
１２１２１２１２    子どものやっていきにくさにどう対応するか子どものやっていきにくさにどう対応するか子どものやっていきにくさにどう対応するか子どものやっていきにくさにどう対応するか    

うまくいきにくいのには、理由がありますうまくいきにくいのには、理由がありますうまくいきにくいのには、理由がありますうまくいきにくいのには、理由があります    

 

 「すべての子どもが、生き生きと学習し、友だちと

関わりあいながら楽しく学校生活を送ってほしい」…

これは、すべての教職員や保護者の願いです。しかし、

学校生活のなかでは、授業場面や学校行事、友だち関

係などでさまざまなできごとが起こり、しんどさを感

じている子どもたちに、どう対応してよいかわからず

に悩んでしまうこともあると思います。 

 子どもたちのさまざまな「困った行動」…実際には、

子どもたちが学校生活のなかで何らかの理由でやっていきにくさを感じていて、それが積み

重なってさまざまな形で表れていると考えたいと思います。うまくいかないのを「なまけて

いる」「甘えている」「わがまま」ととらえてしまうと、私たちはそれに対応する努力を怠っ

てしまいます。 

子どもたちのさまざまな「困った行動」には、そうなってしまう理由が必ずあります。そ

の理由をていねいに探し出し、そのときの子どもの心情に思いをはせ、適切な支援を積み重

ねることで、子どもたちが生き生きと笑顔で学校生活を送ることができるようになることを

忘れずに、子どもたちをみんなで支えていきたいと思います。 

ここでは、学校生活のなかでよくあるさまざまなケースをもとに、よりよい対応について

考えたいと思います。 

 

わからずにやってしまうのか、わかっていてもついやってしまうのか？わからずにやってしまうのか、わかっていてもついやってしまうのか？わからずにやってしまうのか、わかっていてもついやってしまうのか？わからずにやってしまうのか、わかっていてもついやってしまうのか？    

新 1 年生の A さんは、授業中にまわりのことがとても気にな

るようです。今日も国語の時間に、席を立って隣の席の友だちに、

いろいろとちょっかいを出しています。 

 

◆A さんが席を立っているのは… 

① 小学校に入学したばかりで、授業中に席を立ってはいけないのかよくよくよくよくわからないわからないわからないわからない 

② 席を立ってはいけないことはわかっていてもわかっていてもわかっていてもわかっていても、隣が気になってついついついつい席を立ってしまう 

③ わかっていてわざとわかっていてわざとわかっていてわざとわかっていてわざと席を立って隣の友だちにちょっかいを出している 

 

子どもの行動の背景となる理由を、単純に①～③に分類することはできないでしょうが、

①～③のどの要素が大きいのか少し考えるだけで、A さんへの声かけのことばや対応のしか

たはまったく違ってきます。このように、子どものさまざまな行動の理由を、少し立ち止ま

ってみんなで考えてみることは、適切な支援の第一歩だと思います。 

次に、いくつかの事例をもとに、よりよい対応の仕方について考えてみましょう。 



実際の学校園でのさまざまな事例から…実際の学校園でのさまざまな事例から…実際の学校園でのさまざまな事例から…実際の学校園でのさまざまな事例から…    

    

１１１１    ことばだけことばだけことばだけことばだけでなく、でなく、でなく、でなく、絵で絵で絵で絵でもももも振り返ろう！振り返ろう！振り返ろう！振り返ろう！    その１その１その１その１    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 「悪い行動」と「正しい行動」言葉だけでなく、目で見て確かめられるようにする。 

【ポイント】 

落ち着いている時に個別に指導する。 

 まず、「悪い行動」の絵だけを示し、悪いところがどこか？周囲の人はどんな様子か？ 

 など、自己と他者の様子を読み取り、意識化につなげる。 

（２） 事前に決めたルール・約束を、守れたらほめます。 

【ポイント】 

がんばった表を作成して、振り返ったり継続したりするために可視化しておくと、より強

化が期待できます。 

 

 

○自分の行動を振り返り、気づいていく支援 

～追いかけっこが好きで、学校でも走りまわる A さんの場合～ 

 

興味のあるものが目に入ったり、聞こえたりすると、「いまは〇〇しなければいけな

いときだから、動いちゃだめだ」と考える前に、身体が動いてしまう A さん。追いかけ

っこが好きで、教室でもかなりの頻度で走り回っています。クラスメートや担任の先生

からの注意には、「ハイ。次からしません。」と言うばかりで、行動の修正には至りにく

いようでした。とっさに状況を判断する力が弱いために、自分の行動を抑えにくいこと

と、何がいけないのかが明確にわかっていない様子でした。 



１１１１    ことばだけでなく、絵でも振り返ろう！ことばだけでなく、絵でも振り返ろう！ことばだけでなく、絵でも振り返ろう！ことばだけでなく、絵でも振り返ろう！    その２その２その２その２ 

 

 

 

 

 

 

