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月 火 水

自立活動（毎日１５分間　帯状に設定）

（各教科等の学習）

木 金校時

６ 自立活動

２　特 別 支 援 教 育

一人一人の障害の状態等に応じた指導

特別支援学級における特別の教育課程

自立活動の指導

特　別　の　教　育　課　程

指導内容選定のためのチェックポイント

編成の手順

授業時数の配当

時間割の作成

指導内容の選定

実 態 把 握

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。校内の特別支援教育を充実させるためには，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
個に応じた指導を充実させるための児童生徒の「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。特別支援学級における特別の教育課程及び通常の学級における「困難さ」に応じた指導内容や方法
の工夫についての理解を深めましょう。

　「個々の児童生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，態度
及び習慣を養い，もって心身の調和的発達の基盤を培う」ことが自立活動の目標です。児童生徒の実態に応じ，日常生活や学習場面
等の諸活動において，その障害によって生じるつまずきや困難の軽減や解消に努めたり，障害があることを受容したり，主体的に困
難を改善・克服しようとしたりする児童生徒を，自立活動の指導で育てましょう。

　特別支援学級においては，児童生徒の障害の状態等に応じて特に必要がある場合は，「特別の教育課程によることができ
る（学校教育法施行規則第１３８条）」と規定されています。特別支援学級は小・中学校の学級の一つであることから，教
育課程についても全教職員が理解し，協力して編成，実施する必要があります。

・自立活動を取り入れる
・各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えることができる
・各教科を特別支援学校（知的障害）の各教科に替えることができる
　（「各教科等を合わせた指導」を取り入れることができる）

　指導内容選定のためのチェックポイントを参考に児童生徒の
各教科の習得状況や既習事項を確認します。

　個々の目標が達成されるよう，児童生徒の実態や学級の状況に
応じて学習形態や指導の形態の工夫を検討します。交流学級で学
習する場合は，個々のねらいや配慮について交流学級担任等と共
通理解し連携することが重要です。

□学年相応の学習が可能な教科は何か

□交流学級での学習が可能な教科は何か

□下学年の指導内容で学習する教科は何か

□自立活動をどのように取り入れるか

□各教科等を合わせた指導を取り入れるか
　※知的障害がある場合

通常の学級の教育課程＋自立活動
（実態により下学年の教科の内容等に替える）

実態把握
　障害の状態，発達や経験の程度，興味・関心，長
所やよさ等について情報収集をする。

ａ　聴覚からよりも，視覚から情報を理解することが得意である。
ｂ�　友達の様子に関心があり，進んでコミュニケーションを取ろうとするが，気持ちが落ち
着かないときは友達に対して粗暴になる。

ｃ　困ったことに直面したときに，教師や友達に援助を求める方法が身に付いていない。
ｄ�　感情などを言葉にして話すことが難しかったり，一方的に話したいことを伝えようとし
たりするため，相手に意思が伝わらないことが多い。

・他者に関心があり，伝えたいことがあるが，意思を的確に伝えられないこと（b,dから）
・�気持ちが落ち着かないとき，その状態を本人なりに収める方法を身に付けていないこと
（b,cから）

・一方的に話すことを調整しながら，伝えたいことを整理して話す。
・�予定を見て気持ちが不安定になりそうな活動を予測し，対応の仕方を教師に相談したり，
不安定になったときの対処法を身に付けたりする。

・�相手に伝えなければならない事柄を，「いつ」「どこで」「どうしたいか」などの項目を
示したカードを使いながら，順番に話す。

・�日常の会話の様子を動画で撮影して自己評価し，相手へのよりよい接し方を考える。
・�気持ちが不安定になったときは，教師に相談してその場を一時的に離れ，気持ちを切り替
えられるようになる。

指導すべき課題の整理
　指導開始時点で課題となることを抽出
し，中心的課題を導き出す。

指導目標を達成するために必要な項目の選定
　自立活動の内容６区分27項目から必要な項目
を選定する。選定した項目同士を根拠をもって
関連付ける。

具体的な指導内容の設定
　生徒が主体的に取り組む内容や発達の進んで
いる面を更に伸ばすような内容，自ら環境を整
える内容，自己選択・自己決定を促す内容等を
考える。

