
平成２８年度文部科学省委託 特別支援教育に関する実践研究充実事業 

（特別支援教育に関する教育課程の編成等についての実践研究） 

研究報告書 

県立支援学校天王みどり学園 

Ⅰ 研究の概要 

 １ 研究主題 

キャリア教育の視点で小・中・高を貫く教育課程の編成 
～学部間をつなぐ仕組みを活かした取組～ 

 
 ２ 研究主題の設定理由 

 （１）児童生徒・学校・地域の現状について 

    本校は平成１５年度に開校した。開校時４６名だった児童生徒数は現在１１３名

と大幅に増加しているとともに、障害の重度・重複化、多様化が進んでいる。それ

に伴い卒業後の社会参加の仕方も多岐に渡り、より一人一人の主体的な社会参加を

目指した指導や支援が必要となっている。地域の理解が深く、近隣の小・中学校、

高等学校、町内会との交流が定着し、授業実践においても積極的に地域と関わって

いる。また、秋田県総合教育センターと隣接した学校であり、日々の授業づくりに

おいて開校時から連携を図っている。     
 （２）本校の課題と解決に向けて 

    本校はこれまで、秋田県総合教育センターと連携を図りながら、授業づくりや授

業改善に取り組んできた。しかし、これまでの取組は学部研究が中心であり、学部

間のつながりに関して十分に検討してきたとは言えず、職員から「小・中・高を貫

く」教育について具体的な取組が必要であるという声が多く挙がっていた。そこで、

平成２６年度から研究主題にキャリア教育を掲げ、授業づくり及び教育課程の改善

に取り組んだ。平成２７年度の研究においては、新たに隣接する学部をまたぐ研究

組織を作り、授業づくりに関する協議を行った。この取組を通して、授業改善に他

学部の視点を生かし、キャリア教育全体計画の見直しを図った。平成２８年度は、

さらに「小・中・高を貫く教育課程」に迫るべく、キャリア教育全体計画を基に指

導計画の連続性を図るとともに、学部を超えた教育活動を検討していくこととした。

そのために、隣接する学部をまたぐ研究組織を研究の中心に据え、各組織の役割を

明確にし、学部間をつなぐ仕組みを整えることが必要であると考えた。 
 （３）本校の特色について 

本校は全員が自宅通学生である。また、全校生徒の約９１％が小学部または中学

部からの入学となっており、中学部以降の生徒の構成に変化が少ない。これは、県

内の県立特別支援学校の中でも高い割合となっており、１２年間または６年間を貫

く教育ができる環境にある。 
児童生徒がより主体的に社会参加するためには、今とその先を見据えて小・中・

高一貫性のある教育活動の展開が必要であると考える。前述の背景と経緯を踏まえ、

学部間をつなぐ仕組みを整え、機能させることで、小・中・高を貫く教育課程の編

成と授業づくりができると考え、本研究主題を設定した。 



 
３ 研究仮説 

   キャリア教育全体計画を基に、教育課程の編成及び授業づくりを行う。隣接する学

部をまたぐ研究組織（ワーキンググループ、プロジェクトチーム）において、年間指

導計画（指導目標、指導内容、指導方法）の検討を重ね、連続性を図る。 
   こうした学部間をつなぐ仕組みを効果的に機能させることで、小・中・高を貫く教

育課程の編成につなげることができるであろう。 
 
 ４ 研究組織 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
＊１ 隣接する学部をまたぐ研究組織 
＊２ 教頭、各学部主事、研究主任、研究部員、ワーキンググループチーフで構成する。

ワーキンググループの取組を取りまとめる。 
＊３ 研究協力者である栗田支援学校とゆり支援学校の教務主任（総括）、研究主任が授業

研究会や協議会に参加し、教育課程の編成や授業改善を推進する。 
＊４ 現場実習先の事業所や施設職員（外部協力者）からの、授業参観及び評価。 
 
 ５ 研究内容・方法 

   学部間をつなぐ仕組みとして、ワーキンググループとプロジェクトチームを設定し

た。今年度は学部研究の枠を取り払い、ワーキンググループを本研究の主たる研究組

織として進めていく。 

 

 

 

 

 

 

   

 

