
１．　は　じ　め　に

　本稿は，特別支援教育の専門性について，通級による
指導を通して，教員の専門性として求められる特別の教
育的ニーズの把握のための実態把握の方法及び内容につ
いて整理するとともに，考察することを目的とする。
　特別支援教育は，「特別支援教育の推進について」（１９
文科初第１２５号初等中等教育局長通知）に次のとおり示さ
れている。
　特別支援教育は，障害のある幼児児童生徒の自立や社
会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立
ち，幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し，そ
の持てる力を高め，生活や学習上の困難を改善又は克服
するため，適切な指導及び必要な支援を行うものである。
　また，これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく，
知的な遅れのない発達障害も含めて，特別な支援を必要
とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施
されるものでもある。
　障害のある児童生徒一人一人のニーズとは，障害によ
る学習上または生活上の困難を改善・克服するための，
教育，福祉，医療，労働などさまざまな分野から見た必
要性のことである。
　支援の内容は，関係する機関が密接に連携・協力し，
本人および保護者の意向を十分ふまえて検討する必要が
ある。
　ここで述べられている教育的ニーズとは，特に教育分
野から見た支援の必要性のことである。

　教育的ニーズを把握するためには，的確な実態把握が
求められる。
　本稿では，通級による指導の趣旨や経緯，制度的位置
付け等，通級による指導を通して特別な教育的ニーズを
把握するための実態把握の方法及び内容について，述べ
てみたい。
　実態把握の方法及び内容については，通級による指導
の実際として，平成８年度から平成１２年度に通級担当者
として携わった教育実践から，一部を紹介したい。

２．　通級による指導

　通級による指導とは，平成５年に制度化された仕組み
である。通常の学級に在籍し，おおむね通常の教育課程
による履修が可能であるものの，情緒障害，言語障害，
弱視，難聴などの障害があり特に軽度の障害がある子ど
もに対して，特別な教育課程を編成し，通常の学級での
教科指導のほかに，特別な場（通級指導教室）で特別な
指導（通級による指導）を行うことができるとされた特
別支援教育の指導形態である。週に１時間から３時間ま
での「自立活動」と，それを含めて８時間までの「教科
の補充指導」が可能として始まった。

　通級による指導の趣旨については，「改訂第２版　通級
による指導の手引き」に次のように述べられている。

（１）　趣旨
　障害のある児童生徒については，障害の状態や発達の
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段階，特性等に応じて，その可能性を最大限に伸ばし，
自立し，社会参加するために必要な力を培うことが重要
です。
　このため，現在，我が国においては，個々の児童生徒
の障害の状態に応じて，特別支援学校又は小・中学校の
特別支援学級あるいは通級による指導において，適切な
施設・設備を整えた上で，手厚い教員配置の下，障害に
よる学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とし，
自立し，社会参加するための教育が実施されています。
　平成５年の「通級による指導」の制度化以前において，
小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒
は，通常の学級で留意して指導するものとされていまし
た。しかし，このような場合，障害の状態に応じたきめ
細かい対応を行い，さらにその障害による学習上又は生
活上の困難の改善・克服に役立つ指導が行われるならば，
よりよい状態にすることも可能になる場合があります。
「通級による指導」は，このような意義をもった特別支援
教育の指導形態です。
　「通級による指導」は，障害の状態がそれぞれ異なる
個々の児童生徒に対し，個別指導を中心とした特別の指
導をきめ細かに，かつ弾力的に提供する教育の一形態で
す。この指導は週に数単位時間程度の指導ですから，教
科学習等大半の授業は，通常の学級で行われます。「通級
による指導」は，障害による学習上又は生活上の困難の
改善・克服を目的とした指導を児童生徒のニーズに応じ
て行うことにより，通常の学級における授業においても
その指導の効果が現れることにつながることから，その
効果が大いに期待されるものです。

　このように特別支援教育については，児童生徒の障害
の状態に応じて特別支援学校，小・中学校の特別支援学
級あるいは通級による指導により行われている。
　平成５年の通級による指導の制度化以前においては，
障害の程度が軽い場合，通常の学級で留意して指導する
ものとされていた。
　この軽度の障害のある子どもに対して，障害の状態に
応じてきめ細かい対応ができる特別支援教育の指導形態
が通級による指導である。
　通級による指導は，個々の子どもたちに，個別指導を
中心とした特別の指導を行うもので，週に数単位時間の
指導を行うものである。
　通級による指導で，障害の改善・克服といった子ども
の教育的ニーズに応じた指導・支援が受けられる上，通
常の学級における授業においてもその効果が発揮される
ものである。

　このように，従来の特殊教育との違いが述べられてい
る。
　つまり，新しい特別支援教育の指導形態として通級に

よる指導が必要となったことが述べられている。
　この通級による指導の必要性が生じてきた経緯につい
ては，次のように述べられている。

（２）　経緯
「通級による指導」の創設について
　通常の学級で教科等の大半の教育を受け，その障害に
応じて特別の指導を受ける「通級による指導」と同様の
教育方法は，平成５年の制度化以前にも，言語障害のあ
る児童生徒を対象とした教育で行われていました。言語
障害の特性から，一般の教科等の授業を通常の学級で受
けることは必ずしも不可能ではなく，このことから「通
級による指導」の制度化の要望が高まった経緯がありま
す。
　文部省（当時）では，平成２年６月に通級学級に関す
る調査研究協力者会議を設置して，通級による指導を実
施する場合の具体的な課題等について検討を行い，平成
４年３月３０日に同協力者会議の「審議のまとめ」を発表
しました。
　この提言を受け，文部省では，通級による指導を受け
る場合の教育課程の取扱いについて明確化するため，学
校教育法施行規則の一部改正等を行い，「通級による指
導」という教育の一形態を制度化しました。その後，通
級による指導を受ける児童生徒数が増加するなど，この
制度は着実に定着してきています。

　通級学級に関する調査研究協力者会議の審議のまとめ
（要旨）は次のとおりである。

通級学級に関する調査研究協力者会議「通級による指
導に関する充実方策について（審議のまとめ）」（平成
４年３月３０日）要旨

Ⅰ　通級の現状
○　昭和６３年１０月１日現在，全国の公立小・中学校
の特殊学級の在籍児童生徒数は８５，３７６人。この
ほか，特殊学級に籍はないが指導を受けている
者が１２，７９３人（うち，当該学校以外の学校の在
籍者が７，５３６人）。

