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知的障害のある児童の教育課程の改善につなげる授業実践

―実態把握と目標設定及び評価に着目して―

金 城 厚

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・桜野特別支援学校

1 . 問題

これまで多くの知的障害教育の現場では日常生活の指導，遊びの指導，生活単元学習，作業学習に代

表される「各教科等を合わせた指導」を中心に実践が展開されてきた。「各教科等を合わせた指導」とは，

各教科の内容を知的障害のある児童生徒の学習上の特性を踏まえて効果的に指導するための指導形態の

工夫である。しかし， 「各教科等を合わせた指導」を各教科等と混同し，各教科等の目標や内容を十分踏

まえた授業ができていないという全国的な課題がある（文部科学省［以下，文科省],2016;一木， 2019)。

筆者のこれまでの実践においても上記の課題があった。例えば，遊びの指導の授業で，遊ぶ活動に重

点が置かれ教科の目標や内容を指導するという意識には至っていなかった。このような課題を踏まえ，

新学習指導要領では各教科等で育成を目指す資質 ・能力を明確にした授業改善や教育課程の改善に取り

組むことが明記された。これを受けて各都道府県では知的障害教育における各教科の指導及び各教科等

を合わせた指導や，発達段階を踏まえた指導等の見直しを図っている。

例えば，「各教科内容表」を作成 ・活用し教科の目標と内容を意識した熊本県の取組（熊本県教育委員

会， 2020)や育成を目指す資質 ・能力を踏まえた授業づくりの手続きを明確にした長崎特別支援学校の取

組（伊藤 2019)は授業改善や教育課程の改善策の一つに挙げられる。一方，沖縄県では，各教科の目標や

内容へ意識を向けて指導できるよう県教育委員会から各学校の教育課程を各教科等と指導形態とを分け

て時数を表記するよう改善が求められているが，授業改善に向けて具体的な取組はまだ示されていない。

そこで本研究では，課題の改善を進めている他県の取組や文献等を参考に，児童の実態や学習状況，

身に付けさせたい資質 ・能力を踏まえた授業改善に取り組み教育課程の改善につなげたい。

2. 研究内容

本研究は以下の内容に基づいて進める。授業改善と教育課程の改善を進めるにあたり，新学習指導要

領の趣旨を踏まえる必要がある。そこで，新学習指蒋要領総則，関連法規，文献，先行研究等をもとに，

知的障害のある児童生徒に対する各教科（以下，知的障害教科）の授業づくりの留意点を整理した。

(1)知的障害教育における授業づくりの留意点

① 知的障害のある児童生徒に対する各教科の指導

育成を目指す資質 ・能力を明確にすること，小中学校から特別支援学校へ転入してくる児童生徒

が増えたことなどを踏まえ，小中学校の各教科等と同様に知的障害教科の目標・内容も①知識及び

技能，②思考力，判断力， 表現力等，③学びに向かう力，人間性等の 3つの柱に沿って整理された。

知的障害教科で育成を目指す資質 ・能力は明官ら (2017)の研究から小中学校のそれと同義と捉えて

いる。知的障害のある児童生徒も各教科等の内容をバランスよく系統的に学ぶことで，将来の自立

と社会参加に必要な資質 ・能力を身につけることができるようになっている。これらのことから知

的障害のある児童生徒（以下，児童）にとっても育成を目指す資質 ・能力を踏まえて各教科等の指導

を行う必要がある。

指導の際，知的障害のある児童の学習上の特性を踏まえる必要がある。これについて，文科省
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(20186)は，①学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく ，実際の生活場面で生かしに

