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【研究論文】

知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメントの一考察
―沖縄県知的障害教育特別支援学校の教育課程の編成と授業づくりに着目して―

城間　園子１・佐和田　聡 2

A study of Curriculum Management in Intellectual Disability Education
 :Focusing on the Formation and Teaching of the Curriculum of the Special Support School for the 

Mentally Handicapped in Okinawa Prefecture

Sonoko  SHIROMA1・Akira  SAWADA2

要　約

　知的障害教育特別支援学校のカリキュラム・マネジメントについて、沖縄県内の知的障害教育のみの特
別支援学校での実践と文献等から、その方向性と取り組み内容について分析・考察を加えた。県内の知的
障害特別支援学校では、各学校ともそれぞれの特色を生かした形で教育課程の表記がなされていた。しか
しながら、カリキュラム・マネジメントに関連する教育目標やめざす幼児児童生徒像からは、具現的な取
り組みを見いだすことが十分に行えなかった。今後はカリキュラム・マネジメントの舵取りとなる管理者
のリーダーシップや全ての教職員との協働を意識したマネジメントが重要になってくる。これらのことを
踏まえてカリキュラム・マネジメントの機能化に向けたカリキュラム・マネジメントシステム図の作成を
試みた。求められる育成すべき資質・能力のキーワードやポイントを参照とすることで、カリキュラム・
マネジメントの時間的な流れや舵取りとして関わる関係者についての動きを整理することができた。今後
はシステム図を活用した実践を行いさらなる工夫改善が必要になるであろう。また、知的障害教育の授業
づくりについては、これまでの取り組みを新学習指導要領を踏まえて再確認し整理することが、カリキュ
ラム・マネジメントを実施する上でも重要であると考えられる。学校現場の管理者のリーダーシップと全
教職員の主体的な取り組みがカリキュラム・マネジメントを機能させていくためには必要不可欠な条件で
あることを指摘した。

キーワード：カリキュラムマネジメント、育成すべき資質・能力、教科の横断的配列

１．はじめに

　2017 年、社会の加速度的な変化に対応し、未来を創り出すための必要な資質・能力を子供たち一人一
人に確実に育むことを目指し、新学習指導要領では「育成を目指す資質・能力」、「社会に開かれた教育課
程」、「カリキュラム・マネジメント」、「主体的・対話的で深い学び」がキーワードとして示された。また、
改定の方向性として 2015 年８月の報告では、子供の視点に立ち特別支援教育における教育課程に求めら
れることを次のように整理した。
　①何ができるようになるか（育成を目指す資質・能力）
　②何を学ぶか（教科等を学ぶ意義と、教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた教育課程の編成）
　③どのように学ぶか（各教科等の指導計画の作成と実施、学習指導の改善・充実）
　④子供一人一人の発達をどのように支援するか（子供の発達を踏まえた指導）
１琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻
２沖縄県立宮古特別支援学校
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　⑤何が身に付いたか（学習評価の充実）　
　⑥実施するために何が必要か（学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策）
　中でも育成を目指す資質・能力については、何を理解して何ができるかの「知識及び技能」、理解して
いること・できることをどう使うか「思考力・判断力・表現力」、どのように社会・世界と関わり、より
よい人生を送るか「学びに向かう人間性等」の三つに整理し、「各学校が編成する教育課程の中で、各学
校の教育目標とともに、育成する資質・能力のより具体的な姿を明らかにしていくことが重要である。」
と示した。奈須（2018）は、すべての子供を優れた問題解決者までに育て上げることを「育成を目指す資
質・能力」の理念として捉え、「育成を目指す資質・能力」を「学校教育の基盤に据えることは、子供の
視点に立ち、懸命に伸びようとする姿に寄り添う教育の推進にほかならない」と明記している。つまり、
育成を目指す資質・能力を具体的にしていくためには、子供のすがた（実態の把握・分析）を根底に置き、
それらを含めた形で「育成を目指す資質・能力」を考えていくことが肝要であるということである。
　これまで、特別支援教育では「個々の子どもの教育的ニーズに応じ自立と社会参加を目指し、子どもの
持てる力を発揮し、主体的な取り組みを支援するという視点にたち、生活や学習上の困難や改善を克服す
るための適切な指導及び必要な支援を行う」という理念の基、子どもに寄り添った教育実践を踏まえた取
り組みがなされてきた。しかしながら、沖縄県内の特別支援学校においては、教育目標の内容やその実現
のための具体的な方策が明確に示されていない場合も少なくない。子ども・保護者、地域の現状は変化し
ていないにも関わらず大幅に教育目標が変わるなど、管理者が変わることによってもたらされている実状
から、教職員が翻弄され教育実践の具現化に苦慮している状況もある。これらのことは知的障害特別支援
学校でも同様であり、管理者の学校経営方針や組織マネジメント力によってカリキュラム・マネジメント
や教育課程の編成に影響を及ぼしていると考えられる。武富（2018）は「カリキュラム・マネジメント」
を「今後、学校は地域社会と共に子供たちの豊かな学びと成長・発達を促すことが第一義的に重要となり、
その要となる機能として位置付ける」として、学習指導要領で示された「育成すべき資質・能力」の理念
を具現化するための動力源であるとしている。また、名古屋（2018）は、学習指導要領に示されたカリキュ
ラム・マネジメントの側面を貫く要として「教育目標」を明確にすることが大切であると述べ、知的障害
教育での教育目標を「生活の自立」として捉え、社会の中でその人らしく生き生きと生活する姿に「自立」
は見いだされるとした。換言するならば、カリキュラム・マネジメントは教育目標を明確化することが必
須であり、そのことに関わる管理者の学校経営のビジョンとリーダーシップは欠くことのできないもので
あると考える。
　以上のことを踏まえ、知的障害特別支援学校の教育課程の編成やカリキュラム・マネジメントの現状と
課題を再認識し、沖縄県内における知的障害特別支援学校の教育目標及び教育課程から現状と課題を分析
した上で、新学習指導要領で明示された「育成すべき資質・能力」を踏まえたカリキュラム・マネジメン
トについて、知的障害教育特別支援学校の教育課程・授業づくりとこれまでの教育実践から分析・考察を
すすめていくこととする。