○　通級による指導を受けている者の割合は，言語
障害，難聴，弱視，情緒障害の特殊学級におい
て高い。

Ⅱ　通級の概念規定
○　「通級」の概念としては，「各教科等の指導は主
として通常の学級で受けながら，心身の障害の
状態等に応じた特別な指導を特殊学級等で受け
ること」としてとらえるのが適当。

○　さらに，通級の担当教員が対象となる児童生徒
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がいる学校に行って必要な指導を行う場合等に
ついても，通級の一形態として考えるのが適当。

Ⅲ　通級による指導が適切な児童生徒の心身の障害・
程度及び指導の内容・方法
○　通級による指導が適切とされるのは，通常の学
級において学習するのが適切であるが，一部障
害に応じた特別な指導を行うことが必要な者。

○　障害の種類としては，言語障害，難聴，弱視，
情緒障害のほか，肢体不自由，病弱・身体虚弱
の一部が考えられる。精神薄弱については，原
則として，主として特殊学級における指導を行
うこと（いわゆる固定式）が適切。

○　指導内容としては，心身の障害の状態を改善・
克服することを目的とする指導を中心とし，教
科の指導を補充的に行うこともある。
指導方法としては，個別指導を中心とし，必要
に応じ，グループ指導を組み合わせることが適
当。

○　通級による指導時間については，個々の児童生
徒の障害の状態や指導内容・方法等により適切
に定めることが必要。

Ⅳ　通級による指導の教育課程上の位置付け等
○　通級による指導の教育課程上の位置付けを明確
にすることが必要。

○　指導要録においても，通級による指導の記録を
適切に記載することが必要。また，指導要録と
は別に，通級による指導の記録を作成・保管す
ることが必要。

Ⅴ　通級による指導の充実のための条件整備
○　現行制度上，特殊学級に在籍する児童生徒がい
ない場合には，通級による指導が必要な児童生
徒がいても必要な指導ができないことなどの問
題を解消するため，実態に即して通級による指
導が円滑に行われるような教員定数上の措置を
講ずることが必要。

○　通級による指導を適切に行うため，市町村や校
内の就学指導委員会の充実，通級の担当教員の
専門性と個別指導の力量を養うための研修の充
実が必要。

Ⅵ　在籍学級・学校等との連携のあり方
○　担当教員と在籍学級の担任や保護者等との間で
の定期的な情報交換による児童生徒の状態等に
ついての把握，通常の学級の担任等に関する助
言などが特に必要。

○　各学校では，校長が中心となり，一般教員の理

解を深めるなど，校内の協力体制の整備が必要。

Ⅶ　学習障害児等に対する対応
１　いわゆる学習障害について
○　学習障害（learning disabilities－ LD－）につ
いては，種々の定義が存在。アメリカにおいて
は特殊教育の対象として取り上げられているが，
その定義，診断基準等については必ずしも統一
されておらず，学校現場での対象児の特定には
かなりの混乱がある状況。

○　我が国では，学習障害については，全体的な認
知能力に比べ特定の能力の発達が著しく遅れて
いることを特徴とし，該当児童生徒が存在する
という点などでは関係者の間にほぼ理解の一致
が見られるが，学習障害の判定基準や診断方法
については見解が分かれている状況。

○　学習障害の判定については，表面上の諸現象だ
けでなく，種々の検査，観察を行い，専門家に
より総合的かつ慎重に行うことが必要。

２　学習障害に対する対応
○　学習障害については，今後更に，医学を含め，
心理学，教育学の各方面から，指導内容・方法，
判定基準，類型化などについて基礎的な研究を
積極的に行うことが必要。

○　一方，学習障害児の一部については，言語障害，
情緒障害特殊学級などに通級している実態があ
り，これが適切な場合にはこうした指導の一層
の充実が必要。

３　学習上困難を示す児童生徒に対する対応
○　学習障害については，引き続き研究を行うこと
が必要であるが，学習障害児の周辺には，境界
線児（知的にやや遅れはあるが精神薄弱ではな
い児童生徒）を含め，指導上特別な援助を必要
としている児童生徒が存在。

○　当面，通常の学級における指導上の配慮・工夫
の中だけでは対応するのに限界がある児童生徒
を対象として，試行的に特別の指導の場を設け
るなど，実践的な研究を行うことが必要。

　ここでは，通級の現状，概念規定，通級による指導が
適切な児童生徒の障害の種類・程度及び指導の内容・方
法，教育課程上の位置付け等，条件整備，在籍学級等と
の連携の在り方，学習障害児等への対応等，通級の現状
や今後の課題，方向性などについて具体的に述べられて
いる。
　通級の現状では，対象として挙げられる人数，指導を
受けている者の障害種別が挙げられている。

２９特別支援教育における実態把握の方法及び内容について



　通級の概念規定では，これまでの特殊学級とは異なり，
各教科等の指導は通常の学級で受けながら，障害の状態
等に応じた特別な指導を受けること，担当教員が対象児
童の学校へ行って指導を行うことも挙げられている。
　通級による指導が適切な児童生徒の障害の種類・程度
及び指導の内容・方法については，障害の種類，程度，
指導内容，指導時間が挙げられている。
　通級による指導の教育課程上の位置付け等では，教育
課程，指導要録への記載，通級による指導の記録につい
て挙げられている。
　条件整備では，教員定数上の措置，通級による指導を
適切に行うための就学指導委員会の充実，通級担当教員
の専門性を養うための研修について挙げられている。
　在籍学級・学校等との連携の在り方では，定期的な情
報交換，通常の学級の担任等に対する助言，校長が中心
となった校内協力体制について挙げられている。
　学習障害児等に対する対応では，学習障害についての
我が国での定義，対応の必要性，研究の必要性が挙げら
れている。
　このように，これまで通常の学級で留意して指導する
ものとされていた比較的軽度の障害のある子どもへの教
育対応について，概念規定，対象となる障害種別，法的
な整備，今後の学習障害等への研究の必要性等が，明確
かつ具体的に示されている。
　この他に，審議会等の答申においても，昭和５３年８月
１２日の特殊教育に関する研究調査会の報告「軽度心身障
害児に対する学校教育の在り方」，昭和６２年４月１日の臨
時教育審議会の「教育改革に関する第３次答申」，昭和６３
年１２月１６日の教育課程審議会の「盲学校，聾学校及び養
護学校の教育課程の基準の改善について（答申）」で，通
級による指導の必要性が述べられている。
　こうした中で，文部省では，学校教育法施行規則の一
部改正を行い，「通級による指導」という教育の一形態が
制度化されたわけである。

