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研究の意図Ⅰ

山口県教育研修所では、要請に応じて研究

指導主事が直接学校に出向くシステムを取っ

ている。例えば、要請相談（児童生徒につい

ての相談）やサテライト講座（出前講座）等

で、小学校・中学校や養護学校へ出向いて、

子どもの実態を聞き、授業を参観する。その

際、中学校の特殊学級での学習内容と養護学

校の高等部の学習内容がうまくつながってい

ないと感じることがある。現状では、中学校

の特殊学級に在籍している生徒のほとんどが

養護学校の高等部に進学している。その現状

を考えると、生徒に対する一貫した教育的支

援を行っていくためには、生徒の将来を見通

した個別の教育支援計画を基に年間指導計画

を立て、中学校と養護学校の校種間の連携を

図っていくことが大切であると思われる。

特別支援教育の在り方に関する調査研究協

力者会議は 「今後の特別支援教育の在り方に、

ついて 最終報告 平成15年３月 以下 最（ ）」（ 、 「

終報告」という）で 「就学前から学校卒業後、

まで障害のある子ども及び保護者等に対する

相談及び支援を行う体制の整備を更に進め、

一人一人の障害のある児童生徒の一貫した 個『

別の教育支援計画』の策定」 の重要性を示＊１

唆した。これは、障害のある児童生徒一人一

人を、生涯にわたって支援していくことを特

別支援教育の新たな課題として示したもので

ある。

また 「最終報告」は「障害のある児童生徒、

の教育に関する知識や経験を有する特殊学級

の教員が中心になって、他の教科や学級担当

の教員の協力を得つつ、児童生徒の障害等の

状況の分析、教育的な支援の目標や基本的な

内容等からなる『個別の教育支援計画』の作

」 。成を行うことが考えられる と述べている＊２

これは、各学校において特殊学級の担任が他

の教員と協力して、個別の教育支援計画を作

成することを求めたものである。

中学校学習指導要領においても 「障害のあ、

る生徒などについては、生徒の実態に応じ、

指導内容や指導方法を工夫すること。特に特

殊学級又は通級による指導については、教師
＊３間の連携に努め、効果的な指導を行うこと」

と新たに規定されている。

これらの点を踏まえて、本研究では、特に

知的障害・自閉性障害のある生徒の自立に向

けて、将来を見通した上で、一人一人のニー

、ズや実態に合った適切な支援の在り方を探り

中学校段階における個別の教育支援計画を作

成し、授業実践を行うこととした。

研究の概要Ⅱ

１ 研究の内容

、 、研究期間は 平成14・15年度の２年間とし

調査研究協力員（中学校特殊学級担任５名、

養護学校高等部の学級担任１名の計６名、以

下 「研究協力員」とする）の協力のもと、山、

口大学教育学部の松田信夫教授の助言を得な

がら研究を進めていった。14年度は、教育課

程についてのアンケートを実施し、その結果

の分析と考察を行った。15年度は、さらに、

中学校の研究協力員の学級の生徒一人一人に

ついて、将来像を考え、その実現に向けてど

のような力が必要であるか、何を身に付けて

いけばよいかという課題設定を行った。将来

像として、20歳時の生活地図を頭に浮かべ、

中学校段階における個別の教育支援計画を作

成し、単元ごとの年間指導計画を立て、授業

実践を行った。

２ 研究の経過

(1) 実態調査の実施

平成14年７月下旬から８月末にかけて、ア

ンケート調査を実施した。その目的は、教育

課程の現状について把握すること及び生徒一

人一人に応じた将来を見通した教育課程とし

てどのような内容が必要であるかを探ること

であり、対象は山口県内の中学校の特殊学級

担任・管理職(回答者131人)及び養護学校高等

特殊学級に在籍する生徒の将来を見通した教育の在り方に関する研究 －知的障害・自閉性障害のある生徒の自立に向けて－
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部の担任・進路指導担当者（回答者60人）と