（１） 見て考える物を用意して、「どこが悪いかをみつけよう。どうすればよいか考えよ

う。」と問いかけ、自身の行動と周囲の人の思いを考えやすくする。 

【ポイント】 

落ち着いている時に個別指導をする。 

 まず、不適切な関わりの絵を示し、悪いところがどこか？相手はどんな様子か？ 

 など、自己と他者の様子を読み取り、自分の行動にせまらせる。 

 （２） クラスメートに向けては、どのように声かけをすればＢさんが受け入れやすいの

かや、B さんにはどんなよいところがあるのか等を考えるように促します。 

【ポイント】 

Ｂさんには「ちゃんと～する。」という言い方よりも、「何分まで一緒にしよう。」と前向

きに取り組めるような声かけをする方が、B さん自身も周りの友だちも、気持ちよく一

緒にできることを感じ取られるようにします。 

○自分の行動を振り返り、気づいていく支援 

～注意や指摘されることに抵抗感が強い B さんの場合～ 

友だちから注意や指摘をされると、「やってるって！」「わかってるし」など、素直に

受け止めることが出来ない B さん。しかも、注意してくれた友だちに手が出たり、暴言

を吐いたりすることもあり、クラスメートからだんだん敬遠されるようになりました。 



２２２２    苦手なことも、何度もほめられると苦手なことも、何度もほめられると苦手なことも、何度もほめられると苦手なことも、何度もほめられると    やる気ＵＰやる気ＵＰやる気ＵＰやる気ＵＰ！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）行動を促す声かけを一連の流れで少しずつ行うようにします。 

①気を付けてほしいことをシンプルに指摘します。 

②指摘したことが、少しでもできていたら具体的にほめます。 

③しばらく続けていることをねらってほめ言葉を伝えます。 

④時間が伸びても続けていられていることをほめます。 

（２）「指摘」や「注意」をしたら、その後に必ず「肯定的評価」「ほめる」声かけを心がけ

ます。一回注意や指摘をしたら、二回以上ほめるようにします。 

（３）姿勢や字の丁寧さ、掃除、発表やあいさつの声など、日頃からどのような場面でどの

子をほめられるのか、ほめるきっかけを意識して子どもたちと関わるようにします。 

（４）「背中ピン」や「姿勢チャンピオン」、「背中に鉄の棒が入っているみたい」等、注意

やほめる言葉のバリエーションを増やし、子どもの意識が継続しやすい工夫をします。 

○直してほしいところは、ほめるチャンスとしてとらえる支援 

～授業中の姿勢が保てない C さんの場合～ 

何度も同じ注意を受けてしまう。例えば、授業中によい姿勢が保ちにくい C さん。決

して姿勢なんてどうでもいいと思っている訳ではありません。しかし、しばらくすると

姿勢がくずれ、担任の先生から同じ注意を受けてしまいます。担任の先生も注意以外に

どうしたらいいのか困っています。 

あら？！あら？！あら？！あら？！    

背筋伸ばします。背筋伸ばします。背筋伸ばします。背筋伸ばします。    

そう、そう、そう、そう、    

背筋伸びました。背筋伸びました。背筋伸びました。背筋伸びました。    

いいですよ。いいですよ。いいですよ。いいですよ。 

お！姿勢お！姿勢お！姿勢お！姿勢いいのいいのいいのいいのがががが    

続いていますね続いていますね続いていますね続いていますね。。。。    

さすがです！さすがです！さすがです！さすがです！    連続いい姿勢連続いい姿勢連続いい姿勢連続いい姿勢    

かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。    
また、ほめられたぞ。また、ほめられたぞ。また、ほめられたぞ。また、ほめられたぞ。    

がんばろうがんばろうがんばろうがんばろう    



３３３３    たくさんの人がいいところたくさんの人がいいところたくさんの人がいいところたくさんの人がいいところをををを見て見て見て見ていいいいるよ！るよ！るよ！るよ！（自尊感情アゲアゲ作戦！）（自尊感情アゲアゲ作戦！）（自尊感情アゲアゲ作戦！）（自尊感情アゲアゲ作戦！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）D さん自身が、自分のよいところをたくさんの人が見てくれていることを知ります。 

（２）D さんにとっては何気ない事やたいしたことでないと思うようなことも、とても大切なこと

としてとりあげ、D さん自身の価値観を変えていくようにします。 

（３）ほめることを重ねていくことによって、D さんの課題を修正する気持ちにつなげることがで

きるようにします。 

（４）紙に印刷して D さんに渡します。D さんはそれをファイルに綴じていくことで、自分のよい

ところをいつでも振り返ることができます。 

○自尊感情やポジティブな感覚が高まるように 

～「どうせ自分にはいいところなんてない。」と思いがちな D さんの場合～ 

 

「自分にはよいところがなく、友だちも僕の悪いところしか言わない。」と、ネガティ

ブな感情が強い D さん。学校生活全般に消極的になってきているのが心配です。 

 DDDD さんさんさんさんについて、について、について、について、よかったところ話よかったところ話よかったところ話よかったところ話～その８～    

たくさんの先生や友だちからたくさんの先生や友だちからたくさんの先生や友だちからたくさんの先生や友だちから    

□月△日 

 

○漢字５０問テスト素晴らしい結果！ 

 

○新オーディションにおち着いてがんばった。 

 

○友だちへの話しかけ方が上手です。 

 「ちょっと、いい？」 

 「そうなん（＾o＾）」 

 

○委員会の仕事がんばって続けています。 

 

○教室そうじも役割をしっかり果たしています。 

 

○ノートなどていねいな字を時間内に書くことがで

きているのが素晴らしい。 

※『いい意味での適当』で、書けるようになったのか

な。 

 

○一行日記がんばって書き続けている。 

一週間分のよい情報を収集して D さん

に示します 

専科の先生や委員会担当の先生から情

報収集したことを D さんに知らせます 

クラスメートからの情報も必ず D さん

に伝えます 

D さんがこだわってしまうこと（丁寧

な字を書く意識が先行して時間内に書

けないことが多い）に対して、柔軟に

対応していることをほめます 

継続できていることをほめます 

専科の先生や委員会担当の先生から情

報収集したことを D さんに知らせます 



１３１３１３１３    合理的配慮をおこないます合理的配慮をおこないます合理的配慮をおこないます合理的配慮をおこないます    

  

すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がい者差別の解消を目的とした、「障害を理

由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成２８年４月に施行されました。 

 学校園においては、障がいのある幼児児童生徒の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、

社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を提供しなければならないとさ

れています。 

 

    合理的配慮とは合理的配慮とは合理的配慮とは合理的配慮とは    

    障害のある子どもが、他の子どもと平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確

保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障

害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされる

ものです。 

（「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」 

平成 24 年７月 中央教育審議会初等中等教育分科会） 

 

合理的配慮の具体例合理的配慮の具体例合理的配慮の具体例合理的配慮の具体例    

○物理的環境への配慮や人的支援の配慮の具体例 

・聴覚過敏のある子どもたちのために、教室の机や椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減

すること。 

・視覚情報の処理が苦手な児童生徒のために黒板周りの掲示物等の情報量を減らすこと。 

○意思疎通の配慮の具体例 

・比喩表現等の理解が困難な子どもたちに対して、比喩や暗喩などを用いずわかりやすい

表現を使って説明すること。 

・多様なコミュニケーション手段やわかりやすい表現を使って説明するなどの意思疎通の

配慮を行うこと等 

○ルール・慣行の柔軟な変更の具体例 

・板書やスクリーン等がよく見えるように、黒板に近い席を確保すること。 

・慢性的な病気のために他の児童生徒と同じように運動ができない児童生徒に対し、運動

量を軽減したり、代替できる運動を用意したりすること。 

・入学試験や検定試験において、公平性を担保する範囲内で、本人・保護者の希望、障害

の状況等を踏まえ、例えば別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み

上げ機能の使用等を許可すること。 

「県立学校における障害を理由とする差別の解消に推進に関する対応要領」一部抜粋 

 

合理的配慮の提供を通じて、障がいのある子どもたちがよりよい学校園生活を送るとと

もに、将来にわたって、社会と積極的に関わっていこうとする姿勢を持つきっかけとなる

ことを願っています。 



合理的配慮提供の流れ合理的配慮提供の流れ合理的配慮提供の流れ合理的配慮提供の流れ    

 合理的配慮は、以下の流れに沿って計画、実行、評価、改善されます。また、必要な場

合は、関係機関に協議や意見調整を依頼することもできます。 

 

PlanPlanPlanPlan（計画）（計画）（計画）（計画）    

  本人・保護者からの申出、担任等の気づき 

  本人・保護者の意見等の聞き取り 

  校園内委員会での検討 

  本人・保護者と学校園との合意形成 

DoDoDoDo（実行）（実行）（実行）（実行）    

  合理的配慮の提供 

  本人及び周囲の子どもたちの変化を観察、記録 

CheckCheckCheckCheck（評価）（評価）（評価）（評価）    

  合理的配慮の有効性の検証・評価 

本人・保護者との振り返り 

ActionActionActionAction（改善）（改善）（改善）（改善）    

  合理的配慮の見直し・提案 

 

留意点留意点留意点留意点    

【本人・保護者からの申出】 

� 本人・保護者からの相談等の申出があれば、丁寧に聞き取りましょう。 

� 相談の申出や意思表示がない場合でも、行動観察等から本人の困難さが明らかな場合は、

本人・保護者に対して建設的な対話で働きかけるなど、主体的な取組に努めましょう。 

 

【校園内での検討】 

� 校園内委員会等を使って、組織的に対応しましょう。 

� 外部専門機関や教育委員会等とも積極的に協議しましょう。 

 

【本人・保護者との合意形成】 

� 具体的な場面や状況に応じて、代替措置の選択も含め、双方の建設的な対話による相互

理解を通じて決定しましょう。 

� 合理的配慮の内容を柔軟に見直すことができることを、本人・保護者との間で共通理解

を図っておきましょう。 

� 合意された合理的配慮の内容を個別の教育支援計画に明記し、関係職員へ情報共有を図

りましょう。 

 

合意形成が困難な場合合意形成が困難な場合合意形成が困難な場合合意形成が困難な場合    

本人・保護者と学校園の間での合意形成が難しい場合が考えられます。そのような場合

は、教育委員会学校教育課にご相談ください。必要であれば三木市教育支援委員会での審

議等により対応します。 

校園長や特別支援教育コーディネー

ターが中心となって、学校園全体が「チ

ーム」として、支援体制の充実を図るこ

とが求められています。 



１１１１４４４４    学習指導をする上で大切にしたいこと学習指導をする上で大切にしたいこと学習指導をする上で大切にしたいこと学習指導をする上で大切にしたいこと    

ここに挙げていることは、子どもたち一人一人を大切にするための視点です。認定こど

も園や幼稚園、保育所でも、少しの読み替えで活用できる視点です。学級経営の指針とし

て、ぜひ活用してください。 

 

授業前授業前授業前授業前    

１ □ 授業に集中できるように教室環境に配慮していますか。 

２ □ 授業前の黒板はきれいに消えていますか。 

３ □ 全員の授業準備ができているかどうか確認をしていますか。 

４ □ ノート等の学習用具を忘れた子どものために準備をしていますか。 

５ □ 授業の流れを考えた発問や指示を用意していますか。 

６ □ 理解を容易にするため、ICT 機器の活用、教具やワークシート等を工夫してい

ますか。 

７ □ 子どもの出欠状況や健康状態を把握していますか。 

 

