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平成２９年度千葉県教職員国際交流事業（台湾交流）派遣報告書 
 

学校の特色を生かした国際交流の可能性 
 

千葉県立特別支援学校流山高等学園 教諭 鈴木 愛裕 
 

１ はじめに 
 本校は、軽度知的障害のある生徒が在籍している専門学科の高等特別支援学校であ

る。台湾への修学旅行は 2016 年から実施している。昨年度 12 月には中興大學附屬臺

中高級農業職業學校と姉妹校協定を締結し、今後はさらに関係を深めていきたいと考

えている。同事業に参加した目的は二点ある。一点目は台湾の特別支援教育の現場を

視察して、特別支援教育への見識を広めることであり、二点目は台湾の学校が訪日教

育旅行などで求めていることを知り、千葉県と台湾の学生同士が深い学びの場となる

ためにはどのような交流ができるかを考察することである。同報告書では、この二点

をまとめ、本校の今後の交流にどのように生かせるかを提案したい。 
 
２ 台湾の特別支援教育 
（１）視察校での特別支援教育（各視察校での聞き取り） 

台湾では、特別支援教育のことを「特殊教育」と呼び、特別支援学校を「特殊学校」、

特別支援教室を「特殊教室」、通常学級に所属し、特別支援をうけるために通う通級

のような教室を「資源室」と呼んでいる。 
以下、視察校での特別支援教育について説明する。 

 
観音高級中学   特別支援教育対象生徒 中学校に 10 名 

         特別支援教育免許保有教諭 ３名 

         高校からは特別支援学校へ通学 

 

  壽山高級中学   特別支援教育対象生徒 54 名 

資源教室で授業を受ける人数６名程（１授業） 

特別支援教育免許保有教諭 ３名 

 
 

 
 
 

 
 
 

写真１ 
特殊教室 

写真２ 
特殊教室の壁

はスモークガ

ラスになって

いて、そこに

漢字などを書

い て 練 習 す

る。 
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写真３ 綜合職能科クラス：アットホームな雰囲

気で教師はピンマイク使用 

特別支援教育の免許保有者が特別支援学級を受け持っている。通常学級の授業の前

後に、特別支援学級で同じ内容の学習を受けると、通常学級と同等の単位がもらえる

（特殊需求）システムを台湾で初めての導入した学校である。通常学級の教師とは週

に２回は話し合いを持ち、その他情報交換は盛んに行われているそうだ。教材は、基

本的に通常学級で使用しているものを用いている。また、大学入試のための試験勉強

も特別支援学級で行っている。パニックや自傷、他傷などの行動がある生徒は特別支

援学校へ行っており、大半の生徒が大学などの進学を目指している。就職について質

問してみたところ、卒業生はまだ大学生であり、今後の調査となるということであっ

た。 
 

  龍潭高級中学    綜合職能科（軽度知的障害をもつ生徒を対象とした職業科） 

            １クラス 15 名６学級 

            特別支援教育免許保有教諭 13 名 

 

穀物加工、クリーンサービス、自動車関連（洗車など 
を含む）、ストアサービス、ケータリングサービス、観葉

植物栽培等のコースがある。教師にも職業に関する技術

資格を積極的に取得するようにしているということだ。

授業日課としては、自動車清掃や食品加工の実習に取り

組む日、教科、製造したパンやジュースを各クラスに販

売する日などから構成されている。

農業科の学校なので材料生産から

加工まで校内で行えるようになっ

ている。社会参加を目指す教育「融和教育」がカリキュラムに入っているとのことで、

その一環として第３学年には現場実習に取り組んでいる。肢体不自由の生徒はクラス

に入って学習しており、外部の特別支援学校から教師が訪れ、身体面での指導をして

いる。 
 

陽明高級中学        生徒数 40 名   

特別支援教育免許保有教諭２名 

  