した。アンケート調査用紙を参考として紀要

末尾に添付している。

(2) アンケート結果及び分析・考察

（中学校特殊学級担任・管理職 131人）

ア 担任している学級

○ ここ５年間で学級数が急増している。

図１ 特殊学級の設置時期

を見ると 「新設」と「５年未満」を合図１ 、

わせて61学級で、特殊学級全体の46.6％を占

めている。これは、平成10年度に実施された

特殊学級設置に当たっての人数に関する編成

基準の見直しによるものと考えられる。実情

に合わせて新たに特殊学級を設置する学校が

増えており、特に最近は情緒障害学級の新設

が急増しており、知的及び情緒障害学級が共

にある学校も増えている。

○ ３人以下の学級が90％以上である。

図２ 特殊学級の生徒数

「 」 、在籍する生徒数が 一人 の学級が51.1％

「二人」が23.7％ 「三人」が16.0％で、合わ、

せて90.8％になる（ 。また、平均すると図２）

教員一人当たりの生徒数は約1.86人となり、

生徒一人一人に応じた指導を実践できる環境が

整えられていると言える。

イ 特殊学級担任の仕事内容
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○ 経験２年以内の担任が約半数である。

の 初任者 30人と特殊教育の経験 １図３ 「 」 「

～２年」の35人を合わせると、65人(49.6％)

である。約半数近くの担任が、特殊教育に関

して２年以内の経験しか持っていないことが

わかる。特殊学級の新設が相次いでいるため

もあるが、山口県特殊教育の統計資料から見

て、毎年約３分の１の教員が新たに特殊教育

の担当者になっている現状がある。そのこと

を考えると、特殊教育、特に特殊学級での教

育を担当する教員の定着、さらにはそこでの

教育の在り方について、どの教員でも共有で

きる方法を考えて行かなければならない。

図３ 特殊教育の通算経験年数

○ 特殊学級担任は様々な学習活動を行って

いる。

定着できない１つの理由として、特殊学級

担任の抱えている仕事量に着目してみた。

特殊学級担任は、専門教科であるなしにか

かわらず、国語科や数学科をはじめ、様々な

教科等を担当している（ 。図４）

図４ 特殊学級で指導している教科（複数回答）

また、 のように、半数以上が道徳や学図５

級活動を担当しており、さらに在籍する一人
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一人の能力や特性に合わせて、作業学習や自

立活動、生活単元学習等個に応じた学習内容

を取り入れている者もいる。

図５ 特殊学級で指導している領域等（複数回答）

「特殊学級での指導時間は何時間ですか」

、「 」という問いに対して 14時間以上16時間未満

と回答した教員が多く（ 、また 「通常図６） 、

の学級での指導時間は何時間ですか」という

問い対しては「５時間未満」と回答した教員

が多かった（ 。平均すると週平均の授業図７）

時数は約20.5時間であり、そのうち15.3時間

は特殊学級で、5.2時間は通常の学級で授業し

ている。また、それ以外に52人の教員が、交

流学級で総合的な学習の時間などでＴ・Ｔ方

式で関わっていると回答している。

図６ 特殊学級での指導時間

図７ 通常の学級での週当たりの指導時間

従って、生徒が受けている週28～30時間の
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授業の中で、約13～15時間は担任以外の教員

、 。によって 授業が行われていると推測される

その授業内容も生徒一人一人にあった内容と

して担任を中心に授業担当者と考えていかな

ければならないものである。

これ以外に、特別活動、人権教育、環境整

備等の様々な校務分掌を担当している。

中学校では教員は部活動もしている。特殊学

級担任の124人(94.7％)が部活動の指導に当たっ

ている。部活動の役割として主担当として指導

。している者が のとおり58.0％を占めている図８

また、運動系の部活動を担当していると回答し

た教員が75人、文化系の部活動を担当している

と回答した教員が46人であった。この割合は、

ほぼ中学校の教員全体の割合と同じであり、特

殊学級担任は様々な学習活動をしている。

図８ 部活動での役割

ウ 教育課程

○自立活動または作業学習・生活単元学習は

セットで考えられている。

「作業学習を毎週実施しているか」という

問いに対して 「はい」と回答した教員が全体、

図９）の39.7％に当たる52人であった （。

図９ 作業学習の毎週実施

「自立活動を毎週実施しているか」という
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67
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57
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副担当

