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2 SENの考え方とSENDの現在 

3 SENからSENDへの変化の過程 

4 Gainfordの小学校における 
                     インクルージョン  

1 インテグレーションとインクルージョン 

内 容 

   合理的配慮と教材教具 

障害者の人権･基本的自由の共有の
確保、障害者の固有の尊厳の促進 

障害者の権利に関する条約 

実現のための措置を規定 

・インクルーシブ教育の推進 
・障害に基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定を含む）の禁止 
・障害者の社会への参加・包容の促進 
・条約の実施を監視する枠組みの設置、等 

我が国は2007年署名、2014年1月批准 
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学校教育法施行令第22条の3

（就学基準）に該当する子どもは 

原則特別支援学校へ 

⇒就学基準に該当することは 

特別支援学校に入学するため
の必要条件や判断基準の１つ 

認定就学者 

障害のない人
の社会 

特別支援学校 

Integration 

共生社会 

特別支援学校 

認定特別支援学校就学者 

2013年9月 学校教育法施行令の一部改正より 

Inclusion 

日本の教育制度への反映 Special Educational Needs(SEN)の考え方 

学習の壁に直面した子どもは、しばしば彼らの学習を支援する付加的な
教育的介入 (Additional Educational Intervention）を必要とする。 

School Action Plus 

Statement 

Code of Practice  実施規則 

Statutory Assessment 

Outside professionals 

Regular Education 

School Action 

Individual Educational Plan 

 Education Act (1996)による、 

「学習における困難さ(Learning Difficulty)」の定義 
a) 同年齢の子どもと比べて学習において有意に困難さがある  
b) 学校又は学校にある施設設備を十分に利用できない困難さがある 
c) 義務教育学校に就学する年齢以前で、上記のa),b)の状態になる可能性がある 

法定アセスメント 

外部専門家 

個別の教育計画 

法的拘束力 

SENからSENDへ 

。 メインストリームへのフルインクルージョンが教育からの 
エクスクルード(排除）になることもある。 

 
両親には、インクルーシブ教育を拒否する付加的権利がある（p6） 

Children & Families Act 2014  

地方行政当局（Local Authorities)は、2014年9月1日から 
SENのStatementをEducation, Health and Care(EHC)  
Planに置き換え、Local Offerを公表する義務を負う。 

政府は、Independent Support 基金を設立し、 
両親を支援する。 

Special Educational Needs(SEN)の情報 

Center For Studies on Inclusive Education  
http://www.csie.org.uk/inclusion/education-

disability.shtml 

http://www.autismuk.com/?page_id=1003 

 for Early Years 
 http://www.plymouth.gov.uk/documents-idpautism.pdf 

The National Strategies Inclusion Development Programme 

 for Primary and Secondary 
http://www.idponline.org.uk/downloads/ps-besd.pdf 

http://www.councilfordisabledchildren.org.u
k/media/787249/informationsheetparentsm
bullfinaldocv2web.pdf 

http://www.councilfordisabledchildren.org.u

k/news/january-june-2015/getting-in-touch-

with-your-local-independent-supporter 

 INDEPENDENT SUPPORT: INFORMATION FOR PARENTS  

Council for Disabled Children’s website  

教育における障害のある人への差別とは、 
原則として、 
 
a) 彼の障害に関係する理由のために、そのような理

由が適用されないもしくはそのような可能性のな
い人よりも好ましくない処遇をした場合 

 
b)疑問のある処遇を正当化する理由を示すことがで
きない場合 
 

Disability Discrimination Act 1995 (28節B(1)) 
特別な教育的ニーズと障害法2001で改正 

SENからSENDへの変化への過程 
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法的義務 

 教育における障害差別は違法である。学校
は、障害のある児童を他の児童よりも好まし
くない扱いをしてはいけない。学校は、障害
のある児童が、実質的に不利な状態におかれ
ることがないことを確実にするために、
“reasonable adjustment(合理的な調
整)“をしなければならない。また、どのよう
にして障害のある児童の教育に参加する機会
を高めていくかをスクールアクセシビリティ
計画として示さなければならない。 

インクルーシブ教育の規定 

 幾人かの児童生徒は、「特別な教育ニーズ」をもつ
と考えられている（これはすべての障害のある子ども
を含むものではない）。彼らは、特別な教育ニーズの
ステイトメントが必要だと査定されている。これらの
児童生徒は、保護者の希望と矛盾しない、あるいは、
他の子どもの教育にもよい効果がある、メインスト
リーム学校にインクルードされるべきである
（Education  Act 1996 316節, Special 
Educational Needs と障害法2001で改正） 

