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知的障害特別支援学校を対象とした企業における現場実習に関する調査研究 

 

丸山 明美 

Ⅰ 問題と目的 

知的障害特別支援学校においては，これまで特

別支援学校に在籍していなかった比較的障害の軽

い生徒（尾崎，2009）が増加している。その理由

のひとつとして，高等部において，特に職業教育

や進路支援への期待が高まっている（尾崎，2009）

ことが考えられる。 

進路支援は，進路学習，現場実習，進路相談の

3 つの柱からなる（内海，2004）とされ，3 つが

関連して実施されることが必要であるといわれる。

知的障害のある生徒の学習上の特性を考慮すれば，

一般に体験を通して学ぶことを重視する必要があ

り，キャリア教育の中核的な学習活動は，就業体

験や現場実習等の適切な実施である（石塚，2009）

といえる。 

これまでも進路支援の中心として行われてきた

現場実習であるが，体験的な学習での自己決定を

したとする割合が尐ないこと（塚本ら，2007），

第 3 次産業の現場実習先の選択にあたって，本人

の希望を優先する割合が増加していないこと（蓮

沼・齋藤，2007）などの問題が指摘されている。 

以上のことから，知的障害特別支援学校高等部

において，企業での現場実習における実習先の決

定方法と実習期間中の生徒に対する支援体制や内

容を把握し，生徒の主体性を重視した現場実習に

するための支援体制を検討することを目的とした。 

ここでは，主体性を重視するということを「本

人の自由意思を尊重する」ということではなく，

①本人の思いを大切にする(小出,2002)というこ

と，②生徒本人が力を発揮できる，自分から活動

に取り組めること，の２点とした。 

Ⅱ 研究 1 

1 目的 

知的障害特別支援学校の企業での現場実習にお

ける実施内容や支援体制の現状を把握することを

目的とした。 

2 方法 

全都道府県の知的障害特別支援学校高等部及び

高等特別支援学校から無作為に抽出した 228校の

進路指導主事を対象に，郵送による質問紙調査を

実施した。調査実施期間は 2010年 11月であった。 

調査項目は，予備調査で確定した以下の質問項

目を用いた。 

1）調査対象者と調査校の属性， 

2）現場実習の実施計画， 

3）現場実習先の開拓， 

4）現場実習先の決定， 

5）現場実習の実施に向けた支援 

1)から 5)の項目ごとの単純集計により分析した。

自由記述については，KJ 法を参考に分析し，カ

テゴリー化を行った。 

3 結果 

 研究 1 では，143 校からの回答のうち，企業で 

の実習を実施している 141校からの回答をまとめ

た。 

 企業での現場実習を１年生から実施している学

校は，68.8％であった。2 年生からは，全ての学

校で実施されていた。学校によって年間の実施回

数や実施する期間，形態等は様々であった。 

表 1 は，実習先の希望の聞き取りについて，表

2 は現場実習先開拓時に共通理解している項目，

表 3 は現場実習決定時に重視している項目を聞い

た結果を表したものである。実習先の決定までの

過程で，「生徒の希望」を聞いているとした学校は

96.4％，実習先の開拓時に共通理解項目とした学

校は 84.4％，決定時に重視するとした学校は

86.3％であった。実習先の開拓時や選択・決定の

項目としては，生徒の居住地，保護者の意見，企

業の理解や仕事内容といった項目も同様に重視さ

れていた。その一方で，生徒や保護者の希望と実 



8-2 
表 1 生徒の実習先の希望について（ｎ=140)   

項目 度数 割合(%) 

聞いている 135 96.4 

聞いていない 5 3.6 

   

表2 実習先開拓時に共通理解している内容（複数回答ｎ=141） 

共通理解している内容 度数 割合(%) 

生徒の希望 119 84.4 

生徒の得意なこと 107 75.9 

生徒の居住地区 131 92.9 

その他 44 31.2 

   
表3 実習先を決定するときに重視すること(複数回答ｎ=139) 

重視している項目 度数 割合(%) 

生徒の希望 120 86.3 

生徒の得意なこと 118 84.9 

生徒の居住地区 126 90.6 

保護者の希望 107 77.0  

その他 34 24.5 

態の違い，実習先不足や確保の必要性，生徒の意

欲，学校内外の連携が実習先の選択・決定時の課

題として挙げられた（表 4）。 

実習先の確保については，生徒のニーズに応じ

た実習先が確保できたとする学校は 64.2％であ

った。実習先の開拓の工夫として，県から派遣さ

れた就労サポーター（19.9％）や関係機関との連

携（80.1％）はもちろん，実習依頼のパンフレッ

トの作成や学校見学会の実施等，学校側から企業

に向けた発信について挙げた学校が 23.4％であ

った。 

実習を行う際に配慮している事項として，「実習

先での様子を保護者に伝える」，「企業の担当者と

目標を再確認する」，「企業に出向いて直接指導す

る」，「生徒に困ったときは学校に連絡するよう伝

える」という支援については，60％以上の学校が

行っているのに対し，「作業環境や道具の工夫」，

「生徒が相談できる担当者の依頼」といった支援

は，50％以下で生徒の実態や必要に応じて実施す

るとされていた(表 5)。 

Ⅲ 研究 2 

1 目的 

実習先の選択・決定までの過程と実習中に行っ

ている具体的な配慮や工夫について調査し，生徒

の主体性を重視した支援体制について検討するこ

とを目的とした。 

表 4 実習先選択・決定時の課題 自由記述(複数回答ｎ=118） 

 課題の内容(項目総数) 具体的な内容（度数） 

実習先の確保 (46) 実習先が不足していること・確保の必

要性(17) 

  幅広い職種・実習先の確保の必要性

(11) 

