
はじめに

自閉症児の教育が、東京都杉並区立堀之内小学校で昭

和44年に始められて35年が経過している。この間に、自

閉症の原因についての研究が進められ、教育内容・方法

について、様々な研究、試みが、行われ、今日に至って

いる。

最近では、高機能自閉症が話題となっており、自閉症

児の教育においても新しい研究、試みが必要となってき

ている。

本稿では、1．自閉症児の教育の歩み、2．自閉症児の

教育の現状、3．自閉症児の教育の展望　について、資

料等をもとに、論を進めることとする。

なお、情緒障害と自閉症との関係、自閉症児と自閉児

など、時代とともに変わる用語の使い方についてもふれ

ることとする。

Ⅰ．自閉症児の教育の歩み

1．情緒障害と自閉症

文部科学省（平成12年までは文部省）は、従前から、

自閉症を情緒障害の一つのタイプとしてとらえてきてい

る。「就学指導資料」(1)では、次のように説明している。

（1）情緒障害とは

ア　情緒障害の概要

情緒障害とは、情緒の現れ方が偏っていたり、その

現れ方が激しかったりする状態を、自分の意思ではコ

ントロールできないことが継続し、学校生活や社会生

活に支障となる状態であるといえる。

情緒が激しく現れることは、一般の子供や大人にも起

こることであるが、多くは一過性であり、すぐに消滅す

るのでほとんど問題にされることがない。しかし、それ

が何度も繰り返され、極端な現れ方をして、社会的な不

適応状態をきたす場合がある。そのような状態にある

子供については、特別な教育的対応が必要である。

情緒障害の現れ方としては、自分自身が脅かされる

と感じるなどして、閉じこもるような傾向が強くなっ

たり、適切な対人関係が形成できなかったりする一方

で、他人を攻撃したり、破壊的であったりするような

行動も見られる。さらに、多動、常同行動、チックな

どとして現れる場合もある。

情緒障害の原因としては、従来から、主として人間

関係のあつれきなどの心理的な要因と、中枢神経系の

機能障害や機能不全が想定されており、そのいずれか

にあてはめることは困難であったが、自閉症及びそれ

に類するものの原因は、中枢神経系の機能障害や機能

不全であるとすることが定説になっている。

自閉症は、情緒障害の中にまとめられているが、原因

としては、心理的な要因ではなく中枢神経系の機能障害

や機能不全であることが定説となっている。

情緒障害教育の対象について、「就学指導資料」では、

次のように解説している。(2)

イ　情緒障害教育の対象

情緒障害教育の対象は、その障害により、社会的適

応が困難となり、学校などで集団活動や学習活動に支

障のある行動上の問題を有する児童生徒等であり、我

が国では、その原因や特性、特別な教育的な配慮や指

導の内容の違いから、おおよそ二つのタイプに分けて

いる。

第1のタイプは、発達障害に包括される障害である

自閉症及びそれに類するものにより、言語発達の遅れ

や対人関係の形成が困難であるため、社会的適応が困

難である状態である。

第2のタイプは、主として心理的な要因の関与が大

きいとされている社会的適応が困難である様々な状態

を総称するもので、選択性かん黙、不登校、その他の

状態（多動、常同行動、チックなど）である。

我が国が情緒障害という用語を初めて公的に用いた

のは、昭和36年に児童福祉法の一部が改正され、情緒

障害のある児童生徒等のために短期治療施設が設けら

れた時であり、その範囲は、人間関係のあつれきや他
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の心理的葛藤に起因する心理的な要因による情緒障害

を示す者であった。

情緒障害特殊学級が設けられるようになったのは、

昭和40年代の前半である。当時、自閉症の存在が注目

を浴びるようになり、その対応は、教育界の緊急の課

題であった。その現実的要請が情緒障害特殊学級の増

加を促してきた。その後、情緒障害特殊学級は、自閉

症、選択性かん黙、不登校などの児童生徒等を対象と

する学級として定着していった。

特殊教育に関する研究調査会の「軽度心身障害児に

対する学校教育の在り方（報告）」（昭和53年8月12日）

において「自閉、登校拒否、習癖の異常などのため社

会的適応性の乏しいもの、いわゆる情緒障害者につい

ては、必要に応じて情緒障害者のための特殊学級を設

けて教育するか又は通常の学級において留意して指導

すること。」と提言された。

このような経過により、現在、情緒障害特殊学級の

うち、小学校に設置される学級の多くは、自閉症等へ

の対応を中心としている。また、主として心理的な要

因によるものについては、情緒障害短期治療施設や病

院等（医療を必要とする場合）に設置されている情緒

障害特殊学級等において対応している場合がある。ま

た、中学校に設置される学級には、自閉症等への対応

を中心とする学級もあるが、不登校や選択性かん黙な

どの生徒を中心としている場合も多い。

以上のように、情緒障害と自閉症について解説してい

る。これらを要約すると次のようである。

① 自閉症は、情緒障害の中にまとめられているが、

発達障害に包括される障害で、心理的な要因の関与

が大きいとされている選択性かん黙等とは、異なる

ものである。

② 自閉症は、情緒障害特殊学級又は通常の学級で留

意して指導することとなっている。小学校の情緒障

害特殊学級の多くは、自閉症への対応を中心として

いる。

2．自閉症児の教育の歩み

（1）概要

自閉症児の教育を中心にまとめた歩みが、別表1である。

カナー、アスペルガーが自閉症を報告して8～9年後に、

我が国では、鷲見たえ子が自閉症を報告している。

自閉症児に対する学校での教育を進めるため、「自閉

症児親の会」が設立され、一方で、研究者、教職員を中

心とした「全国情緒障害教育研究会」が発足し、情緒障

害特殊学級の開設に向けて力が結集された。

学校教育法第75条（特殊学級の設置についての規定）

では、情緒障害、自閉症という障害が明確にされておら

ず、「6 その他心身に故障のある者で、特殊学級におい

て教育を行なうことが適当なもの」という項で、情緒障

害を読むこととなっている。

そのため、学校基本調査においては、「その他」「情緒

障害その他」として集計されており（昭和46年度～51年

度）、昭和52年5月1日の統計より情緒障害として明確に

示されるようになっている。

（2）情緒障害特殊学級の学級数、児童生徒数の推移

図1は、情緒障害特殊学級の学級数及び児童生徒の推

移を表わしたものである。

学級数は、昭和52年より増加の一途をたどり、52年と

平成15年を比較すると約10倍となっている。

児童生徒数については、52年から62年までは、年々増

加していたが、63年から平成4年までは、減少を続けた。

しかし、平成5年より増加に転じ、52年と平成15年を比

べると約5.3倍となっており、減少の底を打った平成4年

と15年を比較すると約2.1倍となっている。最近10年間の

情緒障害特殊学級の児童生徒数の増加は、小学生、中学

生全体の数が減少もしくは横ばいの中で、不思議な現象

ととらえることができる。（知的障害特殊学級及び知的

障害養護学校においても児童生徒数の増加がみられる。）

これらの児童生徒数の増加は、特殊学級及び養護学校の

教育の内容・方法が多くの人々に認められるようになっ

たものと考えられる。

（3）東京都杉並区立堀之内小学校に情緒障害特殊学級設

置

杉並区立堀之内小学校の情緒障害特殊学級について

「学校における自閉児指導」の中で次のように述べられ

ている。(3)

