
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 支援体制の構築について 
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学校説明会等における説明

１．支援体制フローチャート

通級の申し出あり

生徒・保護者向けガイダンス

合理的配慮の検討
及び提供

※参考様式１

・実態調査及び情報収集
・個別相談実施
・中学校等からの引継ぎ

生徒への説明・申請書配布・回収

・個別面談の実施
・見立ての時に★

校内委員会等での検討・決定

生徒や保護者との合意形成

「個別の教育支援計画」や「個別
の指導計画」の作成及び実施内容
の決定

通級開始

＜開始にあたって＞
・担当教員が、特別支援教育コーディネータ―等と連絡を
取りつつ、生徒の在籍学級の担任教員や教科担当と定期的
な情報交換を行ったり、助言を行ったりするなど、両者の
連携協力が図られるように配慮する。

教育相談や校内支援

★ 特別支援学校によるセンター的
機能の活用

※話し合いの継続や
代替え案の提供等も含む

実施しない場合

必要に応じて

（入学前）

（入学時）

（入学後）

※参考様式３
・作成の助言等に★

※参考様式２
実施の場合
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校内支援体制

「通級による指導」は、あくまでも個別に設定された時間で行う指導であり、障害のある
生徒の学びの充実のためには、他の全ての授業においても指導方法の工夫・改善が重要とな
ります。障害のある生徒にとって分かりやすい授業は、障害のない生徒にも分かりやすい授
業であることを全ての教員が理解し、指導力の向上に努める必要があります。こういった考
え方を教職員全体で周知していくためには、「授業改善」や「インクルーシブ教育シテム」
に関する研修の実施、通級による指導の意義等を扱った校内研修（ケース会議等を含む）の
企画や、「通級による指導」の様子の公開、発信等を考えていく必要があります。

（例）
・誰にでもわかりやすい授業の工夫、困難さを抱える生徒に対する個に応じた指導や課題を
作成する。
・生徒向けにコミュニケーションスキル等に関する学習を体系的に実施（例：ホームルーム
の時間に「人間関係づくり」の実践）をする。
・自立活動の内容を参考にした学校設定科目を設定する（例「心理学」）。
・生徒全員に対して「授業改善」「コミュニケーションスキル・エクササイズ」を実施、個
別支援が必要な生徒には、「学習支援」「生活支援」「ソーシャルスキルの指導」を実施
する。

２．学校全体の支援体制・取組

ユニバーサルデザインの考え方に基づく授業改善

通常の学級との指導の連続性を確保するために、個別の指導計画を十分に検討する必要
がある。学校全体で生徒に対する目標や対応を共有化し、場面に応じてはっきりと具体的
に何をすべきかを伝え、教職員間の対応における一貫性の担保を保障する。
したがって、「通級による指導」と通常の学級との双方における指導目標や指導内容及
び手立てが明記された個別の指導計画及び合理的配慮等が明記された個別の教育支援計画
を作成かつ効果的に活用することで、共通理解の促進を図れるようにする必要があります。

（例）
・「通級による指導」の体制に関して、他の教職員が交代でサブティチャーとして担当す
る。

・各学年に特別支援教育コーディネーターを配置し、週１回のサポート会議のメンバーは、

各学年及び関係する分掌の代表から構成する。

・「通級による指導」を利用する生徒への支援に関して、学習の場面、その他学校生活全

般での体験活動の場面での生徒の行動や心情を教職員が観察し、情報共有しながら支援

を実施する。

「通級による指導」は、従来の高等学校における教育に、単に付加された特別なシステム
ではなく、多様で柔軟な仕組みづくりの一つの形態です。
通常の学級において、何か課題がみられた生徒に対し、「通級による指導」を推奨するこ
とが最善の選択肢であると判断する前に、まずは通常の学級において、わかりやすい授業、
誰もが理解し得る効果的な手立てがなされているかを確認します。
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 「通級による指導」を実施する上で、中学校、特別支援学校等との連携を図ることが重

要です。積極的な情報収集が、対象生徒へのより有効な指導・支援につながります。 

 中学校 高等学校 特別支援学校 

    

 