人数
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問いに対して 「はい」と回答した教員が全体、

の35.9％に当たる47人であった（ 。図10）

図10 自立活動の毎週実施

「生活単元学習を毎週実施しているか」と

いう問いに対して 「はい」と回答した教員が、

全体の47.3％に当たる62人であった（ 。図11）

図11 生活単元学習の毎週実施

で示したように、教育課程の中で、作図５

業学習、自立活動、生活単元学習を実施して

、 、 、いると回答した教員は それぞれ34人 29人

57人であり、教育課程として位置付けて実施

はしていないが、他の教科の内容の中に領域

分野として含め、実施していることが推測さ

れる。

作業学習、自立活動、生活単元学習の三つ

のどれかを取り入れて実施している学級が66

(50.4％) 全く取り入れていない学級が64(48.、

9％)であり、ほぼ半数ずつである（ 。こ図12）

のことは生徒の実態にもよるが、これらの学

習や活動を重視しているかどうかといった指

導観の違いもあるのではないか。中学校のカ

リキュラムが教科中心であることを特殊学級

でも反映していると考えられる。また 「取り、

入れている」と回答した学級では、自立活動

(35.9% )
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63

(16.0% )

21

はい
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無回答
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のみ、または作業学習と生活単元学習をセッ

トにして実施している学級が多かった。

図12 作業学習・自立活動・生活単元学習の実施

各領域の具体的な内容としては、次のよう

なものが挙げられていた。

作業学習 園芸や農作業、調理

自立活動 コミュニケーションの練習

日課や時刻の確認

日常生活に必要な技能

生活単元学習 基本的生活習慣の確立

社会的自立を目指した内容

社会科と理科を合わせた合科

的な内容

これらの活動は特殊教育の特徴的な活動で

あり、活動を通して生徒に身に付けさせたい

力が育まれる。生徒の実態に合わせて少しで

も作業学習や自立活動さらに生活単元学習を

授業内容として取り入れていくことが大切で

ある。

エ 教職員の特殊学級への理解と協力

（複数回答、管理職が回答）

○ 生徒の実態把握のための校内研修が最も

多く実施されている。

を見ると、71校（54.1％）で 生徒の図13 「

実態把握に関する研修」が実施されている。

その一方で 「特殊教育一般に関する研修」が、

10校(7.6％) 「特殊学級の教育課程に関する、

研修」が19校(14.5％)となっている。

特殊教育に対する全般的な研修より、まず

目の前にいる生徒に対する理解を重視してい

ることがうかがえる。特殊学級の担任と授業

にかかわる教員だけで、生徒一人一人のため

66
64

1
取り入れている

取り入れていない

無回答

学級数
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の教育課程を作成するのではなく、学校全体

で取り組んでいく必要があると感じられた。

図13 校内研修の内容

○ 特殊学級に対する支援（自由記述）

「特殊学級に対する支援をどのように考え

ているか」との問いに対して、管理職から次

のような回答を得た。

・ 全教職員で特殊学級の生徒及び担任に対

する支援体制を考慮している。

・ 学級担任一人に負担が集中しないように

配慮している。

・ 授業をできる限り多くの教員で担当する

ような工夫をしている。

・ 多くの教員に特殊学級の生徒と関わりを

持たせることを念頭に、特殊学級の支援を

実施している。

・ 交流教育を多く仕組み、生徒の人間関係

づくりに重点を置いている。

・ 教職員同士の共通理解や共通実践のため

の研修に力を入れている。

(3) アンケート結果及び分析・考察

（ ）特殊学級担任に聞いた生徒(232人)の実態人

ア 教育課程

○ 特殊学級担任のうち75.6％が個別の指導

計画を立てている。

図14 個別の指導計画の立案

個別の指導計画について聞いたところ、全体

の75.6％にあたる99名の教員が立案している
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（ 。図14）

