか、支援に入って先方の負担を増やしては本末転

倒になりはしないか、と葛藤を持っていた。そして、「支援者」として学校現
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場に入る以上は、自分自身が担える役割を、現場の状況を自ら把握して、こ

ちら側から主体的に、対応方法を考えて提案したり、自らが担うべき役割を

把握し周囲に提示したりすることもひとつの責任であると考えるに至った。 

そこで、筆者が「支援者」として関わっていた事例の中で、もっとも多く

の「支援者」が関わるケースにおいて、まずは「支援者」同士が連携を取る

ための試みを始めることとした。 

 

4 本研究の目的 

「支援者」は、たとえ与えられた役割が曖昧であっても、自ら責任を持っ

て支援活動を遂行しなければならない。それでは、実際に支援活動を行う中

で、自らにどのような役割があると把握するようになるのであろうか。本研

究では、この問いをリサーチクエスチョンとして設定し、小学校通常学級の

一事例に関わる、3 人の「支援者」による支援実践をもとに検討する。 

なお、本研究はあくまで一つ事例を扱う特質上、一般化の限界がある。し

かし、特別支援教育支援をさらに発展させるためには、現場資料に基づいた

改善の取り組みが欠かせないだろう。そこで、筆者らの取り組みも特別支援

教育推進のためのひとつの資料となることを期待し、本稿で扱うこととする。 

 

方法 

1 支援実践の概要 

1）支援の場 

支援の場となったのは、都内の公立 A 小学校(児童数 370 名、各学年 2 学

級編成)である。校舎は 2 階建てで、2 階に全学年オープンスペースの教室が

ある。学校内は、校舎から校庭や裏庭などへの通路にはいくつか段差がある

が、学校内は基本的にバリアフリーとなっている。学校の周囲には四季を楽

しめる緑道があり、閑静な住宅街に位置しながらも校舎傍には児童用の畑を

備えた、自然に囲まれた学校である。 
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2）支援対象児 

支援対象児は、通常学級（男 15 名、女 15 名の計 30 名）に所属する 6 年

生の女児 L である。L は、身体介助を必要とする進行性の難病を抱えている。

手先を使った活動はできるが、移動には車いすを使用している。電動車いす

の操作は自力で行なうが、着替えや姿勢維持、移動や車いすの乗り換えの際

には介助を要する。L が学校生活を送る上で必要な福祉機器類は、教室内や

隣接したオープンスペースに常備してあり、校舎内の移動には車椅子と電動

車椅子、教室内では主に座位保持椅子、体を休めるためのストレッチャー等

を必要に応じて使用する。また、校舎 1 階から 2 階への移動は、階段あるい

は校舎の端にあるエレベーターを利用する。 

 

3）L に関わる 3名の「支援者」 
2008 年の A 小学校では 4 名の「支援者」が活動していた。そのうち 3 名

が L の支援に携わっていた。当該小学校の中で、L の所属する学級が、最も

多くの「支援者」が、出入りする学級であった。 

支援担当の時間中は、どの「支援者」も、L の傍もしくは目の届く範囲に

いるようにしていた。授業時間はもちろん、休み時間や給食や掃除等、授業

外の時間も、他の児童とも関わりながら、L の学校生活に密着して過ごした。

「支援者」が支援に入らない時間は、L の母親が介助者として L の学級に入

っていた。 

3 名の「支援者」を、それぞれ X・Y・Z とし、その概要を表 1 に示す(200X

年時点)。3 名ともに大学で心理学を専攻し、小学校でのボランティア経験を

持つ。それぞれが異なる曜日・時間に当該小学校で「支援者」としての活動

をしており、Y は L に対しての支援活動のみ行っていたが、X と Z は当該小

学校の他クラスの支援も掛け持ちしていた。 
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表１ 本研究に関わる「支援者」の概要（2008 年 4 月時点） 

支援者 Ｘ Ｙ Ｚ 

 特別支援教育支援員として、 
複数の小中学校を掛け持つ 

大学４年生 大学院生 

当該小学校での立場 特別支援教育支援員 学生支援員 特別支援教育支援員 

2008年度のＬへの 
基本支援日・時数 

月・金 ７時間 水 ４時間 火 ２時間 

Ｌへの支援年数 ５年目（小２～） ２年目（小５～） ４年目（小３～） 

支援者の各々の支援 
活動に関する悩み 

Ｌが過ごしやすい環境を整えるこ
とを第一に介助を行なってきてい
たが、そのスタンスを変えようと苦
労していた。身体介助に関しては、
３名の中で経験的に最も精通して
いる。 

自分に力がないことを気にしてお
り、身体介助に悩みを持っていた。 
就職活動と重なり、支援に来られな
い日もあったが、Ｌとは年齢的に最
も近く、仲の良い友達のような良 
好な関係を築いていた。 

Ｌと意見がぶつかる場面を、３名の
中で最もよく経験していた。身体介
助面よりも社会性面に注目してお
り、自身Ｌとの関係の取り方を課題
としつつ、Ｌとの関わりを続けてき
た。 

 

