
研 究 報 告 書 

沖縄県立西崎特別支援学校 

Ⅰ 研究主題 

チームで連携する体制づくりと自立活動の指導の充実 

   －手順シートを活用した実態把握、目標設定、そして授業づくりへ－ 

Ⅱ 研究主題の設定理由 

本校は、沖縄本島南部の糸満市に位置し、幼稚部、小学部、中学部、高等部からなる 

知的障害特別支援学校である。教育課程は学習指導要領で示されている各教科をはじめ 

自立活動等の領域（以下、各教科等）を教科別、領域別及び各教科等を合わせた指導の 

形態で学習する複数の課程を編成し、多様な実態をもつ幼児児童生徒の教育的ニーズに 

応じた指導を行えるよう工夫している。 

本校における自立のとらえ方として、卒業後の生活全般（就労や余暇活動、家庭生活 

等）において、身体やコミュニケーションに障害があっても自分の活動したいことを自 

分の意思で選択、決定し、その生き方に自身で責任を持てるようになることが大切であ 

ると考える。また、障害が重度で重複し自身で意思決定が把握しにくい幼児児童生徒の 

自立として、幼児児童生徒自身がより良く生きようとするための「意欲・態度などの向 

上」をうながし、「環境調整や人的資源の活用」も視野に入れながら、「QOL の向上」を 

図ることが大切であると考える。以上のように幼児児童生徒の自立を目指し、本校の教 

育課程においても「幼児児童生徒が主体的に学びとる学習活動」としての自立活動を推 

進し充実させる必要がある。 

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領によると、特別支援学校において教育課程 

に特設されている自立活動は、「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を培う。」ことが目標であり、障害のある幼児児童生 

