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取扱注意

個別の教育支援計画

（様式例）

平成

年

月

日

記入者（

）

平成

年

月

日

記入者（

）

平成

年

月

日

記入者（

）

〒
児童生徒

ふりがな

住

児童生徒氏名

生 年 月 日 平成
年

−

年

月

所 電話番号（

）

−

）

−

日

齢

歳
〒

ふりがな

−

保 護 者

保護者氏名

住

〔 〕

続柄

所

電話番号（

家族状況

家族
構成
特記
事項

生

育

歴

医 療

薬物使用
の状況

常用薬の有無

有 ・ 無

平成

特記
事項

療育・教育歴

特 記 事 項
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年

月

日 （現在）

生徒氏名（

）

生活実態
本人の状況

興味・関心

その他

本人のニーズ

保護者のニーズ

学校における支援

支援目標

主な
支援内容

他 の 関 係 機 関 に お け る 支 援 内 容
家庭生活

地域生活

福祉関係

医療関係

労働関係

出典：本人・保護者・学校等のための個別の教育支援計画 ―策定マニュアル―
鳥取県教育委員会特別支援教育課作成（Ｈ20）
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個
平成○○年度

別

○年○組○番

の

指

導

計

画（例）

名前

男・女

担任名

部活動

生徒の実態（学習・生活等の様子や課題、困難さを感じていること）
・いつ、どんな場面で、その行動が起きるのかを記入
・その行動を具体的に記入
（例）興味があることについてだけ意見を言い、他のクラスメートの意見には無関心
・できるだけ、肯定的な表現で記入

・得意なこと、興味を持って取り組んだ様子など、長所も記入

本人の願い
保護者の願い
長 期 目 標

学

習
・生徒の課題に保護者の願いや、集団生活で必要な力、

生

活

将来の社会的自立に必要な力などを考慮して、優先順位
をつけて目標を立てる

その他
短 期 目 標

学

習

生

活

・長期目標には、1 年後の望ましい姿、短期目標にはその姿
を目指すためのめあてを記入する（途中で無理であれば変
更する）
・目標の記述は、生徒を主体にして書く
（例）○○がわかる ○○ができる
○○しようとする

その他
関係機関名
＊診断名・診断した機関名・診断期日等を記入

関係機関からの

＊検査結果、得意な面、認知の仕方などを記入

助言

・今までうまくいった、効果的だったと思えた対応の仕方や方法

支援方針

について記入する
（例）注意をするときは、落ち着いた口調だと入りやすい
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教科等

短期目標

支援の方法と様子

次学期への課題

・板書の中の一部をノー

・本人と相談しながら書く

・板書をほぼ書けるように目標

国語

トに写す。

を設定していく。

量を決め、できたら認め
る。
＊認められると嬉しそうに
し、継続できた。

数学
・高等学校の場合、教科によって生徒が見せる様子が違う場合
があるので、それぞれの教科での姿を共通理解する

英語

（例えば、天体や動物、歴史等には興味関心が高く、深い知識

教

を持っているが、英語や国語には興味が無く、机に伏してし

科

○○

まう 等）
・
「短期目標」はできそうなところから設定する
・支援の方法は、具体的な手立てを記入する
・何ができるようになったか、何が課題として残ったかを明確に

○○

記入する
・「次学期への課題」は、今学期の短期目標と評価をふまえ、で
きたら次のステップとなるような課題にする

○○
・グループでの実習中、

・メンバー構成に配慮し、

家庭科

自分の役割の責任を

手順表を配布して見通し

果たす。

が持てるようにした。

・後片付けまでできるようにす
る。

＊落ち着いたメンバーのグ
ループでは活動できた。

○○
・カッとなったときに、 ・トラブルの度に個別指導。 ・自分が良くなかったときには

学 級

生 活

自分の気持ちを抑え、

クールダウン→状況説明

謝ることができるようにな

伝えたいことを相手

→自分の気持ちを話す。

る。

に言えるようになる。

＊物にあたらず自分の気持
ちが言えるようになっ
た。
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教育相談等を呼びかける保護者向け案内の例
保護者の皆様へ