この堀之内小学校の情緒障害学級の対象児童は、当

初自閉症が主であった。特に普通学級に在籍して情緒

障害学級に通級して指導するというやり方を採用し

た。自閉症の原因がその養育の仕方にあるのではとい

う考えが強かった頃で、その情緒面に着目して、受容

的な指導が当初第一にあげられた。したがって、在籍

を普通学級におくことが原則とされ、『自閉児は、普

通学級で』というキャッチフレーズが自然に生まれて

いたくらいである。だから親によっては、自分の子に

対して自閉児との診断をしてもらいたいという傾向が

あり、その診断をもらうために、いくつかの病院を尋

ね歩いたともいわれていた。事実しばらく教育界では、
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1943 
1944 
1952  鷲見たえ子が自閉症を報告 
1961  情緒障害短期治療施設の開設 
1967  自閉症児親の会設立 
1968  全国情緒障害教育研究会発足 
1969  情緒障害特殊学級の開設 
  東京都杉並区立堀之内小学校 
1971  国立特殊教育総合研究所開所 
1973  国立久里浜養護学校開校 
1974  東京都が障害児の希望者全員就学を実施 
1978 ・ 「軽度心身障害児の学校教育の在り方について」（文部省） 
 ・ 「発達経過による自閉症臨床像の素描－“自閉症”診断の

ための手引き」（試案） 
（厚生省心身障害研究班） 

1979 ・ 養護学校教育の義務制の実施 
 ・ 盲学校、聾学校及び養護学校の学習指導要領の改訂 
1980  「精神薄弱養護学校における自閉児またはその疑いのある

児童生徒およびその処遇の実態についての調査」 
全国知的障害養護学校長会 

1981 
1982  「心身障害児に係る早期教育及び後期中等教育の在り方」

報告 
1989 ・ 盲学校、聾学校及び養護学校の学習指導要領の改訂 
 ・ 映画「レインマン」のヒット 
1995  障害者プラン－ノーマライゼーション7か年戦略－を発表 

総理府障害者対策推進本部 
1997 ・ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律 
 ・ 特殊教育の改善・充実について 
  （第一次報告・第二次報告） 
1998 ・ 長野パラリンピック開催 
 ・ 介護等体験特例法 
1999 ・ 盲学校、聾学校及び養護学校の学習指導要領の改訂　 

個別の指導計画 
 ・ 学習障害児に対する指導について 
  （最終報告） 
2001  「21世紀の特殊教育の在り方について（最終報告）」 
  　LD（学習障害） 
  　ADHD（注意欠陥／多動性障害） 
  　高機能自閉症 
2003  「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」 
  　 個別の教育支援計画 
  　 特別支援教育コーディネーター 
  　 校内委員会 
2004 ・ 国立久里浜養護学校が筑波大学附属久里浜養護学校とな

り、自閉症の教育に取り組むこととなる 
 ・ 中央教育審議会初等中等教育分科会に特別支援教育特別委

員会が設置され、特別支援教育の在り方について審議 
 ・ 障害者基本法の一部改正－交流と共同学習の推進－ 
 ・ 中央教育審議会「特別支援教育を推進するための制度の在

り方について」（中間まとめ）を公表 

カナーが自閉症を報告 
アスペルガーが自閉症を報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
機能障害、能力障害、社会的不利の国際分類 
ICIDH　WHOの試案 
 
国際障害者年 
精神薄弱者の世界会議への参加 

別表1　情緒障害教育のあゆみ 

日　　本 海　　　　外 
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自閉児は普通学級で指導するのが建て前のように思い

込んでいたくらいである。

－略－

それにしても堀之内小学校の実践は、その当時の全

国の関係者の注目の的であり、これから指導を始めよ

うとしている道府県では、まず堀之内小学校の実践の

見学に来ていた。

堀之内小学校の情緒障害学級は、当時、東京都教育委

員会が独自に行っていた、通級制を採用したのである。

このことが、東京都におけるその後の情緒障害学級の設

置運営に大きな影響を与えることとなる。

引用文の中に「自閉児」という言葉が使われている。

医学用語としては「自閉症」「自閉症児」が当初より使

われているが、教育用語としては、自閉症とその疑いの

あるもの（自閉傾向のあるもの）を含めて、「自閉」、

「自閉児」という用語が使われていた。

（4）情緒障害特殊学級における自閉症児の教育

自閉症児の教育について「学校における自閉児指導」

の中で、次のように述べられている。(4)

自閉児への通級指導は、画期的なことであった。し

かし、当時は障害児の学校教育の完全な義務化はまだ

実施されておらず、重度の自閉児が養護学校に就学す

ることもできない時期でもあった。その頃すでに難

聴・言語学級では通級による指導が行なわれていた。

地方では通級が交通の事情などでなかなか困難なた

め、精神薄弱学級と併設の固定の学級のほうが多く設

置された。1学級に担任が一人が文部省の基準である

から、精神薄弱学級に併設して情緒学級として設置す

れば2担任が配置される。事実自閉児は、その発達の

遅れが知的な学習におよび、普通学級の課程について

いくのが困難なことが多かったので、精神薄弱学級と

の併設が多くみられた。昭和48年からは、先の都情研

でも情緒障害学級の担任会を結成して実践研究が進め

られた。月1回各地の学級に集まってお互いの実践を

交換しあった。当初はまだ遊戯療法的な指導が主体で

あり、いわば、暗中模索の状態であった。医師・心理

学者などの指導的立場の方も自発的に夏の合宿に参加

され、熱心に討議に加わっていた。

養護学校の義務化が始まらない頃で、自閉児のため

の学級の傾向が強く、重度で表出言語もない児童が多

かった。そういった児童に対し情緒の受け入れを主と

した指導だけでいいのか、担任からも疑問がなされて

いた。

担任の中から大学の研修生になって研究する者も現

れ、指導の方法もまた検討を加えてきた。行動療法な

どの研修もなされるようになった。

情緒障害学級が自閉児の指導の先端を担った時代

は、義務化の到来からやや変化をみせてきた。

東京都の情緒障害特殊学級は、発足当初から、通級制

を中心としてきたのに対し、他の道府県では、固定制を

中心に設置を進めていた。（難聴学級は、昭和37年に通

級制で開設されている。）

情緒障害教育、自閉症児の教育については、関係者の

間で、さまざまな実践研究が行われていたが、文部省に

おいても、実験学校、教育課程研究指定校を指定し、小

学校における情緒障害児、自閉児の指導についての研究

を推進している。（別表2）

この中で、愛知県豊田市立挙母小学校では精神薄弱特
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期　　　　　間 学　　校　　名 テ　ー　マ（課題） 