今後は、生徒一人一人のために個別の指導

計画が立案され、それに基づく授業実践と適

切な評価がなされていくことを期待したい。

イ 生徒の将来の自立について

○ 特殊学級担任は生徒の進路先として「養

護学校」を考えている。

担任する特殊学級の生徒の進路先は、約7

8％に当たる181名の生徒について「養護学校

である」と回答した（ 。図15）

図15 教員が望ましいと考えている生徒の進路先

一方 「生徒の約52％に当たる119名の生徒、

については、高等学校を考えているであろ

う」と教員が回答した（ 。 と比較し図16 図15）

て、生徒が考えていると予想される進路先と

教員が生徒に対して望ましいと考える進路先

に違いがある。生徒に進路先の希望を聞き、

中学校でどのような時期にどういう方法で進

路指導をしていけばよいか考えていく必要が

あると感じた。

図16 生徒自身が考えていると予想される進路先

○ 保護者、教員ともに生徒の職業的自立を

望んでいる。

生徒の将来像については 「職業的自立」と、

の回答が最も多く、保護者が59.1％に当たる1

37人、教員が52.4％に当たる119人の生徒につ
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人

高等学校

養護学校

専門学校

就職

家居

その他

119

61

12

7

28

0

0 50 100 150 200 人

養護学校

高等学校

専門学校

就職

家居

その他

181

34

2

5

0

12



- 172 -

特殊学級に在籍する生徒の将来を見通した教育の在り方に関する研究 －知的障害・自閉性障害のある生徒の自立に向けて－

いてであった。これに「保護就労」を加える

と 保護者が91.8％に当たる212人 教員が79.、 、

3％に当たる180人の生徒についてであり、生

徒が将来何らかの形で職業を持つことが望ま

れている （ 、 ）従って、中学校の特。 図17 図18

殊学級において、就業に関する内容を積極的に

取り入れていく必要がある。

図17 保護者が望んでいる子どもの将来像

図18 教員が考えている生徒の将来像

○ コミュニケーション能力、日常生活の技

能と対人関係能力が重視されている。

生徒に身に付けさせたい能力として 「とて、

も 「まあまあ」と特殊学級の教員が多く挙」、

げた項目は 「コミュニケーション能力 「対、 」、

人関係能力 「日常生活技能」の順である。」、

図19 生徒に身に付けさせたい能力

これらの能力を高めるため重視されているの
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対人関係能力

忍耐力

家事の能力

健康管理

経済生活能力

とても
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ふつう
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が 「日常生活の指導 「作業学習 「自立、 」、 」、

活動 「生活単元学習」である（ 。」、 ）図20

図20 生徒の将来に向けて重視している学習内容

しかし、先述のとおり（ 、これらの内図12）

容が教育課程に位置づけられている学級は約

半数であるに過ぎない。このことから、中学

校の特殊学級担任は、現時点で実施している

学習内容（ 、 から各教科の指導を重図４ 図５

） 、視している担任が多い と比較して考えると

養護学校の高等部に、就業のための自立に向

けた学習内容を求めている部分があると感じ

た。生活していく上で基礎的な力となる技能や

就業に関する内容を、生徒の自立を考える上

で中学校段階から取り入れていく必要があるの

ではないかと思われる。

○ 特殊学級の担任は保護者の意見も参考に

して教育課程を考えている

「教育課程の作成で保護者の意見を取り入れ

ているか」という問いに対して、特殊学級に

在籍する生徒の約66％に値する154名の教育

課程を作成する際、保護者の意見を取り入れ

ていることが分かった（ 。図21）

図21 教育課程作成における保護者の意見反映

今後、ますます個別の教育支援計画を立て

(66 .4% )

154

(33.6% )

78
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取り入れていない

人数
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る際、保護者の思いや意見を反映させること

が大切になってくるので、多くの特殊学級の

担任が生徒の教育課程を考える時も保護者の

思いや意見を取り入れていって欲しいもので

ある。

(4) アンケート結果及び分析・考察

（養護学校高等部及び進路指導担当者）

ア 入学する生徒の実態把握について(複数回答)