２．目的

　沖縄県内の知的障害教育のみの特別支援学校における教育課程及び授業づくりについて分析・考察を行
い、新学習指導要領を踏まえた知的障害教育特別支援学校のカリキュラム・マネジメント、教育課程の編
成と授業づくりについて明らかにする。

３．研究方法

⑴　県内における知的障害教育のみの特別支援学校における教育課程の現状

　県内における知的障害教育を対象とした特別支援学校は、複数の障害種対応、併設校、高等部のみ
の学校、分校を含め 13 校が設置されている。その内、知的障害教育のみの特別支援学校は４校である。
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本研究では、知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメントについて分析・考察を加えていくこ
とを目的とし、複数の障害種対応の学校でなく知的障害教育のみの教育課程を編成している４校の特
別支援学校を対象として研究をすすめていくこととした。また、ここでは学部間を意識した取り組み
の検討を実施する上で、高等部のみの特別支援学校を除外した。
①教育目標・目指す幼児児童生徒像

　　名古屋（20181）は、学習指導要領に述べられているカリキュラム・マネジメントには三つの側
面があるとしている。一つ目は「教育の目標を適確に設定し、教科等横断的に教育内容を組み立て
ていくこと」、二つ目は「教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと」、三つ目は「教
育課程をより適確にしていくための体制確保・改善」の重要性を述べ、その三つの側面を理解しバ
ラバラにしないための要として「教育目標」があるとしている。本研究では、知的障害教育のカリ
キュラム・マネジメントについての現状を把握するため、対象となる４校の「教育目標」について
分析する。併せて「自立」と「社会参加」の捉え方の指標となる「目指す子供像」に焦点をあて分
析を行う。その上で今後の方向性について探っていくこととする。

②小学部・中学部における配当時数

　　新特別支援学校小学部・中学部学習指導要領における知的障害のある児童生徒のための各教科等
と小学校等の各教科等それぞれにおける育成を目指す資質・能力は基本的に同じであると捉えてい
る。これは共生社会の実現を目指すためインクルーシブ教育システム構築を促進する上で、通常の
教育との連続性を図る観点から知的障害教育の各教科の見直しを図ったことによるものである。今
回は知的障害教育特別支援学校の教科や各教科等を合わせた指導の配当時数から、教科別の指導、
各教科等を合わせた指導の形態及び学習者にとっての効果的な教育課程編成の創意工夫について
探っていくことにする。その際、小学部に関しては中学部への移行期である小学部６年生のⅠ (A)
類型の配当時数と中学部では高等部の移行期となる中学部３年Ⅰ (A) について分析・考察を行う。

⑵　特別支援教育・知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメントと授業づくり

　カリキュラム・マネジメントは実践であるが、その前に「考え方」でもある。方法の背景には理念
や理論があり、そのことを踏まえずに方法や実践事例にのみ注目すると、異なる条件下での実践が困
難になることや形骸化を招くことになると田村（2016）は述べている。またカリキュラム・マネジメ
ントの主要な考え方の一つとしてシステム思考を挙げている。本研究では、田村が提唱している基本
図を参照にカリキュラム・マネジメントをシステム的に思考し、筆者や緒方ら（2007）が提示した縦
断的なシステムモデルに当てはめながら、今回の学習指導要領のポイントを踏まえたカリキュラム・
マネジメントシステムモデル図を作成・分析していく。

　①特別支援教育・知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント

　　カリキュラム・マネジメントの重要性や特別支援教育・知的障害教育におけるカリキュラム・マ
ネジメントについて新学習指導要領及び国立特別支援教育研究所の取り組みや文献等から考察し、
重要なキーワードやポイントについてまとめる。

