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教 育課程 の新 たな展 開 に向 けた取 り組 み I

テー マ

一支援 内容配列表改訂 に向けて‑

Ⅰ はじめに
近年､特別支援教育は 2005年 の中央教育審議会 ｢
特別支援教育 を推進す るための制度 の在 り方 につ
いて｣の中で､具体的な方 向性が示 された｡ さらに､2007年 4月 に改正学校教育法が施行 されたのを
機 に､本格的 に特別支援教育が開始 され た｡そ こでは､｢
障害のある幼児児童生徒 の 自立や社会参加 に
和 ナた主体的な取 り組み 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｣ と示 された｡ また､2009 年 には新 しい学習指導要領 が告示 され ､ ｢
社会の変化や
幼児児童生徒 の障害の重度 ･重複化､多様化等 に対応 し､障害のある子 ども一人ひ とりの教育的ニー
ズに応 じた適切 な教育や必要な支援｣ を充実 させ ることが挙 げ られた｡
本校 では､その特別支援教育の理念や提言 内容 に着 目し､授業実践の充実 をめ ざして 2008年度か ら
｢
生涯発達支援学校 としての授業実践｣ とい うテーマのもとで研 究に取 り組んできた｡今年度 はそれ
らの研究 をもとに各部 の教育実践 と指導計画 を検証 し､本校が独 自に作成 した支援 内容配列表 を見直
す ことを通 して､教育課程 の構成 について再検討す ることに した｡

Ⅱ 研究経過
1.平成

1
2
‑平成 1
5(
2
0
0
3
)年度の研究

平成 12‑ 14年度 までは､文部科学省研 究開発校 の指定 を受 けて 3つの大学附属特別支援学校 (
岩
手大学教育学部附属特別支援学校 ･宇都宮大学教育学部附属特別支援学校 ･群馬大学教育学部附属特
別支援学校) と共同 して新 たな教育課程 の研究開発 に取 り組 んだ｡その教育課程編成‑の視点 として

WHO)が国際障害分類 (
I
CI
DH) の改訂 中 (
現､国際生活機能分類 :I
CF)
は､当時世界保健機 関 (
であった新 しい障害観やその教育的支援 の在 り方 を取 り入れた｡
この研 究において本校 では､① ｢
活動｣ と ｢
参加｣の双方向の視点､②教育環境 の見直 しと教材 の
開発､③個 を中心に据 える視点､の 3つの視点 と個別教育計画の手続 きを活用 し一人一人 の教育的ニ
ーズにこたえる新 しい教育課程編成 を行 った｡研究を通 じて各学部では､既存 の指導計画 の見直 しを

46参照)
｡また､その際各学部の独 自性 を考慮 しなが ら､
試み､新教科 を提案 した (
本校研究紀要 No.
幼稚部か ら高等部まで一貫 した枠組みで教育内容 の系列化 を試みた｡現在 の教育課程 は､ この研究で
作成 した教育課程 を中心に､年度毎の実態 に即 して柔軟 に展開 してい る｡(
本校研究紀要参照)
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特殊教育か ら特別支援教育‑の転換期 にあ り､特別支援教育体制 にお ける特別支援学校 としての在
り方が求 め られた｡本校 では､｢
一人一人 の教育的ニーズに こたえる生涯発達支援学校 をめ ざして｣ と
い う主題 を掲 げ､｢
障害のある人たちのための生涯発達支援セ ンター としての働 き｣をもつ システムの
構築 を図 り､大学 と連携 し､障害のある人 の乳幼児期か ら成人期 を経 て高齢期 に至 るまでのニーズの
連 な りと地域生活 の横 の拡が りを視野 に入れ た 2つのネ ッ トワー クの概念 を位置づ け､セ ンター的機
能 を持 ったシステムを構築 した｡その中では､生活支援ネ ッ トワー ク ･フォー ラムや幼児就学支援事
業等が位置づいた｡ また､校 内のシステムにおいては､独 自のシステムである ｢
個別教育計画｣が､
いわゆる ｢
個別 の教育支援計画｣ を含む形‑ と改定 された｡(
本校研究紀要参照)
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3.前テーマの研究では
特別支援教育は､障害のある子 どもたちの 自立や社会参加 に向け主体的に取 り組む ことを支援す る
視点 を大切 に し､一人一人の生涯 にわた る支援 の継続 を重視 してい ると考 える｡ この特別支援教 育 を
推進す るため､特別 な教育的ニーズに応 じた支援や個 に応 じた教育の よ り一層 の充実､学校教育 にお
ける授業実践の充実が重視 されてきた｡そ こで､本校 では､幼児期か ら高等部卒業後 を見通 した一貫
性 のある支援 を 目指 した授業実践研 究を開始 した｡幼稚部か ら高等部卒業後 までの一貫性 ある支援 に
す るためには､ 日々の授業実践の充実のみな らず指導計画の立案 に着 目して研究 を進 めてきた｡
実際の研究は､学部主体研 究の形式 を とり､各学部でテーマ を設定 し､授業の指導計画 を指導 目標や
指導内容 ､教材 ､時数等か ら検討 し､各学部 の指導計画 の見直 しを進 め一定の成果 をあげた｡