徒の教育において重要な位置を占めてきた。 

しかし従前からの自立活動の課題として「特別支援教育部会による審議のとりまとめ」 

（中央教育審議会 平成 28 年 8 月 26 日）では、「現行の学習指導要領等においては指

導計画作成の手順等を示しているが、実態把握、指導目標（ねらい）の設定、指導項目

の選定、具体的な指導内容の設定といった各プロセスのつながりについての解説が少な

く、教師の理解に十分結びついていないという指摘がある。また、子供たちの実態把握

から導かれた指導目標と到達状況が乖離しているといった事例も指摘されている。」と

ある。 

本校ではこれまで校内研修の体制として学部をこえて自立活動班を組織し、その班を 

中心に自立活動の実践と授業改善を行ってきた。また、平成 29 年度に沖縄県総合教育 

センター後期長期研修員として本校小学部教諭が「教育活動を通じた自立活動の充実－ 

プロセスを明確にした手順シートの活用を通して－（第 63 集研究集録）」と題し、「課 

題関連図」と「手順シート」を活用した自立活動における中心課題の明確化について研 

究を行った。  

その過程で、自立活動の指導における実態把握から具体的な指導内容を設定するまで 

の流れにおいて、担当教諭一人で作成すると担当教諭の主観が反映され客観性が担保で 

きない、指導すべき課題の整理と（自立活動の）項目間の関連付けに慣れや熟練を要す 



るといった課題について声が挙がった。平成 30 年度には自立活動班がその研究成果を 

引き継ぎ、校内研修として継続実践した経緯がある。 

そこで本研究では、前年度に取り組んだ「課題関連図」と「手順シート」を活用した 

自立活動の授業づくりを継続し、幼児児童生徒の「実態把握」と「指導すべき課題の整 

理」を行う過程において、チームとして複数の教諭が関わることにより、「具体的な指 

導内容」に客観性を持たせることが可能になると考えた。さらに学期ごとに、実践と評 

価及び目標を見直すことで、計画・実践・評価・改善（PDCA サイクル）につながり、個々 

の実態に即した指導の改善と幼児児童生徒の変容につながると考えた。また、各学部課 

題や教諭のニーズに沿った環境づくりを行うことで教諭の自立活動への意識をより高 

めたい。 

以上のことから、複数の教諭がチームとして「課題関連図」や「手順シート」を活用 

し、実態把握、目標設定、短期目標の評価を見直すことで、個々の実態に即した授業づ 

くりにつながり、自立活動の指導の充実が図れると考え、本研究主題を設定した。 

＜研究仮説＞ 

１ 「課題関連図」の活用を通して、複数の教諭による実態把握から課題を焦点化 

することで、幼児児童生徒個々の実態に即した中心課題を導き出し、共通理解を 

図ることができるであろう。 

２  「手順シート」の活用を通して、学期ごとに実践と評価及び目標を見直すこと

で、個々の実態に即した指導の改善と自立活動の指導の充実につながるであろう。 

３ 各学部の課題に沿った環境づくりを行うことで教諭の自立活動への意識が高ま

り効果的な自立活動の指導につながるであろう。 

Ⅲ 研究の方法 

 １ 本校教諭へのアンケートの分析・評価 

 ２「課題関連図」｢自立活動手順シート｣の活用と複数の教諭で連携する体制づくり 

 ３ 自立活動の指導案の様式の検討 

 ４ 各学部での取り組み 

 ５ グループ研究の取り組み 

  (1)校内への情報発信 

    (2)「実態把握や目標設定のための資料（マニュアル）」作成 

    (3)教材教具や書籍の紹介 

Ⅳ 研究の内容 

 １ 本校教諭へのアンケートの分析・評価 

  本校における自立活動に関する実態調査及び各学部の課題を把握することを目的

として全教諭を対象にアンケートを実施し、課題の分析を行った。（５月） 

   【幼小学部教諭34名、中学部教諭25名、高等部教諭35名】 

(1)特別支援学校における教職経験年数 

    今回のアンケートの結果から、 特別支援学校の経験年数が「11～20年」「21年

以上」と回答した割合が、幼小中学部では全体の半数以上を占め、自立活動の指導

を長年にわたり経験してきた教諭が多い。一方、高等部では特別支援学校における

教職年数が５年以下に占める割合が最も多く全体の46％を占め自立活動の指導の

経験が浅い教諭が多い。（図１） 



(2)自立活動の指導を行う上で、困ってい 

  る事や苦労している事（一部抜粋） 

全学部において、「実態把握後、その 

課題に合わせた授業設定が難しい」とい 

う意見が多かった。この意見は、「具体 

的な指導内容を考える際には、幼児児童 

生徒の実態を踏まえて、自立活動の様々 

な項目を組み合わせる必要がある」と学 

習指導要領にあるが実態把握から指導目 

標を設定する際、指導内容について確信 

をもって組み立て、どのように手だてを 

具体化したらよいのか分かりにくいということだと推察される。 

幼小中学部では、「自立活動の教材が不足している」という意見が多く挙がっ 

た。「教材不足」と意見が多い要因として、それぞれの教諭が個別に作成してい 

る教材等を個人で所有している状況があり、経験年数の短い教諭らから、学校と 

して使える教材の不足を指摘する意見と考えられる。 

「個別の指導の時間が取れない」という回答については、小学部での回答率が 

高かった。小学部では、自立活動の時間における指導でほとんどの教諭が１人で 

複数の児童を担当している実態があり、自由記述の回答において「実態の違う担 

当児を同時に指導することが難しい」「個別に指導時間を取る（人的）余裕がな 

いので、一斉に指導できる体制を整えたい」「他の学級や学年はどのような工夫 

をして個別指導の時間を確保しているのか知りたい」等の意見が寄せられた。 

 高等部において割合の高かった「自立活動の学習内容を引き継ぐのが難しい」 

という回答については、これまでは各担当教諭が個別ファイルを作成し引き継い 

でいるが、その様式は統一されていない。今回作成する手順シートは、実態把握 

や指導目標、具体的な指導内容、評価などが記載されている。この手順シートを 

引き継ぎ資料や活用についても検討していきたい。 

高等部の教諭からは「自立活動についての研修が不足している」という声があ 

った。アンケート結果より、高等部では特別支援学校における教職年数が浅いこ 

とや自立活動の時間における指導が設定されていない生徒もおり、他学部に比べ 

てその時間が少ないことから教諭の自立活動の視点を取り入れた指導・支援の意 

識が不足しているのではないかと推察できる。（図２） 

 以上のように各学部の課題に沿った自立活動の研究を進め、より充実した自立 

活動の指導につなげていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 特別支援学校における教職経験 

 特別支援学校における教職経験 
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図２ 自立活動の指導を行う上で困っている事など【複数回答】【一部抜粋】 
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・自立活動の学習内容を引き継ぐのが難しい 

