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学校間の引継ぎのポイント （小学校から中学校への引継ぎの例）

ポイントⅠ 情報の提供・収集
※丸数字は，左欄，「引継ぎに関する年間計
画」と対応

誰が 何をする

中特支ＣＯ・教頭 ①入学後の生活での姿を具体的にイメージし，前年度
に授業等の様子を参観し，情報を収集する。

小担任・特支ＣＯ ②「個別の支援計画」「個別の指導計画」等を用いて
入学直後に特に気を付けなければいけない点や，こ
れまでの指導で効果が見られた支援や手立て等につ
いて情報をまとめ，進学先に提供する。

小旧担任・特支ＣＯ ③中学校入学後の生徒の様子を見取り，必要とされる
指導・支援の仕方について情報を提供する。

小担任・特支ＣＯと ④指導・支援の仕方についての情報が十分に伝わるよ
中担任・特支ＣＯ うに，文書に加え面談による引継ぎを行う。面談に

は必要に応じて保護者も加わる。

ポイントⅡ 情報の共有

中特支ＣＯ ⑤得られた情報を「いつ，どのように」全教職員で共
通理解するのか，具体的に計画・設定をする。

中特支ＣＯ･全教職員 ⑥「誰が，どの場で，どのように」支援を行うのか整
理する。中学校では教科担任制となるため，特に生
徒が学びにくさを感じている教科における困難さや
支援等について確認する。

ポイントⅢ 情報の活用

中担任・特支ＣＯ ⑦引き継いだ情報を基に「個別の指導計画」等を作成
する。
⑧支援について校内委員会，保護者面談等で定期的に
評価し，必要に応じて支援内容を変更・調整する。

２ 特別支援教育

※特支ＣＯ：特別支援教育コーディネーター

引継ぎに関する年間計画 （中学校の例）

※丸数字は，右欄「学校間の引継ぎのポイント」と対応

４月 ・生徒を語る会（小学校担当者の参加）②⑤

・特別支援学級教科担当者会⑥

６月 ・小学校担当者による授業参観（入学後の生徒

の様子の見取り，情報交換）③⑦

７月 ・生徒を語る会（小学校担当者の参加）

③⑤⑥⑧

・小６児童・保護者による中学校の見学

12月 ・生徒を語る会⑤⑥⑧

・保護者面談（進級について特支ＣＯ同席）⑧

１月 ・特支ＣＯ等による次年度入学生の授業参観①

・入学予定児童の体験入学①

・小中連携シートの作成②

２月 ・小中連絡会②④
ｐ７(2)(4)

・毎月の職員会議の際に，必要に応じて，支
援を要する生徒の様子や支援の仕方等につ

いて具体的に確認することが大切です。

一人一人の障害の状態等に応じた指導指導の重点
障害の状態や特性及び心身の発達の段階等（障害の状態等）により，児童生徒の学習上又は生活上の困難は違います。一人一人の障

害の状態等に応じた指導を充実させて一貫した切れ目ない支援を実現するために，全教職員が特別支援教育に関する教育課程編成の基
本的な考え方や，児童生徒の「困難さ」に対する「指導上の工夫の意図」を理解し，指導に当たる必要があります。

障害のある児童生徒は，就学や進学に伴う環境の変
化などにより，新たな学習上又は生活上の困難が生じ
たり困難さの状況が変化したりする場合があります。
切れ目ない一貫した支援を実現するには，これまでの
支援を就学先・進学先へ確実に引き継ぐことが必要で
す。引継ぎに係る相談等について，特別支援教育の年
間計画に表すとともに，「個別の支援計画」
「個別の指導計画」等を活用しながら必要な
情報を提供・収集し情報を全教職員で共通理
解して指導に当たることが大切です。

切れ目ない支援の実現に向けた学校間の引継ぎ

小学校（中学校）学習指導要領（平成29年告示）には「個々の児童（生徒）の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組
織的かつ計画的に行うものとする。」と示されています。また，各教科等の学習指導要領解説には，「通常の学級においても，発達障
害を含む障害のある児童（生徒）が在籍している可能性があることを前提に，全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じ
たきめ細かな指導や支援ができるよう，障害種別の指導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する
指導の工夫の意図，手立てを明確にすることが重要である。」と明記されています。