Ⅲ 本校 の教育課程及び SI
E
Nシステム
1.教育課程
現在 の本校 の教育課程 は先 に述べた研究において編成 されてきた ものである｡ そ こでは､時代 の要
請 と新 しい教育観 に立った要素や視点か らの分類 と､個別教育計画 による ｢
個別 の教育的ニーズ｣ の
把握結果 の観点が含 まれ てい る｡ この教育課程 は ｢
生活支援 ･余暇支援 ･就労支援 ･学習支援 ｡コ ミ
ュニケー シ ョン支援｣か ら編成 されたもので､中で も ｢コミュニケー シ ョン支援 ｣ は､発達過程 の早
期 の中心的な課題 である とともに､卒後の社会参加や 自立にお ける重要な課題 であ り､ さらに､学齢
期全般 にお ける教育活動が成 り立っ素地や意思疎通等広範 囲に及ぶ概念 として､全ての教育活動 の基
礎 ･基本 としてい る｡ また､学習支援 には総合的な学習 の時間な どにおいて扱 われ､いわゆる方法知
の内容 の抽 出及び配列 を含 めてお り､それ らの要素 を内容知である教科学習等 の知識 とは別 に捉 えて
い る｡教科学習 は､基本的には学習指導要領 に則 ってい る｡ これ らの各支援 内容 区分には､幼稚部か
ら高等部 までの各学部 (
ライ フステージ)に則 した支援 内容 を僻瞭できる支援 内容配列表 を作成 した｡

2.
SI
E
Nシステム
本校 の授業づ くりは､図 1に示す ｢
個別の

SI
E
Nシステム)｣
教育的ニーズ支援 システム (
に基づいてな されてい る｡SI
E
Nシステムでは､
指導計画 は､教育課程 ､す なわち標準のカ リ
キュラムを基本 としたアプ ローチ と､個別の
ニーズか ら一人一人のカ リキュラムを構成す
る とい うシステマテ ィックア

プ

ローチ との両

者 のす り合 わせ によって作成 され る｡つま り､
両者 のす り合 わせ は､個別教育計画 を踏 まえ
て教科等 の年 間指導計画や単元毎の指導計画
を立て るとい うプランニ ングの段階で行 われ
る｡SI
E
Nシステムの特徴 は､日々の授業実践
における評価 と反復 の積 み重ねが､授業環境
の改善だけでな く指導計画の修正や見直 しを

図 1教育課程 を包括 した

促 し､ さらには指導計画 を統括 している教育

個別の教育的ニーズ支援 システム

課程 が改訂 され るとい う不断のフィー ドバ ック機構 が作用す る ところにある｡個別の教育的ニー ズに
こたえるためには､カ リキュラム とシステムの両輪 の もつ新たな指導計画 の立て方が求 め られ る とと
もに授業評価 の観 点が欠かせ ない と考 えてい る｡
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Ⅳ