特別支援教育に関する研修会（情報交換会）の開催  【年間】 

①出身中学校、近隣の中学校等との情報交換 

②特別支援学校教員からの講演や助言 

③自校における通級による指導の実施状況等の説明  等 

学校説明会（体験入学会）の開催 

自校における「通級による指導」について、 

①中学生・保護者への説明 

（実施の目的／状況／決定までのプロセス 等） 

②中学生・保護者からの質疑応答・相談  等 

中学校からの情報収集 

【入学者選抜実施要項説明会以降】 

①入学者選抜における配慮申請（協議） 

②中学校での支援内容（合理的配慮） 

特別支援学級在籍／「通級による指導」の利用 

③個別の教育支援計画／個別の指導計画 

の記載事項 

④高等学校における「通級による指導」の利用希望 

等 

公立高等学校入学者選抜 

夏 

秋 

冬 

３．中学校・特別支援学校との連携、引継ぎについて 

-38-



 中学校 高等学校 特別支援学校 

 

   

 

中学校と高等学校との引継ぎ 

【入学許可候補者決定から入学までの間】 

①中学校での支援内容（合理的配慮） 

特別支援学級在籍／「通級による指導」の利用 

（市町村立中学校・県立特別支援学校における「通級による指導」） 

②高等学校における「通級による指導」の利用希望 

③個別の教育支援計画／個別の指導計画の記載事項 等 

当該生徒の実態把握  【入学後から年間を通して】 

①学級担任、教科担任、特別支援教育コーディネーター等

の連携による行動観察 

②特別支援学校教員による行動観察 

校内委員会の開催／「通級による指導」開始の決定 

【入学から「通級による指導」の開始まで】 

①校内における支援体制等の検討 

②個別の教育支援計画／個別の指導計画の作成 

③「通級による指導」における指導内容（自立活動）／ 

指導計画の検討・作成 

④特別支援学校教員からの助言    等 

出身中学校への訪問（情報交換） 

【通級開始から年間を通して】 

・高等学校での状況 

・中学校在籍時の様子／これまでの変容  等 

冬 

春 

夏 
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 高等学校では、入学者選抜後の限られた時間で多くの生徒の情報収集を行うこととなり

ます。このため、中学校等からの迅速な引継ぎ体制が構築されることが必要です。 

地域の教育事務所及び市町村教育委員会が主催する「中学校等と高等学校との連絡会」

等を活用することも考えられます。 

 

【実践事例 葛南教育事務所の取組】 

葛南教育事務所では管内特別支援教育推進連絡会議を通じて、管内市立中学校・義務教

育学校と管内県立・市立高等学校との引継ぎを推進しています。 

 

第２回推進連絡会議（８月下旬実施） 

 管内全ての中・義務教育・高等学校・特別支援学校の担当者が集まり、以下のことについて

情報共有しています。 

①特別支援教育に関する研究指定校等の実践報告 

②中・高の引継ぎの在り方について（確認） 

③各校担当者の顔合わせ・情報交換 

第５回推進連絡会議（３月下旬実施） 

 管内全ての中・義務教育・高等学校から引継希望の有無を集約し、会議に参加可能な学校間での

「中高引継ぎ会」を実施しています。 

「中高連携支援シート」を活用して、中高引き継ぎ

会を実施しています。市教委作成のシート活用する

学校もあります。 

第２回会議で「連絡窓口一覧表」を

各校に配布しています。学校間で連携

が必要な時に連絡を取り合うことを推

進しています。 
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「改訂第３版 障害に応じた通級による指導の手引 解説とＱ＆Ａ」 文部科学省 編著 より抜粋） 

 

Ｑ３：教育課程の一部に「替える」場合、通級による指導を受けたことにより、「替える」対象 

となる教科等を受けたこととみなすのですか。 

Ａ ：「替える」とは、「替える」対象となる教科等の関係で、当該教科等と同一の目標を達成す 

るための手段として代替するという意味ではなく、あくまでも授業時間として代替するとい

う意味です。 

これは、通級による指導の目標が「障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克 

 服すること」であり、各教科等の目標とは異なるものであることからも明らかです。 

このため、通級による指導を受けたことにより、「替える」対象となる教科等を受けたこと 

とみなすことはできません。 

 