　②管理者のリーダーシップと教職員の協働によるカリキュラム・マネジメントシステムモデル図

　　緒方ら（2008）は、特別支援教育の推進のためにはネットワークが鍵になるとして、ネットワー
クシステムの構築に向けた横断的な空間モデルと縦断的な時間モデルを提示している。そのモデル
の一つである縦断的なモデルを基本にして、カリキュラム・マネジメントをシステムとして捉える
ためのモデル図の作成を試み考察を加える。

　③知的障害特別支援学校での教科の横断を意識した学習内容と授業づくり

　　新学習指導要領では、教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育目標を踏まえた教科等横
断的な視点で、その目標達成に必要な教育の内容を配列していくことと示されている。本研究では
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そのことを踏まえた授業づくりを、筆者が学校現場において実践した学習内容で試案し考察をして
いくことにする。

４．研究内容

⑴　県内における知的障害教育のみの特別支援学校における教育課程の現状と分析・考察

　本研究では、知的障害教育のみの４校を対象に教育課程の現状を把握した。対象となっている４校
は県内特別支援学校において大規模校とされている２校と中規模校の１校、そして大規模校の分校１
校である。各学校の学部の設置は、幼稚部、小学部、中学部、高等部を設置している学校が２校、小
学部、中学部、高等部のみが２校となっている。各学校の地域状況は、都市地区に設置され、商業地
区や公共施設の利用が容易である学校、近隣に小・中学校や高等学校があり共同学習や交流への取り
組みが可能な学校、工場等や商業施設等の近隣にある学校、他障害種の特別支援学校敷地内にある分
校を対象として分析・考察を加えた。

　①教育目標・目指す幼児児童生徒像

　　対象４校の教育目標と目指す幼児児童生徒像を表１にまとめた。

　　教育目標は、各学校とも「自立」と「社会参加」を中心に据えた内容で示され、D 分校は B 校
の分校であるため教育目標、目指す幼児児童生徒像とも同様の内容であった。また、３校が「障害
による学習上又は生活上の困難を改善・克服する」ことを挙げていた。育成する資質・能力につい
ては、A 校が「実際の生活で活用できる基本的知識・技能・態度及び習慣を身に付け、社会参加・
社会貢献できる」としている。B 校と D 分校では「社会の変化に主体的、積極的に対応できる強
い心を持ち、心豊かで、たくましく生き、自立し社会参加・貢献できる」となっていた。C 校では「自
らの生活を豊かにするための基礎的な知識、技能、態度及び習慣を養い、明るく、たくましく生きる」
としていた。