お子さんが困っていることはありませんか
○○○○高等学校
校 長 ○○ ○○
保護者の皆様、日頃から、本校の教育活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうござ
います。
本校では、生徒一人一人の教育的ニーズの把握に努め、適切な指導及び支援を行うよう努
めております。
生徒一人一人の個性やニーズは様々で、学習上のつまずきを感じていたり、進路の選択に
悩んでいたり、人間関係に苦労したり、様々な場面で困っていることがあるかもしれません。
本校では「生徒たちが困っていること」を受けとめ、適切な指導及び支援に努めていきた
いと思っています。お子様の学校生活や学習等について「困っていることがある」と感じて
おられる場合は、遠慮なくご相談ください。
○ 学習面で困っていることがある
・教科によって成績に極端なばらつきがある
・黒板を写すのが大変苦手である
・読みにくい文字を書く
・文章を読むのにとても時間がかかる 等
○ 友だちのつき合い方や、対人関係で困っていることがある
・思いつくままに話すなど、筋道の通った話をするのが苦手である
・友人関係がうまくとれず、集団の活動に入るのが苦手である
・言動や行動が誤解されやすく、クラスメートとトラブルになることがよくある 等
○ 日常生活で困っていることがある
・整理整頓が苦手で、よく物をなくすことがある
・急に予定が変わると不機嫌になり、なかなか気持ちを切り替えられない
・怒りっぽい（カッとなりやすい）
・興味あるものを見つけたり、思いついたりしたら場に関係なく席を立つ
・会話の流れに関係ないことを突然言い出す
・相手の反応に関係なく、自分の興味のあることを話し続けることがある 等
☆