はじめはじめはじめはじめ    

８ □ 毎時間、学習課題を板書していますか。 

９ □ 板書する文字の大きさやチョークの色を工夫していますか。 

10 □ 人の発表を聞けない子どもや学習内容の理解が難しい子どもへの支援の手立て

を考えていますか。 

11 □ 必要に応じて、課題を考えるヒントを視覚的に示していますか。 

12 □ 指示や発問は、短い言葉で、ゆっくり、はっきり、正しい発音で伝えるように

していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なななな    かかかか    

13 □ 子どもの反応や様子を感じながら授業を進めていますか。 

14 □ 挙手や発言する子どもが固定されないように、全員に活躍の場を設定していま

すか。 

15 □ 子どもの発表を共感的な表情で聞いていますか。 

16 □ 教師の立ち位置を考えていますか。 

17 □ 板書を写す時間を設定し、作業の指示をしていますか。 

18 □ 机間指導では、どの子どもにも個別の評価活動（認め・促し・励まし等）がで

きていますか。 

19 □ 複数指導や指導補助員等が入った授業では、役割を明確にしていますか。 

 

おわりおわりおわりおわり    

20 □ 1 時間の授業の中で、学習した内容が明確になるように、振り返る時間を設定

していますか。 

21 □ 黒板は、1 時間の学習の流れがわかるように整理されていますか。 

22 □ 家庭学習の内容（具体的な方法）が個々の子どもにはっきりと伝わるように工

夫していますか。 

23 □ 家庭学習は子どもたちにとって適切な内容や量を出していますか。 

 

授業後授業後授業後授業後    

24 □ 授業中、気になった子どもの様子や子どもの人間関係について記録をとり、職

員間で情報を共有していますか。 

 

次時に向けて次時に向けて次時に向けて次時に向けて    

25 □ 家庭学習を忘れる子どもの理由を知っていますか。 

26 □ 次時の学習に必要な準備物は準備時間を考慮し、子どもに伝えていますか。 

 



１５１５１５１５    個別の教育支援計画個別の教育支援計画個別の教育支援計画個別の教育支援計画と個別の指導計画と個別の指導計画と個別の指導計画と個別の指導計画    

 特別な支援が必要な子どもたちについて、文部科学省は「個別の教育支援計画」と「個

別の指導計画」を作成することを定めています。 

 

個別の教育支援計画・個別の指導計画とは個別の教育支援計画・個別の指導計画とは個別の教育支援計画・個別の指導計画とは個別の教育支援計画・個別の指導計画とは    

 個別の教育支援計画は、学校生活だけでなく家庭生活や地域での生活を含めて、長期的

で一貫した支援を行うために、家庭、医療、保健、福祉等の関係機関の取組を示した計画

です。また、「合理的配慮」の内容について、個別の教育支援計画に明記し引き継ぐことが

求められています。 

 個別の指導計画は、個別の教育支援計画に示された教育的ニーズや支援内容を踏まえ、

学校生活や各教科等における指導の目標や内容、配慮事項等を示した計画です。 

作成・活用にあたって作成・活用にあたって作成・活用にあたって作成・活用にあたって    

 個別の教育支援計画や個別の指導計画は、学級担任が作成します。作成に当たっては特

別支援教育コーディネーターの助言を受けるとともに、校園内委員会で十分に協議をしま

しょう。個別の教育支援計画と個別の指導計画は、子どもたちへの指導や支援について関

係機関との連携を図るためのツールです。作成することが目的ではなく、実行、評価、改

善を繰り返して活用しましょう。また、校園長は個人情報の管理を徹底しましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



さぽーとさぽーとさぽーとさぽーとノートノートノートノート    

 三木市では平成 20 年 3 月より、「さぽーとノート（三木市版）」を発行しています。「さ

ぽーとノート」は、本人や保護者が家庭の状況や成育歴、乳幼児期、小学校期、中学校期、

高校期、成人期にわたって継続的に使用できるように一冊のファイル形式になっています。 

 また、「さぽーとノート」は、本人や保護者が管理・活用することをねらいとして作成さ

れています。保護者が「さぽーとノート」を活用している場合は、「個別の教育支援計画」

や「個別の指導計画」を作成する際の参考となります。保護者との情報交換や情報整理の

ツールとして「さぽーとノート」を紹介してください。 

 

活用例活用例活用例活用例１１１１（（（（AAAA さんさんさんさん    高校生）高校生）高校生）高校生）    

 A さんはお父さんの仕事の関係で、小学校から何回か転校をしています。転校するたび

にお母さんは、A さんの健康状態を診てもらえる病院を探すのに苦労しました。それだけ

でなく、学校や病院に A さんの成育歴等を説明しなければならず、

かなり面倒な思いをしていました。そこで、障害福祉課から「さ

ぽーとノート」を紹介され、活用するようにしました。「さぽー

とノート」を使うと、A さんの成長に合わせて病院の検査結果や

学校での記録をまとめやすくなりました。今では、学校や病院、

市役所など A さんのことで出かける場合には必ず「さぽーとノー

ト」を持参し、必要な書類をファイリングするようにしています。 

 

活用例２（活用例２（活用例２（活用例２（BBBB さんさんさんさん    小学小学小学小学１１１１年生年生年生年生） 

 B さんは小学校の通常の学級に通っています。B さんが認定こども園に在籍していた頃

に健康増進課の５歳児検診を受けました。５歳児検診では特にはっきりとした指摘はされ

ませんでしたが、相談を継続するなかで発達検査や医師の相談を受けることがありました。

お母さんは、それらの結果を５歳児検診の際にもらった「さぽーとノート」に綴じていま

した。小学校入学前に、校長先生や特別支援教育コーディネーターと相談する機会があり

ました。お母さんは、「さぽーとノート」を使い、B さんのことを順を追って丁寧に伝えま

した。今でもお母さんは、「さぽーとノート」に検査の結果や学級担任と連絡したことを綴

じています。 

 