表１ 沖縄県内の知的障害教育のみの特別支援学校における教育課程（学級・児童数、教育目標、目指す幼児児童生徒像）

項目 学校名 特別支援学校 特別支援学校 特別支援学校 分校（ 特別支援学校分校）

学級数 ６８ ８５ ５４ ４０

児童数 ３０６ ３５７ １９１ １４０

学校教育目標
児童生徒が障害による学習上

又は生活上の困難を改善・克服

し、自立を図るために、実際の生

活で活用できる基本的知識・技

能・態度及び習慣を身に付け、社

会参加・社会貢献できる人間を育

成する。

２１世紀に生きる日本国民と

して、わが国（郷土）の歴史と文

化を継承発展させ、障害による

学習上又は生活上の困難を改

善・克服し社会の変化に主体的、

積極的に対応できる強い心を持

ち、心豊かで、たくましく生き、

自立し社会参加・貢献できる幼

児児童生徒を育成する。

自立し社会参加する資質を養

うために、一人一人の実態に応

じた適切な教育を行い、自らの

生活を豊かにするための基礎的

な知識、技能、態度及び習慣を

養い、明るく、たくましく生き

る、幼児児童生徒を育成する。

２１世紀に生きる日本国民と

して、わが国（郷土）の歴史と文

化を継承発展させ、障害による

学習上又は生活上の困難を改

善・克服し社会の変化に主体的、

積極的に対応できる強い心を持

ち、心豊かで、たくましく生き、

自立し社会参加・貢献できる児

童生徒を育成する。

小学部の教育目標
１ 明るく元気な児童を育てる。

２ 自分のことは自分でやろうと

する児童を育てる。

３ 物事を最後まで頑張る児童を

育てる。

４ みんなと仲良くできる児童を

育てる

１ 健康で丈夫な心と体を育て

る。（げんきな子）

２ 身の回りのことは自分でで

きる力を育てる。（じぶんです

る子）

３ 豊かな感情と表現する力を

育てる。（あかるい子）

４ 最後までやりぬく力を育て

る。（がんばる子）

５ 約束やきまりを守り、集団に

参加する態度を育てる。（なか

よくする子）

１ 元気で明るく、あいさつので

きる子

２ 自分のことは自分でできる

子

３ 友だちとなかよくできる子

４ よく考えて行動できる子

５ 最後までがんばる子

１ 健康で丈夫な身体をつくる

（げんきな子）

２ 身の回りのことは自分でで

きる力を育てる。（じぶんです

る子）

３ 豊かな感情と表現する力を

育てる。（あかるい子）

４ 最後までやりぬく力を育て

る。（がんばる子）

５ 約束やきまりを守り、集団に

参加する態度を育てる。（なか

よくする子）

目指す幼児児童生徒像 １ 健康で逞しく心豊かな人

２ 自分のことは自分で出来る人

３ 目標を持って粘り強くやり抜

く人

４ 楽しく働き社会に貢献できる

人

１ 心身ともに健康で明るい子

２ 身の回りのことが自分ででき

る子

３ 心豊かで思いやりのある子

４ 目標をもって最後まで努力

し、進んで働く子

５ 自ら学ぶ子

１ 心身ともに健康で明るく、た

くましい幼児児童生徒

２ 自分ことは自分でできる幼児

児童生徒

３ 心豊かで思いやりのある幼児

児童生徒

４ よく考え自ら学び行動する幼

児児童生徒

５ 最後まで努力し自分の持てる

力を発揮し喜んで働く幼児児

童生徒

１ 心身ともに健康で明るい子

２ 身の回りのことが自分ででき

る子

３ 心豊かで思いやりのある子

４ 目標をもって最後まで努力

し、進んで働く子

５ 自ら学ぶ子
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　　次に教育目標の具現化の指標となる「目指す幼児児童生徒像」では、表現方法の相違はあるが４
校ともほぼ同様の内容となっていた。４校とも「知」「徳」「体」を意識し、育成を目指す幼児児童
生徒の姿をイメージして設定していた。

　　濱元（2018）は、新学習指導要領においてカリキュラム・マネジメントの実現は校長の方針が大
きく関わり、カリキュラム・マネジメントの重要性や具体的な動きを教員が納得いくまで説明をし
なければならないとしている。また自身の校長職の取り組みからカリキュラム・マネジメントの評
価の高さの要因として「学校課題（教育目標）とその具体である資質・能力が明確で、具体的な方
策があること。そしてそれはどの教職員でも説明ができる」ことを挙げている。また、それは校長
のみの動きではなく、教職員全てが主体的に動けるような仕組み（研修と教職員の主体的・対話的
で深い学び）を作り進めていくことの意義についても述べている。

　　さらに末松（2018）は、学習指導要領の改訂には管理者のリーダーシップやビジョンが組織運営
において重要であると示している。また、ビジョンが現代社会の中で重要になってきたのは、学校
を取り巻く社会環境の変化により、これまで学校関係者間で共通の認識を持っていた学校の進むべ
き方向性が影響を受けたことによるとしている。そのため、ビジョンを提示する際には、その背景
や経緯を十分に理解してもらう必要があるとしている。さらに、管理者のリーダーシップを「いか
だ乗りから水夫へ」にたとえ、「水夫は船の動きの主導権を握る必要がある。行く先を決めなけれ
ばならないし、そこへたどり着くには、いつどちらへ向かえばよいかを示してくれるコンパスがな
くてはならないと」と示し、管理者が示すビジョンを「目に見えることを意味することから分かる
ように。人々が信じるべきものを見えるように。進むべき針路や見通しを持たせること」が重要で
あると述べている。

　　以上のことから前述したカリキュラム・マネジメントの三つの側面を貫く教育目標は、カリキュ
ラム・マネジメントの必要性や重要性を教職員が確実に理解をしていくことが必須の条件であると
言える。また、教育目標を管理者と教職員が共通認識を持つことも不可欠である。目標の言葉の理
解、その背景となるもの、進むべき方向性や実践後の見通し等、管理者はリーダーであるというこ
とを意識しながら、同時に教職員の主体的な取組を促すような仕組みを作るという黒子的な存在で
あると考える。このような視点で４校の教育目標や目指す幼児児童生徒像を勘合したとき、教育目
標の内容が抽象的であることにより、それぞれの言葉を明確に示していくことが求められると考え
る。さらにそのことを一つ一つひもとき背景的要因や課題の分析についても共通理解の基で進めて
いくことが肝要である。そのためには管理者の存在は大きく、教職員が主体的に学校教育に参加で
きるような仕組みを設定することを含め、管理者自身がカリキュラム・マネジメントについて十分
に理解していることが必要条件となろう。管理者の自己研鑽と社会を見通す力が鍵を握ると言える。