ご相談はいつでもお受けいたします。クラス担任、又は教育相談担当までお申し出くだ
さい。
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１９文科初第１２５号
平成１ ９ 年４ 月１ 日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
殿
附属学校を置く各国立大学法人学長
文部科学省初等中等教育局長
銭 谷 眞 美
特別支援教育の推進について（通知）
文部科学省では、障害のある全ての幼児児童生徒の教育の一層の充実を図るため、学校におけ
る特別支援教育を推進しています。
本通知は、本日付けをもって、特別支援教育が法的に位置付けられた改正学校教育法が施行さ
れるに当たり、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（以下「各
学校」という。）において行う特別支援教育について、下記により基本的な考え方、留意事項等
をまとめて示すものです。
都道府県・指定都市教育委員会にあっては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し
て、都道府県知事にあっては、所轄の学校及び学校法人に対して、国立大学法人にあっては、附
属学校に対して、この通知の内容について周知を図るとともに、各学校において特別支援教育の
一層の推進がなされるようご指導願います。
なお、本通知については、連携先の諸部局・機関への周知にもご配慮願います。
記
１．特別支援教育の理念
特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す
るという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、
生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。
また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発
達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施さ
れるものである。
さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やそ
の他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎とな
るものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。
２．校長の責務
校長（園長を含む。以下同じ。）は、特別支援教育実施の責任者として、自らが特別支援教
育や障害に関する認識を深めるとともに、リーダーシップを発揮しつつ、次に述べる体制の整
備等を行い、組織として十分に機能するよう教職員を指導することが重要である。
また、校長は、特別支援教育に関する学校経営が特別な支援を必要とする幼児児童生徒の将
来に大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、常に認識を新たにして取り組んでいくことが重要
である。
３．特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組
特別支援教育を実施するため、各学校において次の体制の整備及び取組を行う必要がある。
(1) 特別支援教育に関する校内委員会の設置
各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発達障害を
含む障害のある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、校内に特別支援教
育に関する委員会を設置すること。
委員会は、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教務主任、生徒指導主事、通級
指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼児児童生徒の学級担任、学年主
任、その他必要と思われる者などで構成すること。
なお、特別支援学校においては、他の学校の支援も含めた組織的な対応が可能な体制づく
りを進めること。
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(2) 実態把握
各学校においては、在籍する幼児児童生徒の実態の把握に努め、特別な支援を必要とする
幼児児童生徒の存在や状態を確かめること。
さらに、特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援教育コーディ
ネーター等と検討を行った上で、保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、
学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。その際、実
態によっては、医療的な対応が有効な場合もあるので、保護者と十分に話し合うこと。
特に幼稚園、小学校においては、発達障害等の障害は早期発見・早期支援が重要であるこ
とに留意し、実態把握や必要な支援を着実に行うこと。
(3) 特別支援教育コーディネーターの指名
各学校の校長は、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員を「特別支援教育
コーディネーター」に指名し、校務分掌に明確に位置付けること。
特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校
内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓
口などの役割を担うこと。
また、校長は、特別支援教育コーディネーターが、学校において組織的に機能するよう努
めること。
(4) 関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用
特別支援学校においては、長期的な視点に立ち、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した教
育的支援を行うため、医療、福祉、労働等の様々な側面からの取組を含めた「個別の教育支
援計画」を活用した効果的な支援を進めること。
また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の教育支援計画」を策定するなど、
関係機関と連携を図った効果的な支援を進めること。
(5)「個別の指導計画」の作成
特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化等に対応した教育
を一層進めるため、「個別の指導計画」を活用した一層の指導の充実を進めること。
また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の指導計画」を作成するなど、一
人一人に応じた教育を進めること。
(6) 教員の専門性の向上
特別支援教育の推進のためには、教員の特別支援教育に関する専門性の向上が不可欠であ
る。したがって、各学校は、校内での研修を実施したり、教員を校外での研修に参加させた
りすることにより専門性の向上に努めること。
また、教員は、一定の研修を修了した後でも、より専門性の高い研修を受講したり、自ら
最新の情報を収集したりするなどして、継続的に専門性の向上に努めること。
さらに、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が実施する各種指導者養成研修につい
ても、活用されたいこと。
なお、教育委員会等が主催する研修等の実施に当たっては、国・私立学校関係者や保育所
関係者も受講できるようにすることが望ましいこと。
４．特別支援学校における取組
(1) 特別支援教育のさらなる推進
特別支援学校制度は、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教育を実
施するためのものであり、その趣旨からも、特別支援学校は、これまでの盲学校・聾学校・