2 「支援者」らによる取り組み：活動記録と支援ミーティング 

3 名の「支援者」は、年中行事の開催日以外、当該小学校で同日に活動す

ることはなかったため、基本的には、各々単独での支援を行っていた。各々

が、自らの「支援者」としての活動に、不安や限界を感じていると判明した

ことがきっかけとなり、互いの活動の様子が共有可能となる方法を模索し始

めた。それが、活動記録である「支援ノート」と、「支援ノート」を囲んで支

援を振り返る「支援ミーティング」である。 

「支援ノート」は、各々の「支援者」が支援日時の出来事や伝達事項等を

記録として残すファイルノートである。A4 サイズの用紙に 2 日分の記録フ
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○ 教科

朝 朝礼

1 総合

2 体育

休 音楽室

3 算数

4 音楽

給

休
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4
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5

6
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図1　「支援ノート」の例

特に伝えたいこと

　

内容 様子

特に伝えたいこと

・鼓笛　微妙なスピード操作は本人にはできないことをT先生
　　　　と確認しました。(ONかOFFのみ)
　　　　基本的に「３」でOK！
　　　⇒リモコンが落ちることもあるので，介助の入り方

　　　　を考える。場合によっては一部押すことも？

手芸　ティッシュケース
ミシンがけ

支援先： 支援者：　

支援先：　　６－１　Lさん 支援者：　X

内容 様子

・鼓笛　速さ「３」はOK。１度リモコンがずれ落ちて大きくコースアウト。
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　　 X　「プランターや鉢で育てないの？」
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・行進曲　全合格！！！（おまけしてもらったので，練習200回とのこと）

・中休みほとんど横になれなかったため，体がつらくなってきて，3分に一
　回ほどひっぱる
・ミシンがけは，Xがスイッチを操作。本人は布を押さえながら調節。

鼓笛　校庭一周

MY農園をたがやす

組体操(見学)

鼓笛テスト　

　　公約数
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応援歌・ファンファーレ

寝る

寝る

寝る
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支援ノートによる「支援者」同士の連携の取り組みは、学校側と L の保護

者に了承を得た上で、2008 年 4 月から開始した。そして学校側の助言を得

て、学校内の教職員は誰でもいつでも支援ノートを閲覧できるように、職員

室内の所定の場所に置くことになった。 

活動開始から数カ月間は、支援ノートのみの情報共有を行なっていたが、

「支援者」らから、「直接顔を合わせて話ができる時間が欲しい」「支援ノー

トだけではわからないことを聞きたい」という声が出始めた。そこで、皆で

定期的に話し合う会を設けることとなった。これが、次に述べる「支援ミー

ティング」である。 

「支援ミーティング」は、「支援者」らが 1～2 カ月に 1 度程度集まり、日

時の流れに沿っての日々の記録を追いながら、振り返り話し合う場である。 

支援ミーティングは次の順序で行なった。まず、「支援ノート」に記載され

た記録内容を、日を追って見直す。この段階では、記録者が自分の記載した

出来事の詳細についての説明を必要に応じて加えながら、活動を振り返る。

次に、振り返りを通して感じた自分自身や L の課題・成長と個人目標を言葉

にする。そして、最後に次回支援ミーティングまでの三者共通の検討課題を

設定するようにした。2008 年度の L に関する支援ミーティング開催日時の

概要は表 2 のとおりである。 
表２ 支援ミーティングの概要 

MTG回 実施日 対象支援期間 MTGの総時間 

1-1 
1-2 
2 
3 
4 

2008年11月４日 
2008年11月９日 
2008年12月15日 
2009年２月10日 
2009年３月27日 

４月～７月 
８月～10月 
11月～12月 
１月～２月 
２月～３月 

1h46m 
2h40m 
2h40m 
2h20m 
2h32m 

 

3 研究および分析の方法 

1）研究方法と分析の枠組み 

本研究では、質的研究法を採用した。質的研究法には、「人々の実践の中で
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浮かび上がってくる意味の構成を理解していこうとする」という特徴がある

(能智、2011、p.8)。 

質的研究法におけるデータの分析方法には、KJ 法やグラウンデッド・セ

オリー法等、さまざまな種類がある。能智(2011)は、そこに共通に見られる

特徴を総称して「カテゴリー分析」とする。それは、データを①ほどく②む

すぶ③まとめるという三相の間で、何度も行き来が繰り返される円環的な過

程であり、コード化からカテゴリーを生成することでデータの抽象度を上げ

ていく方法であると言う。能智(2008)は、どういうデータならどういう方法

が適しているという厳格なルールはあるようでないとし、研究者がそのデー

タから何を読み取ろうとするのかというリサーチクエスチョンを指針として、

データと対話しながらデータに適した新たな枠組みを構成することが必要で

あると言う。 

以上の特徴を踏まえて、本研究のデータ分析においては、詳細な分析過程

でもデータに合う方法の選択を心がけ、指導教員や質的研究経験のある研究

者らとの議論と吟味を重ね、既存の方法を必要に応じて修正して柔軟に用い

ることとした。 

 

2）分析の対象 

本研究で扱う支援ノートと支援ミーティングによる「支援者」間の協働の

取り組みは、 1 年間を通して 4 回行なった。本研究においては、まず、初回

支援ミーティングの逐語記録を分析対象とする。初回支援ミーティングは、

4 月から 11 月までの長期間の実践を振り返るため、4 月から 7 月分と、8 月

から 11 月分の 2 回に分けて行なったものである。 

録音データを逐語に起こす際は、支援ミーティングで情報共有された内容

を取り出すことに力点を置いた。「支援者」それぞれの話し方よりも、支援ミ

ーティングで他の「支援者」に伝えようとしている内容に注意を払い、言い

淀みやいい間違いなどは、内容の解釈に差し障りがない程度に修正をした。



駒澤大学教育学研究論集　第 32 号　2016 年 2月 
 

 
 