  雇用に結びつく実習先の確保 

  企業の障害者理解(4) 

  受け入れ先のハードルが高い(2) 

    製造業が尐ない(1) 

生徒・保護者の

希望と実態 

(36) 保護者の希望と生徒の実態に関する温

度差(14) 

  生徒の希望や得意なことと企業のニー

ズが合わない(13) 

  生徒と保護者の希望をどこまで受け入

れるか，配慮(8) 

    保護者との信頼関係が重要(1) 

校内外の支援 (27) 教員間の体制や共通理解(15)                  

体制  他校，施設との日程調整が難しい(5) 

  実習先の調整(3) 

  生徒，保護者，学校，関係機関の間で

の共通理解(2) 

    アセスメントの必要性(2)                    

生徒のこと (5) 生徒の就労意欲(3) 

    自己理解(2)                                                 

2 方法 

研究 1で，実習先の選択・決定についての課題 

として，生徒や保護者の希望と実態の違い，実習

先の不足や確保の必要性をあげながらも，現場実

習を行うにあたって生徒の希望を重視していると

回答した学校の進路指導主事 15名を対象とした。 

 調査実施期間は，2010 年 11 月～2011 年 1 月

であった。 

調査項目は，以下の 3 つについて学校の課題や

状況等に合わせて，30 分から 90 分の半構造化面

接，またはメール，電話での追加調査を実施した。 

1）実習先の選択・決定時の課題への対応 

2）実習を実施するための教師間の役割と体制 

3）実習中に自分から取り組むための支援体制 

 実習先の選択・決定の際の課題ごとに，調査項

目についてのエピソードをまとめ，整理した。 

3 結果 

生徒と保護者の希望と実態の違いについて課題

とした学校(8 校)では，生徒や保護者の希望と実態

の違いがある場合，課題への対応として「生徒の

希望に合わせた実習を行う」(4 校)，「実習をする

前の面接や事前の体験を実施して決める」(3 校)，

「まずは納得してもらうように話をする」(1 校) 

などの対応をしていた。希望に沿った実習を実施 
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表 5 実習に関連して配慮している事項 (複数回答 ｎ=138 ) 

配慮している内容   度数(％) 

実習先での様子を保護者に伝える 114(82.6) 

企業に出向いて，直接指導する 101(73.1) 

巡回のときには，企業の担当者と目標を再確認する 92(66.7) 

困ったときは，学校に連絡するよう生徒に伝える 90(65.2) 

企業に確認をとって，作業環境や道具等を工夫する 62(49.2) 

生徒が相談できる担当者の指名を企業に依頼する 57(41.3) 

その他   42(30.4) 

するとした 4 校は，1 年生からの実習を実施して

いた。実習先を決定するにあたっては，生徒の希

望や適性を踏まえた案を提示するとした学校が多

かったが，パソコンを使用して生徒と選択する方

法をとっている学校もあった。専任の進路指導主

事の場合，学級担任と連絡を密にとることや生徒

と話す機会等を積極的に増やすなどの配慮をして

いた。 

「実習先の確保」を課題としてあげていた学校

(6 校)では，実習先の開拓のときに企業に仕事の提

案をする(1 校)，教師のジョブコーチ的支援(1 校)

といった専門的な知識，短期間のインターンシッ

プの実施(2 校)，実習に協力する企業がある(2 校)

といったことを具体的な取り組みとして行ってい

た。各学年に配属されている専任教師や進路指導

主事が授業に入ることでのよさも示された。 

実習中に自分から取り組むための支援として，

個別に対応した事前学習や関連性のある授業の計

画的な実施といった事前の配慮をあげた学校は 8

校であった。担任の役割として，実習中の巡回支

援を中心に行うとした学校が多かった（9 校）が，

学級担任が事前打ち合わせに企業へ行く，開拓を

することによって，生徒が主体的に取り組めるた

めの支援ができているとする学校もあった。 

Ⅳ 考察 

 現場実習先の決定においては，生徒の適性や居

住地，保護者の意向，担任の意向等を総合的に考

慮することが必要であるが，特に生徒の希望を重

視する必要性が示唆された。それは，希望の職種

での実習を行うことで，自分のできることが分か

り，課題が明確化することで，学校生活や次の実

習へつながると考えられるからである。そのため

には，早い段階から現場実習や就業体験等で体験

できる機会を設定することが有効であると考えら

れる。また，できるだけ多くの実習先を確保する

必要がある。現場実習先の確保を課題として挙げ

た学校では，1 年時のグループでの実習や企業へ

仕事内容の提案，ジョブコーチ的支援等を実施し

ていた。これらの取り組みは，知的障害そのもの

がわからないために事業所内で職務の再設計がで

きないこと，また，指導方法の工夫によって可能

となる仕事の範囲が想像できないことなどがある

（望月・向後，2002）ために，知的障害のある生

徒の実習を断っている企業に理解してもらう重要

な役割を果たすことにつながると考えられる。 

現場実習における生徒の主体性は，教師の姿勢

が影響すると考えられる。生徒の希望を聞くこと，

そして実習先を決定していく過程で「教師が決め

た仕事」ではなく「自分で選んだ仕事」と納得し

て取り組める情報提供をすることが大切ではない

か。生徒の主体性を重視した支援体制をつくるた

めには，生徒の実態や希望を知り，実際の巡回支

援や保護者との関係を支える学級担任の役割が大

きい。進路指導主事と学級担任が一緒に進めてい

く現場実習の体制を作ることが必要といえる。ま

た，進路指導主事が持っている専門的な知識を学

級担任に伝えたり，サポートしたりできる支援体

制として各学年に配属された進路指導部の教師の

役割を明確にすることも有効であろう。 
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