　②小学部・中学部における配当時数

　　知的障害教育のみの特別支援学校４校の小学部、中学部の配当時数を表２、表３に示した。４校
とも児童生徒の実態に応じた教育課程の編成がなされていた。小学部６年の教科別・領域別の指導
においては、４校とも教科学習を取り入れ、A 校では児童の実態に応じて時数の配列がなされて
いた。一方、各教科等をあわせた指導では、B 校、C 校、D 分校において生活単元学習の時間が A
校と比較し多くなっていた。中学部においても類似した傾向が見られた。特に A 校の教科別指導
は全ての教科の時数を配列し指導が実施されていた。各教科等を合わせた指導では、A 校の作業
時間と比較すると B 校、C 校、D 分校の方が多くなっていた。さらに、B 校では日常生活の指導
時数が他の３校と比べると多いことがわかった。
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　　「知的障害のある児童生徒の学習上の特性としては、学習によって得た知識や技能が断片的になりや
すく、実際の生活の場で応用されにくいことや、成功経験が少ないことなどにより、主体的に活動に取
り組む意欲が十分に育っていないことなどが挙げられる。また，実際的な生活経験が不足しがちである
ことから、実際的・具体的な内容の指導が必要であり、抽象的な内容の指導よりも効果的である」と特

表２ 沖縄県内の知的障害教育のみの特別支援学校における教育課程（小学部６年 配当時間数） 〔週時程〕

特別支援学校（ 類型） 特別支援学校（Ⅰ類型） 特別支援学校（ 課程） 分校（Ⅰ類型）

教

科

別

・

領

域

別

の

指

導

各

教

科

生活 ３５〔１〕 ０（各教科等合わせた指導で行う） ０ ０（各教科等合わせた指導で行う）

国語 ７０〔２〕 ３５〔１〕 ７８〔２〕 ３８ ３８〔１〕

算数 ７０〔２〕 ３５〔１〕 ７８〔２〕 ３８ ３８〔１〕

音楽 ３５〔１〕 ３９〔１〕 ３８ ３８〔１〕

図画工作 ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う） ０ ０（各教科等合わせた指導で行う）

体育 ７０〔２〕 ７８〔２〕 ３８ ７６〔２〕

道徳科 ０（教育活動全体を通して行う） ０（教育活動全体を通して行う） ０ ０（教育活動全体を通して行う）

特別活動 ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う） ０ ０（各教科等合わせた指導で行う）

自立活動 １０６〔３〕 ３９〔１〕 １５２ １５２〔４〕

各
教
科
等
を
あ
わ
せ
た
指
導

日常生活の指導 ６００〔１５〕 ６７０〔１７〕 ５３４〔１４〕 ５６８ ５７３〔１５〕

遊びの指導 ７６〔２〕 ７８〔２〕 ７６ ７６〔２〕

生活単元学習 ７６〔２〕 １９５〔５〕 １８７ １５２〔４〕

合 計 ７５２ ８２２ １１１９ １１３５ １１４３

備 考
配当時間０の教科は各教科を合わせた

指導で行う

生活単元学習の一部として、小・中・

高等部と連携・協働して行うコーポ

レーションタイムを実施する。

表３ 沖縄県内の知的障害教育のみの特別支援学校における教育課程（中学部３年 配当時間数） 〔週時程〕

特別支援学校（ 類型） 特別支援学校（Ⅰ類型） 特別支援学校（ 課程） 分校（Ⅰ類型）

教

科

別

・

領

域

別

の

指

導

各

教

科

国語 ７０〔２〕 ７２〔２〕 ７０〔２〕 ７０〔２〕

社会 ３５〔１〕 ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う）

数学 ７０〔２〕 ７２〔２〕 ７０〔２〕 ７０〔２〕

理科 ３５〔１〕 ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う）

音楽 ７０〔２〕 ７２〔２〕 ７０〔２〕 ７０〔２〕

美術 ７０〔２〕 ７２〔２〕 ７０〔２〕 ７０〔２〕

保健体育 １０５〔３〕 １０８〔３〕 １０５〔３〕 １０５〔３〕

職業・家庭 ７０〔２〕 ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う）

外国語 ３５〔１〕 ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う） ０（各教科等合わせた指導で行う）