Ｑ４：高等学校の選択教科・科目として「自立活動」を行うことは可能ですか。 

Ａ ：特別支援学校学習指導要領に定める「自立活動」は、個々の生徒の障害に応じ、その障害 

による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的とする指導であることか 

ら、選択教科・科目を含め、すべての生徒が受講し得る教科等とは異なるものです。そのた 

め、選択教科・科目として「自立活動」を行うことはできません。 

なお、選択教科・科目（学校設定教科・科目）においてソーシャルスキルに関する内容等 

が実施されている例がありますが、指導の態様が自閉症等によるコミュニケーション上の困 

難を改善・克服するための自立活動と似ているとしても、その目的が異なり、自立活動とは 

別の指導ということになります。 

 

Ｑ７：知的障害のある生徒を通級による指導の対象としていないのはなぜですか。 

Ａ ：知的障害については、障害の特性や発達状態に応じた特別の教育課程や指導法により比較 

的多くの時間、特別支援学級において指導することが効果的であり、ほとんどの時間、通常 

の学級で通常の授業を受けながら通級するという教育形態はなじまないことから、通級によ 

る指導の対象とはなっていません。 

 

Ｑ８：通級による指導が必要な生徒かどうかの判断は、誰がどのようにして行うのですか。 

Ａ ：通級による指導の対象とすることが適当な生徒の判断については、当該児童生徒について 

特別の教育課程を編成するかどうかの判断であることから、基本的には在籍校の校長が行う 

こととなります。 

４．「通級による指導」に関するＱ＆Ａ 

-41-



Ｑ１３：言語障害の場合の指導の内容について教えてください。 

Ａ ：言語障害の状態は様々ですが、口蓋裂、構音器官のまひ等器質的及び機能的な構音障害 

 のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎 

的事項に発達の遅れがある者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指 

導を必要とする児童生徒が、通級による指導の対象となります。 

言語障害の児童生徒に対する通級による指導は、個々の言語機能の障害による学習上又 

は生活上の困難を改善・克服することを目的として行われますが、対象となる児童生徒の 

有する課題が複雑多岐にわたっているため、個々の児童生徒の障害の状態に即した特別の 

指導が必要です。 

したがって、児童生徒の言語及びコミュニケーション能力等についての実態を十分把握 

した上で、指導の方針を決めることが必要です。 

指導の内容としては、正しい音の認知や模倣、構音器官の運動の調整、発音・発語の指 

 導など構音の改善にかかわる指導、話しことばの流ちょう性の改善や吃音のある自分との 

向き合い方にかかわる指導、読み書きに関する指導等が考えられます。 

また、言語の障害は、児童生徒の対人関係等生活全般に与える影響が大きいことから、 

話すことの意欲を高める指導、カウンセリング等も必要となるでしょう。 

通級による指導は、個別指導が中心となります。また、指導に当たっては、教材・教具 

  を有効に活用し、児童生徒の状態によってはコンピュータや視聴覚機器等も活用して、指 

導効果を高めることが大切です。 

また、言語障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服のためには、学校において 

も、生活場面においても発音・発話やコミュニケーションなどへの配慮が必要であり、学 

級担任及び家庭との連携を密接に図ることが大切です。さらに、器質的な障害のある児童 

生徒については、医療機関等との連携を図ることも大切です。 

 

Ｑ１４：自閉症の場合の指導の内容について教えてください。 

Ａ ：自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な 

指導を必要とする児童生徒が通級による指導の対象となります。 

自閉症は、他者と社会的な関係を形成することに困難を伴い、それに、しばしばコミュ 

ニケーションの問題や行動上の問題、学習能力のアンバランスを併せ有することもあり、 

通常の学級での一斉指導だけでは十分な成果が上げられない場合もあります。 

そのような場合には、円滑なコミュニケーションのための知識・技能を身に付けること 

を主な指導内容とした個別指導が必要です。 

さらに、個別指導で学んだ知識・技能を一般化する場面として、小集団指導（グループ 

    指導）を行うことも効果的です。その指導では、個別指導で学んだ知識・技能を音楽や運 
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 動、ゲームや創作活動などの実際的・具体的な場面で活用・適用して、実際の生活や学習 