昭和 46年度 ～ 48年度 

 55 ～ 57 

 58 ～ 60 

 61 ～ 63 

 59 ～ 61 

 62 ～平成 元 

平成 元 ～  3 

  2 ～  4

高岡市立下関小学校 

金沢市立瓢箪町小学校 

旭川市立日章小学校 

岡山市立石井小学校 

前橋市立桃井小学校 

豊田市立挙母小学校 

取手市立取手小学校 

川越市立中央小学校 

情緒障害児の教育内容・方法 

自閉児の教育内容・方法 

自閉児の指導内容・方法に関する研究 

自閉児の指導内容・方法に関する研究 

情緒障害児の指導内容・方法に関する研究 

情緒障害児の指導内容・方法に関する研究 

自閉児の指導内容・方法に関する研究 

情緒障害児の指導内容・方法に関する研究 

期　　　　　間 学　　校　　名 テ　ー　マ（課題） 

平成 7 年度  ～  8 年度 横浜市立八景小学校 情緒障害児の実態に即した通級による指導 
内容・方法に 

☆教育課程研究指定校

☆情緒障害教育に関する研究（文部省　実験学校） 別表2



殊学級と情緒障害特殊学級とが設置されており、両者の

連携、協力の在り方についても実践研究を進めた。

（5）精神薄弱特殊学級における自閉症児の教育

自閉症児の教育は、昭和44年より本格的にスタートし

たが、自閉症児の70～80％は、精神薄弱をともなうこと

から、情緒障害特殊学級のほかに、精神薄弱特殊学級、

精神薄弱養護学校において行われていた。

この間のことについて、「学校における自閉児指導」

では、次のように述べている。(5)

養護学校教育の義務制が実施される以前、自閉児は、

主として情緒障害特殊学級で教育を受けていたが、知

的障害を併せもつ場合には、その程度により、精神薄

弱特殊学級や精神薄弱養護学校で教育を受けている場

合もあった。たとえば、昭和47年4月、精神薄弱特殊

学級として開級した東京都墨田区立二葉小学校の学級

には、9名中6名の自閉症もしくは自閉的傾向と診断さ

れた児童が入級し、指導を受けていた。

また、昭和49年度より東京都教育委員会が実施した

障害児の希望者全員就学によって、東京都立の精神薄

弱養護学校、区市町村立の精神薄弱特殊学級（心身障

害学級）には、かなりの数の自閉児が就学したものと

思われる。なお、昭和53年当時、約9,900人の就学猶

予・免除者がいたが、この中にも自閉児が含まれてい

たものと考えられる。

昭和47年4月に開級した墨田区立二葉小学校の学級は、

自閉児が多かったが、情緒障害特殊学級ではなく、精神

薄弱特殊学級としてスタートした。その理由の一つとし

て、都内の情緒障害学級が、通級制をとっていたことで

あり、児童の実態から一日のほとんどの時間、すべての

時間を特殊学級で過ごす必要性があったからである。

（6）精神薄弱養護学校における自閉症児の教育

①　東京都立青鳥養護学校梅ヶ丘分教室における教育

梅ヶ丘分教室は、都立梅ヶ丘病院に入院している

学齢児の中から教育が可能な児童生徒に対して、病

院内に教室を設置して、昭和47年4月、小学部2学級、

中学部1学級で、開設された。

その概要を「青鳥30年」より抜すいすると次のよ

うである。(6)

（1）目標　本校の目標に準じ、更に次の目標を加

える。

児童生徒の障害の状況、病気に即した治

療教育をおこなう。

（2）学級編成

小学部－低学年、高学年の2学級編成（自閉症

児と精神薄弱児の混成学級）

中学部－精神薄弱児学級と登校拒否児学級の

複式学級）

（3）教育方針

① 情緒障害児の治療教育、重度精神薄弱児の

体力づくりに重点をおく。

② 登校拒否児については、治療と共に教科指

導をすすめる。

③　学校、病院と絶えず連絡をとりつつおこなう。

分教室は、6月に開級式を行い、指導を開始した。20

名の児童生徒の障害は、明らかではないが、教育可能と

思われる児童生徒（小学部21名、中学部11名）の障害は

自閉症12名、情緒障害5名、重度精薄4名、登校拒否5名、

てんかん4名、中度精薄2名となっている。

分教室の教育は、現在も続いており、LD、ADHD等

新たな障害に対する教育を先行的に試みている。

②　養護学校教育の義務制実施後

昭和54年4月（1979）、長年の懸案であった養護学

校教育の義務制が実施された。このことにより、養

護学校の教育、自閉症児の教育は、大きく変化した

のである。

精神薄弱養護学校の状況について、「学校におけ

る自閉児指導」では、次のように述べている。(7)

養護学校教育の義務制実施の課題の一つに、児

童生徒の心身の障害の重度化・重複化があげられ

た。この中には、自閉児の教育に対する課題も含

まれている。

昭和55年に全国精神薄弱養護学校長会がまとめ

た研究調査報告「精神薄弱養護学校における自閉

児またはその疑いのある児童生徒およびその処遇

の実態についての調査」では、次のような結果が

報告されている。

○ 全国の精神薄弱養護学校小学部中学部に5,263

人の自閉児が在籍しており、当時の児童生徒数

35,467人に対し、約14.8％に当たる。自閉児の全

児童生徒に対する割合をみると、10％未満の学

校が23％、10～19％が45％、20～29％が21％、

30％以上が11％である。

調査の結果の中には、知的障害養護学校におけ

る自閉児の指導に参考となる点が多い。
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○入学後、よい変化のあったもの　63.5％