○ 養護学校高等部の教員は、中学校の特殊

学級の教育課程を把握していない。

図22 中学校の特殊学級の教育課程の把握

によると、中学校の特殊学級の教育課図22

程について 「よく知っている」と回答した養、

護学校高等部の教員はわずか４人(6.7％)で

あった。

さらに 「特殊学級在籍時の生徒の教育課程、

の把握」について、10名(16.7％)が「あまり

必要ではない」と回答している（ 。図23）

図23 特殊学級の教育課程の把握の必要性

その理由としては、次の２点があげられて

いる。

・ 自分で実態を把握し、その生徒に合う指

導内容を考えたいから。

・ 学級に在籍する生徒のすべての中学校の

教育課程を網羅するのは難しいから。

今後、生徒の自立に向けて、中学校の特殊

学級と養護学校高等部の学習内容の効果的な

0 5 10 15 20 25 30
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少し知っている

あまり知らない

無回答
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27

27

2

人

教員の人数

0 10 20 30 40 50
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48
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2

人

教員の人数

接続を図る上で、教育課程に関する相互理解

を深めていく必要がある。

イ 高等部へ入学した生徒の教育課程

○ 養護学校高等部では、特に進路指導と生

活指導を重視している。

図24 教育課程編成の際に重要視する項目

教育課程編成の際に重要視する項目として

「とても 「まあまあ」と養護学校の教員が」、

多く挙げている項目は 「学習を生活に生かす、

という視点」が53人(88.3％) 「進路指導の充、

実」が49人(81.7％)となっている( 。教図24）

育課程を編成する際に、将来の自立に向けた

進路指導と、そのための日常的な生活指導を

重視されていることが推測される。

全般に「個別に指導計画に基づく実践」や

「 」 。教職員の共通理解 についての意識は高い

今後は、指導計画の作成の際、本人や保護者

「 」の要望を取り入れることや 中学校との連携

を進めてほしい。

○ 中学校段階で必要な学習についての認識

は一致している。

「中学校段階で必要な学習」として望んで

いる学習は 「とても 「まあまあ」と養護学、 」、

校の教員が多く挙げている項目は、次の順で

あった（ 。図25）

・ 自立活動 （44人、73.3％）「 」

・ 日常生活の指導 （41人、68.3％）「 」
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・ 生活単元学習 （41人、68.3％）「 」