 に役立つようにするとともに、学校の決まりや適切な対人関係を維持するための社会的 

ルールを理解することなど、社会的適応に関することを主なねらいとしています。 

他にも、自閉症のある児童生徒には、感覚の過敏さや鈍麻さがある場合があるため、自 

   分の感覚の特性に気付き、自分で工夫する技能等を身に付けるための指導を実施すること 

   も考えられます。 

   指導に当たっては、視聴覚機器等の教材を有効に活用し、指導の効果を高めることが大 

切です。 

なお、自閉症のある児童生徒の場合、ＬＤやＡＤＨＤの障害の特性を持つ場合もあり、 

指導の際には留意が必要です。 

 

Ｑ１５：情緒障害の場合の指導の内容について教えてください。 

Ａ ：主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習におお 

むね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒が、通級による指導の対象となりま 

す。 

選択性かん黙等のある児童生徒については、情緒障害の状態になった時期や、その要因 

などに応じて中心となる指導内容が異なります。 

例えば、カウンセリング等を中心とする時期、緊張を和らげるための指導を行う時期、  

障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら心理的な不安定さに応じた指導を行

って自信を回復する時期と、これらの段階に応じて、障害の要因を踏まえた指導内容を適

切に組み合わせて指導することが重要です。 

 

Ｑ１６：弱視の場合の指導の内容について教えてください。 

Ａ ：拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な状態の者で、  

通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒が、通級

による指導の対象となります。 

通級による指導の内容は、主として視覚認知、目と手の協応、視覚補助具の活用等の指 

導が中心となりますが、形の似た漢字の読み書きの指導、算数（数学）のグラフの目盛り 

を正確に読み取る指導や社会科の複雑な地図を読み取る指導など、視覚的な情報収集や処 

理の方法を指導しなければ効果的に学習活動を行うことができない内容などについては、 

各教科の内容を取り扱いながら指導を行うことも必要となります。 

また、通常の学級における学習や生活を円滑に行うために、自分に合った適切な明るさ 

を調整したり、学習で使用する道具等の置き場所を決めておいたりするなど自ら環境を整 

  えることができるようにすることも大切です。 
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通級による指導は、個別指導を原則としますが、場合によってはグループ指導を組み合 

わせることもあります。いずれの場合においても、視覚補助具、コンピュータ等の情報機 

器、拡大教材などを有効に活用し、指導の効果を高めることが大切です。 

 

Ｑ１７：難聴の場合の指導の内容について教えてください。 

Ａ ：補聴器等の使用によっても通常の会話における聞き取りが部分的にできにくい状態の者 

  で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒が、  

通級による指導の対象となります。 

これらの障害の程度の判断に当たっては、専門医による聴覚障害に関する診断結果に基  

づき、難聴となった時期を含め生育歴、言語発達の状況等を考慮して、総合的に行うよう 

留意することが必要になります。 

通級による指導の対象となる児童生徒の指導においては、保有する聴覚の活用が優先さ 

  れます。保有する聴覚の活用に当たっては、まず補聴器等を適切に装用する指導が挙げら 

れ、次いで、聴覚学習として聞く態度の育成、音声の聴取及び弁別の指導等が必要となり  

  ます。 

また、言語指導に当たっては、日常の話し言葉の指導、語彙拡充のための指導、言語概 

念の形成を図る指導、日記等の書き言葉の指導などが挙げられます。 

さらに、難聴に対する自分なりの受け止め、周囲の人たちの思いなどについても理解を 

   深めることにより、通常の学級における学習や生活を円滑に行うことができるようにする 

ための援助や助言等も大切です。 

通級による指導は、個別指導を原則とし、必要に応じてグループ指導を組み合わせること 

が適切です。 

例えば、言語指導における発音・発語の指導や音声等の聴取及び弁別の指導などは、その 

指導内容が個人に即することが必要であるため、個別指導が中心となります。グループ指導 

は、ルールや常識等を理解するための集団活動や、難聴やその特性などを理解したり話し合 

ったりする活動等において行われる場合が多いでしょう。 

いずれの場合においても、コンピュータや視聴覚機器等の教材・教具を有効に活用し、指 

導効果を高めることが大切です。 

 