 普通クラスで学習しているが、体育など参加が難しい時は特別支援学級で個別の課

題に取り組んでいる。近隣に特別支援学校があり、交流がある。 

 
（２）特別支援設備 
 訪問した視察校には、スロープやエレベーター、多目的トイレなどが設置されてい

た。また、特別支援に限らず、教師の手元を映し出すテレビや、ピンマイクを取り入
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れた授業が日常的に行われていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）台湾の個別の教育支援計画・個別の指導計画（IEP）、移行支援計画 
日本では平成 19 年から個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成が義務づけら

れている。今回視察した学校は、様式や調査項目については若干の違いが見られるが、

どこの学校でも個別の教育支援計画などを作成しており、校内の支援体制も整えられ

ているようだった。本校の個別の指導計画や個別の教育支援計画、移行支援計画など

も視察校側に紹介し、情報交換を行うことができた。 
台湾の学校がいかに特別支援教育に取り組んでいるかの指標の一つになる個別の

指導計画、個別の教育支援計画の一部を紹介したい。 
 
 
 

学生基本資料 
学生氏名  班級  

配置  ケースワーカ

ー  

障害類別  教師名  
計画実施日  下次修正日期  
所見  

資料１ 個別の指導計画・個別の教育支援計画 （台湾視察校提供による一例） 

スロープ 
エレベーター 

多目的トイレ 

手元を映し出すテレビやス

クリーン、ピンマイク使用 
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学生現況、家庭状況とニーズ 
能力現況(     年月評価) 

認知/学業  

コミュニケーション  
行動  

情緒/ 

人際関係 

 

感覚機能/健康状況  

身辺自立  
家庭状況 

親子関係  
経済状況  

ニーズアセスメント 

学業/試験体制 □学業： 

□試験調整： 

生活への適応  

家庭への支援  

その他の支援機関 □語言療法 

□作業療法 

□物理療法 

□心理療法 

□ソーシャルワーカー 

□巡回指導 

 
特別支援教育・支援機関 

特別支援教育課程  
試験体制 □記述 □口語 □作業 □観察 □口頭報告  

□引き継ぎ資料の報告のみ 
□その他(説明)： 

試験場所の配慮 一、試験会場： 

  ◎時間調整 

□５分早めの入場 

  □回答時間２０分延長 

  ◎試験環境 

  □１階、もしくはエレベーター付き会場 

□障害物がない会場 

  ◎注意喚起 

  □視覚支援□聴覚支援□手語支援□板書による注意説明 

◎特別支援会場 

  □一人□少人数 

□その他(説明)： 

二、補助具： 

□デジタル拡大鏡  □拡大鏡  □点字機  □盲用そろばん 

□盲用 P.C. 
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□盲用マウス□タイプライター  □ライト 

□盲用ソフトウェア(說明)：  

三、問題作成時の配慮： 

□問題数の調整  □試験用紙の拡大  □点字での試験用紙 
□デジタル拡大鏡 □触察 □読み上げ 
 
四、解答方式： 

□P.C. □盲用電腦 P.C.□拡大カード  □拡大解答用紙 

□録音解答  □代筆解答 

 

 
医療 □疾病(説明)： 

□緊急時対応理(説明)： 

□その他（説明）： 

福祉 □交通服務 

□補助 減免(説明)： 

□家庭支援 
学習補助具 視覚障害補助具 

□点字機  □盲用 P.C.□デジタル拡大鏡  □拡大教科書  □拡大鏡  

□白杖 

聴覚障害補助具 

□FM補聴 □その他(說明)： 

肢体不自由補助具 

□手杖  □助行器  □立位保持装置  □車椅子  □電動車椅子 

□座位保持椅子 

コミュニケーションツール 

□絵カード  □コミュニケーションボード  □音声ペン 

その他(説明)： 

 
巡回指導 服務教師： 

到校時間(頻度)： 

支援員 服務內容： 

服務時間： 

專業團隊 □言語療法 

□作業療法 

□物理療法 

□心理療法 

□ソーシャルワーカー 

その他の支援機関  

 

 

 

 

 
 



45 
 

長期・短期個別の指導計画・評価 
学年度 個別の目標 

 

学年度学期 個別の目標 
教師の

配置 

試験方

法 
試験日 

学期目標

達成度 

     

     

     

     

 