88 特別支援教育に関わる支援員の役割理解に関する事例研究 
 

浮かび上がってくる意味の構成を理解していこうとする」という特徴がある

(能智、2011、p.8)。 

質的研究法におけるデータの分析方法には、KJ 法やグラウンデッド・セ

オリー法等、さまざまな種類がある。能智(2011)は、そこに共通に見られる

特徴を総称して「カテゴリー分析」とする。それは、データを①ほどく②む

すぶ③まとめるという三相の間で、何度も行き来が繰り返される円環的な過

程であり、コード化からカテゴリーを生成することでデータの抽象度を上げ

ていく方法であると言う。能智(2008)は、どういうデータならどういう方法

が適しているという厳格なルールはあるようでないとし、研究者がそのデー

タから何を読み取ろうとするのかというリサーチクエスチョンを指針として、

データと対話しながらデータに適した新たな枠組みを構成することが必要で

あると言う。 

以上の特徴を踏まえて、本研究のデータ分析においては、詳細な分析過程

でもデータに合う方法の選択を心がけ、指導教員や質的研究経験のある研究

者らとの議論と吟味を重ね、既存の方法を必要に応じて修正して柔軟に用い

ることとした。 

 

2）分析の対象 

本研究で扱う支援ノートと支援ミーティングによる「支援者」間の協働の

取り組みは、 1 年間を通して 4 回行なった。本研究においては、まず、初回

支援ミーティングの逐語記録を分析対象とする。初回支援ミーティングは、

4 月から 11 月までの長期間の実践を振り返るため、4 月から 7 月分と、8 月

から 11 月分の 2 回に分けて行なったものである。 

録音データを逐語に起こす際は、支援ミーティングで情報共有された内容

を取り出すことに力点を置いた。「支援者」それぞれの話し方よりも、支援ミ

ーティングで他の「支援者」に伝えようとしている内容に注意を払い、言い

淀みやいい間違いなどは、内容の解釈に差し障りがない程度に修正をした。

駒澤大学教育学研究論集 第 32 号 2016 年 2 月 
 

89 
 

なお、支援ミーティングの録音は、協力者の同意を得て行なった。逐語記録

には発話者記号と通し番号を付け、データをほどいた後も時系列的な進行の

確認ができるようにした。 

 

3）分析の手続き 

分析は、以下の手順で進めた。 

まず、カテゴリーの生成の段階では、「支援者」らが語る自らの実践から、

支援者の役割を取り出すために、支援者の初回支援ミーティングの逐語記録

を丹念に読み込み、語られた内容に注目した切片化を行なった。これは、能

智（2010）のいうデータを「ほどく」相である。切片化を終えたら、切片を

見比べ、内容が似ているものとまとめ、小カテゴリーの生成と命名を進めた。

その後、徐々に抽象度を高め、中カテゴリーの生成と命名、大カテゴリーの

生成と命名の順で、帰納的にデータの分析を進めた。考察においては、カテ

ゴリーを構成する具体的データに戻り、語りを時系列的に追うことで変化を

捉えることを試みた。 

 

4）分析の留意点 

データのコーディングは、主に筆者 1 名で行なった。しかし、質的データ

には恣意性や主観性が混入しやすいという特徴があるため、分析や考察の過

程で「個人の主観を超えて個人間相互の共通性や一致性を得て、公共性や共

有性を備える」(やまだ、1997、p.180)ことが必要である。そこで、方法選択

や分析過程では心理学の研究者や質的研究の経験のある教員と共に検討した。

さらに「支援員」X にも協力を得て、解釈の確認を行なった。このように分

析過程での検討を重ね、できるだけ客観的な視点からのデータの分析・解釈

を試み、分析結果の妥当性および信頼性の確保に努めた。 
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4 倫理的配慮 
本研究を行うにあたり、現場となる小学校の管理職及びクラス担任、L お

よびその保護者、そして X と Y、それぞれに研究概要を説明した上で研究協

力への同意を得た。さらに、分析後に文章化したものを研究協力者にフィー

ドバックし、加筆修正した上で投稿への同意を得た。 

 

結果 

1 カテゴリーの生成 

分析の結果、表 3 のように 54 の小カテゴリー、13 の中カテゴリー、4 の

大カテゴリーが生成された。各カテゴリーには、そこに含まれるデータに共

通に見られる特徴を表すような命名を心掛けた。各大カテゴリーは大文字、

中カテゴリーには小文字のアルファベットを便宜的に付けた。大カテゴリー

は【 】、中カテゴリーは< >で表記し、必要に応じ小カテゴリーは[ ]、具

体的語りは『 』で表記する。 

 