○入学後の変化として目立っているもの「言語

についての問題」「生活習慣についての問題」

「多動及び社会的適応の問題」

○教育課程の面で、「全体的には日常生活指導に

重点をおいている」と回答した学校が87.7％で

ある。

○要望・課題として、「自閉児を重複障害児と認

定してほしい」「専門教員の養成に力を入れて

ほしい」「自閉児についての研究と情報の提供

を進めてほしい」「教職員定数を増やしてほし

い」「教育課程の編成に工夫が必要である」な

どが提示されている。

この研究調査は、昭和56年度に第二次調査が行

われ、報告がまとめられており、その概要は、次

の通りである。

○第一次調査で「特に指導が困難な子が一人～

二人いる」と回答した学校が85.8％あった。具

体的な困難性を第二次調査でまとめてある。

・言葉の発達の遅れに対する指導の在り方

・言語によるコミュニケーションの障害

・指示された行動ができない

・固執性（特定なものに対する興味の固執

・生活の流れのパターンを変えるのを嫌がる

・偏食、拒食、異食がみられる

・欲求や行動が阻止されるとパニックになる

・集団参加が困難

○自閉児の教育の充実のための条件整備につい

ては、次のようにまとめてある。

・専門家や医師による定期検診等、専門機関

との連携

・職員の共通理解による全校協力体制の確立

・個別指導に必要な教員の配置

・設備・備品費の増額

・教材・教具の開発

・早期治療施設の設置　等

昭和55・56年度にまとめられている調査結果の

中には、現在でも知的障害養護学校における自閉

児の指導に参考となるものが少なくない。当時の

課題がどのように解決され、新たな課題としてど

のようなことが生じているのか、再度調査する必

要もあろう。

養護学校教育の義務制の実施により、精神薄弱養護学

校の児童生徒の障害の状態は、重度・重複化し、自閉症

児もかなりの割合を占めるようになった。指導内容・方

法については、各学校等で、さまざまな実践研究が進め

られている。文部省においては、情緒障害教育、重複障

害教育に関する研究について実験学校を委嘱して、とく

に自閉症児の教育について、実践研究を進めている。

文部省実験学校の一覧は、別表3のようである。

（7）学校法人武蔵野東学園における自閉症児の教育

国公立の学校における自閉症児の教育が進められる中

で、学校法人武蔵野東学園における実践研究が注目をあ

びている。幼稚園、小学校、中学校さらには高等技術専

修学校と一貫した教育、障害のない幼児児童生徒との混

合教育により成果をあげている。
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期　　　　　間 学　　校　　名 テ　ー　マ（課題） 

昭和 49年度 ～ 51年度 愛知県立春日台養護学校 情緒障害児の教育内容・方法に関する研究 

文部省　実験学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別表3

☆情緒障害教育に関する研究

期　　　　　間 学　　校　　名 テ　ー　マ（課題） 

昭和 57年度 ～ 59年度 

 58 ～ 60 

 60 ～ 62 

 61 ～ 63 

 63 ～平成  2 

平成 元 ～  3 

  3 ～  5 

  7 ～  9

茨城県立勝田養護学校 

愛媛県立第三養護学校 

東京都立石神井養護学校 

和歌山県立はまゆう養護学校 

千葉県立市川養護学校 

岡山県立東備養護学校 

新潟市立養護学校 

青森県立青森第二養護学校 

精神薄弱・情緒障害 

精神薄弱・情緒障害 

精神薄弱・情緒障害 

精神薄弱・情緒障害 

精神薄弱・情緒障害 

精神薄弱・情緒障害 

精神薄弱・情緒障害 

精神薄弱・情緒障害・肢体不自由 

☆重複障害教育に関する研究



「武蔵野東学園の近況」により、学園のあゆみを抜す

いすると、次のようである。(8)

武蔵野東学園は、「心と体の健やかな子どもを育て

たい」という親の願いをこめて設立された武蔵野東幼

稚園〔1964年（昭和39年）・東京都武蔵野市〕からス

タートした学園である。開園時に志願者の中にいた自

閉児を受け入れたことがきっかけで、健常児と自閉児

の共学体制（『混合教育』）と、自閉児への愛と根気に

よる独自の教育（『生活療法』）が始まった。教育困難

といわれていた自閉児に教育の成果が表われるにつれ

て、全国から転居して入園する子どもも多くなった。

その後、卒園しても就学先で再び状態が悪くなる子ど

もがいることから、「武蔵野東幼稚園と同じ教育方針

の小学校を設立してほしい」という強い願いが親たち

から出てきた。この願いが創立者や教師の願いと一体

となり、大変な苦労を重ねて武蔵野東小学校〔1977年

（昭和52年）・武蔵野市〕が設立され、同様の事情から

6年後に武蔵野東中学校〔1983年（昭和58年）・小金井

市〕が、さらに3年後に自閉児が社会に出て行くため

に必要な仕上げの場としての武蔵野東技能高等専修学

校〔1988年（昭和61年）・武蔵野市〕が設立された。

（8）指導内容・方法の変遷

自閉症児の教育は、35年の歴史の中で、少しずつ変化

をしている。このことについて、「義務制施行記念－盲

学校・聾学校40年、養護学校10年－」の中で、次のよう

にまとめてある。(9)

ア　自閉児の指導

自閉症の原因についての研究が進むにつれて、その

教育の在り方は大きく変化してきた。指導内容・方法

の変遷は、大きく3期に分けられる。

〔第1期〕

－昭和40年代～50年代前半－

自閉症の原因を心理的なものと考え、情緒の安定、

母子関係の改善を図るため、児童・生徒を受容し、自

発性を尊重した。指導方法としては、プレイセラピー、

水治療法等が重視されていた。

〔第2期〕－昭和50年代－

自閉症の原因は、認知や言語等に関する脳の機能障

害の疑いが濃厚であるという研究報告が多く行なわれ

た。学習態勢や基本的行動様式の確立、認知・言語能

力の向上等が重視され、オペラント条件付けの技法を

取入れた積極的な指導が展開された。多くの学校で、

指導段階表、指導内容分類表などの作成が試みられ、

系統的・段階的指導が行なわれた。

〔第3期〕－昭和50年代後半～現在－

自閉症の原因は脳機能障害とする見方が一般的にな

り、第2期の指導がさらに充実・発展してきた。学習

内容の生活化を図るための指導として、領域・教科を

合せた指導の導入、指導の形態の工夫などが行なわれ

ている。

Ⅱ．自閉症児の教育の現状

自閉症児の教育の現状を教育の場により概観すると、

次のようである。

1．情緒障害特殊学級における教育

（1）情緒障害特殊学級の設置（別表4）

各都道府県における情緒障害特殊学級の設置状況

は、別表5のようである。

大阪、神奈川、北海道、愛知が、小学校・中学校と

もに学級数、児童生徒数が多いことが分かる。次いで、
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別表4 特殊学級数、特殊学級在籍児童生徒数及び担当教員数　－国・公・私立計－（平成15年5月1日現在）

区分 

学級 

12,170 

1,440 

579 

146 

421 

311 

6,317 

21,384

知 的 障 害 
 

肢体不自由 

病弱・虚弱 

弱　　　視 

難　　　聴 

言 語 障 害 

情 緒 障 害 

総　　　計 

人 

36,406 

2,594 

1,205 

183 

803 

1,151 

17,077 

59,419

学級 

6,002 

475 

261 

42 

187 

28 

2,542 

9,537

人 

18,489 

747 

455 

54 

342 

48 

6,379 

26,514

学級 

18,172 

1,915 

840 

188 

608 

339 

8,859 

30,921

人 

54,895 

3,341 

1,660 

237 

1,145 

1,199 

23,456 

85,933

小学校 

学級数 児童数 学級数 生徒数 学級数 児童生徒数 

中学校 合計 

 

 

 

 

22,692

担当教員数 

小学校 

 

 

 

 

10,245

中学校 

 

 

 

 

