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 近年インクルーシブ教育の構築に向けて、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ時間である「交流

及び共同学習」の推進が進められている。本研究では、静岡県内の特別支援学校のホームページから「交

流及び共同学習」に関する活動の調査を行い静岡県の「交流及び共同学習」の現状を調査した。その結果、

「交流及び共同学習」の活動の回数には特別支援学校と交流相手の学校との距離が近い場合は記録数が

多いが距離が遠い場合は少ないこと、活動の回数には障害の種類や学部が関係することを明らかにした。 
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1.研究の背景と目的 

 インクルーシブ教育システム構築に向けて、障害の

ある者と障害のない者が共に学ぶ時間である「交流及

び共同学習」の推進が求められている。「交流及び共同

学習」は、学習指導要領においてその内容が位置付け

られている。また、障害のある子供と障害のない子供

たちが共に「交流及び共同学習」を行うことで、お互

いに社会性を身につけたり、障害のある子供の経験を

広めたり、障害のない子供が障害について理解を深め

たりと双方にとって意義のある活動だと言える。そし

て現在、「交流及び共同学習」について多くの研究者が

研究を進めている。 

しかし、全国での調査はあるものの、静岡県という限

定された地域での研究はない。 

そこで本研究では、地域を静岡県に絞り、静岡県の「交

流及び共同学習」の活動頻度、活動内容等を各特別支

援学校のホームページから調査し、考察をしていくこ

とを目的としている。 

2.研究の方法 

2.1.調査対象 

 

 静岡県の県立、国立、私立の特別支援学校 40校を対

象に行う。また、幼稚部、小学部、中学部、高等部す

べての学部を対象にし、障害も知的、視覚、聴覚、肢

体、病弱のすべての障害を対象に行う。 

 

2.2.調査項目 

 調査項目は表 1 に示した。「11.活動の分類」には、

分類の項目も示している。 

 

1. 「学校名」 

2. 特別支援学校のホームページの「URL」 

3. 調査対象の特別支援学校の「学部」 

4. 「障害種」 

5. ホームページの「最も古い更新日」 

6. 交流を行った「日付」 

7. 「交流を行った学部」 

8. 「交流を行った障害」 

9. 「交流相手」の学校名 

10. 交流及び共同学習の「活動内容」 

11. 「活動の分類」 

  ・「授業交流」  ・「居住地交流」  ・「行事交流」 

・「部活動交流」  ・「交流会」   ・「その他」 

12. 活動を行った「場所」 

13. ホームページの「閲覧日」 

表 1 調査項目 



2.3.調査方法 

 本研究では、静岡県の各特別支援学校のホーム 

ページを使用し、調査項目を基にホームページ上で参

照することができる範囲の年まで調査を行う。 

 

2.4.調査の実施期間 

調査は、2017 年 9月 21日から 2017年 11 月 1 日まで

を調査の実施期間とした。 

 

3.結果と考察 

 まず、調査を行った特別支援学校の記録数を確認し

ていく。記録数の合計は 150件であり、記録数の平均

は 3.75 件であった。記録数が最も多い特別支援学校

は 28 件の静岡県立藤枝特別支援学校の焼津分校であ

った。焼津分校のように記録が多い学校は極端に多い。

しかしその反面記録数が 0 件という学校が 40 校のう

ち 11 校と 4 分の 1 を占めており、記録数の二極化が

見て取れる。 

 

3.1.記録数と物理的距離の関係 

まず、記録数と物理的距離の関係について述べてい

く。記録数が 10 件以上の特別支援学校から交流相手

校までの距離の平均は、967ｍであった。それに対し、

記録数が 0件の特別支援学校からの近隣の学校との距

離の平均は、583.174mであった。しかし、記録数 10件

以上の特別支援学校の距離の平均を 0件の特別支援学

校と同じ 1㎞以内のみで計算した場合、平均は 432.4m

であった。このことから、交流相手校と特別支援学校

との物理的距離が「交流及び共同学習」に関する記録

数に関係することが示唆される。 

また、各学校の記録数の平均は 6.83 件であったの

に対し、すべての学校の記録数の平均は 3.75 件であ

った。そして図 1からも、特別支援学校と交流相手校

の物理的距離が 0ｍの学校の記録数が 43 件と最も高

い。小学校、高等学校内に設置した特別支援学校の方

が全体の記録数よりも平均が高く、記録数も多いこと

から、交流相手校と特別支援学校との物理的距離が

「交流及び共同学習」に関する記録数に関係すること

が分かる。 

 これら二つの結果から、交流相手校と、特別支援学

校の間の距離が近いと「交流及び共同学習」に関する

記録が多いが、距離が遠いと記録が少ないことが示唆

される。 

また、阿部（2013）は、組織メンバー間の物理的な

距離 がコミュニケーション・パターンにどのような 

影響を及ぼしているのかということに注目して研究

を行った『オフィス空間のデザインと組織内コミュニ

ケーション ―メンバー間の距離の影響に関する考察

―』の中で、「人員間距離が隔たるほど、対面コミュニ

ケーションの回数は急激に低下する」と述べている。

阿部はオフィス内でのコミュニケーションについて

述べているが、特別支援学校の教員と交流相手の学校

図 1 記録数が 10件以上ある特別支援学校の交流相手の学校までの物理的距離 



の教員との打ち合わせの末行われる「交流及び共同学

習」においても援用できるだろう。 

 