（３）　学校教育法施行規則の一部改正
　学校教育法施行規則の一部改正等について（通達）は，
次のとおりである。

文初特第２７８号
平成５年１月２８日

各都道府県教育委員会
各都道府県知事　　　　　　　　　殿
附属学校を置く各国立大学長
国立久里浜養護学校長

文部省初等中等教育局長
野崎　弘

学校教育法施行規則の一部改正等について（通達）

　このたび，別添１のとおり，「学校教育法施行規則の
一部を改正する省令」が，平成５年１月２８日文部省令
第１号をもって公布され，平成５年４月１日から施行
されることとなりました。また，別添２のとおり，「学
校教育法施行規則第７３条の２１第１項※１の規定による特
別の教育課程」が，平成５年４月１日から施行される
こととなりました。
　今回の改正等の趣旨，改正等の内容及び留意事項は，
下記のとおりですので，各位におかれては，事務処理
等遺漏のないようお願いします。
　なお，都道府県教育委員会にあっては，その管下の
市町村教育委員会に対して，都道府県知事にあっては，
その所轄の私立の小・中学校又は盲・聾・養護学校※２

（高等部のみを設置する学校を除く。）を設置する学校
法人等及び当該私立学校に対して，国立大学長にあっ
ては，その管下の学校に対して，この趣旨を徹底され
るようお願いします。

記

１　改正等の趣旨
　今回の改正等は，小学校または中学校（以下「小学
校等」という。）に在学する心身の障害の程度が比較的
軽度な児童生徒に対する指導の一層の充実を図る観点
から，小学校等の通常の学級に在籍する心身に軽度な
障害がある児童生徒に対して心身の障害に応じて特別
の指導の場で行われる特別の指導（以下「通級による
指導」という。）を行う場合に，特別の教育課程による
ことができることとする趣旨であること。

２　改正等の内容
（略）

３　留意事項
（１）通級による指導の対象となる児童生徒の就学指導

に当たっては，市町村の就学指導委員会等の意見
を聞き，心身の障害の状態及び特性等に応じて適
切に行うこと。また，児童生徒の心身の障害の状
態の変化に応じて，柔軟に教育措置の変更を行う
ことができるよう配慮すること。なお，通級によ
る指導の対象とすることが適当な児童生徒の判断
に当たっての留意事項については，別に通知する
ものであること。

（２）通級による指導を受ける児童生徒に係る週当たり
の授業時数については，当該児童生徒の心身の障
害の状態を十分考慮して負担過重とならないよう
配慮すること。

（３）学校教育法施行規則第７３条の２１第１項※１の規定
により特別の教育課程を編成し，心身の障害の状
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態の改善又は克服を目的とする指導を行う場合に
は，盲学校，聾学校，養護学校※２小学部・中学
部学習指導要領を参考として実施すること。

（４）他の小学校，中学校又は盲学校，聾学校，若しく
は養護学校※２の小学部若しくは中学部において通
級による指導を受ける場合の取扱いについては，
通級による指導を受ける児童生徒が在学する学校
の設置者の定めに従い，適切に行うこと。

（５）他の学校の児童生徒に対し通級による指導を行う
学校にあっては，当該児童生徒を自校の児童生徒
と同様に責任をもって指導するとともに，通級に
よる指導の記録を作成し，当該児童生徒の氏名，
在学している学校名，週当たりの通級による指導
に係る授業時数及び準備期間等を記載し，適正に
管理すること。また，当該児童生徒が在学する学
校に対して，当該記録の写しを通知すること。

（６）指導要録の記載に関しては，指導要録の様式２
（指導に関する記録）の「指導上参考となる諸事
項」の欄に，通級による指導を受ける学校名，週
当たりの通級による指導の授業時数及び指導期間
を記載すること。また，通級による指導の内容，
指導の成果に関しては，必要に応じて，指導要録
の様式２（指導に関する記録）の同欄に記載する
こと。なお，他の学校において通級による指導を
受けている場合には，当該学校からの通知に基づ
き記載すること。

（７）通級による指導の実施に当たっては，通級による
指導の担当教員が，児童生徒の在籍学級（他の学
校で通級による指導を受ける場合にあっては，在
学している学校の在籍学級）の担任教員との間で
定期的な情報交換を行ったり，助言を行ったりす
るなど，両者の連携協力が図られるよう十分配慮
すること。

（８）通級による指導を受ける児童生徒が在学する小学
校等の設置者は，他の設置者が設置する学校にお
いて通級による指導を行う場合には，当該児童生
徒の教育について，あらかじめ通級による指導を
行う学校の設置者と十分に協議を行うこと。

（９）教員が，本務となる学校以外の学校において通級
による指導を行う場合には，当該教員の身分取扱
いを明確にすること。

※１　現行の学校教育法施行規則第１４０条
※２　現行の特別支援学校

　このようにして，平成５年４月１日より，新たな教育
形態の一つである通級による指導が実施されることに
なった。大きくまとめると，以下のようになる。
　１点目は，通常の学級に在籍する児童生徒について，

特別な教育課程を編成することができるようになったこ
と。
　２点目は，他校で通級による指導を受けた場合，それ
を自校の授業と見なすことができるということ。
　３点目は，本務となる学校以外の学校で，教師が出向
いて通級による指導を行うことができるようになったこ
と。
　４点目は，授業として通級による指導が行われること
から，公簿である指導要録への記載が示されたこと。

　次に，検討課題となっていた学習障害及び注意欠陥多
動性障害のある児童生徒に対する通級による指導が実施
されるようになった経緯については，次のように述べら
れている。