ワーキンググループ（＊１） 
小１・２・３と 

小４ 
小５・６と 

中１ 
中２・３と 

高１ 
高２・３と 
外部（＊４） 

学部研究 
小学部 中学部 高等部 

プロジェクトチーム（＊２） 

教育課程検討委員会 

県央３校連携研究会（＊３） 

（１）ワーキンググループによる 
年間指導計画の検討 

（２）プロジェクトチーム・教育課程検討

委員会による教育課程の整備 

（３）授業づくり・授業改善 ＊研究の対象 

  小学部：遊びの指導（１・２年） 

生活単元学習（３～６年） 

  中学部：生活単元学習 

  高等部：職業科 



 （１）ワーキンググループによる年間指導計画の検討   

研究方法 研究活動 

① 学年の年間指導計画（研究対象の授業）の共有と見直し 

・ワーキンググループに所属する各学年の年間指導計画を見

合い、キャリア教育全体計画を基に、意見を出し合う。 

ワーキンググループ研究 

①～⑨ 

②指導が積み重なる年間指導計画の作成 

・年間指導計画の検討を重ねる中で、指導目標、指導内容、

指導方法の連続性を図る。 

ワーキンググループ研究 

①～⑨ 

③授業づくりの評価と改善 

・ワーキンググループで検討した内容を授業づくりに生か

し、授業の評価・改善をする。 

ワーキンググループ研究 

①～⑨ 

各授業研究会 

 

 （２）プロジェクトチーム・教育課程検討委員会による教育課程の整備 

研究方法 研究活動 

①ワーキンググループの進捗状況確認と情報共有 

・ワーキンググループ研究の目的や話し合いの方法等をグル

ープ間で統一する。 

・ワーキンググループの意見を集約し、情報を共有する。 

プロジェクトチーム研究 

①～⑤ 

教育課程検討委員会 

①～⑤ 

②キャリア教育全体計画の検証 

＊教務部による改訂案を検討する。 

・年間指導計画の検討や授業実践を通して改善し、妥当性を

高める。 

ワーキンググループ研究 

①～⑤ 

教育課程検討委員会 

①～⑤ 

③県央３校連携研究会による協議 
・本校の取組を提案し、更なる研究の推進や教育課程の改善

に向けての協議を行う。 

県央３校連携研究会 
①～③ 

 

 

 （３）授業づくり・授業改善 
研究方法 研究活動 

①目指す姿を明確にした年間指導計画の作成 

・ワーキンググループ研究で検討をしていく中で、単元や題

材において目指す姿を明確にしたり見直したりする。 

ワーキンググループ研究 

①～⑨ 

②ワーキンググループ研究の検討内容を生かした授業づくり 

・ワーキンググループ研究で検討した内容を生かし、意図の

明確な授業づくりをする。 

・ワーキンググループ研究や授業研究会において定期的に評

価し、授業改善をしていく。 

ワーキンググループ研究 

①～⑨ 

各授業研究会 

③校内研修会の実施 

・年間指導計画立案や授業づくりに生かすために、教育専門

監や外部講師を招いての研修会を実施する。 

職員研修会①② 



  ＊研究内容の（１）～（３）について共通理解を図るために、全校研究会①②③を実

施する。 
 
６ 研究計画 

月 研究活動 実施内容 
４月 全校研究会① 研究概要と教育課程改善についての共通理解 

職員研修会① 教育専門監による研修（生活単元学習について） 
５月 ワーキンググループ研究① 年間指導計画の検討 

プロジェクトチーム研究① ワーキンググループ研究①の意見集約 
６月 教育課程検討委員会① 教育課程の進捗状況の確認と検討 

ワーキンググループ研究② 年間指導計画の検討 
授業研究会 
（ワーキンググループ内） 

ワーキンググループ内での授業参観と協議 
（略案による実施） 

７月 授業研究会 
（ワーキンググループ内） 

ワーキンググループ内での授業参観と協議 
（略案による実施） 

ワーキンググループ研究③ 年間指導計画の検討 
県央３校連携研究会① 教育課程の改善と研究の推進に関する協議 
職員研修会② 外部講師による研修 

８月 ワーキンググループ研究④ 授業実践の評価と改善 
プロジェクトチーム研究② ワーキンググループ研究②～④の意見集約 

９月 教育課程検討委員会② 教育課程の進捗状況の確認と検討 
全校授業研究会（中学部） 研究の進捗状況の報告、授業提示、研究協議 
全校授業研究会（小学部） 研究の進捗状況の報告、授業提示、研究協議 
ワーキンググループ研究⑤ 授業実践の評価と改善 