数年後の姿を見据えた上での整理も重要です。

指導目標の設定
　実現可能な具体的な目標を設定する。

学習形態の工夫
・グループ別学習
・個別学習

指導の形態の工夫
・各教科等を合わせた指導
　（�日常生活の指導，遊びの指導，作業学習，

生活単元学習）

※�小・中学校に準ずる，負担過重にならないよう各教
科等の授業時数を配当

※�実態や学習活動の特質等により弾力的に編成

実態把握から具体的な指導内容の設定までの流れ（中学校　自閉症・情緒障害学級の生徒の例）

・伝えたいことを整理して，必要な相談や報告を行う力が身に付いていないこと（c,dから）
　＜高校（高等部）卒業後に，企業等に就労することを見据えた上での課題＞

　実際の指導に当たっては，授業の１単位時間を
弾力的に取り扱うことも検討する必要があります。
左の図は，１日の予定を見通し，対応を考える活
動を設定した週時程表の一例です。帯状の時間設
定で，学習を積み重ねていくことも効果的です。

　自立活動における学習の意味を児童生徒自身が理解し，将来の自立や社会参加に必要な力を自ら高めようとする意欲をもって取り組
めるような指導内容を選定し，特設された自立活動の時間はもちろん，学校の教育活動全体（各教科等の指導を含む）を通じて指導に
当たりましょう。
　詳細については特別支援学校学習指導要領解説自立活動編第７章を参考にしてください。
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各教科等を合わせた指導

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

　知的障害のある児童生徒の学習上の特性として，知識や技能が断片的になりやすく，生活の場面で生かすことが難し
いことが挙げられます。そのため，実際的な生活場面の中で，具体的に思考や判断，表現できるようにする指導が効果
的です。このような特性を踏まえて，知的障害のある児童生徒に対して効果的な指導を進めるため，各教科，道徳科，
特別活動，自立活動及び小学校においては外国語活動の一部又は全部を合わせて指導を行うことができます。日常生活
の指導，生活単元学習，作業学習などとして実践されます。

　新学習指導要領では，「障害のある児童（生徒）などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導
内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと」と記載されています。全ての児童生徒の学習活動への参加と理解
を促進する指導内容や指導方法の工夫を，「ユニバーサルデザインの視点」により行った上で，必要に応じて「個別の
配慮」を行います。

〇�日常生活に必要な内容を，学校

の生活の流れに沿った形で毎日

繰り返して指導し，一人ででき

ることを増やしていきます。

〇主な学習の内容

　�衣服の着脱，洗面，手洗い，排

せつ，食事，清潔，整理整頓　等

○�児童生徒が生活上の目標を達成したり，課

題を解決したりするために，一連の活動を

組織的・体系的に経験することによって，

自立や社会参加のために必要な事柄を実際

的・総合的に学習していきます。

〇主な単元の種類

・生活上の課題を基にしたもの

・学校行事と関連付けたもの

・季節や季節の行事と関連付けたもの

・制作・生産活動を中心としたもの

〇単元の構成，授業づくりのポイント

➊�分かりやすい単元の到達目標を設定し，同

じ活動を繰り返して設定するなどして到達

目標をステップアップできるように単元を

構成します。

➋�一人一人が自分の役割や活動に主体的に取

り組み，集団全体で協働して取り組めるよ

う，活動の集団化と支援の個別化を図りま

す。

➌�学級内だけでなく，交流学級の友達，上級

生・下級生，教師，地域の方々などが活動

に関わり，共に取り組めるような単元を設

定します。

◇単元の構成例
　単元名�「われらむかしがたり隊～むかしがた

りライブを開こう～」
　地域の昔語りの発表や練習，準備を通して，
役割の遂行，仲間との協力，地域との交流や文
化の理解を主なねらいとした単元

○単元計画　（総時数１８時間）

１　これからの予定を確かめよう（１時間）
２　全校のみんなに発表しよう
　　　～全校ライブを開こう～（８時間）
　・ライブの準備と練習をしよう
　・全校ライブ本番(先生方から評価をいただく）
　・ライブを振り返ろう
３　家族に発表しよう
　　　～地域ライブを開こう～（７時間）
　・ライブの準備と練習をしよう
　・地域ライブ～地域の交流センターでの発表～
　　（昔語りの会の方から評価をいただく）
４　むかしがたり隊を振り返ろう（２時間）