ユニバーサルデザインの視点による授業づくりを通して，学級の全
ての児童生徒が「分かる」「できる」手立てを工夫した上で，個別の
配慮をし，一斉指導では理解が難しい状況にある児童生徒がいる場合
は通級指導教室等での個別の指導を行うなど，三段構えで指導を行っ
ていくことが大切です。 ユニバーサルデザインの視点による授業づくり

個別の配慮

小学校算数科の配慮例
①必要な情報に注目できるよう，問題文を１行ずつ示したり，キーワードを囲んだりする。

〇困難さの状態
・文章を読み取り，数量の関係を式
を用いて表すことが難しい。

〇指導の工夫の意図
・文章を読み取り，児童が数量の関
係をイメージできるようにする。 ②親クジラと子どもクジラの長さの関係をイメージできるよう，紙テープで

〇手立て 図式化して示す。
・児童の経験に基づいた場面や興味 ・児童は，ノートに貼り付けた15ｃｍの紙テープに３ｃｍの紙テープを重ねたり，目盛りを
がある題材を取り上げる。 付けたりすることで，何倍になるかは「15÷３」の式で求められることを考える。

①解決に必要な情報に注目できるよ 15ｍ
う，文章を一部分ごとに示す。 親クジラ

②場面を具体物を用いて動作化させ ３ｍ
たり，図式化したりする。 子どもクジラ

０ 倍

親クジラの体長は 15ｍで，

子どもクジラの体長は ３ｍです。

親クジラの体長は 子どもクジラの体長の 何倍ですか。

個別の指導三段構え

の指導

学習指導要領解説には，各教科等において障害のある児童生徒などに対する手立て等は，障害別ではなく，「困難さ

の状態」を切り口として示されています。また，「指導の工夫の意図」と「手立て」が具体的に示されています。

紙テープの色を親クジラと子どもクジラで変えるなど視覚的な配慮を行うことで，児童の理解が深まります。

児童は，実際に紙テープを重ねて操作しながら比較することでイメージがもちやすくなります。

通常の学級における「困難さ」に応じた指導内容や指導方法の工夫
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自立活動の６区分27項目の内容が幼稚部教育要領特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成29年告示）及び特
別支援学校教育要領・特別支援学校学習指導要領解説自立活動編（平成30年３月）に示されています。一人一人の障害
の状態は異なるため，自立活動の指導内容も個々に異なります。６区分27項目の中から児童生徒の実態によって項目を
選定し，関連付けて指導することが大切です。
以下のような「実態把握から具体的な指導内容を設定するまでの流れ」を意識し，根拠をもって指導することが大切

です。自立活動の目標は，卒業までに目指す姿を想定しながら考えて設定し，「個別の指導計画」に明記します。そし
て，身に付いたこと，身に付きつつあること，支援の量を変えていくこと等を視点に評価をし，次年度に引継ぎます。

，

【実態把握】 ※自立活動の６区分に分けて実態把握すると児童生徒の全体像を捉えやすい。
※児童生徒の「できること」「興味・関心のあること」にも着目する。

区分 健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション
・前向きで活動的である ・他者のために役立ちたい ・聞くより ・人や物にぶつかる， ・相手の立場を意識
が，最近少しできない 他者と関わりたいという 見る方が 道具を使用するこ することが難しく，

実態 自分を責めるような発 気持ちは強い。 理解しや とが苦手など意識 自分の興味・関心
言が見られる。 ・落ち着いていれば相手の すい。 的に身体を操作す を優先してしまう。

・穏やかに話し掛けると 心情を理解できるが，そ ることに困難があ
興奮することが少ない。 の前に行動してしまう。 る。

【指導目標の設定】
・成功体験を実感することのできる学習環境の中で，衝動的な言動をコントロールしながら，望ましいコミュニケーションや円滑
な集団参加ができる。

【指導目標を達成するために必要な項目の選定】 ※自立活動の６区分27項目から必要な項目を選定する。
区分 健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

□(1) □(4) □(1) □(1) □(4) □(1) □(4) □(1) □(4) □(1) □(4)
項目 □(2) □(5) □(2) ■(2) □(2) □(5) □(2) □(5) □(2) ■(5)

□(3) ■(3) ■(3) □(3) □(3) □(3)