10 月 全校授業研究会（高等部） 研究の進捗状況の報告、授業提示、研究協議 
県央３校連携研究会② 公開研に向けた情報交換、授業参観（高等部） 
教育課程検討委員会③ キャリア教育全体計画の改訂、公開研について 
全校授業研究会② 研究の進捗状況の報告と検討 
ワーキンググループ研究⑥ キャリア教育全体計画の検討、授業検討 
プロジェクトチーム研究③ キャリア教育全体計画の検討 

11 月 公開事前研究会 授業提示、分科会（公開研に向けた協議） 
ワーキンググループ研究⑦ キャリア教育全体計画の検討、これまでの取組

のまとめ 
プロジェクトチーム研究④ キャリア教育全体計画の最終確認 

12 月 公開研究協議会 公開授業、分科会、全体協議会 
ワーキンググループ研究⑧ 研究のまとめ 

１月 ワーキンググループ研究⑨ 研究のまとめ 
プロジェクトチーム研究⑤ 今年度のまとめと今後の方向性 



２月 教育課程検討委員会④ 今年度のまとめと次年度の教育課程の検討 
県央３校連携研究会③ 今年度のまとめと今後の取組に向けた協議 
県外先進校の視察 京都市立白河・東山・鳴滝総合３校合同研究発表会 

宇都宮大学教育学部附属特別支援学校公開研究会 
全校研究会③ 今年度のまとめと次年度の方向性 

３月 教育課程検討委員会⑤ 次年度の教育課程の検討と周知 
出張報告会 県外先進校の視察報告と情報共有 
研究紀要発行 １年間の研究成果のまとめと発信 

  
 
Ⅱ 研究の実際 

 １ 研究経過 

 （１）教育課程の編成について 

    教育課程を編成するに当たり、全校研究会で次のことを共通理解した。 
・キャリア教育全体計画で本校として児童生徒の目指す姿を共通理解する。 
・ワーキンググループの話し合いを通して、学部を超えて指導が積み重なる指導計

画を作成する。 
   さらに、小・中・高を貫く基盤となるのがキャリア教育全体計画であり、学部間

をつなぐ指導計画を検討していく組織がワーキンググループと位置付けることを確

認した。（図－１） 
平成２８年度キャリア教育全  

体計画の「キャリア教育における目指

す姿」（抜粋）（資料１）は、昨年度の

活用を通して職員アンケートを実施

し、その結果を四つの観点の下位項目

として集約したものである。これを年

間指導計画の作成や授業づくりの際

の指針の一つとして用いた。本計画を

実践に活用していく中で、必要な事柄

を整理し、妥当性や整合性を高めてい

くこととした。 
 
 （２）ワーキンググループによる指導計画の検討  

 ワーキンググループは図－２のように隣接する学部をまたぐ学年で構成し、毎月１

回の会議を実施した。高２・３年

には、外部協力者として、三つの

施設・事業所の方々に協力してい

ただき、複数回の授業参観と検討

会を実施した。   

図－１ 

図－２  



 ①ワーキンググループ会議について 
  ＜目的＞ 
  ・指導が積み重なる指導計画の作成を目指し、キャリア教育全体計画を基に、ワー

キンググループ内で質問や意見を出し合う。 
   ＜目標＞ 
   ・他学年の年間指導計画（中心単元）を見合い、他学年の意図していることを知る。 
   ・質問や意見のやりとりを通して、より指導計画の意図を明確にしていく。 

（「なぜ」「何のために」「どんな内容を」「どのように」を明確にする。） 
   ・各学年について検討する取組を重ねることで、指導計画の連続性を図る意識を高

めたり、見直したりする。 
   ＜方法＞ 
   ・指導計画の連続性を意識しながら見直しを図ることができるよう、グループ内の

下学年から順次検討を進めた。（図－３）全学年の年間指導計画の見直し後は、授

業検討やキャリア教育全体計画の見直しを実施した。（表１） 
  【例】 
 
 
 
 
 
 
 
   （表１） 

回 実施時期 内     容 
１ ５月 グループ内の下学年（小１・２、小５、中２、高２）の年間指

導計画についての検討 
２ ６月 グループ内の次学年（小３、小６、中３、高３）の年間指導計

画についての検討 
３ ７月 グループ内の上学年（小４、中１、高１）の年間指導計画につ

いての検討 
４ ８月 授業検討 
５ ９月 高２・３～外部協力者との意見交換 

授業検討 
６ １０月 キャリア教育全体計画（改訂版）の検討、授業検討 
７ １１月 キャリア教育全体計画（改訂版）の確認、これまでの取組のま

とめ 
８ １２月 今年度の研究のまとめ 
９  １月 今年度の研究のまとめ 

  