2 生成したカテゴリーの説明 

以下、中カテゴリー以上の命名までの過程を述べる。 

まず、大カテゴリー【A 支援のための情報の共有】は、「支援者」らが L

への支援の中で観察から得られた具体的な情報で、<a L の身体機能の把握>、

<b L の学校内外での様子>、<c 授業内容およびクラス内での出来事>の三つ

の中カテゴリーから構成される。 

表 3 の中カテゴリーの下位に位置する小カテゴリーである[L からの「ひっ

ぱって」という要求の頻度] ・[L がどのように授業に参加していたか]・[授

業の内容や出来事]等は、「支援者」が、L と関わる中で得た L 自身やその周

囲の人的・物理的環境に関して、「支援者が」を見聞きする中で得られた情報

であるため、【A 支援のための情報の共有】と命名した。これらは、「支援者」

らが、その場で自らに求められる役割を選択する際の判断材料となり、支援 
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表3　生成したカテゴリー一覧
大カテゴリー名 中カテゴリー名 小カテゴリー名

Lからの「（姿勢を直すために体を）ひっぱって」というL要
ストレッチャーに横になる頻度
母から得たLの体の具合に関する情報
学校を休んだ理由
福祉機器（呼吸器・車いすのファン）の使用
汗・あせもの状態
Lが授業にどのように参加していたか
Lがクラスメイトと一緒に授業に参加できない時の様子
Lの休み時間の過ごし方
Lの様子に「特に目だったことはない」
Lと周囲(クラスメイト/教員/母/「支援者」)の会話
授業内容や出来事
担任の全体指示/対応
クラスメイトや他学年児の様子
Lの言動のパターン
Lの抱える身体的困難
Lが苦手なこと
Lの得意なこと
担任の考え
クラス/学年全体の特徴(担任とクラスメイトの関係性)
クラスメイトや他学年児の言動のパターン
Lの周囲の物理的環境の状況
「支援者」の配置の確認
Lの身体介助の方法（抱っこ、「ひっぱって」、車いすの扱
い、エレベーターの利用等）
代筆支援の方法
道具操作の支援の方法（図工・家庭科・書写・総合・掃除
等の時間）
母から身体介助の方法に関して求められたこと
Lが苦手なこと（避けること、気付かないこと）を声掛けで
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　内省的活動
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ｌ Lおよび周囲の変化の捉
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m 支援ノート・MTGの実施
　方法の改善

A　支援のための
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の基盤となる情報であると考える。 

なお、中カテゴリー<a>の下位の小カテゴリーには、分析対象としたデー

タの時期的な背景が濃く現れている。2008 年 8 月から 10 月は、夏休みが明

けた時期であった。そのため、この時期特有の暑さと、休みモードから学校

モードへの生活パターンの変化が、L の身体に与える負担に対する配慮が必

要であった。「支援者」らにとって、その時期的な問題に対応するための指標

となっていたのが、[L からの「ひっぱって]という要求の頻度]や[ストレッチ

ャーに横になる頻度]である。この件は、母と「支援者」間（[母から得た L

の体の具合に関する情報]）でも確認があり、体力調整のために学校を休む([学

校を休んだ理由])こともあった。[福祉機器(呼吸器・車いすのファン)の使用]

にあるファンや、[汗・あせもの状態]に関する情報も含み、これらの小カテ

ゴリーに含まれる情報は、この時期ゆえの「支援者」らの重大な関心事でも

あった。 

次に、大カテゴリー【B 情報を統合した実態把握】は、二つの中カテゴリ

ー<d L の行動特徴の把握>、<e L の周囲の環境への把握>から構成される。 

中カテゴリー<d>は、『L ちゃんってこういうときはこうするよね』等の L

の日常の言動パターンであり、ここには『力がないから』のような身体的困

難からくる弱さと、『計画するのが苦手で』といった本人の抱える弱さ、そし

て『ミシンは介助しなくても上手』のような本人の強みも含まれる。これら

は L と関わる中で気づいた行動特徴であると考え、<d L の行動特徴の把握>

と命名した。 

 中カテゴリー<e>は、[担任の考え]をもとに、児童らと担任が作り出す L

の[クラス全体の特徴]・他学年と比較した[学年全体の特徴]に加えて、L とと

もに学校生活を送る [クラスメイトや他学年児の言動のパターン]、さらに校

舎内で L が過ごす際の[環境バリア]・[「支援者」らの配置]の確認といった物

理的環境に関する情報である。<d>が L に関する特徴把握であることに対し、

こちらは L の周囲の環境にあたるものの特徴把握であるため、<e L の周囲の
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環境の把握>と命名した。 