情緒的行動的問題に対する支援 
行為問題簡述 

問題項目 □問題行為無し 

□常同行動 □自傷行為  □強度行動障害  □社会に不適切な行動 

□情緒障害  □身體調節異常 

問題特性の説明  

発生頻度  

発生状況  

持続時間  

過去の解決方法  

解決方法及び行政支援 

問題分析 問題評価方法(観察、アセスメント等)： 

 

問題分析結果： 

問題解決計画及び

責任者 

事前の状況・対応  

指導者  

事後の状況・対応  

環境の改善点  

本人の改善点  

行政支援  

プロジェクト実行

期間 

 

事後観察期間及び

方法 

 

事後の変容 介入效果： 

 

事後結果： 

□解決済み、引き続き観察 

□継続中，解決方法はそのまま 

□継続中，解決方法の変更(その他の方法) 

□アセスメント方法などの追加 
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生徒がどのような支援を受けてきているか、長期目標、短期目標、指導方法、指導

場面、配慮事項、その他家庭状況の調査、問題行動（生徒の「困り感」からくる不適

応行動）の記録・支援方法など、日本のものと類似していることが分かった。視察校

の中には、各教科の目標と達成度を設けているところもあった。特別支援学校だけで

はなく、中学校や、農業科・普通科高等学校などでも特別支援教育が構築されている

ことに驚いた。校内の定期試験を受ける際の配慮事項欄があり、「試験会場に５分早

く入室」、「回答時間 20 分延長」「試験会場は１階もしくは、エレベーターが必要」「一

人だけになることが必要」「問題数、評価の調整」などが記されている。就労支援に

ついては、障害をもつ生徒のほとんどが進学を目指していることもあり、就職した生

徒に対しては就職後１年間の電話調査を行うが、その後の状況は把握できていないと

のことだった。本校では、卒業後３年間（１年目と３年目は職場に訪問調査）は、障

害者就業・生活支援センターと協力しながら就業支援を行っているので、台湾の知的

障害をもつ卒業生の離職率や定着率などが気になるところだ。 
 
 
 

 

曾任幹部之職務  クラブ活動な

どの経験 
 

 

特技 

□パソコン文章処理 

□プログラミング □その他 

職

歴 

会社名 
 

経験年数工作    年以上 仕事内容 
 

技能検定         職類     級合格 会社名 
 

   試験 仕事内容 
 

職業訓練を受けているか（職種）： 
訓練 

期間 

   年   月   日至   年  月        

   日計     月 

希望職 

及び経験 

順序 希望職 

 

経験 希望勤務地 

未 経

験 

経 験

済み 

熟練 1. 

第一希望     2. 

第二希望     3. 

第三希望     4. 

希望待遇 月の最低賃金          元 希望勤務時間：自  時至  時，共  小時 

資料２ 就職先提出書類 
特技や職業訓練経験、希望する職種、希望勤務地・時間・最低賃金、住居・食

事が必要か、残業ができるかなどを記入するようになっている。 
本校の移行支援に比べ、生徒から要求できる労働条件が多いように感じる。 
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希    望 

勤務時間帯 

□一班制，□二班制 食事 

住居 

希望 

□希望無し，□住居のみ希望 

□三班制，□不  拘 □両方希望，□食事のみ希望 

二輪車免許 □有□無 自動車免

許 

□有□無 経済状況 □家族への経済的支援が必
要 
□家族への経済的支援は不
必要 

残業 □可能，□不可能 緊急連絡先： 

職業訓練参加希望

の有無 

 ＦＡＸ  

 
３ 交流アイディア 
３日目に行われた教育交流会では、日本の学校との交流に関心をもつ台湾の教師と

意見・情報交換を行った。今まで本校では、台湾修学旅行先の交流校とは、レクリエ

ーションやソーラン節、歌の披露、授業に参加するなどして交流を行ってきており、

それらに取り組んだ生徒からは「とても楽しかった」「やってよかった」などの声が

多く聞かれている。しかし、今回日本への教育旅行を希望する台湾の教師からは、「日

本の祭りに参加したい」「寿司作り・餅つき体験がしたい」等の声が聞かれた。それ

らの希望に沿った、両生徒の学びの場になる交流とはどういうものが考えられるだろ

うか。以下に本校の特色を生かしたアイディアを提案する。 
（１）日本の龍舞、台湾の獅子舞交流 
「平成 20 年度文部科学白書 国際理解教育の推進」によると「我が国の歴史や文 