（４）　学習障害及び注意欠陥多動性障害のある児童生徒
に対する通級による指導について

　平成５年の通級による指導の制度化の際には，LD等の
ある児童生徒への対応は検討課題の一つでありましたが，
この段階では LD等の実態が明らかになったとはいえず，
具体的な指導方法等について調査研究を行い，その結果
を踏まえて検討されることとなっていました。
　その後，特別支援教育の在り方に関する調査研究協力
者会議が平成１５年にとりまとめた「今後の特別支援教育
の在り方について（最終回）」の提言等においては，従来
の「特殊教育」から，障害のある児童生徒一人一人の教
育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援
教育」への転換を図ることが基本的な方向として示され，
小・中学校の通常の学級に在籍するLD，ADHD，高機能
自閉症のある児童生徒に対する適切な対応の必要性が提
言されました。
　文部科学省においては，各地域や各学校における支援
体制の整備を進めるとともに，小・中学校における LD，
ADHD，高機能自閉症のある児童生徒への教育支援体制
の整備のためのガイドラインを公表・配布するなどの施
策を実施されてきました。
　さらに，平成１７年４月に発達障害者支援法が施行され，
発達障害児（発達障害者のうち１８歳未満のもの）に対し，
学校における発達支援等を行うことに関する国及び地方
公共団体の責務等が明確にされました。
　また，中央教育審議会は平成１７年１２月に「特別支援教
育を推進するための制度の在り方（答申）」を公表し，特
別支援教育の制度的な在り方についての幅広い提言を示
し，LD，ADHDのある児童生徒についても，通級による
指導の対象とすること等が明確に提言されました。
　こうした状況を踏まえ，文部科学省においては，平成
１８年３月に学校教育法施行規則の一部改正等を行い，平
成１８年度から新たに LD，ADHDのある児童生徒を通級
による指導の対象とする等の制度の見直しを図りました。
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　こうして，平成１８年度より，これまでの通級による指
導の対象の検討課題であった学習障害及び注意欠陥多動
性障害のある児童生徒に対する通級による指導が実施さ
れることとなった。
　新たに発達障害のある児童が通級による指導の対象と
なったわけである。
　これは，大きな転換点である。通常の学級において留
意して指導するとされていた軽度の障害の中に，発達障
害が加えられたのである。

　特別支援教育が制度化された経緯については，次のよ
うに述べられている。

（５）　特別支援教育の推進について
　平成１８年６月には，幼児児童生徒（以下，児童生徒等
という）の障害の重度・重複化，多様化への対応や学校
と福祉，医療，労働等の関係機関との連携がこれまで以
上に求められている状況に鑑み，児童生徒等の個々の
ニーズに柔軟に対応し，適切な指導及び支援を行う観点
から，学校教育法等が改正され，平成１９年度から施行さ
れました。
　学校教育法の主な改正内容は次の３点です。
　第１に，盲・聾・養護学校が障害種別を超えた特別支
援学校に一本化されたことです。これにより，各都道府
県等では，複数の障害に対応した学校が設置しやすくな
るなど，地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となりま
した。
　第２に，新たな特別支援学校の役割として，小・中学
校等に在籍する障害のある児童生徒等の教育について
小・中学校等の要請に応じて助言・援助に努めることが
付加されたことです。小・中学校等において特別支援教
育を推進する上で，障害のある児童生徒等の教育につい
て専門性を有する特別支援学校に支援の役割が期待され
ることになりました。
　第３に，小・中学校等において，LD，ADHD等を含む
障害のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことが
明確にされました。
　以上のほか，障害のある児童生徒等の教育を定めてい
た章の題名は「特殊教育」から「特別支援教育」に，「特
殊学級」の名称は「特別支援学級」に改められました。
　平成１９年４月には，制度改正の内容を周知するため，
「特別支援教育の推進について」（平成１９年４月１日付け
１９文科初第１２５号初等中等教育局長通知）を発出されまし
た。
　このように，平成１９年度より，特別支援教育の制度化
がなされ，特別支援教育の組織的な取組がすべての学校
で実施されるようになり，大きな転換が図られたのであ
る。

　通級による指導の制度的位置付けについては，次のと
おり述べられている。

（６）　通級による指導の制度的位置付け
　通級による指導の制度的位置付けとして，対象となる
児童生徒と教育課程上の取扱いについて，次のように述
べられている。

　学校教育法第８１条第１項は，幼・小・中・高等学校等
において障害による学習上又は生活上の困難を克服する
ための教育を行うことを定めています。

第８１条　幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び中等
教育学校においては，次項各号のいずれかに該当する
幼児，児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要と
する幼児，児童及び生徒に対し，文部科学大臣の定め
るところにより，障害による学習上又は生活上の困難
を克服するための教育を行うものとする。
２　小学校，中学校，高等学校及び中等教育学校には，
次の各号のいずれかに該当する児童生徒のために，特
別支援学級を置くことができる。
一　知的障害者
二　肢体不自由者
三　身体虚弱者
四　弱視者
五　難聴者
六　その他障害のある者で，特別支援学級において教
育を行うことが適当なもの
３（略）

　通級による指導は，学校教育法施行規則第１４０条及び第
１４１条に基づき行われています。
　平成１８年度より，学習障害者及び注意欠陥多動性障害
者が新たに通級による指導の対象となり，また，これと
併せて情緒障害の分類が整理され，自閉症者が独立の号
として規定されました。

第１４０条　小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前
期課程において，次の各号のいずれかに該当する児童
又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のう
ち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるもの
を教育する場合には，文部科学大臣が別に定めるとこ
ろにより，第５０条第１項，第５１条及び第５２条の規定並
びに第７２条から第７４条までの規定にかかわらず，特別
の教育課程によることができる。
一　言語障害者
二　自閉症者
三　情緒障害者
四　弱視者
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五　難聴者
六　学習障害者
七　注意欠陥多動性障害者
八　その他障害のある者で，この条の規定により特別
の教育課程による教育を行うことが適当なもの

第１４１条　前条の規定により特別の教育課程による場合
においては，校長は，児童又は生徒が，当該小学校，
中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところによ
り他の小学校，中学校，中等教育学校の前期課程又は
特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた
授業を，当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校
の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る
授業とみなすことができる。

　第１４０条では，通級による指導を受ける児童生徒は，障
害に応じた特別の指導を小・中学校の通常の学級の教育
課程に加え，又は，その一部に替えて行うという特別の
教育課程を編成することができるということが述べられ
ている。
　これまでできなかった通常の学級に在籍する児童生徒
が特別の教育課程を編成することができることとなった
わけである。
　次に，特別の教育課程を編成することができる児童生
徒の障害種別が規定されている。