・ 作業学習 （35人、58.3％）「 」

この結果は、中学校の特殊学級の担任と同

様であった （ 参照）。 図20

また 「各教科」や「総合的な時間の学習」、

が必要であると考えている割合は、中学校の

特殊学級担任よりも少なかった。

図25 中学校段階で必要な学習

○ 将来を見通した教育を進めるために大切

なこと

以下のような内容が挙げられていた。

・日常生活技能

・生活に密着したことや性教育

・コミュニケーション能力

・きまりやルールの理解

・仕事に対する意欲や体力づくり

・進路についての興味・関心

この結果を見ると、日常生活を営むための

技能と仕事に対する意欲や技能が求められて

いることがわかる。

ウ 中学校で指導して欲しい事柄

自由記述で回答を求めたところ、以下のよ

うな点が挙げられた。

・ 「できない 「分からない」等の意志表」、

示ができ、言葉で支援を求められるように

なること

・ 自分で「選ぶ 「決める」ことができる」、

力をつけること

・ きまりやルールを理解すること
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（枠内：人）

・ 先を見通した教科内容を取り入れた授業

の徹底

・ 「働く喜び」を感じ、意欲をもって働く

ことができる態度の育成

・ 生徒の関係者に、生徒の障害についての

正しい理解と把握をしておいて欲しい

生徒の実態把握が十分なされないまま養護

学校の高等部に進学している生徒がいること

を指摘されている。中学校段階で十分に生徒

の実態把握を行い、引き継ぎ事項として確実

に伝えるため、個別の教育支援計画や個別の

指導計画の作成を進めなければならない。

(5) ２年次の取組

ア アンケートの結果からわかったこと

と を見ると、中学校の特殊学級図20 図25

の担任及び養護学校高等部の担任が生徒の将

来を考えて重視している教育活動は、共通し

ているが、実際には中学校では実施されてい

ない学校も約半数はあることが明らかになっ

た。つまり、中学校の特殊学級において、生

徒の将来を見据えた教科指導や生活単元学習

等を含んだ教育課程を編成し、授業を実践し

。ていくことの重要性が再認識できたといえる

イ 個別の教育支援計画作成モデルの提示

そこで平成15年度は、特殊学級の教員の誰

もが生徒の一人一人の教育の在り方を考え実

践していく上で活用できるものとして、個別

の教育支援計画の作成と授業実践に関わる一

連の流れのモデルを示すことにした。中学校

の特殊学級の担任だけでなく、授業で関わっ

ている教員、最終的にはすべての中学校の教

員の実践にこのモデルを役立ててもらいたい

と考えている。

○ 生徒の実態把握

個別の教育支援計画を立案するに当たって、

次の五つの項目を中心に、まず実態把握をし

た。その中から将来を見通して生徒に身に付

けさせたい課題となる事柄を探し、課題に関

係ある能力がどのようなものであるかを見い

出していくことにした。
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・自立機能

・コミュニケーション能力

・身体運動の特徴

・日常の数的処理能力

・情緒・行動の特徴

。実際に実態把握をした例を に記載する表２

表２ ある生徒の実態

自立機能 靴紐が結べないので、紐の付いていない靴を履いている。自転車に乗れないので、バ

スで通学している。帰りは保護者に迎えに来てもらうことが多かったが、最近では行き

も帰りもバスで通学できるようになった。＊１

身だしなみについては、あまり構わないほうである。アレルギー性鼻炎のため、鼻水

、 。 。が止まらず 冬場はハンカチを手放せないことが多い よだれが垂れてしまうことがある

忘れ物は少ない。清掃もきちんと丁寧にできる。＊２

コミュニケーション 通常の会話は、ほぼ問題なくできる。好きな相手には、手を取って自分のほおをすり

能力 寄せてくることもあった。やや吃音の傾向があり、言葉がはっきりせず、聞き取りにく

いこともあるが、自信のあることは大きな声で発言することができる。＊３

文字は平仮名がほとんどで、漢字はあまり使えない。助詞の使い方も正確ではない。

意識すれば、丁寧に書くことができるが、文字はやや雑である。

身体運動の特徴 アレルギー性鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎がある。低身長、低体重だが、少しずつ