化、伝統などに対する理解を深め、これらを愛する心を育成するとともに、広い視野

を持って異文化を理解し、異なる習慣や文化を持った人々と共に生きていくための資

質や能力を育成することも重要」とある。以前、本校の修学旅行先が長崎県だった頃、

長崎県指定無形民俗文化財である龍踊、龍囃子について学習し、JR 長崎駅前で学習発

表をした経緯がある。台湾の伝統芸能「獅子舞」と文化対比することで交流するのは

どうであろうか。本校生徒は、まず日本の文化、龍踊のルーツを調べ学習する。そし

て台湾で獅子舞に取り組んでいる高校で台湾の獅子舞体験をすることで、文化の違い

やつながりを知ることができるのではないだろうか。これらの学習は社会科などの各

教科においてつながりのある事前学習が可能でもある。また、流山市に隣接する柏市

では、毎年「柏まつり」が開催され、パレードやステージ発表の団体参加が募集され

ている。そこで、日本と台湾、双方の生徒による龍踊や獅子舞をその場で発表し、祭

りに参加する。その後は、合同の班別行動をするということが考えられる。 
（２）台湾版クエストカップ交流 
 本事業に参加している中、スーパーサイエンスハイスクール（以下 SSH）事業の一

環として台湾へ訪れていた日本の高校生や引率教員に出会った。研修の中では、生徒

が行ってきた課題研究をポスター形式で発表し合う交流を行っているとのことだっ 

た。そこで、このような交流が特別支援学校でもできないものかと考えた。本校では、
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学校設定教科「キャリア・チャレンジ」での「免許・資格取得講座」で、「クエスト