くい，②成功体験の乏しさなどにより主体的に活動に取りくむ意欲が十分に育っていないことが多

い，などを挙げている。これらの特性や知的障害の特徴等を踏まえ，知的障害教科は，小中学校と

は別に規定され，特別支援学校学習指導要領（以下，学習指導要領）で目標や内容等が示されている。

知的障害教科は，知的障害の程度は同一学年であっても個人差が大きく，学力や学習状況も異な

ることから，学年ごとではなく ，小学部では 1,-.._.,3段階ごとに目標と内容が示されている。よって，

児童の実態と各教科の目標や内容を照らし合わせて何段階相当か判断する必要がある。そして目標

設定を行い，指導内容を選択し，具体的な指導内容を設定する。その際の留意点として，「各教科の

段階に示す内容を基に，児童の実態に応じて具体的に指導内容を設定すること」と「小学部は 6年

間を見通して計画的に指導するものとする」の 2点が示されている（文科省， 2018a)。そのためには，

各教科の学習状況を丁寧に捉え，実態に即した指導内容を系統的に配列していくことが求められる。

上述したように，知的障害の特徴や学習上の特性を踏まえた教育的対応の一つとして，学校教育

法施行規則第 130条を根拠として各教科等を合わせて指導を行うことができる。その際には，「各教

科の内容を基に具体的な指導内容を設定すること」と「各教科等の時数を適切に設定すること」に

留意しなければならない（文科省， 20186)。そこで，児童の障害の状態や学習状況を踏まえ，どの教

科を合わせるのか，その目的は何かを明確にし，指導形態を検討する必要がある(-木， 2019)。

さらに知的障害のある児童やその他の障害が重複している児童が各教科等を学ぶ際，障害の特性

等からつまずきが生じやすい。それゆえ各教科等を学ぶ上での困難さが出てくる。その困難さに対

応するのが自立活動の指導である。よって，その自立活動の意義と教科の指導が原則ということを

踏まえ，各教科の目標 ・内容に照らしてつまずきの状況を把握し，自立活動の指導も関連させて指

導を行う必要がある（文科省， 2018c)。

② 重度重複障害のある児童の実態把握と目標設定

障害がどんなに重度であっても各教科等の内容を学ぶことが原則である（文科省， 2018a)。しかし，

知的障害が重度な児菫については 1段階の目標や内容を指導することが難しい場合も少なくない。

川間(2018)は，「1段階の内容は，定型発達の場合におおよそ 1,-.._.,3歳程度で習得することから始ま

り（以下省略）」と述べている。よって，このような児童には 1段階以前の内容について実態把握が

必要になる。これに関連して文科省 (20186)も，「知的障害の程度が極めて重度である場合は，（中略）

より詳細な実態把握が必要である。」と述べている。この際に活用できるツールとして，「学習到達

度チェックリス ト」（徳永， 2014)がある。これは，国語科の 4領域と算数科の 3領域の観点を横軸に

位置付け，縦軸には乳幼児期の発達に沿って各観点の行動項目が配置されている。そのため，発達

と教科の視点を踏まえて実態把握ができ目標設定につなげやすく，重度な児童の目標設定に一定の

効果が得られたという報告がある（池山・ 鈴木， 2018)。よって，本研究でも児童の実態に応じてこれ

を参考に実態把握と目標設定を行う。

以上のような詳細な実態把握を行った上でも障害の状態により特に必要がある場合，「重複障害

者等の教育課程の取扱い」の規定を適用し，例えば，各教科に替えて自立活動を主として指導する

ことが可能である。しかしこの規定を滴用する際には，上述した自立活動の意義を踏まえ，慎重に

検討する必要がある（文科省， 2018a)。

(2) 授業づくりの留意点と先行研究を踏まえた課題解決のための手立て

知的障害のある児童に対する指導を行う上では，障害の状態だけでなく，発達段階や各教科等の学

習状況の把握がとても重要であると言える。しかし， 1990年以降の授業研究では，指導目標の妥当性

を検討した論文が極めて低い傾向にある（岡本， 2019)。指導目標の妥当性を高めるためには的確な実

態把握に基づく授業実践と評価が必要である。そこで，本研究では実態把握と目標設定及び評価に重
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点を置いて授業改善に取り組む。