大カテゴリー【A】が観察等により得た具体的な情報であることに対し、【B】

は言動パターン等の特徴の把握である。【B】は【A】よりも抽象度が高い情

報となるため【B 情報を統合した実態把握】と命名した。 

次に、大カテゴリー【C 「支援者」の役割・対応の実際】は、<f L への身

体介助的支援>、<g L への心理発達的支援>、<h 関係者間の繋ぎ支援>の三

つの中カテゴリーから構成される。 

中カテゴリー<f >は、L の抱える病気に由来する身体的困難に対する支援

である。それに対し<g>は、身体的困難と直結した苦手さではなく、むしろ、

これまでの生活環境やLの年齢や性格等の要因が考えられる苦手さへの支援

である。そこで、それぞれを<f L への身体介助的支援>、<g L への心理発達

的支援>と命名した。 

これら<f><g>の対象が L であることに対し、<h >の対象は、L に関わる他

の「支援者」や教職員等の関係者である。つまり、打ち合わせや役割分担と

いった策を講じるような場面で、「支援者」は関係者間をつなぐ仲介をしてお

り、これらを<h 関係者間の繋ぎ支援>と命名した。 

これら中カテゴリー<f><g><h>は、どれも「支援者」が自らの役割として

担ったことや対応方法として語っていたことから、これらを括った大カテゴ

リーを【C 「支援者」の役割・対応の実際】と命名した。 

最後に、大カテゴリー【D 支援者間の内省的活動】は、<i 時間の繋ぎ合わ

せ>・<j L の理解の深まり>・<k 対応策の検討>・<l L および周囲の変化の

捉え>・<m 支援ノート・支援ミーティングの実施方法の改善>の 5 つの中カ

テゴリーで構成される。 

中カテゴリー<ⅰ>は、支援ミーティングに各々が持ち寄った情報について、

[出来事が起きた経緯の確認]や[より詳細な状況の確認]をしたり、[その時の

「支援者」の気持ち]を堀り下げたり、[L の状態の原因・背景の推測]や[今後

の予測と心配]をしたりする「支援者」らの姿に関する下位カテゴリーで構成
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される。その様子は、各々の持つ情報を繋ぎ合わせて、過去・現在・未来と

いう時間軸を三者間で再構成する過程であると考え、<ⅰ時間の繋ぎ合わせ>

と命名した。 

中カテゴリー<ｊ>は、3 名の「支援員」間の支援ミーティングでの対話か

ら、[L の苦手な理由を考える] [L の状態の原因・背景の推測][L の視点に立

つ][自分の前とは違う L の姿を知る][L の伸びしろと、支援の限界]の小カテ

ゴリーを含み、すべて L に関する話題であり。これらは各「支援者」の L に

関する理解を、他の「支援者」の視点も織り交ぜて深めるものであるため、

<ｊL の理解の深まり>と命名した。 

中カテゴリー<k>の下位の小カテゴリーは、 [その対応をした理由]、[自分

の対応の反省] 、[他の「支援者」と自分の違い] 、[実際とった対応とは別の

選択肢の再考]、[次回までの目標の設定]である。どれも、「支援者」らが自ら

の対応について支援ミーティングの場で振り返り、対応の仕方を深めるもの

であると考え、<k 対応策の深まり>とした。 

中カテゴリー<l>は、 [L の行動に変化を感じた出来事][「支援者」らの対

応と気持ちの変化][対応の変化とLの変化の関連]の小カテゴリーで構成され、

どれも変化についてのカテゴリーであるため、<l および周囲の変化の捉え>

と命名した。 

中カテゴリー<m>の下位カテゴリー[ノートのフォームの検討][支援ミー

ティングの進め方の検討]は、どちらも実施方法について改善点の検討である

ことから、<m 支援ノート・支援ミーティングの実施方法の改善>と命名した。 

そして、<i>から<m>の中カテゴリーには、どれも支援ミーティングの場で 3

名の「支援者」が共に内省的活動をすることから得られたものであるため、これ

らを括って【D「支援者」間の内省的活動】と大カテゴリー名を付けた。 
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考察 

1 生成したカテゴリーに見る、「支援者」が捉える自らの役割 

以上のカテゴリーは、どれも「支援者」が自らの実践を支援ミーティング

で言葉にすることから抽出したものである。これらには、「支援者」らが捉え

る自らの役割や、支援現場を捉える各自の視点が表れると考える。 

【A 支援のための情報の共有】が具体的な情報であることに対し、【B 情

報と統合した実態把握】はパターンの把握であるため、抽象度が上がる。【C 

支援者の役割・対応の実際】は、【A】からパターンを得て捉えた【B】とい

う根拠をもとに、「支援者」らが取る役割や対応であると考える。さらに、【A】

【B】【C】が、支援ノートに記載した支援中の出来事であることに対し、【D】

は、支援ノートを囲んだ支援ミーティングで得られるものである。つまり【D】

は、共有した【A】【B】【C】をもとに三者間での内省的な話し合いの中で構

築される。 

能智（2011）は、「語り」には、新たな認識を開いたり世界の見方を変え

たりするという意味もあることを指摘する。そして、「語り」は、私たちが物

事を現実として認識する基本的な形式であり、それを抜きにしては認識その

ものが成り立たない（p.65）と言う。この指摘を踏まえると、本研究の分析

により得られたカテゴリーは、「支援者」らの認識のパターンと言えよう。つ

まり、「支援者」らが現場で起こる出来事をどのように捉えて動いているかと

いう、「支援者」の目線からの自らの役割に関する認識が、これらのカテゴリ

ーに現れていると考えられる。 

先行研究で指摘される、特別支援教育支援員や学生支援員等の特別支援教

育に関わる支援者らの抱える困難の一つである「役割の不明確さ」の背景に

は、役割が明確に設定されていないことに加え、学校で起こるさまざまな出

来事の何に注目し、それらをどのように捉えればいいのかわからないという

「支援者」ら側の混乱が関係すると考えられる。物事のパターンというもの

は、具体的情報が集まり、ある程度のまとまりをもつことで、形成される側
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面があるだろう。しかし、特別支援教育に関わる支援者らは、その雇用形態

