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 特別支援学校教育要領・学習指導要領(平成29年４月告示)解説自立活動編で

は、多様な障害の種類や状態等に応じた自立活動の指導の充実を図る重要性が

示されている。 

 本研究では、個々の児童生徒の情報を「収集」し、「関連付け」、「自立活動の

内容６区分27項目」に即して「整理」することで、実態を的確に把握し、それを

根拠に個々の児童生徒に応じた自立活動の指導を実践した。そのためのツール

として、「アセスメントシート」と「プロセスシート」を作成した。このシート

を活用して実践と評価、指導の改善を繰り返し行うことで、個々の児童生徒の的

確な実態把握を根拠とした自立活動の指導の充実を図ることができた。 
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特別支援教育に関する研究 

 

特別支援学校における自立活動の指導の充実 
－個々の児童生徒の的確な実態把握を根拠とした実践を通して－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

特別支援学校の教育課程において特別に設けられた自立活動は、「個々の児童又は生徒が自立を目指

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」ことが目標であり、障害のある児童生徒の教育におい

ては、教育課程上、重要な位置を占めてきた。 

 近年の特別支援教育を取り巻く状況の変化は、「特別支援学校に在籍する重複障害者の割合は増加傾向

にあり、例えば、他の障害に自閉症を併せ有する者や視覚と聴覚の障害を併せ有する者など、多様な障害

の種類や状態等に応じた自立活動の指導の充実が求められている」１）と特別支援学校教育要領・学習指

導要領(平成29年４月告示)解説自立活動編(以下、学習指導要領解説という。)で示されている。 

 また、本県では、「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン(実施プラン)」にて、滋賀のめざす特別支援教

育における各校園等の将来の姿として、「特別支援学校においては幼児児童生徒一人ひとりの障害の状況

に応じた、健康の保持、心理的安定、環境の把握、身体の動きなどの自立活動の内容に基づいた指導を受

けることにより、生活の質を高めていくことができる」２）と記されており、特別支援学校においても、

個々の児童生徒に応じたきめ細かな自立活動の指導の充実が求められている。 

 さらに、自立活動の指導については、「個々の幼児児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階

等に即して指導を行うことが基本である」１）と学習指導要領解説で示されており、個々の児童生徒の実

態を的確に把握して、指導すべき課題を明確にした指導計画を作成し、それに基づき指導を展開しなけれ

ばならないと述べられている。 

 以上のことから、本研究では、個々の児童生徒の的確な実態把握を根拠とした実践を通して、多様な

障害の種類や状態等に応じて自立活動の指導の内容を取り入れることにより、児童生徒が自己の理解を

深め、主体的に学ぶ意欲を育む特別支援学校における自立活動の指導の充実が図れると考え、本主題を

設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

 多様な障害の種類や状態等に応じた個々の児童生徒の的確な実態把握を根拠とした実践を通して、児

童生徒が自己の理解を深め、主体的に学ぶ意欲を育む自立活動の指導の充実を目指す。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

 個々の児童生徒の的確な実態把握を根拠とした実践を行えば、多様な障害の種類や状態等に応じた自

立活動の指導となり、児童生徒が自己の理解を深め、主体的に学ぶ意欲を育む特別支援学校における自

立活動の指導が充実するであろう。 
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 的確な実態把握とは 

本研究においては、まず、個々の児童生徒の障害の状態や興味・関心、長所・課題、発達や経験の

程度、学習環境や生活環境等の様々な視点から、児童生徒の姿等の情報を「収集」する。ここでは、

個々の児童生徒の発達の遅れや障害による困難さのみに目を向けすぎず、長所や得意なこと、できるこ

と等の強みにも着目する。そして、それらを伸ばすことによって、つまずきや困難が生じている側面の

発達を促したり、調和的な発達の基盤を培ったりする視点や、指導の手立て・支援内容等に生かす視点

も大切にする。次に、「収集」した情報同士を、原因と結果の因果関係や、相互の関連性に着目して

「関連付け」る。そして、 後に、「関連付け」たそれぞれの情報を、「自立活動の内容６区分27項

目(図１)」に即して分類し、情報を「整理」する。以上の三つの段階を通して、個々の児童生徒の実

態を捉えることを、本研究における的確な実態把握(図２)と定義付ける。 

また、的確な実態把握で重要なことは、個々の児童生徒の中心となる情報を導き出すことである。

「収集」した情報同士を相互に「関連付け」ると、ある情報に集中して、多くの情報が「関連付け」

られていることが分かる。この情報が、中心となる情報である。中心となる情報は、他の多くの情報

の原因になっていたり、結び付いたりしていることから、この中心となる情報の課題が改善すれば、

他の情報の課題の改善にもつながることが考えられる。 

 