養護学校における特別支援教育の取組をさらに推進しつつ、様々な障害種に対応することが
できる体制づくりや、学校間の連携などを一層進めていくことが重要であること。
(2) 地域における特別支援教育のセンター的機能
特別支援学校においては、これまで蓄積してきた専門的な知識や技能を生かし、地域にお
ける特別支援教育のセンターとしての機能の充実を図ること。
特に、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の要請に応じて、発達障害を
含む障害のある幼児児童生徒のための個別の指導計画の作成や個別の教育支援計画の策定な
どへの援助を含め、その支援に努めること。
また、これらの機関のみならず、保育所をはじめとする保育施設などの他の機関等に対し
ても、同様に助言又は援助に努めることとされたいこと。
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特別支援学校において指名された特別支援教育コーディネーターは、関係機関や保護者、
地域の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び他の特別支援学校並びに保育
所等との連絡調整を行うこと。
(3) 特別支援学校教員の専門性の向上
上記のように、特別支援学校は、在籍している幼児児童生徒のみならず、小・中学校等の通
常学級に在籍している発達障害を含む障害のある児童生徒等の相談などを受ける可能性も広が
ると考えられるため、地域における特別支援教育の中核として、様々な障害種についてのより
専門的な助言などが期待されていることに留意し、特別支援学校教員の専門性のさらなる向上
を図ること。
そのためにも、特別支援学校は、特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有状況の改
善、研修の充実に努めること。
さらに、特別支援学校教員は、幼児児童生徒の障害の重複化等に鑑み、複数の特別支援教育
領域にわたって免許状を取得することが望ましいこと。
５．教育委員会等における支援
各学校の設置者である教育委員会、国立大学法人及び学校法人等においては、障害のある幼
児児童 生徒の状況や学校の実態等を踏まえ、特別支援教育を推進するための基本的な計画を
定めるなどして、各学校における支援体制や学校施設設備の整備充実等に努めること。
また、学校関係者、保護者、市民等に対し、特別支援教育に関する正しい理解が広まるよう
努めること。
特に、教育委員会においては、各学校の支援体制の整備を促進するため、指導主事等の専門
性の向上に努めるとともに、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係部局、大学、保護者、Ｎ
ＰＯ等の関係者からなる連携協議会を設置するなど、地域の協力体制の構築を推進すること。
また、教育委員会においては、障害の有無の判断や望ましい教育的対応について専門的な意
見等を各学校に提示する、教育委員会の職員、教員、心理学の専門家、医師等から構成される
「専門家チーム」の設置や、各学校を巡回して教員等に指導内容や方法に関する指導や助言を
行う巡回相談の実施（障害のある幼児児童生徒について個別の指導計画及び個別の教育支援計
画に関する助言を含む。）についても、可能な限り行うこと。なお、このことについては、保
育所や国・私立幼稚園の求めに応じてこれらが利用できるよう配慮すること。
さらに、特別支援学校の設置者においては、特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保
有状況の改善に努めること。
６．保護者からの相談への対応や早期からの連携
各学校及び全ての教員は、保護者からの障害に関する相談などに真摯に対応し、その意見や
事情を十分に聴いた上で、当該幼児児童生徒への対応を行うこと。
その際、プライバシーに配慮しつつ、必要に応じて校長や特別支援教育コーディネーター等
と連携し、組織的な対応を行うこと。
また、本日施行される「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等
に関する政令（平成１９年政令第５５号）」において、障害のある児童の就学先の決定に際し
て保護者の意見聴取を義務付けたこと（学校教育法施行令第１８条の２）に鑑み、小学校及び
特別支援学校において障害のある児童が入学する際には、早期に保護者と連携し、日常生活の
状況や留意事項等を聴取し、当該児童の教育的ニーズの把握に努め、適切に対応すること。
７．教育活動等を行う際の留意事項等
(1) 障害種別と指導上の留意事項
障害のある幼児児童生徒への支援に当たっては、障害種別の判断も重要であるが、当該幼
児児童生徒が示す困難に、より重点を置いた対応を心がけること。
また、医師等による障害の診断がなされている場合でも、教師はその障害の特徴や対応を
固定的にとらえることのないよう注意するとともに、その幼児児童生徒のニーズに合わせた
指導や支援を検討すること。
(2) 学習上・生活上の配慮及び試験などの評価上の配慮
各学校は、障害のある幼児児童生徒が、円滑に学習や学校生活を行うことができるよう、
必要な配慮を行うこと。
また、入学試験やその他試験などの評価を実施する際にも、別室実施、出題方法の工夫、
時間の延長、人的な補助など可能な限り配慮を行うこと。
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(3) 生徒指導上の留意事項
障害のある幼児児童生徒は、その障害の特性による学習上・生活上の困難を有しているた
め、周囲の理解と支援が重要であり、生徒指導上も十分な配慮が必要であること。
特に、いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題に対しては、表面に現れた現象のみにと
らわれず、その背景に障害が関係している可能性があるか否かなど、幼児児童生徒をめぐる
状況に十分留意しつつ慎重に対応する必要があること。
そのため、生徒指導担当にあっては、障害についての知識を深めるとともに、特別支援教
育コーディネーターをはじめ、養護教諭、スクールカウンセラー等と連携し、当該幼児児童
生徒への支援に係る適切な判断や必要な支援を行うことができる体制を平素整えておくこと
が重要であること。
(4) 交流及び共同学習、障害者理解等
障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習は、障害のある
幼児児童生徒の社会性や豊かな人間性を育む上で重要な役割を担っており、また、障害のな
い幼児児童生徒が、障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深める
ための機会である。
このため、各学校においては、双方の幼児児童生徒の教育的ニーズに対応した内容・方法
を十分検討し、早期から組織的、計画的、継続的に実施することなど、一層の効果的な実施
に向けた取組を推進されたいこと。
なお、障害のある同級生などの理解についての指導を行う際は、幼児児童生徒の発達段階
や、障害のある幼児児童生徒のプライバシー等に十分配慮する必要があること。
(5) 進路指導の充実と就労の支援
障害のある生徒が、将来の進路を主体的に選択することができるよう、生徒の実態や進路
希望等を的確に把握し、早い段階からの進路指導の充実を図ること。
また、企業等への就職は、職業的な自立を図る上で有効であることから、労働関係機関等
との連携を密にした就労支援を進められたいこと。
(6) 支援員等の活用
障害のある幼児児童生徒の学習上・生活上の支援を行うため、教育委員会の事業等により
特別支援教育に関する支援員等の活用が広がっている。
この支援員等の活用に当たっては、校内における活用の方針について十分検討し共通理解
のもとに進めるとともに、支援員等が必要な知識なしに幼児児童生徒の支援に当たることの
ないよう、事前の研修等に配慮すること。
(7) 学校間の連絡
障害のある幼児児童生徒の入学時や卒業時に学校間で連絡会を持つなどして、継続的な支
援が実施できるようにすることが望ましいこと。
８．厚生労働省関係機関等との連携
各学校及び各教育委員会等は、必要に応じ、発達障害者支援センター、児童相談所、保健セ
ンター、ハローワーク等、福祉、医療、保健、労働関係機関との連携を図ること。