エデュケーション」という教育プログラム「企業探求コース」を導入した教育活動を

行っている。このプログラムは「企業からのミッションを受け、チームでその課題解

決に向けた企画案をまとめ、企業にプレゼンテーションする」というものである。本

校は「クエストエデュケーション」の１年間の学びの成果をプレゼンテーションして

競い合う「クエストカップ 2017 全国大会・企業プレゼンテーション部門」に出場し、

応募総数 1,848 チームの中で特別支援学校初の「グランプリ」「企業賞」を受賞した

経緯がある。そこで、日本と台湾をつなぐ「台湾版クエストカップ」のようなものは

できないかと考えた。台湾の企業や台湾に進出している日本企業に協力を呼びかけ、

日本と台湾をつなぐ課題をそれぞれの学校へ提案してもらい、生徒達はその課題に答

えていく。台湾生徒が教育旅行で来日した際や、本校生徒が修学旅行や参加希望者を

募って台湾を訪問した際、プレゼンテーションする。これには、観光庁や観光協会や

その他機関などに協力を依頼するなど、学校外部との連携やその他配慮事項など多く

の解決すべき問題があるが、生徒が取り組んだ課題を発表し合ったり一緒に発表した

りすることで深く交流ができるのではないかと考える。 

 その他「寿司作り体験、餅つき体験がしたい」等の声からも地域社会を巻き込んだ

交流アイディアが生まれそうだ。また、本校は特別支援学校の中では部活動が盛んで

あるため、文化的な部活動の中に「国際交流」を加えてみてはどうであろうか。そう

することで、継続的な台湾生徒とのやり取りが可能になるのではないだろうか。 

 
４ 特別支援学校として 
 台北市内の修学旅行の主要観光地の一部を視察した。台北市内は多目的トイレやス

ロープが設置されているうえ、歩道の幅も比較的広く、バリアフリーが進んでいた。 
車いすを使用している生徒にとっても十分に移動可能なように感じた。 
 
・中正紀念堂 
 今回、観光バスの下車は大忠門からだった。車いすの上げ下げやリフト付きバスの

使用についても可能ではないかと感じた。館内は衛生的で、エレベーター、スロープ、

多目的トイレなどが完備されていた。備え付けのトイレットペーパーを直接流すこと

はできないが、多目的以外のトイレなども衛生的で、環境の変化に敏感な生徒にとっ

ても抵抗感は少ないだろうと感じた。全てのスケールが大きく、見応えがあるので、

歴史の学習だけではなく、建物や外観、敷地内を十分に楽しむことができる。この時

期、直接触れことができる展示物は無かったので、視覚的な障害をもつ生徒のために

も日本語ガイドをつけることが必要であろう。 
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敷地内にあった、健康歩道。装具などを外したり教師が抱え

て体験したりすることで、足裏の刺激を楽しむことができる。

笑ったり、痛がったりと盛り上がるのではないだろうか。 
 
 
 

・龍山寺 
 人気のパワースポットとしても有名な青

龍寺は、創建約 270 年の台北で最も歴史のあ

るお寺である。台北市内外から多くの参拝者

が集まってくる。細かい装飾が施された建築

物に圧倒された。龍などが彫刻された柱や日

本とは違ったおみくじを実際に触ったり、体

験したりする事ができる。段差や階段は所々

あるが、大人２人で車椅子ごと生徒を抱え上

げることができる程度の段差である。また、

全体的に石畳で敷き詰められているため、その他のスペースを十分に見学することが

できる。 

 
トイレは比較的綺麗だったが、個室が小さく、多

目的トイレは設置されていなかった。排泄の際に、

スペースを必要とする生徒にとってはこちらのト

イレはすすめられない。現地到着直前、直後にトイ

レ時間を設定する必要がある。 
 

中正紀念堂内部 

中正紀念堂から見た正面ゲート 

大考門側にあった健康歩道 

中正紀念堂外部 
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・九份 
 映画「千と千尋の神隠し」の舞台に

似ているということで、大人気の観光

地である。雑貨店や食堂などが並び、

非常に活気があり、修学旅行の班別行

動などに適しているだろう。しかし、

石階段は急で、人がすれ違うことがや

っとの道幅で注意が必要だ。 
 
 

 
石の階段途中には公衆トイレが一カ所設 

置されている。トイレの入り口は階段にな   
っていて、その幅や個室内も狭い。急な階 
段や幅、トイレ環境を考えると、車いすを 
使用することが難しい。雨が降る確率が                

高い地域でもあり、足場はより悪くなるこ  
とが想定される。教師は、生徒へ細心の注           

意をはらって安全で楽しい場の提供に努め 
なければならない。 
                                                

５ 最後に 
国際交流と特別支援教育には共通するものがあるように感じる。日本では、「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成 28 年４月に施行され、「障害が

ある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくる

こと」を目指している。また、中央教育審議会「21 世紀を展望した我が国の教育の在

り方について」の答申の中では、国際教育とは「広い視野とともに、異文化に対する

理解や、異なる文化を持つ人々と共に協調して生きていく態度などを育成することは、

子ども達にとって極めて重要なことである」となっている。つまり、この世の中には

いろいろな人がいて当たり前であり、子どもたちは多様性を尊重する意識や態度を育

むことが重要だということだ。これらを踏まえて、国際交流や特別支援教育の発展に

携われるよう、自ら広い視野をもち、資質・能力の向上に努めなければいけないと強

く感じた。 

最後に、このような貴重な機会をいただきましたことに、心より感謝申し上げると

ともに、台湾視察校等との情報交換がより良いものになるように親身になって調整し

てくださった関係者の方々、私たち視察団を大歓迎してくださったうえ、情報提供や

多くの資料提供に快く御協力いただいた視察校の教職員の方々に深くお礼申し上げ 

ます。直接行って、見て、聞いて、触れ、交流することでしか得られないものがある

石階段の途中にあるトイレ入口と個室内 

湯屋に似ていると

噂の茶屋 
石の階段が続く 
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と実感できました。この経験を生かし、生徒の台湾修学旅行や交流体験に役立ててい

きたいと思います。 
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