２ 個々の児童生徒に応じた自立活動の指導とは 

  自立活動の内容については、「各教科等のようにそのすべてを取り扱うものではなく、個々の幼児

児童生徒の実態に応じて必要な項目を選定して取り扱うものである」１）と学習指導要領解説で示され

ている。よって、個々の児童生徒に応じた自立活動の指導とは、的確な実態把握で導き出した中心と

なる情報に基づき、より個別的な指導目標や具体的な指導内容、手立て・支援内容等を設定し、指導

を行うことである。 

また、自立活動の指導は、個々の児童生徒の将来の可能性を広い視野から見通したうえで、現在の発

達の段階において育成すべき力を明確にする等、長期的な観点から指導を考えることも重要である。 

 

３ 的確な実態把握(根拠)と個々の児童生徒に応じた自立活動の指導(実践)の関係 

  本研究においては、個々の児童生徒の的確な実態把握を根拠として、指導目標や具体的な指導内容、

図１ 「自立活動の内容６区分27項目－項目対応表－」 

図２ 的確な実態把握                 「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編」を基に作成
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手立て・支援内容を設定して自立活動の指導

を実践する(図３)。これが、個々の児童生徒

に応じた自立活動の指導である。そして、こ

の自立活動の指導の実践で見られた児童生徒

の姿を基に、指導目標や具体的な指導内容、

手立て・支援内容を評価し、繰り返し、的確な

実態把握に努める。 

的確な実態把握(根拠)と個々の児童生徒に応じた自立活動の指導(実践)を繰り返すことで、自立活

動の指導が充実すると考える。 

 

４ 自立活動の指導のための「アセスメントシート」と「プロセスシート」の作成 

自立活動の指導について、「自立活動の指導を担当する教師には、学習指導要領等に示された内容

を参考として、個々の幼児児童生徒の実態を踏まえ、具体的な指導内容の設定を工夫することが求め

られる」１）ことや、「個々の幼児児童生徒の実態に即して、指導の道筋そのものを組み立てていくこ

とが求められる」１）ことが学習指導要領解説で示されている。また、自立活動の内容は大綱的に示し

てあることから、項目に示されている文言だけでは、具体的な指導内容をイメージしにくい場合があ

り、さらに、「 終的には、自立活動の指導は指導者が責任をもって計画し実施するものである」１）

とも述べられている。 

以上のことを踏まえ、本研究では学習指導要領解説を参考に、的確な実態把握や、個々の児童生徒

に応じた自立活動の指導を実践するために用いるツールとして、パソコン上で記入できる「アセスメ

ントシート」と「プロセスシート」を作成した。これらのシートを活用することで、的確な実態把握

の過程や、個々の児童生徒に応じた自立活動の指導を実践する過程をわかりやすくし、誰にでも取り

組みやすくする。また、記入した内容を電子データで保

存することで、指導者間で共有しやすくする。 

「アセスメントシート」は、的確な実態把握のために

用いるシートである。三つの段階をわかりやすく示す

ために、情報の「収集」を行う「アセスメントシートＡ」

(図４)と、情報の「関連付け」と「整理」を行う「アセ

スメントシートＢ」(図５)の２種類を作成した。 

「アセスメントシートＡ」は、できるだけ多く、様々

な視点から個々の児童生徒の情報を「収集」するための

シートである。指導者が、気付いたときに簡単に記入が

できる白紙の付箋を準備し、記入した付箋を貼付する

だけの簡易な手順とする。 

「アセスメントシートＢ」は、「収集」した情報同士

を「関連付け」て、「整理」するためのシートである。

容易に移動できる棒線を使って情報同士を結び付ける

ことで、情報の「関連付け」を行う。その後、それぞれ

の情報に、自立活動の区分ごとに視覚的にわかりやす

い色の違うラベルを貼付することで、情報の「整理」を

行う。情報の「関連付け」の際は、ある情報に多くの情

報が集中して「関連付け」られていることを視覚的に確 図５ 「アセスメントシートＢ(全体図)」 

図４ 「アセスメントシートＡ(全体図)」 

図３ 根拠と実践の関係 

白紙の付箋に気付いたことを記入

色の違うラベルを貼付

情報同士を線で結び付ける
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認することで、中心となる情報を導き出しやすくす