今年度 の研究

1.支援 内容配列表
授業 を展開す るに際 し､児童 ･生徒の実態 に合 わせ た柔軟 な教育課程 の構築が望まれ､幼児期か ら
高等部卒業後 を見通 した一貫性 のある支援 を 目指 した授業実践が求 め られ る｡以下省略
(
学習指導要領 ､
2009
)
｡
を参考 に しなが ら､支援 内容配列表 の検証作業 に入 った｡本校独 自である支援 内容配列表 は､そ こで
展開 されてい る指導内容 が僻轍できるよ うに､指導内容 を支援領域 ごとに､幼稚部か ら高等部までの
ライ フステー ジに沿 って配列 した表 である｡ 5 つ の支援領域か らな る現行 の教 育課程 とともに平成

1
4
(
2002
)
年度 を
,
=作成 されたが､作成以東 見直 しが され ないままになっている｡ (
図 2)とくに､学習
支援領域 での教科学習 に関す る指導内容 は学習指導要領 に基づ くとされてお り､本校 で行 われてい る
指導内容 についての検証 はな されていない｡ このため､指導 内容 の充実に向けて現行 の指導内容配列
表 の見直 しが課題 となっていた｡
支援 内容配列表の見直 しをす る際は､本校 の教育状況 を踏 まえる とともに学習指導要領 の考 え方 を
考慮す ることも必要である｡学習指導要領 の基本的なね らいは ｢
生 きる力｣の育成である｡一人ひ と
りが ｢
生 きる力｣の育成 と､
l知の側面か らとらえた ｢
確かな学力｣の育成 のための取 り組みが行 われ
てい るかを検証 してい く必要がある｡ そのためには､指導計画 を作成す る段階で互いの内容､す なわ
ち本校ではその支援 内容表 に基づいた学び‑の動機付 けを図 るとともに､子 どもの実態 に応 じた柔軟
な授業の工夫が必要である また､子 どもたちの学習意欲 を高めることも大 きな課題 であ り､｢
確 かな
｡

学力｣の蓄積 とともに指導 内容 の精選 ､指導計画 の改善や教育課程の見直 しが求 め られ る｡
今年度 の研究では､｢
教育課程の新 たな展開
に向けた取 り組み Ⅰ｣ と題 して本校 の教育課
程 を中心に､それ と関連 した様 々な ものを構
成す る要素 を見てい くことが課題 となる｡教
育課程 は､学校組織 の中で根幹 となるもので
あるため､見直 しの時期や内容､更 には見直
しの観点が必要 になって くる｡今回の研 究で
は､ 4年計画の中で現在 の授業実践 と併せ て
取 り組む方針 を打ち出 し､支援 内容配列表 を
改訂す る一年 目と考 えた｡

図2. 本校教育課程(
5つの支援内容区分の関係)

2.研究 目的
本校 の教育課程が編成 されてか ら約 1
0年 を経過 しよ うとしてい る｡本校 の基本的な教育の考 え方 は
生涯発達支援であるが､それ を行 うには各学部 間の指導の一貫性 を十分図った指導計画の作成が望ま
れ る｡そ こで本研兎では SI
EN システムに則 った授業実践 を通 して､授業の充実 を 目指す とともに､
指導計画 に焦点 をあて､各学部の指導内容 を検討 し､支援 内容配列表改訂‑の資料 を蓄積 してい くこ
とを 目的 とした｡

3. 研究方法
現在 の教育課程 を見直す際は指導計画 を評価 し､それ に基づいて改善 してい くことが重要である｡
この指導計画の評価 ･改善には､教育課程 と個別教育計画 をあわせ て考 えること､実際の授業評価 を
踏 まえることが重要である と考 える｡今年度 は､ これまで同様 に学部 を主体 とした研究 として､各学
部 で五つの支援 内容 の中か らテーマ を設定 し､テーマに合 う授業 を絞 りその指導計画 を練 る過程 で各
教科等の授業実践 を行 い年 間を通 じて取 り組む こととした｡ また､各学部の情報 を共有す るため､本
学の共同研究者 とともに学校全体での授業研 究会 を数回実施 した｡