図－３  

1)５月：小５について 

小５の年間指導計画に

ついて話し合い、指導

目標や指導内容を知

る・明確にしていく。 

2)６月：小６について 

小５の話し合いを受け

て年間指導計画を見直

す。小６の年間指導計

画について話し合う。 

3)７月：中１について 

小５・６の話し合いを受

けて年間指導計画を見

直す。中１の年間指導計

画について話し合う。 
 指導の積み重ねを意識しながら検討できる 



  ②指導が積み重なる年間指導計画の作成 
    ワーキンググループ会議での意見を受け、夏季休業中に年間指導計画の見直しを

図った。高２・３と外部のワーキンググループは、外部協力者からの意見を生かし

た見直しを図った。 
 
（３）プロジェクトチーム・教育課程検討委員会による教育課程の整備  

   ①ワーキンググループの進捗状況確認と情報共有 

    各ワーキンググループの 
 取組をつなぐ役目がプロジ 
ェクトチームである。（図－ 
４）ワーキンググループ会 
議の意見を集約し、情報を共 
有すること、ワーキンググル 
ープ会議の進捗状況を確認し 
各グループチーフを中心に、 
同じ方向性で取組を進めていけるようにした。 

   ②キャリア教育全体計画の検証 
    ワーキンググループにおける年間指導計画の検討や授業実践を通して出された意

見を基に、キャリア教育全体計画の「キャリア教育における目指す姿」（抜粋）を教

務部が主体となって改訂した。 
  ③県央３校連携研究会による協議 

    研究の主体となるワーキンググループの取組についての意見や、各取組の評価、

公開研究協議会の進め方等について協議を行った。 
 
（４）授業づくり・授業改善 

   ①目指す姿を明確にした年間指導計画の作成 
    平成２８年度キャリア教育全体計画の「キャリア教育における目指す姿」（抜粋）

（資料１）を指針の一つとして、年間指導計画を作成した。作成した年間指導計画

について、（１）で述べたようにワーキンググループ会議で検討し、見直しを図った。

このことにより、単元・題材の意図が明確になったり、年間を通してどのように指

導を積み上げていくかを明確にしたり、指導者間または他学年と情報を共有したり

した。 
   ②キャリア教育全体計画との関連が見える学習指導案の様式 
    学習指導案作成に当たっては、キャリア教育全体計画の「キャリア教育における

目指す姿」（抜粋）（資料１）が、単元・題材観から一人一人の目標まで、どのよう

に具体化されているかが分かるように表記した。 
   ③ワーキンググループ研究を生かした授業づくり 
    年間指導計画の検討をする中で、学部間の連携や他学部の活用に関する意見が聞

かれるようになった。身近な「あこがれ」「なりたい姿」の対象となりうる他学部の

生徒と関わりをもつ学習活動を展開することは、目指す姿に迫るための手段として

図－４  



効果的ではないかという意見が各ワーキンググループで出ている。図―５のように

具体的に指導内容を見直したケース

もある。 
ワーキンググループ会議で年間指

導計画の検討後に、ワーキンググルー

プ内での授業研究会を実施した。また、

全校授業研究会の実施に当たっては、

ワーキンググループ内で授業構想の

段階で意見交換を行い、授業計画や授

業後の協議に生かした。 
 
   ④校内研修会の実施 
    講話：「卒業後の豊かな生活について～事例を通しての現状と課題から～」 
    講師：社会福祉法人いずみ会  

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター 
主任就業支援員  牧野 真悟 氏 

    外部協力者の牧野氏を講師に迎え、卒業後の生活についての講話を実施した。卒

業後に離職したケース、うまくいっているケース等の具体的な事例を通して、在学

中に身に付けておきたい力について考える機会となった。この講話の中から重要な

キーワードをキャリア教育全体計画の「キャリア教育における目指す姿」（抜粋）の

改訂にも反映させている。 
 
Ⅲ 研究の成果と課題 

１ 平成２８年度の成果 

（１）学部間をつなぐ仕組み（主にワーキンググループ）について 

   ①アンケート調査より 
    学部間をつなぐ仕組みの主体としてワーキンググループ研究を位置付け、年間指

導計画の検討や授業づくりに取り組んできた。この取組の成果や課題について、職

員にアンケート調査を実施した。設問は次の四点である。    

 

 

 

 

 

 