道徳科 ０（教育活動全体を通して行う） ０（教育活動全体を通して行う） ０（教育活動全体を通して行う） ０（教育活動全体を通して行う）

特別活動 ０（各教科等合わせた指導で行う） ３６〔１〕 ０（教育活動全体を通して行う） ３５〔１〕

自立活動 ３５〔１〕 ３６〔１〕 ０（教育活動全体を通して行う） ３５〔１〕

各
教
科
等
を

あ
わ
せ
た
指
導

日常生活の指導 ２３４ ３２４〔９〕 ２８０ ２７４〔６〕

作業学習 １０６ １４４〔４〕 １７５ １７５〔５〕

生活単元学習 １７６ １４４〔４〕 ２１０ １４０〔４〕

総合的な学習の時間 ３５〔０〕 ３５〔０〕 ３５〔０〕 ７０〔０〕

合 計 １１４５ １１１６ １０８５ １０４４

備 考 特別活動は生徒会活動、各教科等

を合わせた指導で行う

総合的な学習の時間は、学期毎に課題

を設定し、年間を通して行う。

総合的な学習時間は、交流及び共

同学習に置き換え実施時期に行う

総合的な学習の時間は、学期毎に課

題を設定し、年間を通して行う。



− 51 −

琉球大学教職大学院紀要　第 3 巻

別支援教育部会教育課程部会（2016）で示されている。そのため知的障害教育における教育課程の編成
は、各学校において「障害の状態及び発達の段階や特性並びに地域や学校の実態を十分考慮して、指導
内容を組織する必要がある」（文部科学省　2009）として、教育活動の創意工夫が求められている。また、
前述したとおり「新特別支援学校学習指導要領では、知的障害のある児童生徒のための各教科等と小学
校等の各教科等それぞれにおける育成を目指す資質・能力は基本的に同じであると捉えている」とした
通常の教育との連続性を図る観点から知的障害教育の各教科の見直しが図られている。今回は知的障害
教育特別支援学校の教科や各教科等を合わせた指導の配当時数から、教科別の指導、各教科等を合わせ
た指導の形態を探った。４校とも教科別指導、各教科等合わせた指導等において、各学校の実態や児童
生徒の障害の状態や特性を踏まえ時数を配列していることが認識できる。特に A 校は通常の教育との
連続性を意識して配列していることが見て取れた。その背景には A 校の地域性や保護者の意向が影響
しているものと考えられ、児童生徒の障害の状態のみならず学校を取り巻く現状の把握が行われている
ものと示唆される。あわせてD分校では時数の配列等には示されていないが、学校全体で育成する資質・
能力を共通確認し、小学部（生活単元学習）、中学部（作業学習）、高等部（作業学習）の児童生徒が同
じ場で学ぶ時間及び場の工夫や保護者・地域と連携した学習内容の設定がなされていた。異年齢集団で
の学びから、育成を目指している「生活する力」、「人と関わる力」の向上につなげるための工夫となっ
ていた。但し、その工夫の内容では学習評価を明確にすること、各教科等を横断的に考え取り組みを進
めていくこと、育てたい力を地域等と共有することについては今後改善の余地があるものと考えられる。

　　これらのことから県内の知的障害教育特別支援学校においては教育課程の編成等を含めたカリキュ
ラム・マネジメントの創意工夫がなされている学校もあると考えられる。しかしながら県内全ての学校
が、D 分校のように育成すべき資質や能力を視野に入れ、カリキュラム・マネジメントに取り組んでい
るとは言いがたい。今後は県内全ての知的障害教育特別支援学校において児童生徒の障害の状態や発達
の段階や特性、学校・地域・保護者の状況を踏まえ、自立と社会参加を目指すための育てたい力を具現
化するための創意工夫を行った教育課程の編成が重要であると考える。

⑵　特別支援教育・知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメントと授業づくりと考察

　知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメントについて、県内４校の知的障害教育のみの特別
支援学校の現状と課題を踏まえ、カリキュラム・マネジメントについての文献を参照にシステムモデ
ル図と授業づくりについて考察する。

　①特別支援教育・知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント

　　新学習指導要領では、社会の変革を見据え幼児児童生徒の育成すべき力を効果的・効率的に実施
するため、「育成を目指す資質・能力」、「社会に開かれた教育課程」、「カリキュラム・マネジメン
ト」「主体的・対話的で深い学び」を提示している。また、武富（2018）は「今後、学校は地域社
会と共に子供たちの豊かな学びと成長・発達を促すことが第一義的に重要となり、その要となる機
能として『カリキュラム・マネジメント』が位置付いている」と述べている。またカリキュラム・
マネジメントを展開する上での方法の一つとして個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成と
活用を挙げ、一人一人の障害の状態や特性等を踏まえた実態把握、教育の目標や内容等の設定等
PDCA サイクルにて考えていくことが特別支援教育におけるカリキュラム・マネジメントの独自
性だとしている。さらに、カリキュラム・マネジメントを促進する枠組みとして、国立特別支援教
育総合研究所（2016）は「知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント促進フレームワーク」
を提示し、カリキュラム・マネジメントを展開する際の八つの着眼点を示した。一方、名古屋（2018）
は、知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメントについて、前述したカリキュラム・マネジ
メントの三つの側面を貫く要を教育目標としておき、マネジメントの中で迷ったときにも教育目標
に立ち返る重要性を示している。加えて教育内容を組織していく視点も教育目標であるとした。
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　　田村（2016）は、カリキュラム・マネジメントの目的を児童生徒の教育的成長として捉え、その
目的に資するように全ての要素と要素間のつながりをデザインしてマネジメントしていくことが、
カリキュラム・マネジメントとして最適であるとした。その対象として①目標をマネジメントする
②カリキュラムをマネジメントする③カリキュラムでマネジメントする④カリキュラムのために
マネジメントするの四つを挙げ、教育目標の具現化や管理者等のリーダーシップ、カリキュラムの
PDCA 等の要素間の関係性を明記している。