・自立活動についての研修が不足している 

（％） 



 ２ 「課題関連図」｢自立活動手順シート｣の活用と複数の教諭で連携する体制づくり 

  (1)基本的な考え方 

平成 30 年３月に刊行された「特別支援学校学習指導要領解説、自立活動編」に 

    おいて、「自立活動の個別の計画指導を作成する上で，最も重要な点が，実態把握 

から指導目標（ねらい）を設定するまでのプロセスにある。」と明記されている。 

そのため、実態把握から指導目標の設定、具体的な指導内容を設定するまでの過 

    程において、どのような観点で整理していくかを「実態把握から具体的な指導内容 

    を設定するまでの流れの例（流れ図）」がいくつか示された。 

幼児児童生徒の実態把握から課題を焦点化していくに当たり、「何に着目して課 

題の焦点化を行うか，その視点を校内で整理し共有すること」「幼児児童生徒の中 

心的な課題を整理する視点を明確にしていくこと」の必要性が述べられ、「このよ 

うな分析や整理を進めていくためには，特定の教師だけに任せることなく複数の 

教師で検討する学校のシステムを構築していくことが望まれる。」とある。（「特別 

支援学校学習指導要領解説、自立活動編」より抜粋） 

また、その自立活動の評価について「児童又は生徒の学習状況や結果を適切に評 

価し，個別の指導計画や具体的な指導の改善に生かすように努めること。」とされ、 

指導計画が適切な計画であるかどうかは、「幼児児童生徒の学習状況や児童の結果 

に基づいて，適宜修正を図らなければならない。」と示されている。 

本研究において、前述の「指導要領解説、自立活動編」の内容と、これまでの校 

内研修の成果を踏まえ複数の教諭がチームとして「課題関連図」と「手順シート 

（西崎特別支援学校版流れ図）」を活用した研究を進めていく。また、本研究にお 

いて「チーム」とは以下のように定義する。 

     小学部：各学級及び学年の教諭（３～７人）    

中学部：学年の教諭（10～12 人）   

高等部：学級と授業に関わる教諭（７～８人） 

(2)「課題関連図」の作成 

チームで実態把握を行い、児童生徒の課題の焦点化を図るために、「課題関連図」 

(図３)を作成する。手順は以下の通り行う。 

   ①各教諭が、対象の児童生徒の「できること・援助があればできること」「できな 

いこと」を挙げ、色分けした付箋に課題を書き出す。 

②チームで持ち寄り、対象児童生徒の自立活動の内容の６区分と課題との関係を示 

す。 

③１枚の用紙に貼りつけ、付箋ごとの関連を考えていく。この関連性については一 

方向の矢印で示される「原因と結果」や双方向の矢印で示される「相互に関連し 

合う項目」の関係を示し、中心課題を導き出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３ 課題関連図 
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図４ 「手順シート（西崎特別支援学校版流れ図）」 

(3)「手順シート（西崎特別支援学校版流れ図）」の作成 

     平成 29 年度沖縄県総合教育センター後期長期研修で本校教諭が行った研修の成 

    果物「手順シート（西崎特別支援学校版流れ図）」（図４）は、課題関連図を基に指 

導目標と自立活動の内容、項目の選定、短期目標、具体的な指導内容及び手だて 

の設定までを整理するシートである。「指導の評価」についての項目を設けること 

で、指導計画が適切な計画であるかどうかを見直し、適宜修正を図れるように設 

定されている。 

これまでの校内研究の成果と課題から、本研究では、「手順シート」の定期的な 

評価及び見直しを行う。また、自立活動の指導の PDCA サイクルへと繋がるよう、 

スモールステップでの目標設定、指導場面の具体化を心掛けて、「手順シート」の 

作成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)班別研修における「実態把握検討会」と「授業報告会」の実施 