    全ての設問において、「不十分」という回答はなく、全職員がこの取組に成果を感

じていることが読み取れた。自由記述では、次のような意見が述べられていた。 

   ・意図を知ることにより、それに迫るためにはどのように指導を進めていったらよ

いか意見がたくさん出た。 
・グループ内の先生方で一緒に考え、意見をもらったことで、自分たちの指導の方

図－５  

１ 他学年の年間指導計画を見合うことを通して、その意図を知ることができたか。 

２ グループ内での意見交換を通して、より指導計画を明確にすることができたか。 

３ 他学年の検討を通して、指導計画の連続性を図る意識が高まったか。 

４ ワーキンググループを通して、他学部（他学団）との連携や協力等について、

検討したり広がったりしたか。 



向性を確かめることができた。 
・下学年から上学年へつなぐ意識がより高まった。 
・「つなげていくにはどうしたらよいか」という視点で話し合ったことで、実際授業

に取り入れられる具体的な意見が出た。 
・進路に関わる単元では、先輩を知るという意味で、見学、アンケート、インタビ

ュー、ゲストティーチャー等で積極的に高等部の生徒を活用してほしいという意

見があり、有意義であった。中学部生徒が将来への見通しをもつためのステップ

として活用していきたい。  
   ②学部間をつなぐ意識の高まり 
    アンケート調査の結果や、自由記述から、年間指導計画の連続性を図るうえで、

ワーキンググループが有効であったと言える。また、ワーキンググループでの話し

合いを経たことで、「方向性が確認できた」「ＴＴ間で話し合う内容が濃くなった」

という意見が聞かれ、評価や見直しをする際にも有効だったことが読み取れる。 
   ③外部協力者との連携 
    外部協力者からは、授業参観、検討会への参加、公開研究協議会への参加等、

複数回来校を依頼した。卒業後の生活という視点から、卒業後の現状や学校生活

で学んでほしいこと等、多くの示唆を得ることで、年間指導計画の見直しやキャ

リア教育全体計画の改訂に反映させることができた。 
     
 （２）キャリア教育全体計画について 

    キャリア教育全体計画の改訂に当たっては、年間指導計画の検討や授業実践、外

部協力者からの意見等の現場の声を生かした。教務部が主体となって改訂した本計

画を、各学部やワーキンググループ、プロジェクトチームにおいて検討・確認を重

ね、整合性や妥当性を高めてきた。中でも、ワーキンググループにおける検討によ

り下学年から上学年への積み重ねを意識し、また外部協力者の意見や講話により上

学年から下学年へと必要な力を考えることができた。それらの意見を反映させるこ

とにより、より日々の実践と結び付いた、連続性のあるキャリア教育全体計画「キ

ャリア教育における目指す姿」（抜粋）（資料２）へ改訂することができた。 

 
 （３）授業改善と児童生徒の姿について 

    ワーキンググループによる年間指導計画の見直しにより、各単元・題材の意図を

より明確にした授業づくりをすることができた。その結果、児童生徒一人一人の目

指す姿も明確になり、児童生徒が「なりたい」「やりたい」目的に向かって取り組む

姿と、その過程を支える支援の充実を図ることができた。 
    また、児童生徒の「なりたい」「やりたい」意欲を高める手段の一つとして、学部

を超えた学習活動への参加等、共同学習の機会が増えた。これは、ワーキンググ

ループによる検討の中で、互いのメリットを確認し発生したものであり、授業改善

に生かされた。 
     



２ 平成２８年度の課題と平成２９年度に向けて 

 （１）ワーキンググループについて 

・年間指導計画の作成及び改善の手順として位置付けていく。（年度初め、中間評価）

それに伴い、今後は、教務部が主体となって進めていく。 
・学部間をつなぐ仕組みがより効果的に機能するために、ワーキンググループ会議の

時期や手順、ワーキンググループ間の情報共有の在り方についてはさらに改善を要

する。 

 （２）キャリア教育全体計画について 

   ・改訂したものを平成２９年度版とする。このキャリア教育全体計画は、小・中・

高を貫く教育課程の編成をするための基盤となり、学部目標や年間指導計画、授

業づくりの指標の一つとして活用する。 
・校内活用だけでなく、地域の小・中学校での活用も促進する。（特別支援教育セミ

ナー等での活用） 
・キャリア教育全体計画「キャリア教育における目指す姿」（抜粋）は、あくまでも

現時点での計画である。これからも実践を通して評価・改善を行っていくことで、

より活用しやすいものにしていく。 
 
（３）学部研究の充実 

   ・キャリア教育全体計画「キャリア教育における目指す姿」（抜粋）の活用を通して、

授業づくり、授業改善のより一層の充実を図る。 
   ・キャリア教育全体計画を教育課程編成の基盤にしつつ、次年度は学部研究を主体

として取り組み、学部内の指導計画の連続性や目指す姿にせまる授業づくりにつ

いて深めていくことが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２８年度 天王みどり学園 キャリア教育全体計画 抜粋