る。また、情報を「整理」するときは、個々の児童

生徒の障害名に頼って特定の区分や内容等に偏る

ことがないように留意する。 

  「プロセスシート」(図６)は、個々の児童生徒に

応じた自立活動の指導を実践するために用いる

シートである。「プロセスシート」で、導き出した

中心となる情報の背景や要因を分析し、指導目標や

具体的な指導内容、手立て・支援内容を設定する。 

「プロセスシート」では、自立活動の指導を実践

する際の手順がわかりやすいように、シート上部か

ら順に流れを示した。また、自立活動の指導を実践した際に見られた個々の児童生徒の様子を記録で

きる記入欄を設けた。そして、指導者が学習と手立て・支援内容を評価できるように、指導者側の評

価の観点も示した。さらに、「アセスメントシート」と「プロセスシート」のそれぞれに、よりわか

りやすくするための「記入手順書」を作成した。 

  これらの「アセスメントシート」と「プロセスシート」を活用しながら、個々の児童生徒の的確な

実態把握を行い、それを根拠とした個々の児童生徒に応じた自立活動の指導を実践することで、指導

の充実を目指す。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 特別支援学校２校の自立活動の指導を研究対象とし、対象児童生徒を２～３名程度に絞る。 

(２) 的確な実態把握のために、児童生徒の情報を「収集」し、「収集」した情報を「関連付け」て、

「自立活動の内容６区分27項目」に即して「整理」できる「アセスメントシート」を作成する。 

(３) 個々の児童生徒に応じた自立活動の指導の目標や具体的な指導内容、手立て・支援内容を設定し、

評価できる「プロセスシート」を作成する。 

(４) 「アセスメントシート」と「プロセスシート」を活用し、対象児童生徒の的確な実態把握と、そ

れを根拠とした個々の児童生徒に応じた自立活動の指導を実践する。 

(５) 対象児童生徒の様子の変化や変容を捉え、短期(１か月に１回)と中期(学期末)ごとに、対象児童

生徒の評価と、手立て・支援内容等の評価を行う。 

(６) この評価を基に、対象児童生徒の実態を捉え直し、指導目標や具体的な指導内容、手立て・支援

内容等を改善するプロセスを繰り返す。 

(７) 本研究で作成した「アセスメントシート」と「プロセスシート」を研究成果物とする。 

 

２ 研究の経過 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

研究構想、研究推進計画の立案 

研究推進のための資料準備・状況把握 

第１回専門・研究委員会 

授業実践 

第２回専門・研究委員会 

実証授業 

10月 

11月 

12月 

１月 

２月 

３月 

第３回専門・研究委員会 

研究の成果と課題の分析 

研究論文原稿執筆、研究成果物作成 

研究発表準備 

研究発表大会 

研究のまとめ 

図６ 「プロセスシート(全体図)」 

評価の観点

児童生徒の様子を記録

上部から順に流れを示す 
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Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 各校の自立活動の指導の状況 

(１) 研究協力校Ａにおける指導 

   研究協力校Ａの小学部は、「自立活動の時間における指導」は特設せず、「各教科等を合わせた

指導『日常生活の指導』(以下、日常生活の指導という。)」の中で自立活動の指導を行っている。

今回対象とする児童Ａが在籍する学級は、小学部１年から３年までの児童が７名在籍している。 

   「日常生活の指導」では、児童Ａはスクールバスで登校した後、すぐに自分の教室には向かわず、

多くの時間を玄関ホールのエレベーター周辺で過ごす姿が毎朝見られていた。 

 

(２) 研究協力校Ｂにおける指導 

   研究協力校Ｂの小学部では、特設して行う「自立活動の時間における指導」を中心に、各教科等

とも密接な関連を図りながら、自立活動の指導を行っている。今回対象とする児童は、児童９名が

在籍する学級の第６学年の児童Ｂと、児童３名が在籍する学級の第５学年の児童Ｃである。特設さ

れた「自立活動の時間における指導」の中で対象とする授業については、児童Ｂ・児童Ｃとも、指

導者との一対一の個別学習で取り組んでいる。 

   児童Ｂについては、興味・関心の狭さや、物や人等にこだわる行動があり、気持ちの切り替えが

難しく、友人関係においてトラブルとなることもあった。 

   児童Ｃについては、入退院を繰り返すことが多く、継続した指導が難しい状況であった。また、

学習したことが定着しにくく、あいまいに覚えている「ことば」が多かった。 

 