 

 

 

 

 

 

「さぽーとノート」についての問い合わせ先 

  三木市健康福祉部 障害福祉課 

  三木市健康福祉部 健康増進課 

  三木市教育委員会 学校教育課  ☎８２－２０００（代表） 



１６１６１６１６    様式集様式集様式集様式集    

  

 幼児児童生徒に必要な指導や支援を継続して取り組む上で、正確な記録をとることはと

ても重要です。以下に三木市で使われている様式を示します。学校園での取組を進めてい

く上で必要に応じて活用してください。 

 

 

（１）個別の教育支援計画（例） 

   ① フェイスシート 
   ② 支援計画シート 

 

（２）個別の指導計画（例） 

① 認定こども園・幼稚園・保育所用 

② 基本的な配慮・支援と教科での配慮・支援を分けて書き込む形式 

    ③ 気づきや緊急時の対応についても記載する形式 

 

（３）連絡シート 

① 小学校入学用 

② 小学校進級用 

    ③ 中学校入学用 

 

（４）中学校・高等学校連携シート 

 

 

 

 



出典　兵庫県教育委員会特別支援教育課 　http://www.hyogo-c.ed.jp/~tokucen-bo/tebiki.html

生育歴に関わる特記事項

前籍校園
の状況

学校園名 期間

出産前後
の状況

療育の状況

乳幼児期

療育機関名 期間

医療に関わる特記事項

備考

療育内容

胎生期

出生期

備考

家族構成図

時期 項目

生年月日・学年 続柄

家族構成

氏名

（　．　．　　交付）

（　．　．　　交付）

保護者氏名

精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

住所
緊急連絡先

関係施設

主障害

診断名

療育手帳

併せ有する
障害

（１）個別の教育支援計画　（１）個別の教育支援計画　（１）個別の教育支援計画　（１）個別の教育支援計画　① フェイスシート① フェイスシート① フェイスシート① フェイスシート
Ⅰ　フェイスシート

氏名

住所

性別

電話番号

生年月日 平成　　年　　月　　日



支援内容・方針 支援内容・方針

(3)特別支援学
級等における支
援

(2)在籍校・交
流学級における
支援

支援内容・方針 支援内容・方針

担当者

担当者

(2)卒業後の生活
を目指した目標

４　具体的な支援４　具体的な支援４　具体的な支援４　具体的な支援

(1)現在の生活の
充実のための目
標

(1)家庭生活・家庭生活支援 (2)社会教育・地域余暇支援生活 (3)医療・健康 (4)専門相談(進路・療育・教育相談等)

(2)保護者の希望

３　本人・保護者の希望を基に考えられる支援計画３　本人・保護者の希望を基に考えられる支援計画３　本人・保護者の希望を基に考えられる支援計画３　本人・保護者の希望を基に考えられる支援計画

(1)本人の希望

（１）個別の教育支援計画（１）個別の教育支援計画（１）個別の教育支援計画（１）個別の教育支援計画　　　　②支援計画シート②支援計画シート②支援計画シート②支援計画シート

Ⅱ　支援計画シート（小・中学校）

１　これまでの支援内容および支援上の課題１　これまでの支援内容および支援上の課題１　これまでの支援内容および支援上の課題１　これまでの支援内容および支援上の課題

氏名等

担任・記入者

２　現在の生活・将来の生活に関する希望２　現在の生活・将来の生活に関する希望２　現在の生活・将来の生活に関する希望２　現在の生活・将来の生活に関する希望

担当者 担当者 担当者 担当者

(1)学習支援の
主な課題・配慮
事項

７　評価及び今後の課題７　評価及び今後の課題７　評価及び今後の課題７　評価及び今後の課題

具体的な支援内容・方針

具体的な支援内容・方針

　　　http://www.hyogo-c.ed.jp/~tokucen-bo/tebiki.html

５　合理的配慮５　合理的配慮５　合理的配慮５　合理的配慮
内容・見直し 内容・見直し

内容・見直し 内容・見直し

出典　兵庫県教育委員会特別支援教育課　　加筆　三木市教育委員会

６　学習支援６　学習支援６　学習支援６　学習支援
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（２）（２）（２）（２）個別の個別の個別の個別の指導指導指導指導計画計画計画計画    

①認定こども園・幼稚園・保育所用 

平成  年度              記入者         

園児名            生年月日 平成  年  月  日 

 

担任 支援教員  クラス  

地区 兄弟姉妹  小学校関係 

【年間目標】 

 

 

１期の園児の実態・指導・支援計画（期ごとまたは、学期ごとでもよい） 

項  目 
基本的生活習慣 

生活・健康面・身辺自立 

運動・身体 

粗大運動・微細運動 

人との関わり 

集団参加 

言語・表現 

理解力・意思表示等 
情  緒 

幼 

 

児 

 

の  

 

実 

 

態 

良いところ 

     

気になるところ 

支援が必要な 

ところ 

     

出来そうなこと 

手がかり 

     

保護者の願い 

 

ねらい 

     

教師の支援・援助 

     

評  価 

     

 



（２（２（２（２）個別の指導計画）個別の指導計画）個別の指導計画）個別の指導計画    

② 基本的な配慮・支援と教科での配慮・支援を分けて書き込む形式 

対象児    年  組  記載日       年  月  日 

記載者  チームメンバー  

 

基本的な配慮・支援（全ての教科で共通すること、あるいは行動面） 

実態把握 目標設定 具体的な手立て 結果・手立ての評価・考察 

    

 

教科での配慮・支援（配慮・支援が特に必要な教科） 

教科 単元 

領域 

実態把握 目標設定 具体的な手立て 結果・手立ての評価・考察 

      