や活動時間等の活動上の制限から、そのような具体的情報のまとまりを得る

ことが容易ではないと考えられる。それゆえ、自らの役割の不明確さや曖昧

さを抱えるのではないだろうか。 

また、もっとも具体的な<語り>である小カテゴリーの段階では、3 名の「支

援者」の語りが全ての小カテゴリーにおいてみられるわけではない。つまり、

ここで生成された「支援者」のすべての認識を、3 名それぞれがまんべんな

く持っていたのではない。 

支援ミーティングでは、他者の<語り>を聞いて『私の時は X さんと比べて

（①-234Z）』『私も最近はこういうことを意識して（①-486Y）』と、自分と

他者を比較した<語り>があった。これらには、「支援者」の語りを聞きなが

ら、自分の視点と他の「支援者」の視点を比べることで、自分の見方を認識

していく様子が現れていると考えられる。つまり、「支援者」らが L の支援

について互いに話し合う対話を通して、L への支援における具体的な出来事

の<語り>から自らの役割を認識し、“L を支援する「支援者」”としての役割

を規定していくと考えられる。このカテゴリーから得られた「支援者」らの

役割の要素を、「支援者」ら自ら言葉にして周囲に開示していくことが、先行

研究で指摘される「役割の不明確さ」を多少なりとも明確さへと近づける指

針とできるのではないだろうか。 

 

2 「支援者」らの語りにあらわれる支援ミーティングの意味 
4 つの大カテゴリーのうち、【A】【B】【C】は、支援ノートに記録された内

容を支援ミーティングの場で詳細に語ったもので、過去の振り返りである。

これらに対し、【D】は支援ミーティングの場で、実践に関して相互に聞き合

い振り返る語りや、その過程で得た気づきに関するカテゴリーである。生成

されたカテゴリーの中でも、1 つの切片が長い語りが多く集まってできたカ

テゴリーでもある。つまり、支援ミーティングで【D】に関する情報が語ら
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さを抱えるのではないだろうか。 

また、もっとも具体的な<語り>である小カテゴリーの段階では、3 名の「支

援者」の語りが全ての小カテゴリーにおいてみられるわけではない。つまり、

ここで生成された「支援者」のすべての認識を、3 名それぞれがまんべんな

く持っていたのではない。 

支援ミーティングでは、他者の<語り>を聞いて『私の時は X さんと比べて

（①-234Z）』『私も最近はこういうことを意識して（①-486Y）』と、自分と

他者を比較した<語り>があった。これらには、「支援者」の語りを聞きなが

ら、自分の視点と他の「支援者」の視点を比べることで、自分の見方を認識

していく様子が現れていると考えられる。つまり、「支援者」らが L の支援

について互いに話し合う対話を通して、L への支援における具体的な出来事

の<語り>から自らの役割を認識し、“L を支援する「支援者」”としての役割

を規定していくと考えられる。このカテゴリーから得られた「支援者」らの

役割の要素を、「支援者」ら自ら言葉にして周囲に開示していくことが、先行

研究で指摘される「役割の不明確さ」を多少なりとも明確さへと近づける指

針とできるのではないだろうか。 

 

2 「支援者」らの語りにあらわれる支援ミーティングの意味 
4 つの大カテゴリーのうち、【A】【B】【C】は、支援ノートに記録された内

容を支援ミーティングの場で詳細に語ったもので、過去の振り返りである。

これらに対し、【D】は支援ミーティングの場で、実践に関して相互に聞き合

い振り返る語りや、その過程で得た気づきに関するカテゴリーである。生成

されたカテゴリーの中でも、1 つの切片が長い語りが多く集まってできたカ

テゴリーでもある。つまり、支援ミーティングで【D】に関する情報が語ら
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れる際には、「支援者」間での発展的に言葉が交わされていたと考えられる。 

そこで、この【D 支援員間の内省的活動】の語りに着目し、支援ミーテ

ィングで互いの実践を共に振り返ることが支援員にもたらす意味を考察する。 

 

1）時間を繋ぎ合わせることで得られる出来事の変化 

初回支援ミーティングの最後に、「支援者」X から以下の発言があった。 

 
 
 
 
 
この X の発言は、以下の X の語りが影響すると考えられる。 
 

 

 

 

 

 

 
支援ミーティングでは、この語りのように、「支援者」の語りの中に、支援

ノートをもとに過去を現在から見て「支援者」が感じた時間的な繋がりを語

る様子がしばしば見られた。これらの語りには、『今思えば』『…って思った

のはこの時だった』等、時系列で出来事を振り返り気づきを得ている点が共

通している。 

支援ミーティングでは、4 月から 11 月までの全ての記録を、日を追って振

り返る形を取った。時間を追って記録を読み進めて行くことで、出来事の変

化を時系列で捉えなおすことができ、上の X の発言例のような、物事のきっ

②-959X～（4 月から日を追って記録を見直してきて）ここのエピソード

は，ここから始まっていたんだっていうのを，長いので（長期的なスパ

ンで）確認できてよかった。 

①-49X～ （総合で庭に植えた苗に関して，L が世話をしなくなったこ

とについて）思えば，失敗はここ（L の席から見えるという条件を優先

したこと）からはじまっている。（中略）ママと話して，2 列目を希望し

た。でも，後で，意外にも簡単に出られる(出口がある)ってわかった。(後
略) 
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かけや変化についての気づきがもたらされたと考えられる。 

 

2）L および周囲の理解の深まり 

以下は、初回支援ミーティングの前半終了後の Y の発言である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ここで、Y は、他の「支援者」と比べて支援時間が最も少ないため、わか