Ｑ１８：ＬＤの場合の指導の内容について教えてください。 

Ａ ：全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能 

力のうち特定のものの習得と活用に著しい困難を示すもので、一部特別な指導を必要とす 

る児童生徒が、通級による指導の対象となります。 

基本的には、自分の障害の特性とその特性から生じている困難を理解し、自分自身で工 
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夫したり他者に支援を依頼したりするなどして、その困難の軽減を図ることができるよう 

になるための指導が考えられます。 

具体的には、困難を示す能力に応じ、以下のような指導が考えられます。 

① 聞くことの指導 

教師の指示をしっかり聞いて理解することが苦手な場合には、興味・関心のある題材等 

を活用して、できるだけ注意を持続したり、音量に配慮したりして、注意深く話を聞くこ 

との必要性を理解させるなどして、態度や習慣を身に付けさせる指導等があります。 

② 話すことの指導 

自分の話したい内容をしっかり伝えることが苦手な場合には、あらかじめ話したいこと 

をメモしておくなどの工夫をして、書かれたものを見ながら自信を持って話をするなど、 

自分に適した方法を理解させ、身に付けさせる指導等があります。 

③ 読むことの指導 

文章を読み上げることや内容を理解することが苦手な場合には、書いてある文字の音や 

意味を素早く思い出しながら音読したり、細かな違いの見極めが難しいときに漢字やアル 

ファベットを大きく表したりするなどして、自分に適した方法を理解させ、身に付けさせ 

る指導があります。 

また、内容の理解においては、指示語の理解を図る指導や書かれた事実を正確に捉えた 

り、図解して主題や要点を捉えたりするなどして、自分に適した方法を理解させ、身に付 

けさせる指導等があります。 

④ 書くことの指導 

文字を正確に書き取ることが苦手な場合には、間違えやすい漢字やアルファベットを例 

示するなどして、本人に意識させながら正確に書いたり、経験を思い出しながらメモし、 

それを見ながら文章を書いたり、読み手や目的を明確にして書いたりするなどして、自分 

に適した方法を理解させ、身に付けさせる指導等があります。 

⑤ 計算することの指導 

暗算や筆算をすることや数の概念を理解することが苦手な場合には、身近な事象をもと 

に、数概念を形成する指導や数概念を確認しながら計算力を高めたり、文章の内容を図示 

するなどしてその意味を理解させながら文章題を解いたりするなどして、自分に適した方 

法を理解させ、身に付けさせる指導等があります。 

⑥ 推論することの指導 

事実から結果を予測したり、結果から原因を推測したりすることが苦手な場合には、図 

形を弁別する指導や空間操作能力を育てる指導、算数や数学で使われる用語（左右、幅、 

奥行き等）を理解させる指導、位置関係を理解させる指導等を通して、推論するために自 

分に適した方法を理解させ、身に付けさせる指導等があります。 
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これらのほかにも、社会的技能や対人関係にかかわる困難を改善・克服するための指導 

として、ソーシャルスキルやライフスキルに関する内容などがあります。その際には、グ 

ループ指導を活用することも有効です。 

さらに、障害の理解を図り、自分が得意なこと・不得意なことを児童生徒に自覚させる 

指導も大切です。 

なお、ＬＤのある児童生徒の場合、ＡＤＨＤや自閉症の障害の特性を持つ場合もあり、 

指導の際には留意が必要です。 

 