２ 的確な実態把握を支えるために 

(１) 的確な実態把握における要点の理解 

   「アセスメン

トシートＡ」を

活用した対象児

童の的確な実態

把握の過程にお

いて、当初は研

究委員から、「ど

んな情報を記入するのか分からない」「場面や状況等が限定されるときは、そのことも含めて記入

するのか」「他の情報と関連付かない情報はどうするのか」等の疑問が多くあった。 

   そこで、個々の児童生徒の的確な実態把握を行うために、「アセスメントシート【記入手順書】」

について、その過程や手順だけではなく、シート記入上の注意点や大切にする視点、参考となる資

料等の要点も併せて示す改善を行った(図７)。この改善を行ったことで、研究委員から、「チェッ

クやポイントが示されていることで、記入するときにわかりやすかった」「児童の実態を捉えてい

く流れを掴むことができた」等が聞かれた。また、「今までは情報を集めるだけが実態把握である

と思っていた」という所感からも、対象児童に関わる情報を「収集」することだけで終わるのでは

なく、「収集」した情報同士を「関連付け」て「整理」することを通して中心となる情報を導き出

すと、対象児童の実態がより詳しく捉えられることが分かってきた。このように、「収集」した情

報のどんな姿に注目すべきかに着目し、「関連付け」て「整理」していく過程が、児童の実態を捉

えていくうえでは重要であることが明らかとなった。 

図７ 改善を行った「アセスメントシート【記入手順書】」の一部 

大切にする視点を提示

参照となる資料を提示 記入上の注意点を提示
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(２) ありのままの姿を捉える意識(情報の「収集」) 

   児童Ｂの情報を「収集」する際は、様々な視点から、できるだけ多くの情報を「収集」すること

としたが、研究委員は「アセスメントシートＡ」に、学校における生活や学習の場面、健康面や認

知面、対人関係、コミュニケーション等、普段捉えている児童Ｂの姿や様子の「全ての情報は書き

切れない」という戸惑いを抱いていた。そのため、付箋に記入した児童Ｂの情報は、「気持ちや行

動の調整が難しい」という研究委員が児童Ｂに対して抱いている課題となった(図８の左側＜変化

前＞)。この情報に基づき、情報を「整理」すると、自立活動の区分が複数該当することや、区分に

即して分類することに行き詰まることとなった。 

   これを踏まえ、情報を「収集」する際は、児童Ｂが見せる姿等の事実をありのままに記入するこ

とが必要であり、児童Ｂが見せる「大きな声を出す」「泣く」「ものを投げる」といった具体の行

動や様子、表情、場の状況等の事実を捉え、記入するこ

とを大切にした。そのため、「アセスメントシートＡ」

のパソコン記入画面上に、「野菜が食べられない」等の

姿の端的な記入例を提示した(図９)。また、「アセスメ

ントシートＢ」において、「関連付け」た情報を「整理」

する際に、一つの情報に自立活動の区分のラベルが複

数貼付された場合は、その情報が対象児童の見せる姿

や行動等のありのままの姿を捉えた記入となっている

のかを点検、確認する手順を設けた(図10)。 

   こうした記入手順の工夫や改善

を行うことで研究委員は、再度、児

童Ｂが見せた具体的な姿(エピソー

ド)に目を向け、「いつ、どこで、だ

れと、どのような」行動をしたのか

を捉えるようになり、児童Ｂが見せ

る姿の事実を表記しようとする姿

勢へとつながった。そのため、当初、

「気持ちや行動の調整が難しい」と

図８ 児童Ｂについて「収集」した情報の変化(「アセスメントシートＡ」の一部) 