【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局
特別支援教育課（吉川、富田、吉原）
TEL:03-5253-4111（内線 3192）
03-6734-3192（直通）
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発達障害等困難のある生徒の中学校卒業後における
進路に関する分析結果 概要
１．調査目的
発達障害等困難のある生徒の中学校卒業後における進路について分析・推計し、今後の
特別支援教育の在り方の検討の基礎資料とする。
２．調査対象
平成１４年度の文部科学省全国調査※ に準じた方法で、実態調査を実施した中学校にお
ける平成２０年度卒業の生徒の一部について実施した（対象生徒数は約１万７千人）。
※「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」

３．調査時期
平成２１年３月２７日時点
４．実施方法
平成１４年度に文部科学省で実施した全国調査に準じた方法で、平成１８年度以降に実
態調査を実施した中学校の３年生の一部を対象として、各中学校において発達障害等困難
のある生徒の卒業後の進路を分析・推計する。
実施に当たっては、学級担任や特別支援教育コーディネーター等複数の教員により判断
するものとする。よって本分析結果は、医師の診断による発達障害のある生徒の割合を示
したものではない。
５．集計結果
調査対象の中学校３年生のうち、発達障害等困難のある生徒の割合は、約2.9 ％であり、
そのうち約75.7 ％が高等学校に進学することとしている。
これらの高等学校に進学する発達障害等困難のある生徒の、高等学校進学者全体に対す
る割合は、約2.2 ％であった。
発達障害等困難のある生徒の卒業後の進路の課程別、学科別にみた割合は下記のとおり
である。
高等学校の課程別

全日制

定時制

通信制

進学者中、発達障害等困難のある生徒の割合

1.8％

14.1％

15.7％

高等学校の学科別

普通科

※1専門学科

※2総合学科

進学者中、発達障害等困難のある生徒の割合

2.0％

2.6%

3.6％

※1：専門教育を主とする学科
※2 :普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科
出典：文部科学省による調査分析（平成２１年３月時点）
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高等学校学習指導要領（平成 21 年３月告示）
〜教育課程の弾力的な編成等関係抜粋〜
第１章

総則

第２款

各教科・科目及び単位数等

２

各学科に共通する各教科・科目及び総合的な学習の時間並びに標準単位数
( 略)生徒の実態等を考慮し、特に必要がある場合には、標準単位数の標準の限度を超え
て単位数を増加して配当することができる。

４

学校設定科目
学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課
程の編成に資するよう、上記２及び３の表に掲げる教科について、これらに属する科目
以外の科目（以下「学校設定科目」という。
）を設けることができる。この場合において、
学校設定科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標
に基づき、各学校の定めるところによるものとする。