　　以上のことを踏まえ、育成を目指す資質・能力を明確に捉え、知的障害教育におけるカリキュラ
ム・マネジメントのキーワードを整理し、管理者を含め全ての教職員が主体性を持って関わること
が可能なカリキュラム・マネジメントのシステム図（試案）を作成する。

　②管理者のリーダーシップと教職員の協働によるカリキュラム・マネジメントシステムモデル図

　　上述したようにカリキュラム・マネジメントの大切なキーワードやそれぞれの関連性を踏まえた
モデル図（試案）について作成を試みた。

　　カリキュラム・マネジメントは管理者の学校経営のビジョン、リーダーシップが大きく反映され
ることは前で述べたとおりである。特に教育目標については、学校の現状、幼児児童生徒の実態（現
状だけでなく将来的な展望を含めて）、保護者・地域との連携・協働を踏まえた上で設定されてい
くべきである。並びに管理者のみならず全教職員が教育目標の設定の背景（現状と課題）を熟知し
た上で次のステップへと進むべきである。その上で教育目標（幼児児童生徒に育てたい力）達成の
ための具体的な方策を管理者と教職員が協働してその方向性を示すべきであると考える。同時に教
育課程の編成や展開をしていく際には、チームとして取り組み、仮説を立てた上で実践・評価へと
繋げることが基本であると考える。その際には評価のための基準等を共通認識していくことも重要
である。以上を踏まえ、作成したカリキュラム・マネジメントのシステムを図１に示す。

　　カリキュラム・マネジメントのシステム（図１）は、緒方ら（2008）が提唱した特別支援教育
ネットワークシステムにおける縦断的なシステム図を基盤にして作成した。縦断的なシステム図は

図１ カリキュラム・マネジメントにおける協働を意識した教育課程編成のシステム図
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時間的な流れを中核に作成されているが、今回は新たに方向性を示す要素を加えた。すなわち目
的（Core）に向かって進む際の方向性を示す境界関係システム（Ris）の動きを時間的な流れで示
している。田村（2016）は、要素と要素間のつながりの中で管理者と教職員の動きを示しているが、
図１では目的への流れと舵取りをする役目を明確に位置づけたところに特徴がある。さらに国立特
別支援教育総合研究所（2016）が示した「知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント促進
フレームワーク」のキーワードについても整理し挿入した。

　　今後は、今回対象とした４校の特別支援学校をはじめ、県内の特別支援学校の管理者及び教育課
程の担当者からの意見を聴取し、この試案をもとに、現場で活用可能なカリキュラム・マネジメン
トシステム図にしていきたい。

　③知的障害特別支援学校での教科の横断を意識した学習内容と授業づくり

　　カリキュラム・マネジメントでは、教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育目標を踏ま
えた教科等横断的な視点で、その目標達成に必要な教育の内容を配列していくことが示されてい
る。また、各学校においては、日々行われる授業を通して、資質・能力の育成を明確にした実践を
展開することが求められている（上仮屋　2018）。県内の知的障害教育特別支援学校においても「育
成を目指す資質・能力」を踏まえた授業づくりが行われているが、教科間を関連づけた内容につい
ては一部の学校や教職員の取り組みとなっている。若しくは取り組んではいるがそのことを意識し
て実践している教職員は少ない。そのような状況の背景には、育てたい力の共有と教科間での協働
を踏まえた取組の薄さによるものと考える。

　　表４は、筆者が学校現場において取り組んだ学習内容である。高等部２年生を対象とした職業・
家庭の授業実践として、高等部の教職員、保護者及び地域のスーパーや公共施設を巻き込み、年間
を通して単元の設定を行い取り組んだ授業である。単元の内容は教育目標の「自立」から育てたい
力を踏まえ、知的障害の特性や生徒個々の実態から設定し取り組んだ。生徒にも教科の内容を意識
させるなど、知識・技能の習得のみならず、自己選択や自己決定等考える場の設定、評価基準を明
確にし、生徒自身が理解できるような形で提示した。実践において、調味をする際の分量への意識
や学んだことを応用した料理、時間配分等生徒自身が振り返り深い学びに繋げることができた。ま
た、学んだことを生かす場として家庭や地域と連携・協働して取り組み、家庭や地域で認められる
場面を作ることで生徒自身の自己肯定感を高めることに繋がり、次への学習意欲への高まりとなっ
ていた。生徒の保護者からは「これまで全て受け身の状態であった娘がはじめて朝ご飯を作ったの
を見て、感動し、涙が溢れ、知的障害のある娘でもやればできるんだと、やらせてあげることが大
切だと気づきました」との報告とサンドイッチとサラダの写真が送られてきた。そのことが卒業後
さらなる学びの場として通信制の高等学校を受験した。生徒の学ぶ意欲の向上にも繋がったと考え
る。