図９ 記入画面上の記入例 

＜変化前＞ ＜変化後＞

図10 記入画面上の点検、確認する手順 



特別支援教育に関する研究 

  - 7 - 

記入していた情報は、「上手くできないと、泣き、ものを投げたり壊したりする」「友達と遊んで

いて、ルールのことを言われると『ちがう』と怒り、受け入れられない」等の、具体的な情報へと

変化した(p.6 の図８の右側＜変化後＞)。 

   このように、児童Ｂの見せる姿等を捉えていく情報の「収集」について、研究委員からは、「今

までは、児童Ｂの姿を事実で捉えていなかったことに気付いた。児童Ｂのありのままの姿という事

実に基づき、実態を把握していくことが大切であると感じた」等の所感があり、児童Ｂが見せる具

体の行動や様子等の事実に目を向けようとする研究委員の意識の変容につながった。 

 

(３) 「自立活動の内容６区分27項目」に即して実態を捉える意識(情報の「関連付け」と「整理」) 

   図11は、児童Ｃの「アセスメントシートＢ」である。研究委員は、児童Ｃの情報が相互に関連し

ているものを棒線で結び、その後、自立活動の区分のラベルをそれらの情報に貼付した。そして、

他の多くの情報と棒線が相互に結びついている情報であった「“なんとなく”やりとりが成立して

いる」(図11の★)ということを、児童Ｃの中心となる情報として導き出した。研究委員は、この中

心となる情報には、「心理的な安定」「人間関係の形成」「環境の把握」「コミュニケーション」

といった、四つもの区分のラベルを貼付しており、「収集」した他の情報へもう一度目を向けると、

同じ区分のラベルが貼付された情報同士が自然と近くに集まり、「関連付け」られていることに気

付いた。そのことから、児童Ｃの中心となる情報と同じ区分のラベルが貼付された情報や「関連付

け」られた情報を視覚的に「整理」していくことで、児童Ｃの実態を「自立活動の内容６区分27項

目」に即して捉えていくことにつながった。 

   このような、情報の「関連付け」と「整理」において、図12にあるように、「関連付け」た情報

を、「自立活動の内容６区分27項目」に即して分類し、「整理」することで、特定の区分だけに注

目するのではなく、対象児童の全体

像を捉えることや、指導者としての

経験則や直感、感性等に基づく実態

把握では見えてこなかった、対象児

童の新たな見方や捉え方に気付くこ

とができた。 

＊自立活動の区分のラベルを貼ることで、児童の全体像を捉えるこ

とができるようになった。 

＊「自立活動の内容６区分 27 項目－項目対応表－」を参考にした

ことで、自分の思い込みに気付くことができた。 

＊自立活動の区分に即して整理した情報を見て、自分が児童に対し

て注目している領域を認識することができた。 

図11 児童Ｃについての情報の「関連付け」と「整理」(「アセスメントシートＢ(改善後)」の一部) 

図12 情報の「関連付け」と「整理」の際の研究委員の気付き 

関連付けの一部 
自立活動の区分のラベル

中心となる情報
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３ 個々の児童生徒に応じた自立活動の指導を支えるために 

(１) 多角的な視点からの背景や要因の分析 

「 ア セ ス メ ン ト

シートＢ(改善前)」を

活用して導き出した、

児童Ａの中心となる

情報(図13の★)につ

いて、「プロセスシー

ト」を使って背景や要

因の分析を行った。こ

こでは、「まだやりた

い思いが強い」と分析

した内容は、「アセス

メントシートＢ」のど

の情報が根拠となっ

て導き出されたもの

なのかのつながりが

見えなかった。そのた

め、指導目標とのつな

がりもわかりにく

かった。 

さらに、ここから設

定した指導目標につ

いては、「教師と安定

した関係を形成する」

「やりとりの方法を

定着させる」「見通し

をもたせる」「切り替

える」「活動に向かう」

等、それだけで目標と

なり得る内容が複数

含まれていた。 

また、この時、研究

委員からは、「指導目

標の設定が難しい」

「どんな目標を設定

したらよいのか、分か

らない」等の疑問が複

数あった。 

   そこで、中心となる

情報の背景や要因を

分析する際には、「ア

図13 「アセスメントシートＢ(改善前)」から「プロセスシート」への流れの一部

図14 「アセスメントシートＢ(改善後)」から「プロセスシート」への流れの一部

つながりが読み取りにくい 複数の内容

つながりが明確

多角的な視点からの分析

プロセスシート

アセスメントシートＢ(改善前)

プロセスシート

アセスメントシートＢ(改善後)