５

学校設定教科
(1) 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課
程の編成に資するよう、上記２及び３の表に掲げる教科以外の教科（以下「学校設定教
科」という。
）及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において、学
校設定教科及び当該教科に関する科目の名称、目標、内容、単位数等については、高等
学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し、各学校の定めるところによるもの
とする。

第３款各教科・科目の履修等
１ 各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間
(1) ( 略）生徒の実態及び専門学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、「国語
総合」については３単位又は２単位とし、
「数学Ⅰ」及び「コミュニケーション英語Ⅰ」
については２単位とすることができ、その他の必履修教科・科目（標準単位数が２単位
であるものを除く。
）についてはその単位数の一部を減じることができる。
第５款教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
２ 各教科･科目等の内容等の取扱い
(4) 学校においては、特に必要がある場合には、第２章及び第３章に示す教科及び科目の
目標の趣旨を損なわない範囲内で、各教科・科目の内容に関する事項について、基礎的・
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基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。
５ 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
(8) 障害のある生徒などについては、各教科・科目等の選択、その内容の取扱いなどにつ
いて必要な配慮を行うとともに、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、例えば
指導についての計画又は家庭や医療、福祉、労働等の業務を行う関係機関と連携した支
援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の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計画的、組織的に行うこと。

93

高等学校学習指導要領（平成 21 年３月告示）
〜キャリア教育・職業教育関係抜粋〜
第１章

総則

第１款

教育課程編成の一般方針

４ 学校においては、地域や学校の実態等に応じて、就業やボランティアにかかわる体験的
な学習の指導を適切に行うようにし、勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ、望
ましい勤労観、職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとする。
第２款
５

各教科・科目及び単位数等
学校設定教科

(2)学校においては、学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けること
ができる。この科目の目標、内容、単位数等を各学校において定めるに当たっては、産
業社会における自己の在り方生き方について考えさせ、社会に積極的に寄与し、生涯に
わたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに、生徒の主体的な各教科・科目の選
択に資するよう，就業体験等の体験的な学習や調査・研究などを通して、次のような事
項について指導することに配慮するものとする。
ア

社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観、職業観の
育成

イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成
第５款教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
４

職業教育に関して配慮すべき事項
(1) 普通科においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、必要に応じて
適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。

(2) 職業教育を主とする専門学科においては，次の事項に配慮するものとする。
ア

職業に関する各教科・科目については、実験・実習に配当する授業時数を十分確
保するようにすること。

イ

生徒の実態を考慮し、職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な
配慮が必要な場合には、各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し、
その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い、また、
主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。

(3) 学校においては、キャリア教育を推進するために、地域や学校の実態、生徒の特性、
進路等を考慮し、地域や産業界等との連携を図り、産業現場等における長期間の実習を

94

取り入れるなどの就業体験の機会を積極的に設けるとともに、地域や産業界等の人々の
協力を積極的に得るよう配慮するものとする。
(4) 職業に関する各教科・科目については、次の事項に配慮するものとする。
ア

職業に関する各教科・科目については、就業体験をもって実習に替えることがで
きること。この場合、就業体験は、その各教科・科目の内容に直接関係があり、か
つ、その一部としてあらかじめ計画されるものであることを要すること。

イ

農業，水産及び家庭に関する各教科・科目の指導に当たっては、ホームプロジェ
クト並びに学校家庭クラブ及び学校農業クラブなどの活動を活用して、学習の効果
を上げるよう留意すること。この場合、ホームプロジェクトについては、その各教
科・科目の授業時数の 10 分の２以内をこれに充てることができること。

ウ 定時制及び通信制の課程において、職業に関する各教科・科目を履修する生徒が、
現にその各教科・科目と密接な関係を有する職業（家事を含む。）に従事している場
合で、その職業における実務等が、その各教科・科目の一部を履修した場合と同様
の成果があると認められるときは、その実務等をもってその各教科・科目の履修の
一部に替えることができること。
５ 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
以上のほか、次の事項について配慮するものとする。
(4) 生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校
の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行い、キャリア教育を推進するこ
と。
(8) 障害のある生徒などについては、各教科・科目等の選択、その内容の取扱いなどにつ
いて必要な配慮を行うとともに、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、例えば
指導についての計画又は家庭や医療、福祉、労働等の業務を行う関係機関と連携した支
援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の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計画的、組織的に行うこと。
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こ ん な 時 は こ こ に 相 談
気になる生徒の指導・支援の方法ついて相談したい場合