キャリア教育における目指す姿
観点 小学部（低学年／高学年） 中学部 高等部
1 1 好きなことや得意なことをたくさん見付け、興味関心 1 手掛かりを頼りにしながら自ら考える 1 自分の将来像について具体的に考え、

を広げるとともに、活動に夢中で取り組みながら意欲的 習慣を身に付け、自己選択・自己決定し、 進んで課題に挑戦しようと気持ちで物
主体的に に学校生活を送る。 その達成に向けて努力する。 事に取り組む
生きよう ・興味関心重視 ・選択する機会の設定 ・自分で考える、失敗も含めた経験から ・卒業後の自己イメージ
とする気 ・教師と一緒から友達と一 ・自発性の尊重 学び取る機会の設定 ・実習先の評価を活用した適切な自己分
持ち 緒へ、さらに一人で ・チャレンジと成功体験 ・活動の振り返りによる肯定的な自己理 析、自己理解

・繰り返しによる見通し ・肯定的な自己イメージ 解、他者理解の促進 ・自分で目標を設定し、課題を解決する
力の育成

2 2 挨拶、衣服の着脱、食事、排せつなど日常生活の基本 2 基本的なルール、マナー、衛生、健康 2 自分で計画し、実行または修正しな
動作・習慣をできるだけ自分の力で、かつ望ましいやり 管理など社会生活に必要な技能や習慣を がら物事に取り組むと同時に、環境等

身辺自立 方でできる。 身に付け、習慣化を図る。 の多様な変化に応じて生活する。
生活の自 ・定型の挨拶 ・挨拶の習慣化 ・自発的な挨拶 ・相手に応じたやり方での挨拶
立、自律 ・基本的な学習態勢の定着 ・自分のことは自分でとい ・小学部で身につけた基本動作の校外で ・好ましい言葉遣い、礼儀作法の定着

・基本的な集団行動 う気持ちの育成 の応用 ・TPOを考えた服装、振る舞い
・チャレンジと成功体験 ・基本的なルール・マナー ・短時間での衣服の着脱、食事 ・労働に耐える体力の育成
・スモールステップでの目 の習得
標達成 ・1時間程度の連続歩行

3 3 身近な大人との信頼関係をベースに児童同士で働き掛 3 状況に応じた適切な表現方法で伝える 3 地域での活動の中で、自分の思いを
けたり、働き掛けを受け入れたりする経験を通して、積 力を高めるとともに、生徒同士が関わり 他者に伝えたり、相手の気持ちを受け

人と関わ 極的に人と関わる。 を深め、折り合いを付け、相手を受け入 止めたりするとともに、TPOに応じた言
る力 れて接しようとする。 動で他者と接する。

・小さい表出に応える関わ ・身近な人への積極的な意 ・他者への能動的な関わり ・相手を思いやった言動
り 思表出 ・自ら助けを求める力の育成 ・場をわきまえた言動

・信頼関係のある大人を介 ・他者への関心 ・他者への思いやりと折り合い ・助言への素直な対応
した他者との関わり ・他者との協力、共同・協 ・身近な人とそうでない人を区別した関 ・異性との適切な関わり方

・他者との場の共有、物の 同体験 わり ・他者との協力、役割分担
共有 ・異性との関わり方（基礎）

・楽しく取り組める集団活
動

4 4 学校や家庭で無理なくできる手伝い、係、仕事などの 4 進んで係や委員会活動、家庭での手伝 4 自分のできること、求められている
役割を担い、認められる経験を通して自己有用感を感じ、 いなど自分でできる仕事をし、根気強く ことを理解し、集団の一員として自覚

集団にお 進んで活動に取り組む。 やり遂げるとともに、継続して取り組む。 をもって役割を果たす。
ける役割 ・あるがままの自分が受け ・手伝い、係活動への継続 ・働く喜びを味わう経験 ・集団における自分の役割への気付きと