特別支援教育に関する研究 

  - 9 - 

＜焦点化前＞ ＜焦点化後＞ 

セスメントシートＢ」に戻り、中心となる情報だけではなく、それと「関連付け」られた他の情報

にもう一度目を向け、分析の視点として意識するようにした。また、中心となる情報に貼付した自

立活動の区分のラベルと同じ区分のラベルが貼付された情報や、複数のラベルが貼付された情報に

ついても、児童Ａの課題に関連していることがあるため、改めてその情報の内容を確認することと

した。その結果、「登校後、玄関前から動けず教室に向かいにくい」という児童Ａの中心となる情

報については、「目に入ったものや聞こえてきた音に敏感に反応する」という直接的な行動要因の

分析だけではなく、「簡単な見通しはもてている」という児童Ａができることに目を向けることや、

「教室がうるさい」から教室に向かいにくいのではないか、という行動の背景や原因になり得る情

報に気付く等、多角的な視点からの分析につながった(p.8の図14)。 

 

(２) 具体的な指導内容の設定に向けた指導目標の焦点化 

   「プロセスシート」を活用し、対象児童に応じた自立活動の指導を具体化していく際に、研究委

員から、「指導目標に基づき、具体的な指導内容を設定していくことは分かっているが、どのよう

に設定したらよいのか分からない」といった悩みがあった。 

   そこで、指導目標から具体的な指導内容の設定へのつながりをわかりやすくするために、中心と

なる情報の背景や要因とした全ての内容を指導目標として設定せず、その中でもより重点的に意識

して取り組むべき内容に絞り込み、焦点化して指導目標を設定するようにした。 

図15は、そのことで、実際に見られた指導目標の変化である。焦点化前は、「思いをことばにし

て相手に伝える」という児童Ｃのコミュニケーションの課題に加えて、「相手に伝わる喜びを知る」

ことや、「自信につなげる」という複数の内容を同時に目標として考えていたが、焦点化後は、「思

いを伝えるためのことばを獲得する」という、取り組みやすい指導目標へと変化した。これを受け、

児童Ｃの自立活動の指導では、「フローティングスクールの振り返り学習」で体験したことの中か

ら特に伝えたいことを、友達に伝えるための「ことば」の指導を実践した。 

研究委員からは、「指導目標の段階でしっかりと絞り込んでおくことで、具体的な指導内容が設

定しやすかった」等の所

感があり、指導目標を焦

点化することが、具体的

な指導内容を設定するた

めには必要であった。ま

た、今まで漠然と捉えて

いた自立活動の指導につ

いて、指導目標を焦点化

することで、対象児童に

対して指導すべき内容を

より明確にすることにも

つながっていった。 

 

(３) 個々の児童生徒に応じた自立活動の指導の実践 

   「プロセスシート」を活用して、対象児童に応じた自立活動の指導を設定し、実践を行った。 

児童Ｃに対して自立活動の指導で行った「フローティングスクールの振り返り学習」においては、

「思いを伝えるためのことばを獲得する」ことを指導目標として実践を行った。児童Ｃの「アセス

メントシートＢ」における「見通しがもてる活動には積極的に参加できる」や、「“難しい”と感

・思いをことばにして相手に伝
えることで、相手に伝わる喜び
を知り、自信につなげることが
できる。 

・思いを伝えるためのことばを獲得
する。 

・指導者とのコミュニケーショ
ンを通して、場所や場面の状況
を理解する。 

・指導者からの働きかけを受け止
め、行動を切り替える。 

図15 焦点化による指導目標の変化と設定した具体的な指導内容 

【具体的な指導内容】 
・フローティングスクールの振り

返り学習において、友達に伝えた
い活動を選び、伝えるためのこと
ばを学習する。 

【具体的な指導内容】 
・修学旅行新聞作りの学習におい

て、好きな写真を見る活動から、
苦手な書く活動へ切り替える。 
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じると、分からないと答えてしまう」といった情報から、児童