この分野の先進的取組として，熊本県教育委員会 (2020)では 「各教科内容表」を活用して実態把握

を行い，授業実施から評価までの手続きを整え授業改善と教育課程の改善につなげている。長崎特別

支援学校（伊藤， 2019)では，学習指導要領解説各教科等編（以下，解説書）の巻末に掲載されている I目

標 ・内容の一覧」にエ夫を加え実態把捏を行っている。また，経験の浅い教師でも学校として 「身に

付けてほしい力」を踏まえて各教科の授業ができる仕組みを整理している。そこで，本研究では，上

記の取組や文献を参考に学級の授業における実態把握から評価に至るPDCAを構築し育成を目指

す資質 ・能力を踏まえた授業づくりを進めていく 。

3. 目的

授業づくりの留意点を踏まえ，先行研究を参考に実態把捏と目標設定及び評価に重点を置き，授業改

善を図る。そして，授業実践で得られた学習成果や課題を教育課程編成に生かせるようにする。

4. 研究方法

先行研究を参考に的確な実態把握や目標設定を行うための工夫 ・改善を図る。そして児童の実態を踏

まえて国語，算数，各教科等を合わせた指導等の授業実践を行いその効果を検証する。検証では，ビデ

オ分析（授業分析），授業評価票（指導目標の妥当性の検討，客観的な児童の変容の把握），記録用紙 ・連

絡帳（対象授業外で知識等を活用している姿の把握）などを活用する。さらに，授業実践で得た児菫の実

態及び学習成果等を踏まえ次年度の教育課程編成へつなげる提言をする。

5. 研究の実際と考察

(1) 対象，教科

9月の課題発見実習 IIでA特別支援学校の小学部 5年生の学級を対象に国語で絵本の読み聞かせの

授業実践を行った。学級は男子 3名，女子 2名の計 5名で構成されており，学級担任 2名で指導に当

たっていた。今回は，知的障害を主としたA児を対象に実態把握と目標設定に分析 ・考察を加えた。

(2) 実態把握と目標設定の手続き 表1 協議で活用した「目標・内容表」 （国語科3段階の一部を抜粋）
学習指導要領の内容 学習指導要領解説の内容実態把握は，長崎特別支援学校（伊藤，

2019)の方法を参考に実施した。解説書

の巻末に掲載されている「目標 ・内容の

一覧」を活用し担任にチェックを依頼し

た。その際，解説書を参照することまで

知
特ア

い徴言 （力）正しい姿勢で音読する ・正しい姿勢、明瞭な発音、ひとまとまりの語

は求めなかった。筆者の結

果との相違点に関しては

協議を行った。その際，短

時間で協議するためのエ

夫を図った（表 1)。

その結果， A児はおおむ

ね 2段階までの内容を達

成し 3段階の内容を学習

技
方・葉 こと や文と して読むこと、言葉の習きやリズムなど
使の に注意して読むこと。

思 C 
二函士 イ 絵本や易しい読み物な ・挿絵を並び替える、簡単な小見出しをつける

判 む どを読み、時間的な順序な
ど内容の大体を捉えること などの活動が考えられる。

表 と

表2 A児の実態把握の結果、 A児の様子、個別単元目標（読むことに関する内容を一部抜粋）
チェックの結果 A児の様子（読む←と）

2段階 3段階 • 平仮名50音l文字ずつは読めるが、語思 句については］文字読みの段階。考 ア教師と一緒に絵本などを見て ア絵本や易しい諒み物などを励
力 (0)、登場するものや動作な み(X)、挿絵と結びつけて登 ．馴染みのある単語（きがえ等）はひとま

C どを思いi浮かべる(0)こと。 場人物の行動や場面の様子な とまりの語として読める。
判 読 どを想像する (X)こと。
断 む イ教師と一緒に絵本などを見て イ絵本や易しい読み物などを読 個別単冗目標（思・判・表等）力 (0)、時間の経過などの大体 み(X),時間的な順序などの内 • 読み聞かせ間いて、話の大体の内容を
表 と を捉える (0)こと。 容の大体を捉える (X)こと。 理解することができる。
現 工絵本などを見て(0)、好きな 工登場人物になったつもりで音
力 場面を伝えたり (0),言焚など 読したり (X)演じたりする • 読み聞かせを剌いて、感じたことや考
等 を模倣したりする(0)こと。 （△)こと。 えたこと等を伝えることができる。

する段階であった（表 2)。 チェックの基準： 0 : 7割達成△ ： 3割~7割達成 X : 3割未満

そして個別の教育支援計画の短期目標を踏まえ，単元目標（表 2)を設定し全 5回の授業を行った。

(3) 結果と考察
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実態把握では，「目標・内容表」（表 1)を活用して協議を行うことで，学習内容の詳細を短時間で確

認でき，教科の実態把握の視点について理解が深まった。一方，実態把握の評価基準が教師によって

異なり協議に時間がかかる内容があったため検討が必要である。

目標設定と評価については，曖昧な文言があり評価が難しい， 目標が高く児菫が戸惑う場面があっ

た，などの課題があった。その要因として，教科の視点での実態把握が不十分であったことが考えら

れる。また，学習評価の方法が確立されていなかったため，振り返りに時間がかかった。今後はこれ

らの課題改善に努め，授業実践の充実につなげたい。

6. 今後の取組

• 国語以外の主要教科である生活，算数の「目標・内容表」の作成と活用

・「目標 ・内容表」の評価基準の検討及び目標設定の妥当性を高める実態把握のエ夫

・学習評価の工夫改善
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