入れられる実感 した取り組み ・自分が役割を果たせた実感 遂行（能動的な取り組み）
・身近な人から感謝される、・協力して取り組むことで ・役割を果たすことの充実感 ・社会貢献体験
喜ばれる体験 よりよい結果を得る体験 ・感謝される体験 ・感謝される体験

・役に立つ実感

※各下位項目は、授業で重視したいこと、取り上げたい内容を表記している。

資料１



県立支援学校天王みどり学園 キャリア教育全体計画より
キャリア教育における目指す姿

観点 小学部（低学年／高学年） 中学部 高等部

好きなことや得意なことをたくさん見付け、興味関心を広げ 手掛かりを頼りにしながら自ら考える習 自分の将来像について考え、進んで物

るとともに、活動に夢中で取り組みながら意欲的に学校生活を 慣を身に付け、自己選択・自己決定し、そ 事に挑戦する。

送る。 の達成に向けて前向きに努力する。

(1) 学校生活と活動への意欲 (1) 自分から、自分でという気 (1) 目標に向かって前向きに努力する気持 (1) 卒業後の自分をイメージし、目標の
を高める。 持ちをもつ。 ちをもつ。 達成に向けた行動を日常的に実践する。

① 今ある興味関心（好きなこ ① 選択する機会の設定 ① 単元（活動）のゴールの明確化による ① 進路相談や進路面談による、進路希望

と）を基にした題材設定 ② 意思の尊重 意欲の喚起 の実現化に向けた考えの整理

② 自発性の尊重 ② 自らの課題を主体的に解決しようとす ② 進路希望の具体化と、目的や目標を明

(2) 少し頑張って新しいことに る機会の設定 確にした現場実習への取組

(2) 安心して活動に取り組む。 チャレンジしようとする気持 ③ 失敗も含めた経験から学び、具体的な ③ 実習評価を有効に活用した適切な自己

① 自分のアクションで分かり ちをもつ。 対策を考える活動 分析、自己理解

やすい結果が得られる活動 ① 目的や結果がイメージでき ④ 自己分析に基づく将来設計と、在学中

② 教師と一緒から友達と一緒 る活動 (2) 自分で考え、判断する習慣を身に付け の目標達成に向けた継続的な実践

へ、さらに一人でと段階を ② 分かりやすいモデル・目標 る。

踏んだ展開 としての本物体験 ① 手掛かりの段階的な提示 (2) 困難な状況にも適切に対処する気持
③ 繰り返しによる見通し ③ 状況づくりによる成功体験 ② 意見を受け止める関わり ちと力を身に付ける。