Ｑ１９：ＡＤＨＤの場合の指導の内容について教えてください。 

Ａ ：年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多動性が認められ、社会的な活動や 

   学業の機能に支障をきたすもので、一部特別な指導を必要とする児童生徒が、通級による  

指導の対象となります。 

ＬＤのある児童生徒と同様に、基本的には、自分の障害の特性とその特性から生じてい 

る困難を理解し、自分自身で工夫したり他者に支援を依頼したりするなどして、その困難 

の軽減を図ることができるようになるための指導が考えらえます。 

具体的には、不釣り合いな能力に応じ、以下のような指導が考えられます。 

① 不注意による間違いを少なくする指導 

不注意な状態を引き起こす要因を明らかにする努力が大切です。そのうえで、例えば、 

刺激を調整し、注意力を高める指導、また、情報を確認しながら理解することを通して自 

分の行動を振り返らせるなどして、自分に適した方法を理解させ、身に付けさせる指導等 

があります。 

② 衝動性や多動性を抑える指導 

指示の内容を具体的に理解させたり、手順を確認したりして、集中して作業に取り組ま 

せるようにする指導や、作業や学習等の見通しをもたせるなどして集中できるようにする 

指導、身近なルールを継続して守らせるようにさせるなどして、自己の感情や欲求をコン 

トロールする自分に適した方法を理解させ、身に付けさせる指導があります。 

これらのほかにも、社会的技能や対人関係にかかわる困難を改善・克服するための指導 

として、ソーシャルスキルやライフスキルに関する内容などがあります。その際には、グ 

ループ指導を活用することも有効です。 

さらに、障害の理解を図り、自分が得意なこと・不得意なことを児童生徒に自覚させる 

指導も大切です。 

なお、ＡＤＨＤのある児童生徒の場合、ＬＤや自閉症の障害の特性を持つ場合もあり、 

指導の際には留意が必要です。 
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Ｑ２０：肢体不自由の場合の指導の内容について教えてください。 

Ａ ：肢体不自由の場合、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別の指導を必要と 

する児童生徒が、通級による指導の対象となります。 

指導内容としては、学習時の姿勢や言語の表出、認知の特性に応じた指導など、身体の 

   動きや環境の把握、コミュニケーションなどの改善・向上を図るための指導が大切になり 

ますが、障害の状態によっては、身体各部位の理解と養護に関することや、各種の支援機 

器等を学習や生活に活用できるようにする指導なども考えられます。 

 

Ｑ２１：病弱及び身体虚弱の場合の指導の内容について教えてください。 

Ａ ：病弱及び身体虚弱の場合、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別の指導を 

   必要とする児童生徒が、通級による指導の対象となります。また、入院中の児童生徒につ 

いては、活動が病院内に制限されることから、教師が病院を巡回して指導に当たることも 

考えられます。 

指導内容としては、健康状態の維持や管理、改善に関すること、心理的な安定や体力の 

   向上を図るための指導が中心となります。 

例えば、慢性疾患の児童生徒が自己管理や予防することの重要さを学ぶことで、自分の 

 病状に合わせた活動を自ら選択できるように指導したり、進行性の疾患や精神性の疾患の 

 ある児童生徒に対して日記や作文を書かせることで、ストレスとなった要因に気付かせた 

り、ストレスを避ける方法や発散する方法を考えさせたりする指導などが考えられます。 

 

Ｑ２２：高等学校の専門学科における通級による指導の在り方について教えてください。 

Ａ ：専門学科とは、専門教育を主とする学科であり、職業人として必要な資質・能力や専門  

  分野ごとに求められる資質・能力を育む観点から、農業、工業、商業、水産、家庭、看護、 

 情報、福祉、理数、体育、音楽、美術、英語といった教科及びこれに属する科目が開設さ 

れています。 

通級による指導は、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服することを目的と 

するものです。その目的は専門学科における通級による指導においても同様ですが、職業 

人の育成等という専門学科の特色を踏まえれば、例えば、 

・職場で実際に想定される課題や場面をイメージさせながら、必要なソーシャルスキルや 

  ライフスキルに関する内容などを身に付けることができる指導 

・聴覚補助具、補聴器、パソコン等を活用しながら、要点を押さえて実際の職業に必要な  

 作業を行うこと等を通じて、障害によるつまずきを改善する指導 

といった指導が、特に効果的と考えられます。 
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また、専門学科においては、必履修教科・科目等のほか、すべての生徒に履修させる専 

門教科・科目が設定されていることから、通級による指導の時間に「替える」ことのでき 

る選択教科・科目数が、普通科や総合学科に比べて少ない点に留意する必要があります。 

 