Ｃが意欲をもって取り組むことができる具体的な指導内容を

設定した。フローティングスクールは、児童Ｃが実際に体験し

た活動であり、この実体験を基に、「友達に伝えたい活動を選

び、思いを伝えるためのことばを習得する」ことを目指し、指

導を行った。児童Ｃは、活動の写真を見ながら指導者とやりと

りする場面(図16)において、印象に残っている出来事の振り

返りの中で、自分の「ことば」で、「女の子三人と、男の子一

人と、写真を撮った。しゃべったりして、楽しかった」と、意欲的に表現する姿が見られた。児童

Ｃは、学習したことが定着しにくく、あいまいに覚えている「ことば」が多かったが、実体験に基

づく指導者とのやりとりの中で、自分の表現する「ことば」への意識を高め、思いを伝えようとす

る姿が見られた。 

この児童Ｃに行った自立活動の指導においては、「プロセスシート」を活用して多角的な視点か

ら、中心となる情報の背景や要因を分析したことで、「思いを伝えるためのことばを獲得する」こ

とを指導目標としながら、単に「ことば」の獲得だけに視点を当てるのではなく、中心となる情報

に「関連付け」られた「自分の思いだけを一方的に伝えることがある」という情報にも着目するこ

とができた。そのことにより、児童Ｃが、自分の伝えたいことを相手が分かるように自分の「こと

ば」でやりとりできるという、自立活動の区分である「人間関係の形成」に関わる課題も踏まえた

自立活動の指導の実践へとつなげることができた。 

 

４ 個々の児童生徒に応じた自立活動の指導の充実のために 

(１) 個々の児童生徒の姿に基づく評価と指導の改善 

   11ページの図18は、児童Ａに応じた自立活動の指導「日常生

活の指導(朝の登校場面における指導)」と、その具体的な実践

の中で、児童Ａの姿に基づき指導を改善する流れを示したもの

である。 

   児童Ａは、スクールバスで登校後、しばらくの間玄関周辺で

過ごし、なかなか自分の教室に向かおうとしない姿が見られて

いた。特に、玄関ホールにあるエレベーターに興味をもち、乗

り降りをして楽しむ姿等が多く見られていた。この児童Ａの姿

から、研究委員は、「登校後はまず、自分の教室に行き、準備

や着替え等のするべきことをしてから好きなことをしてほしい」という思いから、児童Ａに応じた

自立活動の指導「日常生活の指導(朝の登校場面における指導)」において、「視覚的な手掛かりを

きっかけにしたり、見通しをもったりすることで、自分から活動に向かう」ことを指導目標として

実践を行った。そして、登校した後、「自分で切り替えて教室に向かう」ことを具体的な指導内容

とした。「自分で切り替える」ために、タイマーを使い、教室へ向かう時間を示すことを手立て・

支援内容として指導を行ったが、児童Ａの朝の姿はすぐには変容しなかった。そこで、研究委員は、

中心となる情報の背景や要因の分析から、「好きなものが限られている」という内容に着目し、「興

味がありそうなものを提示する」ことを手立て・支援内容として指導を行った。興味がありそうな

プリントを提示し児童Ａの意欲を引き出すことで、朝の準備や着替えを終えてから興味があること

(プリント)に取り組む姿を目指して指導を行った。児童Ａは、指導者が提示したプリントに興味を

示したものの(図17)、着替え等の自分のするべきことをしてから好きなことをしてほしいという、

図16 児童Ｃがやりとりする場面 

図17 児童Ａが興味を示す場面 
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指導者の意図を感

じ取ることは難し

く、自分から教室

に向かう姿にはな

らなかった。 

   この児童Ａの姿

から、その手立て・

支援内容について

は、「興味を示す

が、行動を切り替

えるきっかけには

なりにくい」と評

価し、指導の改善

を行った。手立て・

支援内容を改善す

る際には、中心と

なる情報の背景や

要因の分析から見

えてきた、「簡単な

見通しはもててい

る」という児童Ａ

ができること等の

強みを生かす視点

から、「１日の予定

を提示する」とい

う指導の改善を

行った。また、今後

の自立的な生活を

見据え、指導者が児童Ａに直接的に働きかけるだけではなく、児童Ａの自発的な行動を促す視点か

ら、「自分で行動を切り替えるまで、教室で待つ」という指導の改善も行ったことで、「自分から

教室に向かう」姿や、「自分から教室近くまで来る」姿等が見られたこともあった。 

   研究委員からは、「評価をして、整理をしてから次の手立てを考えることができた」「記録が残

ることで、なぜ手立てを変更したのか、後から振り返ることができる」等、児童Ａの姿に基づく評

価の重要性を実感するとともに、個々の児童生徒が実践を通じて見せる姿を細かく把握し、その姿

に基づき評価を行うことが大切であることに気付くことができた。また、児童Ａの姿に変化の兆し

が見られたことからも、実践で見られた児童生徒の姿の丁寧な把握から評価を行い、指導を改善す

ることを繰り返していくことが、個々の児童生徒に応じた自立活動の指導の充実には必要であるこ

とが分かった。 

 