出典：文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1298214.htm 



（２（２（２（２）個別の指導計画）個別の指導計画）個別の指導計画）個別の指導計画    

③ 気づきや緊急時の対応についても記載する形式 

名前   年  組                     担任名 

気 

づ 

き 

担任より 

保護者より 

生徒より 

緊 

急 

な 

課 

題 

現状と課題 具体的な対応・支援策 

状況 

 

担任 

 

背景 

 

学級 

 

解釈 家庭 

 

その他 

    教科学習の状況（困難の順位をつける） 具体的な対応・補助・配慮・支援策 

国語 

 

 

数学 

 

 

英語 

 

 

その他の教科 

 

 

 現状と課題 具体的な支援内容 

  

家 

庭 

現状と課題 具体的な支援内容 

  

出典：文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1298214.htm 

教
科
で
の
課
題

・
部
活

・
そ
の
他 

生
活

・
人
間
関
係 



（３）（３）（３）（３）    子どもの支援について小学校への連絡シート子どもの支援について小学校への連絡シート子どもの支援について小学校への連絡シート子どもの支援について小学校への連絡シート（（（（①①①①    小学校入学用）小学校入学用）小学校入学用）小学校入学用）    

     園  組 名前 

 

記入者（       ）  記入日  年  月  日 

場 面 

○本人の得意なこと 

△予想される困難点、

苦手な場面 

○生かしてほしい 

本人の得意なこと 

△必要な支援・配慮点 

参考となることがら 

（これまでの活動の様子、

行ってきた支援等） 

認定こども園 

幼稚園 

保育所 

   

家 庭 

   

入学に向けての 

期待や心配なこと 

 

入学まで、入学式で 

配慮してほしいこと 

 

 



（３（３（３（３））））    子どもの支援について子どもの支援について子どもの支援について子どもの支援について校内校内校内校内連絡シート連絡シート連絡シート連絡シート（（（（②②②②    小学校小学校小学校小学校進級進級進級進級用）用）用）用）    

（      →      ） 

小学校  年  組 名前 

 

記入者（       ）  記入日  年  月  日 

学校生活の各場面 

○本人の得意なこと 

△予想される困難点、 

苦手な場面 

○生かしてほしい本人の 

得意なこと 

△必要な支援、配慮点 

参考となることがら 

（これまでの活動の様子 

行ってきた支援等） 

登校    

玄関から教室    

朝の会    

教室での授業    

その他の授業    

業間・トイレ    

給食・昼休み    

掃除    

終わりの会    

下校    

行事、その他の活動    

宿題、家庭学習、

夏休みなどの 

過ごし方 

   

その他 

本人の特性を生

かしてほしい点 

友だち関係等 

   

 



（３（３（３（３））））    子どもの支援について子どもの支援について子どもの支援について子どもの支援について中中中中学校への連絡シート学校への連絡シート学校への連絡シート学校への連絡シート（（（（③③③③    小学校小学校小学校小学校→中学校用→中学校用→中学校用→中学校用））））    

（      →      ） 

小学校  年  組 名前 

 

記入者（       ）  記入日  年  月  日 

学校生活の各場面 ○本人の得意なこと 

△予想される困難点、 

苦手な場面 

○生かしてほしい本人の 

得意なこと 

△必要な支援、配慮点 

参考となることがら 

（これまでの活動の様子 

行ってきた支援等） 

登下校    

朝学活    

教室での授業    

その他の授業    

休み時間    

トイレ等    

給食    

掃除    

終学活    

部活動    

生徒会活動    

行事、その他の活動    

宿題、家庭学習、

夏休みなどの 

過ごし方 

   

その他 

（友だち関係等） 

   

入学に向けての 

不安・配慮事項 

   

 



生年月日 性別

スクールカウン
セラーの利用

手帳の有無

病院名 主治医

服薬 薬名

有・無 診断時期

担当者 ｻﾎﾟｰﾄﾌｧｲﾙ

中学校・高等学校連携シート
●作成に関する情報

作成者 　　　　立　　　　中学校
担　任

作成日 平成　年　月　日
特別支援教育コーディネーター

相談機関

□指導されても同じことを繰り返す　　　□集中が難しい　□指示が通りにくい　　□集団活動より一人を好む
□自傷、他害がある　□不器用さがある　□衝動性が強い　□こだわりがある　　　□ゲーム等や人に依存しやすい
□マイペースである　□礼儀正しい  　□感覚過敏・鈍麻がある  □友人の援助を借りやすい  □友人の援助が借りにくい

特記事項

□友人がいない　□友人が欲しいと望んでいる   □友人が数名いる        □教師とは話せる　  □相談できる人がいる
□表現が拙い　   □SOSが出しにくい　          □困り感の自覚がない   □協力を要請できる  □相手の感情理解が苦手
□字義通り受け取る　   □親切心がある　        □積極的に人と関わる　□受け身で自分から関係を築きにくい
□偉そうに言う

日常生活

配慮事項

特記事項 配慮事項

学習

□本人告知を受け、診断名を知っている　□診断名は知らないが、特性は知っている　□診断名も特性も知らない
□本を読むなど学ぼうとしている　　　　□診断を悲観的に捉えている　　　　　　　□診断を前向きに捉えている
□障害特性を特に気にしていない　　　　□障害特性、診断名を友人には話している　□診断名を誰にも言っていない

診断名

本人の趣味・
得意なこと

在籍時期

その他参考にな
る事柄（検査・
合理的配慮等）

感情
コントロール

●サポートのために必要な情報

コミュニ
ケーション

通級の利用時期 有（　　　）・無

有・無

（　　医師）

本人の
進学への希望
(将来の夢)