らないことが多いと述べている。これは、前述したように、特別支援教育に

関わる支援者が抱える困難の１つで、支援時数の限界と関連する状況である。

支援時数を増やすことができない状況は、Y が『普段の様子が聞けると、何

で今こうなのかなって流れがわかって』と語るように、支援ノートや支援ミ

ーティングを通した他の「支援者」からの情報により自分の限界を補い対応

をしていることがわかる。この Y の発言のあとに、X も、『私は、L ちゃん

に一番多く入ってるから、（支援ノートを）見ないこともあるけど、大変な学

年とか、昨日何があったかが大きく影響する学年では、なるべく（出勤日の）

朝に（支援ノートを）見ようと思っている。朝見ると違う』と Y に助言する

やりとりがあった。 

これらの発言から支援ミーティングの意義の 1 つとして、特別支援教育に

関わる支援者が、自分の入ることのできない時間帯での子どもたちの様子を

①-1206Y～私は、一番入れないっていうか，（支援に入る）回数が少な

いので、一回一回はみんなと打ち解けられるけど，なんとなくお客さん

的な意識がある。とりあえずこの一回を乗り切ろうって思いながら入っ

ちゃうから。（中略）何でこの子たちこういう関係なんだろうとか，全然

わからないままに（中略）。でも，わかっていた方が，いろんな場面で言

い方を変えたりとか。自分が解決するのでなくても，ちょっとはいい方

向にもっていってあげられるかなって。（中略）普段の様子が聞けると，

なんで今こうなのかなって流れがわかってくる（後略）。 
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いので、一回一回はみんなと打ち解けられるけど，なんとなくお客さん

的な意識がある。とりあえずこの一回を乗り切ろうって思いながら入っ

ちゃうから。（中略）何でこの子たちこういう関係なんだろうとか，全然

わからないままに（中略）。でも，わかっていた方が，いろんな場面で言

い方を変えたりとか。自分が解決するのでなくても，ちょっとはいい方

向にもっていってあげられるかなって。（中略）普段の様子が聞けると，
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うかがい知ることができることが挙げられる。つまり、一人では詳細が把握

しきれない状況に直面したときに、支援ノートや支援ミーティングによる取

り組みを通じて、他の「支援者」の視点を通した情報を得ること、自らの視

点を拡げて対応することができると考えられる。 

 

3）「支援者」間での対応策の検討 

 ここでは、Ｘ自身『なんとなくはわかっているけれど（中略）気になる』

Ｌの様子について、『んーって言って黙ったまんま、そのままになる』という

発言をきっかけにして、三人の「支援者」でそれぞれの意見を出し合うこと

になった。Ｌの行動の背景には何かあるのではないかと考え、「支援者」間で

対応策を検討する場面である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
このように、X が今自分が気になっていること、対応に困っている状況を

言葉にする。この発言の『苦手ってあるじゃない？』という問いかけに、Z

は次のように応答する。 

 

 

 

②-978X～ T 先生(担任)のところに言いに行かないとか，お花のこと（掃

除の時間に L の仕事として割り当てられた，教室内の植物の水やり）を

言っても，んーって言って黙ったまんま，そのままになる。(中略)私もな

んとなくはわかっているんだけど（中略）それが，何に関わっているの

か，自分の責任感に関わっているのか，気になるところ。どういう風に

関わっていけば，それが出てくるだろうって。すぐにそこが成長しなく

ても，自分の中でそういうことが苦手ってあるじゃない？ 
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 Z は、X が語る内容から、自分が『苦手』と思う体験は、『失敗』の経験

と結びつくことを述べ、その状況を L の姿と結び付けて考え、『失敗』の経

験と関係があるのではないかと想像したことを話す。それに対して X は、以

下のようにさらに自分の見解を述べる。 

 

 

 

 

 

 

 
これに対し、さらに X は思いつく限りの『何で？』を言葉にし、X への『何

で？』に迫るための選択肢を投じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-989Z～苦手なことって，失敗したときに、「ダメだ」って思わない？

（中略）L ちゃんって，大人がいつも付いてるって意味では，とんでも

ない失敗をしたことってないんじゃないのかな。（中略）自分が係をやら

なくて，花がそれでダメになって，あのときああすればよかったってい

う経験って，たぶんそんなにないんじゃないかなって。 

②-1025X そこはそうなんだけど，私が疑問に思ったのは，そういうと

ころをどうして苦手にするのかなって。（中略）実際 T 先生に相談に行く

のは，別に失敗でもないし，悪いことでもないし，（中略）それを避けた

がるのは何でなのかなって。 
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これに対し、さらに X は思いつく限りの『何で？』を言葉にし、X への『何

で？』に迫るための選択肢を投じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-989Z～苦手なことって，失敗したときに、「ダメだ」って思わない？

（中略）L ちゃんって，大人がいつも付いてるって意味では，とんでも

ない失敗をしたことってないんじゃないのかな。（中略）自分が係をやら

なくて，花がそれでダメになって，あのときああすればよかったってい

う経験って，たぶんそんなにないんじゃないかなって。 

②-1025X そこはそうなんだけど，私が疑問に思ったのは，そういうと

ころをどうして苦手にするのかなって。（中略）実際 T 先生に相談に行く

のは，別に失敗でもないし，悪いことでもないし，（中略）それを避けた

がるのは何でなのかなって。 
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以上のように、お互いで知る限りの情報や考えを出し合いながら、X が感