　第１４１条では，通級による指導が他の学校で行われる場
合，児童生徒が在籍する学校の校長が，他の学校で受け
た授業を，当該小・中学校の特別の教育課程に係る授業
みなすことができることが述べられている。

　第１４０条の規定に基づいて，通級による指導における特
別の指導の具体的内容，授業時数について定めたものが，
平成５年の文部省告示第７号である。
　文部省告示第７号は，次のとおりである。

平成５年１月２８日文部省告示第７号（改正：平成１１年
３月２３日文部省告示第５３号，平成１８年３月３１日文部科
学省告示第５４号，平成１９年１２月２５日文部科学省告示第
１４６号）
　学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第
１４０条の規定に基づき，同項の規定による特別の教育課
程について次のように定め，平成５年４月１日から施
行する。

　小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程
において，学校教育法施行規則（以下「規則」とい
う。）第１４０条各号の一に該当する児童又は生徒（特別
支援学級の児童及び生徒を除く。以下同じ。）に対し，

同項の規定による特別の教育課程を編成するに当たっ
ては，次に定めるところにより，当該児童又は生徒の
障害に応じた特別の指導（以下「障害に応じた特別の
指導」という。）を，小学校若しくは中学校又は中等教
育学校の前期課程の教育課程に加え，又はその一部に
替えることができるものとする。
１　障害に応じた特別の指導は，障害の状態の改善又
は克服を目的とする指導とする。ただし，特に必要が
あるときは，障害の状態に応じて各教科の内容を補充
するための特別の指導を含むものとする。
２　障害に応じた特別の指導に係る授業時数は，規則
第１４０条第一号から第五号まで及び第八号に該当する児
童生徒については，年間３５単位時間から２８０単位時間ま
でを標準とし，同条第六号及び第七号に該当する児童
又は生徒については，年間１０単位時間から２８０単位時間
までを標準とする。

　この告示の柱書きで，通級による指導に係る特別の教
育課程を編成するに当たっては，特別の指導を小・中学
校の教育課程に加え，又はその一部に替えることできる
ものとしている。
　第１項では，通級による指導の具体的な内容について
規定されている。通級による指導は，障害の状態の改善
又は克服を目的とする指導をいうもので，自立活動（養
護・訓練）の指導を指している。ただし，特に必要があ
るときは，障害の状態に応じて，各教科の補充指導を含
むものとしている。
　第２項では，通級による指導の授業時数について規定
している。この項については，平成５年の制定以後，平
成１８年３月の文部科学省告示第５４号により一部改正され
ている。週当たり１単位時間から３単位時間までを標準
とし，特に必要があるときは，各教科の補充指導を合わ
せて，週当たり８単位時間以内とすることを定めていま
したが，一部改正により，年間３５単位時間からおおむね
年間２８０単位時間以内の範囲で行うことを標準とすること
となった。このほか，学習障害及び注意欠陥多動性障害
のある児童生徒については，上限は，他の障害種別と同
じにするものの下限は，年間１０単位時間（月１単位時間
程度）とされた。
　このように，通級による指導を行うに当たっての教育
課程上の位置付けが，法的に示されている。

　これらの学校教育法施行規則の一部改正と文部省告示
に関係した次の通知が出されている。この通知では，対
象となる障害の種類とその程度が述べられている。

（７）　対象となる障害の種類とその程度
　通級による指導の対象となる障害の種類とその程度に
ついて，「障害のある児童生徒の就学について」（平成１４
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年５月２７日　１４文科初第２９１号初等中等教育局長通知），
「通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者，情
緒障害者，学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当
する児童生徒について」（平成１８年３月３１日　文科初第
１１７８号初等中等教育局長通知）に述べられている。
　通級による指導の対象となる障害の種類とその程度は，
次のとおりとなる。

１　言語障害者
口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音
障害のある者，吃音等話し言葉におけるリズムの障
害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項に
発達の遅れがある者，そのほかこれに準ずる者（こ
れらの障害が主として他の障害に起因するものでは
ない者に限る。）で，通常の学級での学習におおむね
参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの。

２　自閉症者
自閉症又はそれに類するもので，通常の学級での学
習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とす
る程度のもの。

３　情緒障害者
主として心理的な要因による選択制かん黙等がある
もので，通常の学級での学習におおむね参加でき，
一部特別な指導を必要とするもの。

４　弱視者
拡大鏡の使用によっても通常の文字，図形等の視覚
による認識が困難な程度の者で，通常の学級での学
習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とす
るもの。

５　難聴者
補聴器等の使用によっても通常の話声を解すること
が困難な程度の者で，通常の学級での学習におおむ
ね参加でき，一部特別な指導を必要とするもの。

６　学習障害者
全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読
む，書く，計算する又は推論する能力のうち特定の
ものの習得と使用に著しい困難を示すもので，一部
特別な指導を必要とする程度のもの

７　注意欠陥多動性障害者
年齢又は発達に不釣り合いな注意力，又は衝動性・
多動性が認められ，社会的な活動や学業の機能に支
障をきたすもので，一部特別な指導を必要とする程
度のもの

８　肢体不自由者，病弱者及び身体虚弱者
肢体不自由，病弱又は身体虚弱の程度が，通常の学
級での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を
必要とする程度のもの

　以上，通級による指導について，関係法令を示し，そ

の内容について述べてきた。
　平成５年度に通級による指導が開始され，平成１８年度
に発達障害が通級の対象となった。そして，平成１９年度
の特別支援教育の制度化という大きな転換が図られたの
である。
　このように，特別支援教育が，障害のある児童生徒だ
けのためでなく，すべての児童生徒のために必要である
という考え方が，大きく全体へと広がってきている。

　次に，通級による指導の実際として，平成８年度から
平成１２年度に通級担当者として携わった教育実践から，
言語発達遅滞のある児童生徒の実態把握の方法及び内容
について，述べたい。