④ イメージを広げる本物体験 ④「できる」「やれる」という ③ 試行錯誤しながら目的を達成する状況 ① 自ら考えて判断するための知識習得と

肯定的な自己イメージがも づくり 実際的な経験の積み重ね

てる活動 ② 努力や葛藤、失敗を踏まえて、十分に

(3) 肯定的な自己理解ができる。 充足感や達成感を味わう体験の充実

① 自分の得意なことや、苦手なことの認 ③ 権利と責任の関係理解、状況への対応

識 方法の習得

② 他者評価による自己への気付き ④ 自らの課題選択や課題理由の探究

挨拶、衣服の着脱、食事、排せつなど日常生活の基本動作・ 基本的なルール、マナー、衛生、健康管 生活環境や状況に対応し、物事を自ら

習慣をできるだけ自分の力で、かつ望ましいやり方でできる。 理など社会生活に必要な技能や習慣を身に 計画、実行、修正する。

付け、習慣化を図る。

① 呼名に対する返事の習得 ① 挨拶、返事の習慣化 ① 場面に応じた自発的な挨拶の習慣化 ① 挨拶習慣と礼儀作法の定着

② 定型での挨拶の定着 ② 望ましいやり方での衣服の ② 自分の体調の把握、管理 ② 適切な言語表現の習得（聞く、伝える）

③ 衣服の着脱行動、排せつ行 着脱、排せつ ③ 身だしなみなど整容スキルの向上 ③ 決まりの遵守

動の獲得 ③ 基本的食事マナーの習得 ④ 持ち物の管理、整頓 ④ 清潔習慣の確立

④ 食事道具の正しい使い方の ④ 基本的な学習態勢の定着 ⑤ 公共交通機関利用のマナーの獲得 ⑤ 規則正しい生活リズムの確立

習得 ⑤ 自分のことは自分でという ⑥ 金銭を扱う経験の拡大 ⑥ 変化への対応（予定、時間、場所、人）

⑤ 基本的な学習態勢の習得 気持ちの育成 ⑦ 体力、持続力の育成 ⑦ 経験の充実（金銭、買物、施設、交通）

⑥ スモールステップによる積 ⑥ 1時間程度の連続歩行 ⑧ 感情と行動のコントロール

み重ね ⑨ 終日の作業ができる健康な体づくり

身近な大人との信頼関係をベースに児童同士で働き掛けた 状況に応じた適切な表現方法で伝えた 多様な相手と適切に関わり、協同して

り、働き掛けを受け入れたりする経験を通して、積極的に人と り、相手を受け入れたりしながら生徒同士 活動する。

関わる。 が折り合いを付け関わり合う。

(1) 自分が大事にされている (1) 積極的に自分の気持ちを表 (1) 状況に応じた適切な表現方法で伝え (1) 自分の立場や役割を理解し、周囲と
ことを実感する。 す。 る。 の関係を大切にして人と接する。

① ありのままを受け入れる関 ① 気持ちの言語化 ① 相手の立場に応じた関わり ① 丁寧語や敬語による会話習慣の充実

わり ② 受け止める関わり ② 丁寧語による会話の習得 ② 協同で活動する経験の拡大

② 小さい表出に応える関わり ③ 報告、連絡、相談の仕方の習得 ③ 助言の受け入れと素直な対応

(2) 他者を大事にし、児童同士 ④ 自ら支援を求める力の育成 ④ 感謝の気持ちの伝達や表現

(2) 安心して他者と関わる。 で適切に関わる。

① 信頼関係のある大人を介し ① 他者への関心 (2) 他者を認め、生徒同士で適切に関わる。(2) 必要なときに周囲に意思を伝える。
た関わり ② 他者との協力、共同・協同 ① 論点やゴールを共有した話し合い活動 ① 主体的な判断と能動的な行動実践

② 他者との場の共有、物の共 体験 の充実 ② 集団での協同的な活動の充実

有 ③ 異性と関わる際の基本的ル ② 他者と主体的に関わり、協力すること ③ 信頼関係を築き、相談する姿勢

③ 楽しく取り組める集団活動 ール・マナーの理解 によって目的を達成する経験

③ 他者の立場に立った思考 (3) 他者と適切に関わる。
④ 異性との適切な関わり ① 集団や環境への適応

② 異性との適切な関わり

③ 他者との協調、調整力

④ ＳＮＳ、インターネットの適切な使用

学校や家庭で無理なくできる手伝い、係、仕事などの役割を 進んで係や委員会活動、家庭での手伝い 社会の一員としての役割を自覚し、責

担い、認められる経験を通して自己有用感を感じ、進んで活動 など自分でできる仕事をし、根気強くやり 任感をもって行動する。

に取り組む。 遂げるとともに、継続して取り組む。

(1) 「できる」を実感する。 (1) 提示された役割を自分で、 (1) 進んで役割を果たす。 (1) 与えられた仕事に責任を持って遂行

① 簡単な役割の遂行と認めら あるいは仲間と遂行する。 ① 働く生活をイメージする経験 する。

れる経験 ① 手伝い、係活動に継続して ② 働く喜びを味わう経験 ① 働く意義の意味理解と実感

② 身近な人から感謝される、 取り組む経験 ③ 自分が役割を果たせた実感 ② 生活のなかの数学的概念の活用（数、

または喜ばれる体験 ② 役に立つ実感 ④ 感謝される体験 形、金銭等）

③ 協力して取り組むことでよ ⑤ 誰かのために役割を果たすことの充実 ③ 指示の理解と作業への迅速な取り掛り

りよい結果を得る体験 感 ④ 注意や指摘への耐性と適切な対応

⑥ 目標達成に向けた心の耐性の習得

⑦ 目的に向かって役割に取り組み続ける (2) 集団の中で自分がすべきことを見付
力の育成 け、それを遂行する。

① 集団における役割への気付きと遂行

② 目的に向けた能動的な取組

③ 自主的、継続的な行動による成功体験

※各下位項目について、()数字はより具体的な児童の姿を、○数字は()数字の姿の実現に向けて授業で重視したいこと、取り上げたい内容を表記している。

なお、番号は各項目を示す記号であり、順序性や学部間の関連性を意味しない。

１

主
体
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
気
持
ち

２

身
辺
自
立
、
生
活
の
自
立
、
自
律

３

人
と
の
関
わ
り

４

集
団
に
お
け
る
役
割
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