 自閉症の親の反論 

 インクルージョンはインテグレーションではなく、
どんな環境にも子どもをフルアクセスさせるものでも
ない。私たちは、私たちの子どもが特別学校にいると
きに最も「インクルード」されていると感じている。 

多くの子どもは、彼らが最もよく学べ、注意を発
展させ、選択の意味と能力を理解し、彼らをして可
能な限り効果的にコミュニケートさせる機会として
の、固定的な日常と高度に構造化された環境を必要
としている。 

メインストリームのペースは、いくつかの特別な子
どもが学校に完全にインクルードされるチャンスを
否定するかもしれない。 

http://www.autismuk.com/?page_id=1003 

 SENDの改訂 

 教育・健康・ケアプランは、特別な教育ニーズと学習困難アセスメ
ント（LDAs）のステイトメントを置き換えます。2014年9月から
は、新しいステイトメントやLDAsは実施不能になります。地方行政
当局が、その若者が彼の教育や訓練を完成するまでにまだ時間を必要
としていると判断するなら、若者が25歳になるまで支援を継続しま
す。 
 SENサポートが、「スクールアクション」「スクールアクション
プラス」に置き換えられます。学校は、これまでと同様に、付加的な
サポートが必要な子どもを特定し、保護者と子ども、若者を彼らの
ニーズに応え、必要に応じて外部専門家を呼ぶ計画の立案に参加させ
るよう求められます。 
 Local Offer 2014年9月から、すべての地方行政当局は、
「Local Offer」を設置するよう求められます。地域での早期療育、
学校、大学、健康と社会的ケアを含み、彼らの地域で提供されるもの
をお知らせするものです。 

Council for Disabled Children, UK, 2014 
 

 SENDの改訂 
－保護者が知らなければならないこと,しなければならないこと－ 

Council for Disabled Children, UK, 2014 
 

http://www.countydurhamfamilies.info/kb5/durham/fsd/home.page 

お知らせと助言：地方行政当局は、す
でにSENに関する情報と助言を、
parent partnership service(PPS）を通

じて保護者に提供しなければならない
とされています。 

 9月からは、さらに、障害、健康と

社会的ケアをカバーする情報と助言を
行うこと、彼らがすでに利用している
PPSのようなサービスを構築する際に

保護者と同様、若者に直接アクセスす
ることを可能にしなければなりません。 

Gainford C of E Primary School 
http://www.gainfordceschool.org.uk/ourschool.shtml 

Learning Together on Life's Journey 

人生を旅しながら一緒に学ぼう 

私たちは、Durham州 の Barnard Castle と Darlington の間にあ

るチャーミングな村の小さなフレンドリーな学校です。 

学校の目的は、安全で開放的そして幸福なキリスト教の学校

を提供することです。アカデミックな可能性に満ち、前向きな

価値観を育てます。ローカル及びグローバルなコミュニティの

中に位置しています。 

http://www.autismuk.com/?page_id=1003
http://www.countydurhamfamilies.info/kb5/durham/fsd/home.page
http://www.gainfordceschool.org.uk/ourschool.shtml
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Ginford C of E Primary Schoolの学校評価 

2010年10月 SIAS教会の調査より 

 ゲインフォード小学校は、クリスチャンコミュニティの非常
に優れたモデルです。それは方針でもなく、単なるチャーチス
クールを象徴するシステムや手続きでもなく、この学校の日常
生活そのものです。 

 両親からのコメントの１つが、多くの意見を代表しています。
「信頼関係と個別の能力を促進する雰囲気を作りながら子ども
の学びが歓迎されるこの学校はすばらしい」 
 
 児童は彼ら自身をどのように安全に健康に保つか、というこ
とをよく理解し、彼ら自身と他者の利益のために知識を使って
います。 

Ofsted（イングランドとウェールズの学校教育
水準を調査･評価する政府機関）の評価より 

http://www.gainfordceschool.org.uk/activities/activitiescontentpage.shtml 

Ginford C of E Primary Schoolの特別支援教育 

学習障害 
自閉症 

ADD/ADHD 
ダウン症 
脳性まひ 

その他の医療的ニーズ 

 様々なタイプの特別なニーズが包容（include）されている。 

 教師と支援スタッフは、SENDのある子どもへの学習支援のため
の通常訓練に参加する。（エピペンの訓練・てんかんへの対応） 

http://www.gainfordceschool.org.uk/SEN/sen_contents.shtml 

＜個別の手立ての例＞ 
・教室でのワークや宿題を区別する。 
・小さなグループ支援をする。 
・感覚統合や視覚支援、ICTによる支援 
・個別の行動システムチャート 
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