３．　実態把握の方法及び内容

（１）　言語発達遅滞とは
　言語発達遅滞については，「改訂版　はじめての特別支
援教育」に，次のように書かれている。

　言語発達遅滞は，ことばの発達の遅れである。言語発
達遅滞には，知的障害に伴う言語発達遅滞，聴覚障害に
伴う言語発達遅滞など，ほかの障害に伴って生じるもの
と，SLI（specific language impairment：特異性言語発達
障害）と呼ばれ，知的障害や聴覚障害などの言語発達を
遅滞させるような明らかな要因がないにもかかわらず，
正常な言語発達が阻害される場合とがある。
　SLIは，一般的認知能力の障害，聴覚障害，自閉症や
明らかな神経学的異常などの言語発達を阻害する要因が
ないにもかかわらず，言語発達にかぎってその正常な発
達が妨げられる障害をさす。
　この障害名は，１つの障害をさすものではなく，言語
能力の獲得のみに困難を示す障害群につけられた包括的
な名称である。いくつかの下位グループに分けられる可
能性が指摘されている。

　言語発達遅滞について，通級による指導の対象となる
児童については，次のように示されている。
　言語発達遅滞については，通級による指導の対象とな
る障害の種類とその程度では，「話す，聞く等言語機能の
基礎的事項に発達の遅れがある者，そのほかこれに準ず
る者（これらの障害が主として他の障害に起因するもの
ではない者に限る。）で，通常の学級での学習におおむね
参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの」と
示されている。
　また，通級による指導の対象とすることが適当な児童
の判断に当たって留意すべき点については，保護者の意
見を聴いた上で，障害のある児童生徒に対する教育の経
験のある教員等による観察・検査，専門医による診断等
に基づき教育学，医学，心理学等の観点から総合的かつ
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慎重に行うこと。その際，通級による指導の特質に鑑み，
個々の児童生徒について，通常の学級での適応性，通級
による指導に要する時間等を十分考慮することが示され
ている。

　以上のことを十分に踏まえて，児童の実態を整理し，通
級による指導が適切かどうかの判断をしなければならない。
　適切かどうかの判断を行うに当たっては，在学校・通
級指導校の判断を基にして，教育委員会が就学指導委員
会に諮問した上での教育措置の通知が必要となる。
　次に，実態把握の方法及び内容について，挙げたい。

（２）　面接
　話しやすい雰囲気づくりをしたり，相互の信頼関係を
つくったりした上での面接が大切である。
　面接では，教育相談票などをもとに情報を収集すると，
話が具体的になり質問も整理され，質問される方も分か
りやすい。しかし，項目をただ記入して埋めるのでは面
接の意味がない。質問文に対する保護者の理解不足や解
釈の相違があることも予想されるため，質問文に表れて
いない部分を具体的な例を出して補うなどして詳しく正
確な情報を得ることが必要である。
ア　主訴を確かめること
　児童のもつ様々な課題で教育相談を申し込まれること
が多いために，主訴が何であるか，主訴以外に課題がな
いかどうかについて確かめることが必要である。主訴以
外に課題がある場合もあり，指導の方向を誤らないため
にも，面接，観察，検査・調査等を通して児童の実態を
正しく把握することが大切である。
　場合によっては，事前に通常の学級担任より，学級で
の児童の様子などの情報を得ておくこと，保護者と担任
に課題意識のずれがある場合には，課題についての共通
認識をもつことが大切である。
イ　教育相談でおさえておきたいこと

（ア）　相談歴・教育歴
　生後から現在までに，療育・教育相談機関にかかった
ことがあるかどうかについて把握する。あれば，施設名，
相談内容，指導内容などについて詳しく聴取する。
　入学時の年齢，現在何年生か，学校での成績，特に苦
手な教科，通常の学級担任や友達との関係はどうか，こ
れまで何年間の教育を受けたか等について聴取する。
（イ）　医学的既往
　生後から現在までの主な病気について聴取する。記入
項目になくても年齢，重症度，期間，発熱の度合，合併
症や後遺症の有無等，必要に応じて把握する。病名等に
ついては，医学事典等で調べることも必要である。
（ウ）　身体発育
　児童の胎生期から出生時，生後から現在までの心身の
発達経過について詳しく聴取する。

（エ）　言語発達
　いつの時期に，どんな音，どんなことばを発したか，
具体的に聴取する。
　「喃語」の時期，はじめての意味のあることばを言った
時期，二語文を言った時期，ことばの理解力・表現力
（要求の表現手段），ことばの面で進歩が遅いのではと思
われた時期
（オ）　運動面
　粗大運動，微細運動の能力について聴取する。
（カ）　発声・発語器官形態，機能
　発声・発語器官の機能について聴取し，後で実際に検
査を行う。必要によっては，専門領域の医師の診察を依
頼する。
（キ）　性格・その他
　性格，好きな事物，嫌いな事物，特に興味を持ってい
る事物等，児童の全体像を把握する上で役立つと思われ
ることについて聴取する。
（ク）　家族関係
　家族の中で本児の位置（何人兄弟の何番目にあたるの
か），家族の中での人間関係などについて聴取する。
ウ　留意事項
　個人情報の扱いについては，その保護が確保されるこ
とが不可欠である。教育相談票の質問文だけでは質問の
意図が正しく理解されにくく，質問者が聴きたい内容が
適切に返ってこない場合がある。その場合は，面接の中
で具体例を出しながら情報を収集する必要がある。面接
時間は十分とり，情報を聴取するだけでなく，当面，本
児に対して何をすればよいのかを保護者に具体的に示す
必要がある。
　教育相談票や面接で得た情報を収集しただけで終わる
ことのないよう，今後の指導に役立てる。また，そのた
めに，面接者は胎生期，出生期に関する医学的な知識，
生後の発達経過，乳幼児期の言語発達等に関する知識を
もっておくことが必要である。

（３）　観察
ア　観察の目
　観察者として，子どもを理解する上で，次のような点
に留意したい。
・子どもを知る，理解するという心構えをもつ。
・子どもを見る目を確かにする。
・目立たない行動をよく見てとらえる。
・行動そのものにとらわれず，その子のパーソナリ
ティとして行動を見ていく。
・見る側の勘の働かせ方が大切である。
・見る側に良い子，悪い子といった評価があってはな
らない。
・子どものしていることを共感的に見る。
・ねばならないという固定観念があってはならない。