32,937

合計 



兵庫、埼玉、茨城、長野で、茨城、長野は、中学校の

方が上位にランクされている。

一方、設置の少ないところは、山梨、佐賀、沖縄、富

山、宮崎などであり、予想外に少ないのが東京である。

一学級当たりの児童数をみると東京が5人以上で、

大阪、埼玉が4人以上、3人以上のところは、愛知、茨

城である。中学校では、やはり東京が5人以上で、大

阪、愛知、長野、茨城、埼玉は3人以上である。一学

級当たりの児童生徒数が少ないことは個別の指導、対

応を徹底するには、メリットであるが、社会性を培う、

集団で活動することについては、課題となる。

①　知的障害特殊学級と併置されている場合

情緒障害特殊学級と知的障害特殊学級とが併置さ

れている場合には、学習の内容によってさまざまな
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別表5 情緒障害特殊学級設置状況　　　　　　　　　　（平成15年5月1日）

小　　学　　校 

学級数 

大　阪 

神奈川 

北海道 

愛　知 

兵　庫 

埼　玉 

茨　城 

長　野 

宮　城 

千　葉 

東　京 

秋　田 

岩　手 

大　分 

長　崎 

宮　崎 

富　山 

沖　縄 

佐　賀 

山　梨 

658 

678 

445 

353 

346 

165 

219 

166 

215 

162

18 

58 

35 

39 

38 

35 

29 

24 

20 

23

2,848 

1,982 

1,132 

1,099 

733 

704 

697 

463 

431 

398

96 

95 

91 

89 

81 

62 

60 

56 

50 

42

児童数 

中　　学　　校 

学級数 

大　阪 

神奈川 

北海道 

愛　知 

長　野 

茨　城 

埼　玉 

兵　庫 

千　葉 

広　島 

鹿児島 

東　京 

岩　手 

佐　賀 

長　崎 

大　分 

沖　縄 

宮　崎 

山　梨 

富　山 

262 

277 

220 

138 

122 

107 

79 

119 

63 

78

11 

5 

11 

6 

10 

9 

7 

9 

7 

2

902 

669 

522 

445 

384 

348 

300 

290 

169 

157

28 

25 

21 

15 

14 

13 

13 

12 

10 

3

生徒数 

人 人 

1学級当たりの児童数 1学級当たりの生徒数 

4 人以上 

3 ～ 4人 

2 ～ 3人 

大阪 埼玉 

愛知 茨城 

神奈川 北海道 

兵庫 長野 

宮城 千葉 

5 人以上 

4 ～ 5人 

3 ～ 4人 

2 ～ 3人 

 

 

1 ～ 2人 

東京 

 

 

岩手 大分 

長崎 富山 

沖縄 佐賀 

秋田 宮崎 

山梨 

5 人以上 

4 ～ 5人 

3 ～ 4人 

2 ～ 3人 

1 ～ 2人 

東京 

 

 

鹿児島 佐賀 

岩手 長崎 

大分 沖縄 

宮崎 山梨 

富山 

3 ～ 4人 

 

 

2 ～ 3人 

大阪 愛知 

長野 茨城 

埼玉 

神奈川 北海道 

兵庫 千葉 

広島 



集団が構成され、一人一人の児童生徒にとって有効

な学習の場となる。

ア　体育・音楽等、活発な活動が展開できる。

イ 「自立活動」の指導など、自閉症の特性に応じた

指導を取り入れることができる。

「自立活動」は、盲学校、聾学校、養護学校に特

有な教育課程編成の領域の一つであり、自閉症児

の指導にも参考として使われている。ここに示さ

れている内容だけでなく、自閉症児の障害の状況

に応じた内容を各学級で工夫している。(10)

第5章　自立活動

第1 目　　標

個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害に基づ

く種々の困難を主体的に改善・克服するために必要

な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の

調和的発達の基盤を培う。

第2 内　　容

1 健康の保持

（1）生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。

（2）病気の状態の理解と生活管理に関すること。

（3）損傷の状態の理解と養護に関すること。

（4）健康状態の維持・改善に関すること。

2 心理的な安定

（1）情緒の安定に関すること。

（2）対人関係の形成の基礎に関すること。

（3）状況の変化への適切な対応に関すること。

（4）障害に基づく種々の困難を改善・克服する意

欲の向上に関すること。

3 環境の把握

（1）保有する感覚の活用に関すること。

（2）感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。

（3）感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に

関すること。

（4）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関

すること。

4 身体の動き

（1）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

（2）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に

関すること。

（3）日常生活に必要な基本動作に関すること。

（4）身体の移動能力に関すること。

（5）作業の円滑な遂行に関すること。

5 コミュニケーション

（1）コミュニケーションの基礎的能力に関すること。

（2）言語の受容と表出に関すること。

（3）言語の形成と活用に関すること。

（4）コミュニケーション手段の選択と活用に関す

ること。

（5）状況に応じたコミュニケーションに関すること。

ウ 国語、算数・数学などの教科の学習を「個別の

指導計画」に基づいて行うことができる。

「個別の指導計画」は、盲学校、聾学校、養護学

校の学習指導要領に示されており、養護学校、特

殊学級で作成され、授業で使われている。その概

要は、下記のようである。(11)

30 個別の指導計画

個別の指導計画は、盲・聾・養護学校において、従

来から作成され、指導に活用されてきている。

今回の学習指導要領の改訂により、重複障害者の指

導、自立活動の指導について、「個別の指導計画を作

成すること。」が明記された。

個別の指導計画が求められるようになった背景に

は、社会の変化、保護者の変化、教師・学校の変化等

があると考えられる。

個別の指導計画の作成については、家庭との連携、

協力が必要であるが、さらに一歩進めて、学校と家庭、

教員と保護者が、子どもの教育について共通理解を深

め、いっしょに作ることが望まれる。

東京都の養護学校、特殊学級では、すでに学校と家

庭が協力して、個別の指導計画を作成し、指導を展開

して、成果をあげている学校もある。

個別の指導計画の作成については、各学校が、児童

生徒の実態に基づいて内容、様式等を工夫する必要が

ある。

すでに個別の指導計画を作成して指導に当たってい

る学校においては、よりよい指導計画の作成を目指す

ことである。これから個別の指導計画を検討し、作成

する学校においては、先行している学校の個別の指導

計画等を参考に、各学校の児童生徒の実態にふさわし

いものを工夫することである。

個別の指導計画は、定型があるわけでなく、児童生

徒の学習が効果的に進められるものであれば、いろい

ろな内容、様式のものが作成できるのである。

指導計画作成の手順は、次のように考えることがで

きる。

大南：自閉症児の教育の現状と今後の展望
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個別の指導計画を作成するに当たっては、次の点に