※�語り担当と演出担当の２グループに分かれて役
割を決めて活動を行う。→ポイント➋の視点

・ポイント➊の視点
　�「全校ライブ」「地域ライブ」と活動を繰り返し設
定し，ステップアップさせた目標を設定している。

・ポイント➌の視点
　�　学級の友達同士の関わりだけでなく，全校生徒，
家族，地域の方等が関わる活動を設定している。

小単元名　　　（実施時数）

〇�作業活動を学習の中心に置いて

教科等の内容を含めながら，働

く意欲や態度，知識・技能，集

中力，責任感，根気などの「働

く力」を育て，将来の職業生活

や社会参加や社会自立を目指し

た学習です。主に中学校段階で

取り組まれています。

〇主な作業活動の種類

　�農耕，園芸，紙工，木工，陶芸

縫製　等

　ユニバーサルデザインの視点による授業づくりとは，通常の学級の授業において特別支援教育の視点を生かした指導・支援を工夫

することにより，全ての児童生徒にとって「分かる・できる」授業を構築することです。

　新学習指導要領の各教科等の解説では，学びの過程において考えられる「困難さ」に対する配慮の具体例が示され
ています。

「平成30年度　南の要覧」ｐ10

～「個別の支援計画」と「個別の指導計画」の活用～

参考資料　「特別支援学校　日常生活の指導ガイド・生活単元学習ガイド・作業学習ガイド」
　　　　　秋田県教育庁特別支援教育課のホームページに掲載しています。

　児童生徒の望ましい成長を促すためには，一人一人に応じた指導・支援を組織的・継続的かつ計画的に行うことが大切です。こ
のためのツールが「個別の支援計画」と「個別の指導計画」です。「個別の指導計画」の作成や活用を通して児童生徒や保護者，
交流学級担任，教科担任等が情報を共有し，一貫性や連続性のあるきめ細かな指導・支援を行うことができます。
　「個別の指導計画」作成の際には，学級担任が一人で目標の設定等を行うのでなく，特別支援教育コーディネーター等と
ともに，児童生徒に関わる複数の教職員の考えを集約することが必要です。

　「各教科等を合わせた指導」は，知的障害があることを前提とした指導の形態です。そのため「各教科等」は知的障害特別支
援学校の各教科等となります。また，「総合的な学習の時間」は合わせることはできません。

日常生活の指導 生活単元学習

作業学習

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

連携による指導・支援

〇困難さの状態
・�文章を目で追いながら音読
することが難しい。

〇指導上の工夫の意図
・�自分がどこを読むのかが分
かるようにする。

〇手立て
・�教科書の文を指等で押さえ
ながら読むように促す。

・�教科書の必要な箇所を拡大
コピーして行間を空ける。

・�語のまとまりや区切りが分
かるように分かち書きした
ものを用意する。

・�読む部分だけが見える自助
具（スリット等）を用意す
る。

〇困難さの状態
・�勝ち負けにこだわった
り，負けた際に感情を
抑えられなかったりす
る。

〇指導上の工夫の意図
・�活動の見通しがもてる
ようにする。

・�考えたことや思ったこ
とをすぐに行動に移し
て，友達とトラブルに
ならないようにする。

〇手立て
・�活動の見通しを立てて
から活動させる。

・�勝ったときや負けたと
きの表現の仕方を事前
に確認する。

　　　Ｔ：教師，Ｓ：児童

◇ どこを読むのかが分かるための
配慮例

・�読んでいる行を分かりやすくす
るために，行間に線を引く。

・�単語や文のまとまりを分かりや
すくするために，文末や間違い
やすい単語にマーカーで色付け
する。

◇ 負けた時の表現の仕方を事前に確認す
るための配慮例

○�「試合に負けた」場面のイラストを提
示（勝って喜んでいる表情の児童，負
けて悔しい表情の児童がいる）。

Ｔ：�（負けた）この子は，どんな気持ち
ですか。

Ｓ：くやしい。イライラする。
Ｔ：�でも，この子はイライラしても怒っ

ていないですね。すごいですね。
Ｓ：ぼくも，できるよ。
Ｔ：もし負けたらどうしたらいいですか。
Ｓ：�友達とけんかしないように我慢する。
Ｔ：�そうですね。目を閉じて３回深呼吸

したり保健室に行って落ち着いたり
するのもいいですね。

国語での配慮例 体育での配慮例

ご

う

ご

う

と

た

た

き

つ

け

て

き

た

。

そ
れ

は

「

雨

」
と

い

う

よ

り

，

お

そ

い

か

か

る

水

の

つ

ぶ

た
ち

だ

。
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