【選定した項目を関連付けて
具体的な指導内容を設定】
・小集団において，ルールを守ることや ・学校の中で起こる様々な場面をビデオや絵で ・気持ちを安定させるために，身体を
負けた時の対応方法などを身に付ける 見て，その場面を，登場人物の気持ちを考え 自分で適切にコントロールできるよ
ため，簡単なルールのあるゲーム等に ながら演じたり，ビデオ撮影等で自分の言動 うになる。
取り組む。 を客観的に見たりしながら，適切な行動を， 心(3)，人(2)(3)を関連付けて設定
心(3)，人(3)，コ(5) を関連付けて設定 その理由とともに話し合う中で理解する。

人(2)，コ(5)を関連付けて設定

※項目一つ一つを指導するのではなく，これらを関連付けて具体的な指導内容を設定する。 下線部は関連付けた区分と項目

実態把握から具体的な指導内容を設定するまでの流れの例
☆小学校第３学年 集団の中における感情や行動を自分でコントロールする力を高めるための指導

高い理解力が生かし切れていない・・・。
衝動的な発言で友達が離れてしまわないか心配だ。

イライラすると友達にきつい言葉を言ってしまう。
どうしたらいいのかな。

＜自立活動 ～特別支援学級での指導～＞
題材名：イライラ虫をやっつけろ
１ 負けるが勝ちよ

じゃんけんゲーム
２ 君ならどうする？
(1) 児童に身近な場面を，４コマ漫画にして
提示する。吹き出しの台詞や最終場面にど
んな行動を取るか，意見を出し合う。

(2) 「ルールブック」を見て，様々な対応方
法を知る。

(3) 自分ができる（できそうな）方法を考え
る。

３ 私ならこうする
イライラ虫退治表に自分の解消法を書き，
紹介する。

４ 今後の見通しをもつ
帰りの会での活動を知る。

＜自立活動
～帰りの会（個別に指導）～＞
１ イライラ虫の退治法はうまくでき
たか振り返る。
２ うまくできた時はシールを貼る。
うまくいかなかった時は，どうした
らよかったかや他の方法はないかを
教師と一緒に考える。

※うまくいかなかった時も，できたと
ころを褒めたり，いつでも相談にの
ることを伝えたりして，安心して取
り組めるようにする。
※自立活動の指導は10～15分の指導を
毎日設定することも可能である。
※自立活動の指導は全教育活動を通し
て指導する必要があるため，教職員
間でねらいや指導内容を共通理解し
て対応することが重要である。

どんな方法でイライラ虫を
退治できそうですか。

イライラメーターがＭＡＸにな
る前に先生に教えます。大きい声
を出しそうになったら，教室の隅
のイライラボックスで声を出して
気持ちをすっきりさせます。

深呼吸を３回する方法はできそ
うです。教室に貼ってある「ふわ
ふわことば」も使ってみます。

私は，筆箱にお守りカードを入
れて，カードを見ながら「気にし
ない，気にしない」と，心の中で
言います。

衝動的な言動をコントロールするとみんなと楽しく活動ができることを経験させたい。
どうやったら衝動的な言動を抑えられるか，自分でできる方法を一緒に考えよう。

特別支援学級で学習する時間は，始めに簡単なルールのあるゲームや身体を動かす活動を取り入れよう。こだわりがあるの
で，固定の価値観を崩すようなゲームにしよう。二人組で行う運動も楽しみながら相手意識をもたせられそうだ。気持ちを落
ち着かせるために自分だったらどんな方法がよいか，自分に合った方法を一緒に考えて，実践できた時は褒めて認めよう。

イライラしたけど，「ふわふわことば」の「ドンマイ」を使ったらみんなも僕に「ドンマイ」って言ってくれた。
仲良くゲームができたし，イライラ虫退治シールが増えてきたぞ。明日もやってみよう。

交流学級の授業で「深呼吸」を実践していたので，ＯＫサインを出して意識付けをした。本人もどんな場面で使
うか分かったようだ。交流学級でも「ふわふわことば」を掲示し，みんなの約束という意識がもてるようにして取
り組んだ。交流学級の友達も意識していることが分かり，自分も使ってみようという意欲が見られた。

【授業例】

自立活動の指導