成長してきている。体育の授業でも、積極的とまでは言えないが、交流学級の中で一緒

に活動ができるようになってきた。マラソンも速くはないが、自分のペースで走り通す

ことができた。手先は器用ではないが細かい作業は可能である。＊４ 。

日常の数的処理能力 加算は指を使ったり、○を書いて数えたり、具体物がないと計算できない。＊５

10の分解がなかなか覚えられない。具体物を使えば、２桁同士の加算でもわりと正確

にできる。減算は正確にできない。

いろいろな種類の硬貨を混ぜたお金の総額を答えることは、ある程度できる。時計を

読むことはできる。

情緒・行動の特徴 きまりはきちんと守ることができる。係や当番の仕事も責任をもって最後までやり遂

げようとする。＊６

恥ずかしがり屋で、照れて普通に振る舞うことができないことがある。人前での発表

は、練習で自信をつけていけばできる。＊７

人から注意されると、素直に聞かないで、横を向いてぶつぶつ言い訳を言ったり、文

句を言ってしまうことが多い。独り言も多い。物事に対して逃避の傾向があるが、最近

では徐々に減っている。＊８

課題設定を考える上で、課題に関係ある能力の実態
＊１から 将来、就労したとき、交通機関を利用できる力がある。

＊２、＊６から 基本的ルールの理解や作業遂行の態度が身に付いており、職業準備行動として、作業遂行の基本

的能力を上げることが就労につながる課題になりうると思われる。

＊３から 自信を付けることで、自分の思いを第三者にも話せるようになる。

＊４から 細かい作業を繰り返すことで、手先の巧緻性が上がる可能性がある。

＊５から 具体物があれば、計算できるので、実物を使った作業が適当である。

＊７から スキル訓練をすることが技能定着になり自信につながり、率先してできるようになる。

＊８から 意欲的に行動できるようになってきているので、いろいろな面が伸びる可能性がある。

「最終報告」では、教育、福祉、医療、労

働等が一体となって、乳幼児期から学校卒業

後まで障害のある子ども及びその保護者に対

して生涯にわたって相談及び支援していくこ

とを求めている その一貫した支援計画が 個。 「

別の教育支援計画」である( )。図26

生徒の将来を見通した学習内容を実践する

ために、つまり将来生活していく上で身に付

けさせたい力を授業で付けるために、ふれあ

い教育センター版中学校段階における個別の

教育支援計画作成モデルを提示することにし

た。内容として、次の三つを柱にした。

図26 個別の教育支援計画

個別の指導計画

（教科、自立活動等）

個別移行支援計画

（円滑な就労支援）

個別の教育支援計画

教育、福祉、医療、労働

乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援計画



- 176 -

特殊学級に在籍する生徒の将来を見通した教育の在り方に関する研究 －知的障害・自閉性障害のある生徒の自立に向けて－

第一の柱 本人の実態把握

、 、生徒の実態を的確に把握し 記載するため

。 。新たな様式を作成した 以下に項目を掲げる

・ 小学校からの引き継ぎ事項

・ 本人の思い・将来の夢

・ 家庭で気になること・保護者の願い

・ 学校で気になること・担任の願い（学習

面、生活・行動面）

・ 本人の学習に活用できるよさや能力

・ 今までの療育・心理検査等の結果

・ 心理的立場からの意見や支援

・ 医学的立場からの意見や支援

・ その他の機関からの意見や支援

特に、本人や保護者の願いを取り入れたこ

と、また、心理・医学等様々な立場からの意

見も記入することが特徴的である。

第二の柱 生活地図の作成

、 、次に 生徒が20歳になった時点を想定して

生活地図を作成する。これは、生徒の行動範

。囲の広がりを具体的に示すためのものである

生活地図には

・ 学習・仕事に関すること

・ 一人で行う余暇・趣味に関すること

・ 生活で行動する所

・ 家族と行う事柄等

に４分割し、それぞれの項目に関する距離的

な広がりを見る形を取った。

第三の柱 個別の指導計画（課題と目標）の作成

生徒の実態を把握し、生活地図で将来像を

描いた後に、当面の課題と目標を設定する。

項目としては、以下の３点である。

・ 将来を見通した３年間の教育の課題と指

導・支援目標（重点目標と実施計画）

（ 、 ）・ 実施した教育内容 学習面 生活・行動面

・ 本人の状態の変化（対応も含む）

中学校の３年間について、１年ごとに長期

目標を掲げ、そのための指導内容・方法及び

評価の視点を記入する形を取っている。

個別の指導計画を作成する際には、トップ

ダウン式アプローチ（目的志向型）を重視し

た。これは、従来の「目前のできないことを

できるまで引き上げていく」というボトムア

ップ式アプローチ（底上げ型）に対して 「将、

来の生徒にとって必要な課題が何であるかを

設定する」ものである（ 。図27）

個別の指導計画

ボトムアップ式

アプローチ

（底上げ型） トップダウン式

アプローチ

（目的志向型）

図27 個別の指導計画立案の方法

個別の教育支援計画を受けて、

○ 年間指導計画の作成

個別の指導計画に基づいて、教科学習や生

活単元学習等の年間指導計画を作成する。様

式は１年間の各月ごとの単元名、指導目標、

主な学習内容・活動、留意点を明確にし 「１、

年間の成果と今後の課題 「引継事項」を記」、

入できるようになっている。

年間指導計画を作成する際には、一人一人

の生徒の将来像を考え、中学校段階で身に付

けるべき力に配慮した。

○ 学習指導案の作成と授業実践

年間指導計画に基づいて、中学校の研究協

、 。力員は学習指導案を作成し 授業実践を行った

学習指導案を作成する際には、アンケート

の結果も反映した 例えば できない わ。 、「『 』、『

からない』等の意思表示 「言葉で周りの人」、

に支援が求められるようになる」などのコミ

ュニケーション能力・技能や「きまりやルー

ルを理解する」こと 「生活をしていく上で基、

礎となる技能」としてのお金や時間に関する

学習等である 生徒がどのように変容していっ。

たか、授業実践でどのような力がついたかを

評価することで、より本人の身に付けたい能

力の伸びを知ることができた。一人一人の生

徒のニーズや実態に合わせた課題設定をし、

計画的に授業を実践していくことがいかに大

切であるか、研究を通して実感した。