①実態把握検討会の実施 

各チームで取り組んだ「課題関連図」から「手順シート」への目標設定までの 

流れの報告を行った。中心課題の導き方、目標への見立て、「手順シート」の説明 

を行い、付箋へのコメント以外にも他学部からの意見や相談など、活発な意見交 

換となった。意見交換では、他学部からの意見を踏まえ、目標をさらに細分化し 

短期的な目標の見直しや具体的な支援方法について学部を越えてアイデアを聞き 

合い、客観的な実態把握や目標及び学習内容の設定の妥当性を高める研修の場と 

なった。 

   ②授業報告会の実施 

 手順シートの見直しや課題設定などの具体化を行った後、９月～11 月にかけて、

各学部で授業実践に取り組んだ。班別研修で各チームの実践報告を行い、目標に

対する実践が妥当だったかどうか等の検討を班全体で行った。各チームの授業実

践の報告に対し、課題の共有や、評価に関する質問が多くあげられた。気づいた

点や改善点について班の中で意見を出し合い、次の実践へつなげる為の具体的な

内容やアイデアを出し合う等、充実した報告会となった。 

③評価及び目標の見直し 

「手順シート」の短期目標と具体的な指導内容・手だてを、個別の指導計画と 

通知表の目標へ、そして、「手順シート」の評価を通知表の「学習の様子」へと転 

記し、通知表の評価へと活用した。 
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健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き