(２) 的確な実態把握を根拠とした実践を通して見られた研究委員の意識の変容 

   「今までは、内容ありきでやってきた。児童の姿から考えていくことを学んだ」という研究委員

の所感にあるように、個々の児童生徒が見せる行動の具体や様子等の事実にのみ目を向け、ありの

興味がありそうなものを提示する

自分で切り替えて教室に向かう

・興味を示すが、指導者が「教室に行ってからや
ろう」と伝えると、関心がなくなる 

・やりたい気持ちはあるが、切り替えには至らず

好きなこと等からは切り替えにくい

好きなこと等の提示は、興味を示すが、 
行動を切り替えるきっかけにはなりにくい

・１日の予定を提示する 
・教室で待っていることを伝え、自分で

行動を切り替えるまで、教室で待つ 

児童Ａの評価

児童Ａの姿

図18 児童Ａの姿に基づく評価から指導を改善する流れ 

・自分から教室に向かうが、入るタイミング
がつかめずにまた玄関へ戻る 

・朝の会の呼名の際は、自分から教室近くま
で来ることができ、廊下から返事をする 

手立て・支援内容の評価

指 導 の 改 善 
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ままの姿を捉えていくことが、個々の児童生徒に応じた自立活動の指導を実践するためには、まず

何よりも大切であることが分かった。 

   また、研究委員は本研究を通じた様々な場面で、個々の児童生徒に応じた自立活動の指導を実践

する難しさを実感してきた。ただ、「将来の社会生活をイメージして、自立活動の指導を考えてい

きたい」という研究委員の所感が示すように、「自立活動の内容６区分27項目」の視点や「アセス

メントシート」と「プロセスシート」を活用しながら実践を進めることで、個々の児童生徒が見せ

るありのままの姿に着目するとともに、常に将来の自立した姿を意識することへもつながってきた。

そして、具体的な指導内容や、手立て・支援内容等が、個々の児童生徒の将来の自立を見据えた内

容へと少しずつ変化し、自立活動の指導が本来目指す、心身の調和的な発達の基盤に着目して指導

する実践へと着実に変容していった。 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 「アセスメントシート」を活用して、個々の児童生徒の情報を「収集」し、情報同士を「関連付

け」、「自立活動の内容６区分27項目」に即して分類し、視覚的に「整理」することで、個々の児

童生徒に応じた自立活動の指導の根拠となる的確な実態把握につながった。 

(２) 「プロセスシート」を活用し、中心となる情報の背景や要因を多角的な視点から分析することに

より、指導目標が焦点化でき、根拠を明らかにした個々の児童生徒に応じた自立活動の指導の実践

につながることを見いだせた。 

(３) 的確な実態把握を根拠として、個々の児童生徒に応じた自立活動の指導を実践し、評価と指導の

改善を繰り返していくことで、個々の児童生徒に応じた自立活動の指導の充実を図ることができた。 

 

２ 今後の課題 

(１) 特別支援学校における自立活動の指導の充実に向けて、自立活動の指導を実践する過程や要点等

をわかりやすく示し、周知することが必要である。 

(２) 本研究で作成した「アセスメントシート」と「プロセスシート」を活用しながら、多様な障害の

種類や状態等に応じた自立活動の指導の充実を図るために、さらに実践的な検証を重ねていく必要

がある。 

 

文 献 

 

1)文部科学省「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編(幼稚部・小学部・中学部)」、平成30年(2018年) 

2)滋賀県教育委員会「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン(実施プラン)」、平成28年(2016年) 

 

 

 

 

 

 

 

トータルアドバイザー 
桃山学院教育大学教育学部教授         石塚 謙二 

専 門 委 員   
滋賀県立野洲養護学校校長           小島 輝彦 

    滋賀県立守山養護学校教頭           福井亜由美 
研 究 委 員   

県立特別支援学校教諭             澤田 歩実 
    県立特別支援学校教諭             照井 恵理 
    県立特別支援学校教諭             永井 美恭 

研 究 協 力 校  
県立特別支援学校 ２校


	12　課題　特別支援教育(自立活動)　グレー
	12　課題　特別支援教育(自立活動)　本文.pdf