留意する。

①　児童生徒のニーズを適切に反映させる。

②　保護者のニーズを適切に反映させる。（作成に

保護者も参画する。保護者とともに作成する。）

③　医師等関係者の意見を考慮する。

④　目標、内容を具体的に表現する。

②　情緒障害特殊学級のみ設置されている場合

ア　通級の学級の授業にかなり参加している場合

知的障害がほとんどなく、基本的生活習慣がほ

ぼ年齢相応に身についており、集団への参加がで

きる場合に、通常の学級の授業にかなり参加でき

る児童生徒がいる。情緒障害特殊学級での指導と

適切に組み合わせることにより、効果的な学校生

活を組み立てることができる。情緒障害特殊学級

での指導は、「自立活動」の指導や国語、算数な

どの教科の指導あるいはその補充的な指導が中心

となる。

イ　情緒障害特殊学級の指導が中心となる場合

基本的生活習慣が十分身についていなかった

り、集団への参加ができなかったり、心理的に安

定しない状態であったりする場合には、情緒障害

特殊学級において、基本的生活習慣の習得、「自

立活動」の指導等、児童生徒の障害の状態に応じ

た指導を徹底することである。

2．通級による指導（通級指導教室）における教育

（別表6）

通級による指導は、平成4年4月から試行的に行われ、

平成5年4月より本格実施になっている。学校教育法施

行規則第73条の21～22に根拠となる規定があり、第73

条の21に対象となる障害が定められ、情緒障害もその

対象となっている。

別表7のように通級による指導は、全都道府県で行

われているものではなく、平成15年5月現在、北海道を

はじめ20の道府県で情緒障害の対象がないのである。

通級による指導を実施している都府県にも、対象と

児童生徒の実態の把握 

目標の設定 

年間指導計画の作成等 
・年間の個別の指導計画 
・学期ごとの個別の指導計画 
・週，月単位程度の個別の指導計画 

年間指導計画等の評価 
・指導計画の評価 
・児童生徒に対する評価 
・教師の指導に対する評価 

（「障害のある児童・生徒のための個別指導計画Q＆A」　
東京都教育委員会を参考に作成） 

指導の展開 
・実際の指導 
・指導記録 
・評価 

家庭生活表 

学校生活表 
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別表6 通級による指導の実施状況（「特別支援教育資料」文部科学省）

区　分 小学校 

27,599人 
（84.3％） 

3,619　 
（11.1％） 

150　 
（0.5％） 

1,348　 
（4.1％） 

0　 
（0.0％） 

6　 
（0.0％） 

32,722　 
（100.0％） 

119人 
（12.8％） 

565　 
（60.8％） 

12　 
（1.3％） 

233　 
（25.1％） 

1　 
（0.1％） 

0　 
（0.0％） 

930　 
（100.0％） 

27,718人 
（82.4％） 

4,184　 
（12.4％） 

162　 
（0.5％） 

1,581　 
（4.7％） 

1　 
（0.0％） 

6　 
（0.0％） 

33,652　 
（100.0％） 

中学校 計 

言  語  障  害 

四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100％にならない。（平成15年 5月 1日現在） 

情  緒  障  害 

弱　　　　　　視 

難　　　　　　聴 

肢  体  不  自  由 

病弱・身体虚弱 

総計 
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東　京 

神奈川 

兵　庫 

群　馬 

福　岡 

岡　山 

埼　玉 

栃　木 

長　崎 

島　根 

1,189 

453 

201 

200 

177 

155 

145 

144 

119 

103

熊　本 

鹿児島 

福　井 

岐　阜 

宮　崎 

山　梨 

香　川 

青　森 

新　潟 

愛　媛 

48 

46 

41 

35 

27 

25 

25 

23 

7 

5

小　学　校 

児　童　数 

小学校に対象者 
がいない 

北海道 岩手 

宮城 秋田 

山形 福島 

石川 長野 

静岡 三重 

滋賀 京都 

奈良 和歌山 

鳥取 徳島 

香川 高知 

佐賀 大分 

沖縄 

東　京 

神奈川 

福　岡 

兵　庫 

愛　知 

福　井 

栃　木 

島　根 

群　馬 

新　潟 

319 

52 

35 

32 

30 

27 

21 

16 

13 

10

千　葉 

山　梨 

青　森 

7 

2 

1

中　学　校 

生　徒　数 

中学校に対象者 
がいない 

小・中学校ともに 
対象者がいない 

茨城 埼玉 

富山 岐阜 

大阪 岡山 

広島 山口 

愛媛 長崎 

熊本 宮崎 

鹿児島 

 

北海道 岩手 

宮城 秋田 

山形 福島 

石川 長野 

静岡 三重 

滋賀 京都 

奈良 和歌山 

鳥取 徳島 

香川 高知 

佐賀 大分 

沖縄 

別表7 通級による指導の実施状況

－情緒障害－　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年5月1日

言語障害 情緒障害B 弱　　視 難　　聴 肢体不自由 病弱・身体虚弱 合計G B／G（％） 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003

9,654 

11,183 

13,488 

16,638 

19,217 

20,461 

21,944 

23,290 

24,850 

26,453 

27,718

1,337 

1,611 

1,858 

1,934 

2,158 

2,320 

2,458 

2,660 

3,086 

3,520 

4,184

108 

106 

132 

144 

155 

152 

144 

146 

160 

173 

162

1,141 

1,137 

1,206 

1,275 

1,389 

1,403 

1,369 

1,420 

1,466 

1,610 

1,581

5 

7 

6 

5 

5 

6 

7 

7 

3 

3 

1

14 

24 

12 

10 

4 

0 

0 

24 

0 

8 

6

12,259 

14,069 

16,700 

20,006 

22,928 

24,342 

25,922 

27,547 

29,565 

31,767 

33,652

10.9 

11.5 

11.1 

9.7 

9.4 

9.5 

9.5 

9.7 

10.4 

11.1 

12.4

別表8 通級による指導を受けている児童生徒数の推移　　　　　　（毎年5月1日現在　文部省）



する児童生徒数に大きな差がある。

情緒障害特殊学級の学級数、児童生徒数では、全国

で少ない位置であった東京が、他の道府県よりかなり

多い児童生徒を対象としている。

別表8のように通級による指導を受けている児童生徒

数の推移を開始した年から見ると11年間で、児童生徒

数は、約2.8倍に増加している。言語障害が圧倒的に多

く、次いで情緒障害で、全体の10％前後で推移している。

3．知的障害特殊学級における教育

個別の指導計画をもとに、知的障害児と同じ活動をし

ている。

国語、算数・数学といった教科別の指導や生活単元学

習、日常生活の指導、作業学習などの領域・教科を合わ

せた指導（領域を合わせた指導）の授業をいっしょに受

けることが多いといえる。

また、国語、算数・数学、自立活動の授業を一人また

は二～三人のグループで、個別に展開しているところも

ある。

領域・教科を合わせた指導は、知的障害教育において

伝統的に展開されており、学校教育法施行規則第73条の

11の第2項の規定が根拠となっている。(12)