3.2.障害の種類と記録数の関係 

次に、「交流及び共同学習」に関する記録の数と、障

害の種類の関係について述べていく。表 2は、障害の

種類ごとの校数と記録数を表にまとめたものである。

また、図 2はこの表を基に障害ごとの記録数の割合を

表したものである。図 2の割合から、最も割合が高い

のは 32％の聴覚障害、次に 26％の知的障害である。そ

れに対し、最も割合が低かったのは 4％の視覚障害で

あり、次に低かったのは 10％の肢体であった。 

このことから、「交流及び共同学習」に関する記録の

数と、障害の種類には関係があることが分かる。 

 

表 2 障害の種類ごとの記録数 

障害種 校数 記録数 

視覚 3 2 

聴覚 3 15 

知的 27 111 

肢体 17 26 

病弱 3 13 

計 53 167 

 

図 2 障害の種類ごとの記録数の割合 

 

3.3.学部と記録数の関係 

 次に、学部と記録数の関係について述べていく。

表 3は、学部ごとの校数と、記録数を表にまとめた

ものである。なお、1つの記録の中に「小学部と中学

部」など二つの学部が存在する場合は、「小学部」と

「中学部」それぞれの記録数に 1件ずつ追加して計

算している。また、150件の記録のうち、3件が何学

部の記録か不明だった。図 3は、表 3を基に学部ご

との記録数の割合を示したものである。学部の中で

割合が最も高いのが高等部であり、次が小学部、そ

して中学部、幼稚部と続く。表 3、小学校・高等学校

の敷地内にある特別支援学校に、高等部が多いこと

から、高等部の最も割合が高いことが考えられるだ

ろう。 

 このように記録数の割合が異なることから、「交流

及び共同学習」に関する記録の数と学部に関係があ

ることが示唆される。 

 

表 3 学部ごとの記録数 

 

図 3 学部ごとの記録数の割合 

 

4.まとめと今後の課題 

 まず、3.結果と考察で述べた研究成果をもとに提案

をしていく。 

 

4.1.提案 

〔提案 1〕 

既に静岡県で行われている小学校、高等学校の敷地

内に特別支援学校の分校を設置する活動を推進し

ていく。 

調査の結果から、小学校、高等学校の敷地内にある

特別支援学校の分校は、他の特別支援学校や分校に比

べて記録数の平均が高かった。また、学部の中で最も

記録数が多かった高等部は、小学校、高等学校の敷地

内に設置された分校の中で最も多い学部であった。そ

のため、今後もこの取り組みを推進し、特別支援学校

と幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校との距

離を縮め、高等部だけでなく他の学部もより敷地内に

設置していくことが「交流及び共同学習」の活動の推

学部 校数 記録数 

幼稚部 5 2 

小学部 24 29 

中学部 24 26 

高等部 26 91 

計 79 148 
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進につながることが考えられる。 

〔提案 2〕 

直接的な交流を行うことができない場合、間接的な

交流にて「交流及び共同学習」を行う。 

 調査を行い、近隣に交流相手となる幼稚園、小学

校、中学校、高等学校が存在しない特別支援学校があ

ることが分かった。そのような特別支援学校は、児童、

生徒同士が直接交流することは距離的に難しい。その

ような場合、手紙やテレビ電話を用いた間接的交流に

て交流を行うことで相手校の児童、生徒が障害に対す

る理解を深めることができると考えられる。 

〔提案 3〕 

特別支援学校同士、学校内での情報共有。 

 支援方法に関する情報や児童、生徒把握に関する情

報の共有はもちろんだが、「交流及び共同学習」に関す

る情報の共有も積極的に行うことで「交流及び共同学

習」に関する活動の増加が考えられる。他校はどのよ

うな交流を行っているのか、交流を行う際の移動はど

のようにしているのかなど、情報共有を行うことで

「交流及び共同学習」に関する活動に対して抵抗なく

行うことができるのではないかと考えた。 

〔提案 4〕 

教師一人一人が「交流及び共同学習」を行う意味、

意義を理解する。 

 特別支援学校の教師に限らず、幼稚園、保育園、小

学校、中学校、高等学校と、すべての教員が「交流及

び共同学習」に対して研修などの機会で理解を深める

ことで、交流に対しての姿勢、意欲を高めることにつ

ながるのではないかと考える。そして、姿勢、意欲を

高めることが「交流及び共同学習」の推進につながる

のではないかと考える。 

 

4.2.今後の課題 

 今回調査を行ったのは、各学校のホームページを使

用しての調査であったため、「ホームページの更新を

担当する教師が情報の公開に積極的であるかどうか」

という観点が入ってしまっていた。そのため、現場の

実態はどうであるのかは、分からないままである。今

後は実際に特別支援学校に勤めている教員にアンケ

ートなどを用いて調査を行っていきたい。また、「交流

及び共同学習」を行うにあたって、どのような難しさ

があるのかなども調査していきたい。 
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