Ｑ２３：高等学校の総合学科における通級による指導の在り方について教えてください。 

Ａ ：総合学科は、普通教育及び専門教育の選択履修を主として総合的に施す学科として、   

高等学校教育の一層の個性化・多様化を推進するため、普通科・専門学科に並ぶ学科とし

て設けられているものであり、特色としては以下のような点が挙げられます。 

① 将来の職業選択を視野に入れた自己の進路への自覚を深めさせる学習を重視する   

こと 

② 生徒の個性を生かした主体的な学習と通して、学ぶことの楽しさや成就感を体験させ  

   る学習を可能にすること。 

通級による指導は、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服することを目的 

 とするものであり、総合学科においてもこれは同様ですが、上記のような総合学科の  

 特色を踏まえれば、例えば、 

・職場で実際に想定される課題や場面をイメージさせながら、必要なソーシャルスキル 

やライフスキルに関する内容などを身に付けさせる指導 

・実践的・体験的な学習を通じて、自己の抱える課題について理解を深め、それを改善・ 

  克服するための意欲を醸成させる指導 

といった指導が、特に効果的と考えられます。 

また、総合学科においては、必履修教科・科目等のほか、「産業社会と人間」について  

も、通級による指導と「替える」ことができないことにも留意する必要があります。 

 

Ｑ２４：高等学校の定時制の課程における通級による指導の在り方について教えてください。 

Ａ ：定時制の課程は、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程であり、    

その修業年限は３年以上とされています。 

文部科学省の調査（平成21年）によれば、定時制高等学校に進学する生徒全体に対し 

 て、学習上又は生活上の困難のある生徒が占める割合は約14.1％と推計されており、定 

 時制の課程においても、自校通級、他校通級、巡回指導といった多様な形態を活用し、    

通級による指導の導入を検討することが求められます。 

定時制の課程において通級による指導を実施する場合であっても、その取扱いは全日制  

の課程において実施する場合と基本的に同様ですが、通級による指導を高等学校の教育課  

程に「加え」て実施する場合においては、対象となる生徒の授業以外の時間の都合等を勘 

案の上、適切な時間帯に設置する必要があります。 
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Ｑ２５：高等学校の通信制の課程における通級による指導の在り方について教えてください。 

Ａ ：通信制の課程は、通信による教育を行う課程であり、その修業年限は３年以上とされて 

います。 

文部科学省の調査（平成21年）によれば、通信制高等学校に進学する生徒全体に対し 

て、学習上又は生活上の困難のある生徒が占める割合は約15.7％と推計されており、通 

信制の課程においても、自校通級、他校通級、巡回指導といった多様な形態を活用し、通 

級による指導の導入を検討することが求められます。 

通信制の課程において通級による指導を実施する場合、その添削指導の回数や面接指導 

の単位時間数については、学習指導要領に基づき実施することとなりますが、その際、障 

害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するという通級による指導の性質に鑑みれ 

ば、特に面接指導において生徒の実情等に応じたきめ細かな指導を行うことが重要です。 

 

Ｑ３１：「各教科の内容を扱いながら」とは、具体的にどのような指導を意味するのですか。 

Ａ ：通級による指導において、障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服とい 

う目的とは無関係に、単に各教科の内容を取り扱うことを主とした目的とする指導を含め 

ることは不適切であり、各教科の内容を取り扱うことはあくまでも付随的な具体の教育 

方法であることから、特に必要があるときは、障害の状態に応じて「各教科の内容を取り

扱いながら行う」ことができるとしています。 

具体的には、それぞれの障害種に応じ、例えば以下のような指導が該当するものと考え 

ています。 

■言語障害 

○国語及び外国語活動又は英語 

・教科書の文章の音読に関し、的確な発音で、かつスムーズに行うことができるように 

する指導 

○社会（及び生活又は総合的な学習の時間） 

・授業で、実際に作業・体験したことをまとめて発表する際に、要領よくかつ適切に話 

せるようにする指導 

 