6 各教科、道徳、特別活動及び自立活動の全部

又は一部を合わせて指導計画を作成すること

知的障害養護学校においては、各教科等の内容をそ

れぞれ時間を設けて授業を行うこともあるが、知的障

害児の学習上の特性を考慮して、従来から、領域・教

科を合わせた指導として、日常生活の指導、生活単元

学習、作業学習等を教育課程に位置づけ、授業を展開

してきている。

1 領域・教科を合わせた指導（領域を合わせた指導）

について

学校教育法施行規則第73条の11の②に次のような規

定がある。

「養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、

知的障害者を教育する場合において特に必要があると

きは、各教科、道徳、特別活動及び自立活動の全部又

は一部について、合わせて授業を行うことができる。

盲学校、聾
ろう

学校又は養護学校の小学部、中学部又は高

等部において、当該学校に就学することとなった心身

の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童又は生

徒を教育する場合についても、同様とする。」

この規定は、昭和38年に初めて知的障害養護学校の

学習指導要領が制定された際に設けられ、以来、知的

障害養護学校の教育に活用され、成果をあげてきてい

る。

2 指導計画の作成

（1）日常生活の指導

児童生徒の日常生活が充実し、高まるように日常生活

の諸活動を適切に援助するのが日常生活の指導である。

日常生活の指導は、生活科の内容だけでなく、国語、

算数、音楽、道徳、自立活動など、いろいろな教科等

にかかわる広範囲の内容が取り扱われる。例えば、衣

服の着脱、手洗い、用便、食事等の基本的生活習慣の

内容、あいさつ、言葉づかい、きまりを守ること等、

集団生活をする上で必要な内容が取り上げられる。

指導計画は、全体のものと、個別のものを作成する

必要がある。また、日常生活の指導の内容は、家庭と

の連携、協力が不可欠のものが多いため、家庭の理解

と協力を得る必要がある。

（2）生活単元学習

生活単元学習は、生活上の課題処理や問題解決のた

めの一連の目的活動を組織的に経験することによっ

て、自立的な生活に必要な事柄を実際的・総合的に学

習できるようにする指導の形態である。

単元は、学校行事を中心としたもの、地域等の行事

を中心としたもの、トピック的な出来事を中心とした

ものなどがある。

指導計画は、単元の配列、指導内容、活動の場の設

定、個別の目標、課題等について工夫して、作成する

ことが大切である。

（3）作業学習

作業学習では、作業活動を学習活動の中心にすえ、

生徒の働く力ないし生活する力を高めることが意図さ

れる。

指導計画の作成に当たっては、作業種目の特徴、作

業工程、機械、道具、補助具、個別の目標、課題等に

ついて、十分検討する必要がある。

4．知的障害養護学校における教育

（1）知的障害児とともに活動する場合

多くの養護学校においては、自閉症児と知的障害児

とがともに活動することを基本に指導を進めている。

近年、個別の指導計画に基づいた指導が定着しつつあ

り、自閉症児の特性に応じた指導が展開されている。

また、一部の養護学校においては、個別学習の時間

を設け、自閉症児一人一人にプログラムを作成し、指

導をすすめている。

（2）自閉症児の学級を編成して指導する場合

一定期間、自閉症児の学級を編成して指導を進めて
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いる学校もある。例えば、東京都立中野養護学校では、

小学部の約半数の学級が、自閉症児で、編成されてい

る。最近東京都の知的障害養護学校においては、50％

に近い自閉症児が在籍している。とくに小学部におい

てこの傾向が顕著である。

☆自閉症児との接し方について

介護等体験ガイドブック「フィリヤ」では、自閉症児

との接し方について、次のように解説している。(13)

自閉症は脳に何らかの原因があるとされる発達障害

で、養護学校には3～4割程度在籍しているといわれて

います。

その障害特性は

① 社会的な相互交渉の質的な障害（親密で安定した

情緒的関係、友達関係等を築くことが困難）

② コミュニケーション機能の質的な障害（言語発達

遅滞、会話継続能力の障害、反復的・独特な言語等）

③ 活動と興味の範囲の著しい限局性（習慣や儀式へ

のこだわり、異常なほど強くかつ狭い興味等）

であり、このため自閉症児は自分の気持ちを伝えたり、

相手の気持ちをくみとることがとても苦手です。行動

も自分勝手にみえることがあります。言葉のしゃべり

方やコミュニケーションのもち方、人やものごとへの

適切な関わり方を習得することが容易でないという事

を理解してください。聴覚（音）過敏な人もいます。

しかし、視覚的な手がかりに対しては比較的に情報

を受け入れやすいという特徴があり、話し言葉だけに

限らずに文字や絵カード、写真、具体物などを使って

コミュニケーションを支援していくことは大切です。

また、自閉症児に分かりやすい環境を整えて援助し、

場所や物の意味を伝えていく努力をしていくことも効

果的です。できるだけ手順や方法を具体的に、何を、

いつ、どのくらいすればよいか等を明確に伝えていき

ましょう。また、自閉症児も障害の程度・特性等の状

態が一人一人異なります。一人一人の個性を大切にし

ましょう。

（3）自閉症児に関する実践研究

自閉症児に対する関心が高まる中で、知的障害養護

学校においては、文部科学省、都道府県教育委員会の

研究指定を受ける他に、学校としての実践研究を続け

ているところもある。

平成15年度の例が別表9である。

5．通常の学級における教育

通常の学級においては、自閉症児に対し一般的には、

留意して指導することとなっている。

①　通級指導教室（学級）との連携、協力による指導

東京都の情緒障害特殊学級のほとんどは、通級制

をとっており、通級している児童の在籍学級との連

携、協力を進めている場合がかなりある。

個別の指導計画を双方で作成し、通常の学級にお

ける指導の充実を図っているところもある。

② 校内研修により学校全体で自閉症児の理解と認識

を深めることにより、自閉症児の指導に当たってい

る学校もある。
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別表9 自閉症児に対する指導の実施状況

学　校　名 研　究　課　題（テーマ） 

北海道　北大附属 最適な支援をめざした学校教育の創造　　― 自閉症児への支援を切り口にして ― 

　　　　平取 「一人一人に応じた支援の最適化」の研究　　― 自閉症児への支援 ― 

東京　　小金井 自閉症教育の充実 

　　　　中野 小・中学部　自閉症試行学級 

大阪　　豊中 個に応じた教育の充実　　― 自閉症児に関する指導の研究 

　　　　寝屋川 指導内容・方法の充実　　― 作業学習、パソコン、自閉児、性教育 ― 

徳島　　鳴教大附属 文 自閉症児のための指導プログラムの開発 

　　　　国府 自閉症児への指導プログラム 

全国盲・聾・養護学校実態調査 
平成15年4月1日現在 

全国知的障害養護学校長会　他 ） （ 



6．学校法人武蔵野東学園における教育

「武蔵野東学園の近況」には、教育の特色等が、次の

ように説明されている。(14)