通級の利用 有 ・ 無 有・無

●生徒についての基本情報
生徒の名前 平成　　年　　月　　日

兵庫県教育委員会事務局特別支援教育課

□読みの苦手さがある　□書きの苦手さがある　□計算の苦手さがある　□漢字や絵など形を捉えにくい
□ノートの作成が苦手　□聞きながら書くことが苦手　　□板書が遅い　　□学習に消極的　□集中しにくい
□提出期限を守るための段取りが苦手　□発表を避ける　□衝動的に発言する　□筆記用具やプリント等がなくなりやすい

保護者の希望

医療情報
有 ・ 無

本人の
特性理解

在籍状況 □通常の学級　□特別支援学級

平成　　年　　月　　日

配慮事項特記事項

特記事項 配慮事項

私は上記の内容を確認し、進学する高等学校等へ情報提供することについて同意しました。

□ストレスをかかえやすい　□かっとなりやすい　□おだやか   □不安を抱えやすい　□フラッシュバックがある
□想定外のことが起こると不安定になる　□自己中心性が強い　□幼さがある　□自分の感情に気づきにくい
□感情の切り替えができにくい　□相手の言動を被害的、猜疑的、攻撃的に捉えやすい　 □自分の感情を話すのが苦手

保護者名前 印　　

特記事項 配慮事項



１７１７１７１７    就学までの流れ就学までの流れ就学までの流れ就学までの流れ    

    

前年度まで前年度まで前年度まで前年度まで    

学校見学、オープンスクール、 

教育相談 

就学する子どもの情報収集 

保護者の思いの把握 

保護者保護者保護者保護者                                                                                            学校学校学校学校園園園園    

４月４月４月４月    

進級、就学までの予定確認 

５月～６月５月～６月５月～６月５月～６月    

入学前のつどい等での情報収集 

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとの懇談 

学校見学、学校との相談 

７月～８月７月～８月７月～８月７月～８月    

成 

９月～１０月９月～１０月９月～１０月９月～１０月    

学校見学、ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ等での教育相談 

１１月１１月１１月１１月    

就学時健診、教育相談 

審議結果をもとに保護者は就学先を決定 

※各認定こども園・幼稚園・保育所及び小学 

校は、就学先に情報を提供します。 

１２１２１２１２月月月月    

就学先の最終決定 

入学に向けての教育相談 

１月～３月１月～３月１月～３月１月～３月    

体験入学 

就学先との具体的な教育相談 

指導方法、学習内容等の確認 

連絡シートの作成 

４月４月４月４月    

入学式の事前練習、配慮事項の確認 

担任との打ち合わせ 

入学予定児に関する情報収集 

就学のための連携会議開催 

学校見学、教育相談の実施 

就学について保護者と相談・確認 

 
三木市教育支援委員会 

7 月 各学校園に 

就学指導申込書の送付 

9 月 市教委へ 

就学指導申込書の提出 

 

10 月～11 月 

審議 

 

11 月中旬 各学校園へ 

審議結果の送付 

三

木

市

教

育

支

援

委

員

会 

特別支援学級編制協議資料作成 

（関係学校） 

11 月下旬 市教委へ 

学級編制資料提出 県教委へ 

入学に向けて準備 

時間割、教室、支援方法、登下校等 

2 月末～3 月 県教委より 

学級編制決定通知 

校園内支援体制の確立 

必要な研修の実施 



    

支援につながる情報収集を！支援につながる情報収集を！支援につながる情報収集を！支援につながる情報収集を！    

4 月から次年度の就学の準備は始まっています。子どもが在籍する認定こども園、幼稚園、

保育所や小学校等から積極的に情報を収集しましょう。最近では、早期から療育機関や医療

機関を利用するケースが増えてきています。また、健康増進課や子育て支援課、教育センタ

ー等も子どもに関する情報を持っている場合があります。積極的に問い合わせて、情報収集

を行いましょう。 

情報収集は複数の目で！情報収集は複数の目で！情報収集は複数の目で！情報収集は複数の目で！    

一人での情報収集は、偏りや個人の判断が入ってしまう危険性があります。同じ情報を複数

の人で共有するようにすれば、それを未然に防ぐことができます。 

就学については、保護者と複数回の就学については、保護者と複数回の就学については、保護者と複数回の就学については、保護者と複数回の見学・相談見学・相談見学・相談見学・相談を！を！を！を！    

就学にあたって迷わない保護者はいません。一度結論を出しても、数日後には揺らいでいる

ことはよくあります。本人や保護者が前向きに就学や進級について考えられるように、保護

者と丁寧に見学や相談を行いましょう。なお、特別支援学級には、以下のような種別があり

ます。子どもの状態や診断を参考にして、適切な学級種別を選ぶようにしましょう。 

特別支援学級種別：知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、 

自閉症・情緒障害 

連絡シートの活用を！連絡シートの活用を！連絡シートの活用を！連絡シートの活用を！ 

支援が必要な子どもの就学や進学にあたっては、必要な情報が必要なだけ進学先に伝えられ

ることが大切です。伝えられた情報を共有するためには、文章で表した方がより確実に伝わ

ります。連絡シート（58 ページから）等を活用し、正確な引き継ぎを行いましょう。 

三木市療育連絡会では「入学前のつどい」を行っています！三木市療育連絡会では「入学前のつどい」を行っています！三木市療育連絡会では「入学前のつどい」を行っています！三木市療育連絡会では「入学前のつどい」を行っています！    