人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

実

態

把

握

発達の状態、発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境などについての情報収集

収集した情報を自立活動の区分に即して整理

健康の保持 心理的な安定

実態把握

課題関連図の内容

を整理する

指導目標

課題関連図で焦点

化された中心課題

６区分２７項目の

うち選定された項

目から指導の焦点

化を図る。

短期目標

学期ごとの目標を

立てる。

指導の内容や手だ

ての具体化を図る。

評価

学期ごとに評価を

行う。

実態把握  課題関連図の内容を整理る。  

指導目標  課題関連図で焦点化された中

心課題を転記する。  

６区分２７項目のうち選定された項目か

ら指導の焦点化を図る。  

短期目標  学期ごとの目標を立てる。  

指導の内容や手だての具体化を図る。  

評価  学期ごとに評価を行う。  



３ 「自立活動事例シート」の活用 

本研究の指導実践において、全学部を通して 

共通して使用できる自立活動の指導のための指 

導案の様式について検討を行った。 

国立特別支援教育総合研究所の「自立活動事 

例シート」をモデルとして、班別研修で提案し 

班員の意見を取り入れ、本校で活用しやすいス 

タイルへと変更を行った。 

時間おける指導、教科や領域、合わせた指導 

において、自立活動の視点で指導や支援をする 

こと等が記載でき、チームで共通理解が図れる 

ような様式の検討を行った結果、教科・領域、 

合わせた指導でも使用できる様式の２種類の「 

事例シート」（図５、図６）を授業の際の指導 

案として使用していくことになった。 

また、各教諭が「手順シート」と併せて「事 

   例シート」を活用できるように、重複する項目 

の簡略化や本時の評価や次時への改善点を記入 

できるようにした。 

 「教科や合わせた指導における事例シート」 

様式では、教科等の目標に加え、「自立活動の 

配慮事項」を新たに設け、各教科や合わせた指 

導の中でも、自立活動の配慮事項をしっかり確 

認して指導にあたれるようにした。 

４ 各学部の取り組み 

  (1)小学部 

   ①取り組み 

・「教材バンク」のデータ作成 

・校内人材、校内設備を活用した教材作り 

 ～学部研修、他学部との連携～ 

・学級や学年における、自立活動の指導体制の工夫と指導場面の検討 

   ②研究の成果 

・「課題関連図」「手順シート」で設定された指導目標を達成するために、学級・ 

学年における指導体制や教育活動全体を通して自立活動の指導を行うなどの 

指導方法の検討がなされ、チームとして指導体制の改善ができた。その結果、 

各教諭の視点や経験だけに頼らない自立活動の指導が行われ、指導の充実につ 

ながった。 

    ・「課題関連図」「手順シート」の作成、「教材バンク」のデータ作成、「教材   

     作り」等の研修過程を通して、教諭らの自立活動の指導内容へ理解が深まり、 

自立活動の６区分 27 項目を意識して指導できるようになった。 

・「教材バンク」のデータ作成、「教材作り」研修を行ったことで、教材作成や 

活用について情報交換がしやすくなり、教諭の教材研究の意欲へと繋がった。 

③今後の課題 

    ・自立活動の指導の重要なツールとなる教材については、「教材バンク」の活用 

や、年令や経験に関わらず、指導に活用できる教材について情報共有ができる 

図５ 「自立活動の時間における

指導及び教育活動全体を

通した指導」様式 

　　　　　　　　　　　　自立活動　事例シート　   担当者：　　　　　　　　　　　

学年

評
価

改
善
点

活動内容 自立活動の目標 指導・支援及び留意点

自立活動の視点でねらうポイント

健康の保持
① ② ③ ➃ ⑤

心理的な安定
① 　②　 ③

人間関係の形成
① ② ③ ➃

環境の把握
① ② ③ ➃ ⑤

身体の動き
① ② ③ ➃ ⑤

コミュニケーション

① ② ③ ➃ ⑤

ねらい

題材名

対象となる
児童生徒の

実態

小　中　高 児童生徒名 障害名

日時 令和　元年　 場所 学部　年 組

授業後、児童生徒や授業者の

評価をし、授業改善に生かす。

手順シートの短期目標を記入

する。

「自立活動の目標」欄には、

選定した自立活動の項目に

ついて記入する。

手順シートで選定した

項目をチェックする。

図６ 「教科や合わせた指導におけ

る事例シート」様式 

小　中　高 学年    年

自

活

評
価

自

活
改

善
点

　　　　　(                        )における自立活動事例シート　　　担当者：　　　　　　　　

活動内容、指導・支援及び留意点 ☆教科目標 ★自立活動の配慮事項

自立活動の視点で
のねらい

自立活動の視点でねらうポイント

健康の保持

① ② ③ ➃ ⑤

心理的な安定

① 　②　 ③

コミュニケーション

①  ②  ③  ➃  ⑤

題材名 「                         」　（第　 /　時）

対象となる児童
生徒の実態

(           )のねらい

日時 令和　１年　月　日（水）　　：　　～　　：　　２校時　 場所

児童生徒名 障害名

人間関係の形成

①  ②  ③  ➃

環境の把握

① ② ③ ➃ ⑤

身体の動き

① ② ③ ➃ ⑤

手順シートの短期目標を

記入する。

手順シートで選定した

項目をチェック。

授業後、授業や授業者の

評価をし、授業改善に生かす。



場の設定が継続課題である。「教材バンク」の管理や運用を行う自立活動コー 