３５特別支援教育における実態把握の方法及び内容について



イ　観察の実際
　児童の実態に応じて場面を設定し，行動観察を行う。

（ア）　入室まで（相談開始前）の様子

（イ）　入室後（相談開始後）の様子（自由場面）

（ウ）　入室後の様子（意図的にかかわる場面）
ウ　通常の学級での授業参観
　一日のうちで多くの時間を過ごす学校での子どもの様
子を観察することは，その子どもを理解する上で多くの
情報を得ることができる。特に，通常の学級で授業を受
けている子どもを観察することによって，その子どもの
学習上の様々な課題を把握することができる。
　授業参観の際には，その子どもが学習に取り組んでい
る様子（集中度，学習内容の理解度，話を聞く態度，友
達と協力している様子等）や学習用具の準備や取り扱い
の様子等を観察することができる。参観に行く前に，行
動観察に必要なチェックリスト等を作成しておくと，効
率のよい記録が残る。
　参観に当たっては，通常の学級担任と連絡を取り，「一
斉指導の場面の授業が見たい。」「グループで活動する場
面のある授業を参観したい。」「国語科の授業の様子が見
たい。」などのように，事前によく打ち合わせておくと，
その子どもの課題を把握しやすい場面を参観させてもら
うことができる。参観日を利用するのも一つの方法であ
る。
　なお，授業参観をする際は，保護者の了解を得た上で，
校長を通して相手校に連絡を取り，了承を得ることを忘
れないようにしたい。
　授業参観後，参観した授業の中での子どもの様子と普
段の授業の中での様子との違い等について，担任から聞
いておくようにしたい。さらに，参観後は，校長を通し
て相手校へお礼を言うとともに，保護者にも報告をして
おくことを忘れないようにしたい。学習の様子等，頑
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観察項目遊び・課題

・親子のかかわりを把握する。
・生活習慣はどうか。

・どのようなことに興味・関心を示すか。
・言語指示の理解はどの程度できるか。
・会話はスムーズか。
・子どもの話しことばの明瞭度はどうか。
・親のことば，接し方，態度はどうか。

・愛着行動
・遊び道具の後片
付け，あいさつ
の仕方，衣服や
靴などの着脱
・自由遊び
・親との自由会話

観察項目遊び・課題

・自発性はあるか。
・どのような事物に興味・関心を示すか。
・運動機能の発達はどうか。
・発声・発語器官の機能はどうか。
・よだれをたらしていないか。
・いつも口を開けていないか。

・自由遊び
・描画
・トランポリン，
三輪車等，歩行
の様子，なわと
びなど

や指示が理解できるか。

・いろいろな音やことばの模倣ができる
か。
・要求する物を指さすことができるか。
・尋ねられたものを指さすことができる
か。
・音声や文字と絵や具体物とのマッチン
グができるか。
・生活経験はどうか。
・見たこと，聞いたこと，思っているこ
となどを絵にかくことができるか。
・話のあらすじを理解することができる
か。
・聞くときの集中時間はどうか。
・粗大運動面，協調運動面の機能の発達
はどうか。

・吹く・吸う・かむ・飲む力はどうか。
・舌の動きはどうか。
・口唇の動きはどうか。

手 伝 い（～ を
もってきて）
・鳴き声遊び，や
まびこごっこ
・指さし遊び，絵
カード遊び，絵
本

・描画

・読み聞かせ，紙
芝

・トランポリン，
すべり台，大型
ボール（ジャン
ボ触覚ボール），
なわとび，平均
台，キ ャ ッ チ
ボール，ぶらん
こ，けんけん，
三輪車
・ストロー遊び，
シャボン玉遊び，
ガムかみ，舌の
運動，鏡遊び，
にらめっこ

観察項目遊び・課題

・他者（親，指導者）とのかかわりがも
てるか。

・ルールや役割の理解ができるか。
・気持ちの立て直しができるか。
・数の概念はどのくらいか。
・物や形の弁別ができるか。
・課題への集中時間はどうか。
・物事を関連づけて考えることができる
か。

・動作模倣ができるか。
・利き手はどちらか。

・手先の器用さはどうか。
・形の弁別ができるか。
・利き手はどちらか。巧緻性はどうか。
・表現・想像力はどうか。
・読み書きの力はどの程度か。読む力と
書く力のバランスはどうか。
・ことばへの関心はあるか。
・食物，動物，乗り物，植物等いろいろ
な物の名前をどのくらい知っているか。

・「座る・立つ・跳ぶ・走るなど」や，
「前後・左右・上・中・下」などの動作

・くすぐりっこ，
すもう，ボール
遊び，走りっこ，
追いかけっこ
・ごっこ遊び，か
るた，絵カード
とり，すごろく，
トランプ

・絵（形）合わせ，
ピクチャーパズ
ル，パズルボッ
クス
・絵 と 絵（こ と
ば）のマッチン
グや分類
・手を挙げる，拍
手をする，手遊
び，じゃんけん，
絵かき歌
・折り紙遊び

・はさみ切り
・絵かき遊び
・当該学年の教科
書の読み書き
・電話ごっこ，し
りとり遊び，な
ぞなぞ遊び，絵
カード遊び
・おつかいごっこ，
配達ごっこ，お



張っていた様子など良い面を伝えておくことも大切であ
る。こうした積み重ねが，その後の指導において，保護
者の協力や信頼を得ることにつながる。
　授業参観をした後は，記憶が新しいうちに，観察した
子どもの様子や担任の話などをまとめておくようにしたい。
エ　家庭訪問
　家庭訪問をして，その子どもの家庭での様子を知るこ
とは児童理解をする上で役立つ。近くの公園や広場など
の遊び場所や生活経験を知ることができる。さらに，家
庭の中という実際の生活場面での子どもの日常の様子を
知ることができる。
　家庭訪問の際は，十分に時間をとっておくと，保護者
の養育に対する考えや悩んでいることなどを聞くことが
できる。さらに，保護者と担当者との間に信頼感を築く
よい機会にもなる。
　なお，記録については，授業参観のときと同様である。