◎教育の特色

学園の最大の特色は、健常児と数多くの自閉児が共

に学ぶ『混合教育』と、自閉児の自立を促進する『生

活療法』であり、また、自閉児や健常児にみられるそ

の教育成果の大きさにある。成果の一端を挙げると次

の通りである。

○平成12年度（2001年3月卒業）までに高等専修学

校を卒業した自閉児357名、その企業等への一般

就労は188名（53％）、作業所等への福祉就労は

120名（34％）、専門学校等の上級校への進学者は

39名（11％）。教育は困難といわれている自閉児

であるが、幼児期の身辺自立から始まりそして生

活自立へ、さらに社会自立へとの一貫教育の成果

は、上記の数値が物語っており、この成果は世界

のどこにもみられないものである。

○自閉児とたえず接している健常児は、障害のある

友だちに対する接し方や心構え（「生きた福祉の

心」）を自然に身につけるだけでなく、自閉児の

努力する姿に刺激されて、自己の可能性の極限に

挑戦する気構えが育っている。中学生を例にとれ

ば、学習と部活動またはボランティア活動などを

両立させつつ、難関校といわれる都立・私立高校

に多くの者が合格するなど全員が高校進学を果た

している。部活動における成果も顕著であり、器

械体操部・ダンス部・マーチングバンド部など

が、関東大会や全国レベル大会に出場し優秀な成

績をあげている。学園の一貫教育の成果は、自閉

児・健常児を問わず社会からも認められている。

武蔵野東学園の在籍者数は、平成13年5月現在、別表

10のとおりである。

全在籍者に対する自閉児の割合は、約26％である。

7．筑波大学附属久里浜養護学校における教育

久里浜養護学校においては、これまで、重度・重複

障害児の教育についての先行的な実践研究を続けてき

たが、平成16年4月より、自閉症児の教育について専

門的な実践研究を行うこととなっている。

平成16年5月現在の在籍者は、次のようである。

幼稚部　　　13 名　うち自閉症児 9 名

小学部　　　31 名　うち自閉症児　27 名

Ⅲ．自閉症児の教育の展望

自閉症児の教育の歩み、現状を踏まえ、将来を展望す

るのであるが、筆者は、「自閉症児の教育と支援」(15)にお

いて、自閉症教育に対し、次のような提言をしている。

11 自閉症教育への提言

自閉症児に対する教育は、情緒障害特殊学級、知的

障害特殊学級、知的障害養護学校等で行われてきてい

る。よりきめ細かく、適切に行うために提言する。

１ 情緒障害教育における自閉症教育の位置づけの明

確化

学校教育においては、長年、自閉症を情緒障害に

含めてきたが、場面緘黙等のいわゆる心因性の情緒

障害と自閉症を明確に区別し、自閉症児に適切な就

学相談、学級経営、指導内容・方法等を充実する。

２ 知的障害養護学校における自閉症児の学級の設置

と個別の指導計画に基づいた指導の確立

自閉症児の教育について知的障害教育は、多くの

貢献をしてきているが、自閉症児によりふさわしい

教育を進めるために、特別の学級（例、重複障害学

級）を設け、個別の指導計画に基づいたきめの細か

い指導を進める。

３ 総合養護学校における自閉症教育の位置づけ
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別表10

幼　稚　園 

小　学　校 

中　学　校 

高等専修学校 

合　　計 

606 

549 

264 

205 

1,624

315 

334 

183 

155 

987

291 

215 

81 

50 

637

50 

170 

104 

93 

417

37 

151 

86 

80 

354

13 

19 

18 

13 

63

（武蔵野東学園の近況　2001. 5. 10） 

計 男　子 女　子 
計 男　子 

左の在籍者のうち自閉児 

女　子 



国、都道府県において、総合養護学校、総合学園

の設置について検討されている。その中に自閉症児

の専門的な教育部門を加える。

４　自閉症児を対象とした学校の設置

（2、3の内容との関連において）

イギリス、デンマーク等には、自閉症児の学校が

設置され成果をあげている。自閉症児の特性に応じ

て、必要な時期に、必要な時間、特別に用意された

環境で教育を進める学校の設置が必要である。

５　通級による指導の拡大

平成13年5月現在、通級による指導を受けている

情緒障害児は、3,086人で、自閉症児の割合が高い

と思われる。1万人程度が、通級による指導の対象

と考えられる。自閉症児の通級による指導内容・方

法を充実する。

６　巡回による指導、スーパーバイザーの導入

高機能自閉症児を中心に、教員が、小・中学校を

巡回して、普通学級においてTTによる指導、学級

担任への支援など、巡回による指導を確立する。ま

た、個別の指導計画の作成、保護者への支援、校内

研修などにアドバイスのできるスーパーバイザーの

導入を検討することである。

平成13年1月に「21世紀の特殊教育の在り方について

（最終報告）」が出され、続いて平成15年3月に「今後の

特別支援教育の在り方について（最終報告）」がまとめ

られ、特殊教育から特別支援教育への移行（転換）が始

まっている。

特別支援教育の中で、自閉症児の教育をどのように考

えるのか、次のように提言をまとめる。

１．個別の教育支援計画の作成

個別の支援計画を幼児期から作成するが、それを引継

いで、個別の教育支援計画を保護者を含めた関係者で作

成する。

（1）幼児から成人までのこれまでの記録を整理、分析

する。

（2）保護者、医療関係者、福祉関係者と教育の関係者

が、情報をもちより、個別の教育支援計画を作成する。

（3）幼児期、学齢期、成人と年齢段階ごとに支援計画

を作成し、とくに、小学校、中学校、特別支援教室、

高等学校、特別支援学校での指導が適切に行われる

ように具体化する。

２．特別支援学校における自閉症児の指導

（1）パイロットスクール、モデルスクールとなる自閉

症児を中心とした学校を設置する。

（2）特別支援学校において自閉症児のための教育部門

を設ける。

（3）知的障害を併せ有する自閉症児が多いことから知

的障害教育部門との連携、協力を密にする。

３．特別支援教室における自閉症児の指導

（1）週のうちの多くの時間、ほとんどの時間を特別支

援教室で学習することが必要な児童生徒のための教

室

知的障害を併せ有する自閉症児、集団参加が十分

でない自閉症児等が、必要とする教室である。

（2）週のうちの一定の時間を特別支援教室で学習する

ことが必要な児童生徒のための教室

現在の通級による指導では、8時間までと通級す

る時間に制約がある。児童生徒の状態により柔軟に

対応できるようにする。

（3）週のうちの限られた時間を特別支援教室で学習す

る必要がある児童生徒のための教室

４．小学校、中学校の教職員、保護者に対し、特別支援

教育の意義、目的等についての理解と認識が深まるよ

うにする。

５．幼稚園、保育所、高等学校の教職員、職員、保護者

が、特別支援教育について、理解と認識を深めるよう

にする。

６．自閉症児の学校卒業後の働く場、生活の場について、

長期的なプランを作成し、実施する。
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