じる支援上の疑問に対して、「支援者」間で何らかの仮説を作っていく。この

議論がしばらく続き、行き着いたのは以下の語りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議論を重ねた末に、X が『なんとなくは私もわかっているんだけど』と最

初は言葉にできなかったことを、Y が表現し、X が『そうそう』と同意して

②-1032Z～ 

例えば，説明ができないからとか？言葉にするのが面倒くさいって思

ってるとか？(後略) 
②-1035X～ 

それは X さんが予想していることで、ママもよくそういう言い方をす

るけど，本当にそうなのかなって不思議。（中略）私は，話してる中で選

択肢を出してあげるのね，彼女が説明が苦手なのはわかるから。（中略）

お花にしたら，手伝ってもらいながら全部見たいの？、それとも減らし

て全部を自分で見られることが大事なの？って聞くんだけど，その 2 つ

からも選ぶことをしないけれど・・・（後略） 

②- 1049Y～ 

（前略）完璧主義というか，理想があるのかなって感じがして。理想は

あるけれど，今まではお母さんが、これはこうしてって決めてくれるこ

とが多いから，それがそれなりに最善みたいな感じだったから。いざ選

択肢を迫られるとどうしたらいいのかわからなくなるのかなって思う。

（中略）失敗が怖いわけではないのに，どっちでもいいのに，自分の選

択なのに，そういう感覚がないっていう感じ？（後略） 
②-1060Z 

 そうそう，私もそんな感覚がする（後略）。 
 



 
 

 
 
102 特別支援教育に関わる支援員の役割理解に関する事例研究 
 

いる。この時点で、X の疑問に対する最終的な仮説が立てられたといえる。 

このような過程を経て、X が気になることが「支援者」間での対話と通し

て共通認識に至り、この後は、「このような状況になったら L に選択を迫る

だけではなく、『L はどう思うのか』を聞くことを意識して対応していく」と

いう「支援者」間の共通目標が設定された。 

この一連の対話から、具体的な問題や疑問を通して、「支援者」それぞれが

L の体験を思い返しながら対話を繰り返し、事態の背景を探り、仮説を共有

して対応策を練る過程がうかがえる。先行研究においても、特別支援教育に

関わる支援者らは、具体的且つ個別的な情報や支援方法についての共通理解

が必要であるという指摘がされている（境・都築、2012；山﨑、2012）。そ

のような共通理解は、情報共有としての支援ノートだけでは図ることができ

ない。互いに具体的且つ個別的情報を持つ支援者同士が集まって、発展的な

対話ができるように、意識的に支援ミーティング環境を設定することが求め

られるだろう。 

 

3 今後の課題 

以上、特別支援教育に関わる「支援者」からみた自らの役割の認識と、支

援ミーティングが支援者にもたらす意味を検討してきた。特別支援教育に関

わる「支援者」に関する先行研究は、質問紙やインタビューによって調査さ

れているものがほとんどであることに対し、本研究では、連携に取り組んだ

「支援者」らの実践から、「支援者」自身が作りあげていく「支援者」の役割

に注目した点に意義があると考えられる。 

しかし、ここでの分析に取り上げた実践は、「支援者」らが、試行錯誤で始

めた取り組みの中でも、初回の段階の一部を紹介するに留まった。そのため、

今後は、以下のような課題が挙げられる。 

第一に、「支援者」らが連携することが、支援対象児に与える影響を捉える

ことである。本研究では、連携の取り組みが「支援者」に与える意味を、支
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援ミーティングを体験した後の「支援者」の語りの中に見出そうとした。そ

のため、本研究では、支援対象となる L の変化は扱っていない。しかし、「支

援者」が現場に入り支援を行う目的は、L や学校現場の役に立つことである。

「支援者」に見られた変化が、L にも変化や成長をもたらしたときに、支援

の目的を達成することができると考える。そのため、今後は、「支援者」の連

携が支援対象児にもたらす効果を検討する必要があるだろう。 

第二に、支援ノートや支援ミーティングの方法の改善である。初回は全て

が手探りであり、やむを得ず 2 回に分けて支援ミーティングを行なった上に、

それぞれが長時間を要した。支援ノートや支援ミーティングを継続させるた

めには、「支援者」らにかかる負担も検討し、支援ノートや支援ミーティング

の方法に修正を加えていく必要がある。例えば、「支援者」が記録しやすい支

援ノートのフォーマットの工夫や、「支援者」らに内省をうながす対話的支援

ミーティングの設定が挙げられる。 

第三に、一般化の可能性である。本研究で扱った支援実践が、L 以外の支

援対象児への実践にも適用可能となるかを検討する必要がある。そのために

は、L とは異なる特別なニーズを持つ児童生徒への支援事例や、他の「支援

者」による支援事例への適用や、さらには「支援者」以外の教員や保護者等

を取り込んだ支援事例への適用を図り、一般化の可能性を検討する必要があ

るだろう。 

第四に、本研究では特別支援教育に関わる「支援者」らの連携に焦点を当

てたが、特別支援教育全体の連携システムを考えるにあたっては、学校の教

職員や保護者、他の特別支援教育に関わる専門家らとの連携の可能性につい

ても検討していかねばならないと考えられる。 
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