　　カリキュラム・マネジメントにおける授業づくりは、新しいものではなく、これまで知的障害教
育特別支援学校で取り組んできた実践を、新学習指導要領の改善のポイントに照らし合わせ整理し
ていくことでないかと考える。管理者を含めた教職員がその視点で自己の実践を再確認していくこ
とが、知的障害教育特別支援学校でのカリキュラム・マネジメントへの最善策であり最短距離だと
考える。
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城間ほか：知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメントの一考察

４.まとめ

　知的障害教育特別支援学校のカリキュラム・マネジメントについて、県内の知的障害教育のみの特別支
援学校での実践と文献等から、その方向性と取り組み内容について分析・考察を加えた。
　県内の知的障害教育特別支援学校では、新学習指導要領に示された内容を踏まえその改善に取り組んで
いる状況が把握できた。教育課程の内容においても、各学校ともそれぞれの特色をいかした表記がなされ
ていた。しかしながら、カリキュラム・マネジメントについては、要となる教育目標や具現化する目指す
幼児児童生徒像からは取り組み状況を把握するまでには至らなかった。「育成すべき資質・能力」の理念
を具現化するための動力源がカリキュラム・マネジメントであるならば、舵取りとなる管理者の役目は重
要である。教育目標を具現化していくためのビジョンの提示、全ての教職員が主体的に取り組み協働する
ためのリーダーシップについては、管理者がそのことを意識していくことでカリキュラム・マネジメント
の実現につながることが明確になった。
　このような状況の改善に向け、カリキュラム・マネジメントシステム図の作成を試みた。田村（2016）
らのカリキュラム・マネジメント図や特別支援教育・知的障害教育の教育課程や授業づくりで求められる
キーワードやポイントを視点として置き、緒方ら（2008）の提唱した縦断的なシステム図を基盤に作成を
図った。カリキュラム・マネジメントをシステムとして捉え、管理者を含め関わる教職員の目指す方向性
や目的に向かうためのキーワードを整理し、時間的な流れや、機能させていくため指示役となる管理職や
関わる教職員の動きを整理・視覚化することができたのではないかと考える。今後はシステム図を活用し
た実践を行い、さらなる機能化に向け工夫改善を重ねていきたい。
　知的障害教育の授業づくりについては、これまでの取組について新学習指導要領のポイントを踏まえて
再確認し整理していくことが、カリキュラム・マネジメントを実施する上でも必須であると考える。さら
に再確認をしていく上で、学校全体や保護者・地域を含め幼児児童生徒の育成すべき資質・能力について
共通確認をしていくことは省くことができない要素であり、それが社会に開かれた教育過程に繋がるもの
だと考えられる。

表４ 知的障害特別支援学校での教科の横断を意識した学習内容例（高等部２年 職業・家庭科）

単 元 名 自分の食事を作ろう

目 標 一人で食事を作ることができる

学習内容の工夫

他教科との

連携した取組

国語 コミュニケーション力（報告・連絡・相談への対応）、スーパーでの対応

数学 計量（秤の使い方）、タイムマネジメント（時間・時計の読み方）、金銭の取り扱い

体育 体力作り（６０分、立って調理ができる）

美術 色・形の工夫（盛り付け）

職業 金銭の取り扱い・消費生活（農作業斑での材料の購入）

繰り返しの学習
単元の工夫（手順は同じ、材料をかえることで別の料理ができる）

煮込み料理→カレー、シチュー、汁物 炒め物→野菜の種類、混ぜる具の種類

評価基準の設定
自己評価・他者評価の工夫

評価基準の設定、調理学習ノートへの記入

保護者・地域との

連携

保護者 → 家庭での振り返り学習（実際に家庭で同じ料理を作る）、評価・賞賛

地域 → 材料の購入

公共施設の利用

授業改善の視点

①一人で調理を行うための環境整備 → 一人用の道具、場所の設置

②見通して作業ができる工夫 → 作業手順表、準備物、困った際のヒント、評価規準の視覚的提示

③互いの学びを高めるグループ編成 → 模倣、相談できる体制（思考・判断・表現）

④自己選択・自己決定ができる場の設定 → 複数の材料の提示 例：煮込み料理→ 肉（牛肉・鶏肉・豚肉） ルー（カレー・シチュー）

⑤自立活動の内容を踏まえた指導・支援の実施 → 教育的ニーズを踏まえた指導・支援
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　最後に、知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメントでは、管理者のリーダーシップと全教職員
の主体的な取り組みは必要不可欠な条件である。カリキュラム・マネジメントをシステムとして捉え、そ
のことを機能させていくためには、必要な内容の整理、キーワードやポイントを視覚的に提示することで
マネジメントへの具体的な動きに繋がると考える。また、カリキュラム・マネジメントに向けた取り組み
を学校のみならず保護者を含めた地域社会に周知を図り、協働の意識で取り組むことが肝要となる。その
ことを意識したカリキュラム・マネジメントシステム図の工夫改善を今後も図っていきたい。
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