ＬＤ等専門員

ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の発達障がいや、ちょっと気になる生
徒への対応や指導・支援の方法について、
学校を訪問して相談を受けます。
校内の支援体制へのアドバイスも行います。
配置されている場所
電話番号
鳥取県教育センター
０８５７−２８−９８８２
東

部 教

育 局

０９０-５３７３-６５３８

中
西

部 教
部 教

育 局
育 局

０８５８−２３−９２５０
０８５９−３１−５０９３

障がいの種別に応じた就学や指導・支援を相談したい場合
地区

全県

東部

学校名

電話番号

障がい種別

鳥取県立鳥取盲学校 地域支援室

視覚障がい

０８５７−２３−５４４１

鳥取県立鳥取聾学校 地域支援部
鳥取県立鳥取養護学校
地域・教育支援部
鳥取県立白兎養護学校 地域支援部

聴覚障がい

０８５７−２３−２０３１

知的障がい

０８５７−５９−０５８５

鳥取大学附属特別支援学校

知的障がい

０８５７−２８−６３４０

中部

鳥取県立倉吉養護学校 支援部

西部

鳥取県立皆生養護学校
鳥取県立米子養護学校
地域支援センター部
鳥取県立鳥取聾学校 ひまわり分校
米子市立米子養護学校

病弱・身体虚弱
０８５７−２６−３６０１
肢体不自由

知的障がい
肢体不自由
肢体不自由
知的障がい

０８５８−２８−３５００
０８５９−２２−６５７１
０８５９−２７−３４１１

聴覚障がい
０８５９−２３−２８１０
病弱・身体虚弱 ０８５９−３３−４７７５

医療的な支援について相談したい場合
地区
東部
中部
西部

施設の名称
独立行政法人
国立病院機構鳥取医療センター

電話番号
０８５７−５９−１１１１

鳥取県立中央病院

０８５７−２６−２２７１

鳥取県立厚生病院
鳥取大学医学部附属病院
脳神経小児科外来

０８５８−２２−８１８１
０８５９−３８−６７７２

鳥取県立総合療育センター

０８５９−３８−２１５５
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福祉について相談したい場合
地区
東部

中部

西部

施設の名称

電話番号

精神保健福祉センター

０８５７−２１−３０３１

福祉相談センター

０８５７−２３−１０３１

中央児童相談所

鳥取県立鳥取療育園

０８５７−２９−８８８９

倉吉児童相談所

０８５８−２３−１１４１

鳥取県立中部療育園

０８５８−２２−７１９１

鳥取県立皆成学園

０８５８−２２−７１８８

鳥取県立自閉症・発達障がい支援センター
エール

０８５８−２２−７２０８

米子児童相談所

０８５９−３３−１４７１

鳥取県立総合療育センター

０８５９−３８−２１５５

米子市立 あかしや

０８５９−２９−２５８５

境港市児童発達相談センター

陽なた

０８５９−４５−２００５

就業について相談したい場合
地区

東部

中部
西部

施設の名称

電話番号

鳥取障がい者職業センター

０８５７−２２−０２６０

障がい者就業・生活支援センター しらはま

０８５７−５９−６０３６

とっとり若者サポートステーション

０８５７−２１−４１４０

とっとり若者仕事プラザ
ヤングハローワークとっとり

０８５７−３６−４５１０

ＮＰＯ法人

０８５７−２０−０２２２

鳥取青少年ピアサポート

障がい者就業・生活支援センター くらよし

０８５８−２３−８４４８

くらよし若者仕事プラザ

０８５８−２３−８６０９

障がい者就業・生活支援センター しゅーと

０８５９−３７−２１４０

よなご若者仕事プラザ

０８５９−２３−４５１０
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