小学校入学前の子どもがいる保護者同士が、意見交流や就学に向けての情報収集をする場と

して、「入学前のつどい」を行っています。また、学校と保護者が情報交換を行うための機

会でもあります。毎年 5 月から 6 月に開催されています。 

適正な支援体制を！適正な支援体制を！適正な支援体制を！適正な支援体制を！    

通常の学級に在籍する子どもの中で、支援が必要なケースが増えてきています。限られた人

的配置ですが、できる限り適正な支援が行えるように各学校園での工夫が求められています。

学校園だけでは難しい場合、教育相談や通級指導などを活用しましょう。 



１１１１８８８８    もっと詳しく知りたいときは・・・もっと詳しく知りたいときは・・・もっと詳しく知りたいときは・・・もっと詳しく知りたいときは・・・    

    

●文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/01_m.htm 

特別支援教育の詳細について、学習指導要領や関係法令をはじめ、支援事業、各種調査報

告等がまとめられています。 

 

●特別支援教育総合研究所特別支援教育総合研究所特別支援教育総合研究所特別支援教育総合研究所    

 http://www.nise.go.jp/cms/ 

 国の特別支援教育の中核となる機関です。特別支援教育に関するさまざまな情報が集積し

ています。 

○発達障害教育推進センター発達障害教育推進センター発達障害教育推進センター発達障害教育推進センター 

 発達障害について理解し、支援するための教職員向け研修教材や教材教具、支援機器等に

ついて豊富に、わかりやすくまとめられています。 

○インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ）インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ）インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ）インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ）    

 インクルーシブ教育システムを構築のために、各地で取り組まれている実践例をデータベ

ース化しています。 

○支援教材ポータルサイト支援教材ポータルサイト支援教材ポータルサイト支援教材ポータルサイト    

障害の状態や特性等に応じた教材、支援機器等活用の様々な取組の情報などが集約管理・

データベース化されています。 

 

●県立特別支援教育センター県立特別支援教育センター県立特別支援教育センター県立特別支援教育センター    

http://www.hyogo-c.ed.jp/~tokucen-bo/ 

兵庫県の特別支援教育の中心となるセンターです。特別支援教育に関する研修講座や教育

相談、広報活動などを幅広く行っています。 

 

●ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」 

 http://auc-clover.a.la9.jp/ 

 三木市は加西ブランチ（TEL：0790-43-3860）が担当しています。子どもから大人

までの発達障害のある方の支援を行っています。 

 

●公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    日本障害者リハビリテーション協会日本障害者リハビリテーション協会日本障害者リハビリテーション協会日本障害者リハビリテーション協会    

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/index.html 

 デイジー教科書（教科書の音声教材）の提供などを行っています。 

 

●社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    全国手をつなぐ育成会全国手をつなぐ育成会全国手をつなぐ育成会全国手をつなぐ育成会 

http://zen-iku.jp/ 

知的な遅れのある子どもの保護者からの呼びかけで、1952 年に「手をつなぐ親の会」

が発足しました。情報誌「手をつなぐ」の発行等、啓発活動を行っています。 

 



 

●かんもくネットかんもくネットかんもくネットかんもくネット 

 http://kanmoku.org/index.html 

 かんもくネットは、場面緘黙の症状がある子どもや大人、経験者、家族、教師、専門家が

協力しあい、活発な情報交換と正しい理解促進を目指します。 

 

●社団法人社団法人社団法人社団法人    日本自閉症協会日本自閉症協会日本自閉症協会日本自閉症協会 

 http://www.autism.or.jp/ 

 全国各地にある自閉症関係団体の中核となる団体です。自閉症に関する情報が詳しく掲載

されています。 

 

●社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    日本身体障害者団体連合会日本身体障害者団体連合会日本身体障害者団体連合会日本身体障害者団体連合会    

http://www.nissinren.or.jp/ 

全国の障害者団体の組織活動の推進、障害者の保健・福祉の増進、社会活動への完全参加

と平等の実現を目指している団体です。 

 

●一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    日本発達障害者ネットワーク（日本発達障害者ネットワーク（日本発達障害者ネットワーク（日本発達障害者ネットワーク（JDDJDDJDDJDD ネット）ネット）ネット）ネット） 

https://jddnet.jp/ 

発達障害関係の全国および地方の障害者団体や親の会、学会・研究会、職能団体などを含

めた幅広いネットワークです。 

 

●特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    アスペ・エルデの会アスペ・エルデの会アスペ・エルデの会アスペ・エルデの会 

http://www.as-japan.jp/j/ 

発達障害をもつ子どもたちの支援の場、自助会、専門家養成、発達支援についての啓発、

発信点、研究機関を統合的に目指していく「生涯発達援助システム」です。 

 

●NPONPONPONPO 法人法人法人法人    えじそんくらぶえじそんくらぶえじそんくらぶえじそんくらぶ 

http://www.e-club.jp/ 

ADHD の正しい理解の普及と、ADHD を持つ人々を支援し、ADHD を豊かな個性の一

つとして長所を伸ばし、弱点を克服できるよう支援する団体です。 

 

●認定認定認定認定 NPONPONPONPO 法人法人法人法人    EDGEEDGEEDGEEDGE（エッジ）（エッジ）（エッジ）（エッジ） 

http://www.npo-edge.jp/ 

ディスレクシアの人たちが生き生きと社会の中で暮らせるよう啓発、支援とネットワーク

の 3 つの柱を中心に活動をしています。 

 

●特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    全国全国全国全国 LDLDLDLD 親の会親の会親の会親の会    

http://www.jpald.net/ 

ＬＤなどの発達障害のある人が、個性的で自立した豊かな社会生活をおくることを目指し

ています。 