ディネーター等の人員の確保、教材を使った事例の紹介や指導上の悩みを共有 

できる研修の設定など検討が必要である。 

  (2)中学部 

①取り組み 

 ・「課題関連図」から「手順シート」作成の際の具体的な人数や時間などの課題の

検証。（「課題関連図」から目標の設定、「手順シート」への転記まで） 

・個人目標や情報を学級、学年で共有し個人や集団活動での実践を行い、各活動

と目標の関連や評価について話し合いながら共通理解を深める。（共有の方法） 

・教材を通した具体的な指導内容や方法の共有（教材棚の活用） 

・今年度から特設した自立活動の時間における指導の実践についての聞き取り 

②研究の成果 

・「手順シート」で、優先的な目標をチームで共有することで、指導や支援の体

制を整えることができた。また、各教科等あらゆる場面で自立活動の目標に対

する配慮として実践に広げることができた。 

・自立活動免許状は内容に課題を残すも、教諭側の個別の目標の共通理解のため

のツールとして、また、生徒自身の意識向上にも効果的な面が多かった。 

・教材棚の設置は、試用として個人所有の教材と組み合わせる等、有効活用され、

最終アンケートでも、教材不足に関する回答に改善がみられた。 

③今後の課題 

・集団活動における個人の目標の保証については、チームアプローチするために、 

授業の計画や意図的な場面の打ち合わせ等、教諭同士の環境設定にさらなる工 

夫が必要である。 

・教材の活用方法の共有は、次年度の継続活用に向け、記録方法の改善を図る必 

要がある。 

  (3)高等部 

   ①取り組み 

    ・学校の教育活動全体を通じた指導 ～教科・領域の事例シートの活用～ 

    ・長崎県立島原特別支援学校への学校訪問 

    ・「自立活動に関する研修」を設定し、自立活動に関する理解を深めていく。 

 ②研究の成果 

・自立活動の時間における指導が設定されていない生徒に対して、各教科で自立 

活動の視点における配慮について、チームで共通確認し、年間指導計画を一覧 

表にした。その上で、教科・領域における自立活動事例シートを作成、活用す

ることで学校の教育活動全体を通じた指導の第一歩へと繋げることができた。  

・教科・領域における自立活動事例シートを活用する中で、生徒の様子や変容等 

チームで情報を交換し評価・授業改善に繋げることができた。 

③今後の課題 

・今回の取り組みは、高等部教諭７名で取り組んだ。今後は、本研究の取り組み 

についての周知などを行い、本研究の取り組みを実践できる教諭を増やしてい 

きながら、自立活動の指導を充実させていきたい。 

 ５ グループ研究の取り組み 

   (1)自立活動班及び校内への情報発信 

①新聞の発行 

    ②「実態把握や目標設定のための資料（マニュアル）」作成 



    ③教材・書籍紹介コーナーの設置 

(2)中間報告会の実施 

Ⅴ 研究の成果と課題 

１ 成果 

(1)本研究では、小学部、中学部、高等部の各学部において、「チーム」について定義

し、各チームで「課題関連図」「手順シート」の作成を行った。 

各学部ごとに、作成にかかわる教諭の数や時間の確保等、工夫を行うことで対

象となる児童生徒のより客観的な実態把握や課題の焦点化を図ることができた。 

チームで行うことで「客観性や妥当性が高まること」「指導・支援の体制を整える

ことができること」「担任や担当の枠、学級や学年の枠を超えて、あらゆる場面で

自立活動の視点を踏まえた指導や支援につながること」の確認ができた。 

(2)「手順シート」を学期毎に、評価・見直しを行うようにしたことで、スモールステ 

ップで指導の計画を立てたり、目標や指導の手立ての変更や更新が行われたりし 

た。評価や見直しされた内容は、個別の指導計画や通知表にリンクして活用する 

ことや、児童生徒の学びの履歴として、次年度以降の引継ぎ資料に活用できるこ 

とが確認できた。 

(3)アンケート調査等の考察より、各学部の教諭の構成や特別支援教育の経験年数、教 

  育課程上の自立活動の指導形態によって、学部毎に指導上の悩みに違いがあり、取 

り組むべき研修内容にも違いがあることが分かった。 

本研究では各学部の抱える課題に焦点を当て、研修を行ったことで、各チーム内 

で情報共有を行う環境が整い、各教諭の自立活動への理解を深めることができた。 

研究後のアンケートでは、指導上の悩みの軽減が図られたことや、新たに指導体 

制の改善に向けた課題が明確になる等、今後のより良い指導の在り方についての 

方向性を見いだすことができた。 

２ 課題 

(1) 今回の研究の成果を踏まえ、複数の教諭で連携して行う、実態把握と指導目標の 

設定までのプロセスを大切にした体制づくりの構築。 

(2) 教諭が経験を重ね、「手順シート」作成におけるプロセスの精度を上げていけるよ 

う、各学部におけるファシリテーターや自立活動コーディネーター等の人材の配置。 

(3) 「課題関連図」「手順シート」を活用した自立活動の指導における PDCA の確立。 

幼児児童生徒の「学習の評価資料」及び「学びの履歴の引継ぎ資料」としての活用。 

(4) 各学部の課題に沿った指導体制の検討、情報共有の場及び研修の設定。 

Ⅵ 最終報告会 

  (1)指導助言 

・なぜできないのかという背景を見取るためには、日々の観察や保護者など関わ 

 る人への聞き取り、フォーマルなアセスメントがある。 

    ・公開授業では、どの授業も集団学習だが、気をつけて欲しいことは自立活動の 

指導は基本的には個別の形態ということ。 

  (2)今後の取り組みについて期待すること 

    ・話し合いの時間を確保するための会議の持ち方。 

    ・手順シートについて、「新学習指導要領の流れ図」への移行。 