‑
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Ⅴ 各学部の取 り組み と研究内容
1.幼稚部 ｢
幼児期の人間関係 を育む生活 と遊び｣
この時期 の重要 な発 達課題 に 自我意識 の芽生 えや象徴 的 な遊び な どがあ り､それ らの発 達 に人 間関
係 の育 ちが重要 な役割 を果 たす と考 えた｡人形 を用 いた遊 びの授業 の 中で ､幼児 の実生活 の中で展 開
され る人 間関係 の観 点等 を内容 と した｡

2. 小学部 ｢
子 どもたちの言言
吾活動の充実 をめ ざ した授業づ くり｣
学習支援教科学習 ｢
国語算数 ｣ を と りあげ､児童 の言語 ･コ ミュニ ケー シ ョン ･読 み書 きの実態や
授 業評価 と改善 に基づ く授業づ く りを行 って きた｡ 小学部段 階 にお け る言語活動 の充実 をめ ざ した授
業や支援 内容等 についてま とめた｡

3. 中学部 ｢
本校の就労支援 と中学部の作業学習｣
｢
作業学習｣の授業実践 を切 り口に支援 内容配列表 の検討 を行 うこ ととした｡｢
作業学習｣は就 労支援
の内容 を具体 的 に展 開す る授 業 と して､ 中学部段階 で 中心 とな る｡本校 の就 労支援 は ｢
地域社会 の 中
で主体的 に働 くた めの実用的 な知識 ､技能､態度‑ の支援｣ とされ てい る｡

4. 高等部 ｢
生徒の生活によ りそ う ｢くらし｣の授業づ くりⅡ｣
支援 内容配列表 の改訂 に向け､ 3年 間の継続 的な学習 と しての ｢くらし (
実技)｣ の方 向性 を探 り､
指導 内容 の再構築 を行 って きた｡ 指導 内容 の設 定､学習 したスキル を実生活 で生 か してい く方法等 を
含 めて､授 業づ く りや授 業改善 について検討 した｡

Ⅵ おわ りに
今年度 は､幼児期 か ら高等部卒業後 までの一貫性 の ある支援 を 目指 した授 業実践研 究 ｢
生涯発 達支
援 学校 と しての授 業実践 ｣を受 け､｢
教育課程 の新 た な展 開に向 けた取 り組 み Ⅰ｣とい うテーマ を掲 げ
て研 究 を進 めて きた｡ 4年計画 の初年度 は､平成 1
4(
2002)年度 に本校独 自で考 えて きた支援 内容配
列表 の確認 作業 か ら着手 した｡本校 にお ける指導計画 は､ この支援 内容配 列表 を も とに教育課程 と個
別教育計画及 び指導 内容 を練 り合 わせ なが ら立案 してい るが､
支援 内容配列表 には不完全 な所 も多い｡
本年度 は､幼児児童 生徒 の実態 と教育課程 か ら導 き出 され た指導計画 と支援 内容配列表 との関連 を
改 めて確認 で きた こ とは大 きな成果 であった｡ しか し､各 ライ フステー ジの繋 が りを考 え､そ のステ
ー ジ毎 の課題 を明確 に して､指導計画 との整合性 を図 らなけれ ばな らない し､来年度 以降そのた めの
グル ープや組織作 りの工夫 も必要 となろ う｡
今後 は､各学部 にお け る指導 内容 を精選 し､学部 間の繋 が りや指導 内容 の関連性等 を考慮す る とと
もに､全校 で共通認識 を図 りなが ら幼稚部 か ら高等部 まで一貫性 のあ る支援 が行 えるよ うに授 業 実践
研 究 を進 め､ よ り良い教育課程 の構 築 に向 けて努力 してい きたい と考 えてい る｡ (
文責

野原 隆弘)
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