（４）　検査及び調査等
　諸検査について，標準化されているものについては，
その適用範囲，目的，施行に関する注意等が記載されて
いる。これらのことを踏まえ，検査の方法を確実に習熟
した上で実施する。
　一般的に諸検査を実施する際には，客観性を重視し，
次のようなことが留意事項として挙げられる。
・不要な緊張や不安を与えないため，実施者と子ども
の間に十分な相互関係あるいは信頼関係を確立する。
・実施の場所や時刻に特に留意し，子どものベストの
条件のもとで実施する。
・実施した時の日付を明確に記載するとともに，その
結果得られた内容や資料の保存に十分注意を払う。

　基本的には，こうした点に留意して，手引書に規定さ
れている方法に従って検査を行う。こうすることによっ
て，現下の能力や技能をとらえることができる。
　さて，諸検査を通して得られた情報は，子どもを指導
するための有効な手掛かりとなるわけであるが，検査の
集約された数値だけでなく，その過程で，どのような行
動が見られたかという点も大切である。ある質問の答え
が分からないとき，どんな行動をしたか，どんな課題に
対して興味を示したか，緊張はなかったか等，検査の過
程の中で，指導の手掛かりになるさまざまな情報が得ら
れる。例えば，
・集中時間
・興味・関心のある学習課題の傾向
・落ち着いてやれたかどうか。実施中に，他に注意が
分散しなかったかどうか。
・指示を聞いていたかどうか。
・子どもの反応，話した言葉
・課題がうまくできないとかんしゃくを起こしたかど
うか等

　このように，検査を通しての行動観察からたくさんの
情報を得ることができる。そして，記録にあたっては，
これらの情報をできるだけもらさず記入しておくことが
大切である。
　諸検査を活用する場合，子どもの今まさに成熟しつつ
ある将来性の能力や技能を的確にとらえようとする視点
こそが，最重視されなくてはならない。
　そして，量的な把握ではなく，その子どもの独自な存
在のありようを把握し，こうした諸検査等を介して，子
ども一人一人に出会うという気持ちが大事である。

検査及び調査等

その他
・聴力検査
・発声・発語器官の形態・機能の検査
・学級担任に対する学習状況等調査票

３７特別支援教育における実態把握の方法及び内容について

PVT － R絵画語い発達検査検 査 名

３歳０か月～１２歳３カ月適用範囲

語いの理解力を測定する。目 的

田中ビネー知能検査Ⅴ検 査 名

２歳以上適用範囲

知能発達の状態を把握する。目 的

WISC －Ⅳ知能検査検 査 名

５歳０か月～１６歳１１カ月適用範囲

個別式の知能検査で，測定された知能の内容を分
析し，診断的に理解する。

目 的

DTVPフロスティッグ視知覚発達検査検 査 名

４歳０か月～７歳１１カ月適用範囲

視知覚能力の発達について検査する。目 的

遠城寺式乳幼児分析的発達診断検査検 査 名

０歳～４歳７か月適用範囲

乳幼児発達の傾向を全般にわたって分析する。目 的

津守・稲毛式乳幼児精神発達診断検 査 名

０～７歳適用範囲

乳幼児および児童の精神発達の診断をする。目 的

DAMグッドイナフ人物画知能検査検 査 名

３歳～８歳６か月適用範囲

主として動作性の知的発達水準を測定する。目 的



　以上，通級による指導の実際として，実態把握の方法
及び内容について紹介した。
　通級による指導は，障害の改善・克服のための自立活
動等の指導で，保護者，通常の学級担任と連携を図りな
がら指導を進める必要がある。
　その中で，いかに児童の実態を的確に把握して，指導
方針や指導方法・内容を明確にして児童一人一人の教育
的ニーズに応じた指導・支援を行うかが求められる。

４．　お　わ　り　に

　本稿では，特別支援教育，特別なニーズ，教育的ニー
ズ，通級による指導，言語発達遅滞のある児童生徒の実
態把握の方法と内容について，述べてきた。
　特別支援教育においては，特別なニーズ，教育的ニー
ズという言葉がキーワードとなる。
　教育的ニーズを把握するために必要とされるものが，
実態把握である。実態把握が的確にできなければ，障害
のある児童生徒の自立や社会参加に向けての一人一人の
教育的ニーズを把握することができないからである。
　実態把握が的確にできて，教育的ニーズを把握し，児
童生徒の持てる力を高め，生活や学習上の困難を改善又
は克服するための適切な教育や指導・支援を行うことが
できるのである。
　ニーズの把握は，教育の分野だけでなく，福祉，医療，
労働など様々な分野においても，求められるものである。
　特別な教育的ニーズに応える教育形態の一つが通級に
よる指導である。その通級による指導において，特別な
教育的ニーズに応じた指導・支援が求められるのである。
　そして，その指導・支援の内容については，関係する
機関と密接に連携し，本人および保護者の意向をふまえ
て検討する必要がある。
　つまり特別支援教育の専門性で一番必要とされるもの
が実態把握である。
　以上，特別支援教育，通級による指導，特別支援教育
の専門性として，必要とされる実態把握の在り方につい
て整理し，考察した。
　今後も，特別支援教育の専門性向上の在り方について，
さらに研究を進めていきたい。

要　　　　　約

　本稿は，特別支援教育，通級による指導，言語発達遅

滞のある児童生徒の実態把握の方法・内容について整理
し，考察した。
　特別支援教育においては，障害のある児童生徒一人一
人の教育的ニーズを把握することが求められる。
　特別支援教育の指導形態の一つが通級による指導であ
る。その通級による指導において，特別な教育的ニーズ
に応じた指導・支援を行うためには，実態把握が鍵とな
る。
　そして，その指導・支援の内容については，関係する
機関と密接に連携し，本人および保護者の意向をふまえ
て検討する必要がある。
　特別支援教育の専門性で一番必要とされるものが実態
把握である。
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３９特別支援教育における実態把握の方法及び内容について

Summary

In this study, the author summarized and analyzed the following issues: special needs education, special support 
services in resource rooms, the way and content about assessment of the pupils with retarded speech development. 
In special needs education, it is important to grasp the educational needs of pupils with disabilities. One of the edu-
cational forms of special needs education is special support services in resource rooms. In the classes, the pupils, 
who usually take the ordinarily classes, can take different classes which are designed to meet their specific needs. 
In order to implement the classes, teachers should grasp the pupils’ requirements based on the accurate diagnosis 
and take into consideration the opinions of the institutions, the parents and the pupils. Assessment should be most 
emphasized in special needs education.