■自閉症 

○国語 

・意図を読み取ることの困難さに対し、文学的な文章の中で登場人物の考えや気持ちを 

読み取る指導 
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■情緒障害 

○国語や社会等 

・自尊感情の低下により生じる困難に対し、人前で話すことや発表することに自信をも 

てるようにする指導やグループでの活動に参加意欲を高める指導 

 

■弱視 

○国語 

・漢字の読み書きの指導（形の似た／画数の多い漢字を中心に） 

○算数・数学 

・図形やグラフの指導（正しく書く、目盛りを正確に読み取る） 

○社会 

・地図に関する指導（複雑な地図を正確に読み取る、白地図に記入する） 

○体育・保健体育 

・器械運動、球技等で見えにくさのために困難が生じる運動の指導 

 

■難聴 

○国語（及び外国語活動又は英語） 

・文章を読むために必要な語彙や言語概念を身に付けるための指導 

○音楽 

・歌唱、楽器の演奏に関して、補聴器等を活用しながら、より適切に行うことができる 

 ようにする指導 

 

■学習障害（LD） 

○国語（及び外国語活動又は英語） 

・読みが苦手…障害の特性に応じた読みやすくなる工夫を練習 

・書きが苦手…漢字の成り立ち等について学習 

○算数・数学 

・計算が苦手…具体的な場面を想像して考え方を理解 

・推論が苦手…図形の特徴や操作の手順を言語化、視覚化 

 

■注意欠陥多動性障害（ADHD） 

○国語 

・漢字のへんやつくり、意味に着目して比べて違いを意識できる指導 
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○算数（数学） 

・文章題の必要な情報に着目できるよう練習をしてから解くようにする指導 

 

■肢体不自由 

○国語等 

・上肢の障害による書字の困難に対し、パソコンやその入力を補助するスイッチ等の代 

替機器を活用できるようにする指導 

○美術、技術・家庭科 

・上肢の障害による道具等の操作の困難に対し、他者への依頼の仕方を学んだり、道具 

や補助用具の配置等に気をつけ、自分だけで活動しやすい環境を整えたりする指導 

 

■病弱及び身体虚弱 

○国語 

・進行性の疾患や精神疾患等のある生徒に日記や作文を書かせることで、ストレスとな 

った要因に気付かせたり、ストレスを避ける方法や発散する方法を考えさせたりする 

指導 

○体育・保健体育 

・自己管理や予防方法等を学ぶことにより、病気の状態を考えながら、自ら活動を選択 

できるようにする指導 

 

Ｑ３３：通級による指導を行う時間として、特定の教科等の授業時数のすべてを充当してもよい 

  ですか。 

Ａ ：通級による指導を毎週同じ時間帯に行うことになれば、毎週同じ教科等の授業が受けら 

れないことになります。 

高等学校については、すべての生徒に履修されるものとされている必履修教科・科目等 

や専門学科における専門教科・科目、総合学科における「産業社会と人間」を通級による 

指導と替えることはできないとされています。通級による指導を選択教科・科目に替えて 

行うことにより、特定の選択教科・科目の授業が受けられなくなる場合があります。 

 

Ｑ３５：夏休み等の期間中に通級による指導を行ってもよいでしょうか。また、それを授業時間 

 数に算定することはできますか。 

Ａ ：通級による指導は、通常の授業時間中にその授業に替えて行われたり、放課後に実施さ 

れたりしますが、場合によっては夏休み等の長期休業期間中に実施することも可能です。 
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長期休業期間中における通級による指導については、あらかじめ年間指導計画の中に組  

み込み、教育課程に位置付ける場合には、これを授業時数に算定することができます。た 

だし、通級による指導を受ける生徒の負担が過重とならないように配慮することが必要で 

す。 

 

Ｑ３７：保護者との面談、生徒が在籍する通常の学級等の担任等との連絡、ケース会議等に要す 

る時間は、指導時間とは考えられませんか。 

Ａ ：保護者との面談、生徒が在籍する通常の学級等の担任等との連絡、ケース会議等は、い 

ずれも通級による指導の担当教師の重要な職務の一つではありますが、生徒に対する指導 

ではありませんので、指導時間に含めて考えることはできません。 

 

Ｑ３８：通級による指導を年度途中で開始又は終了することはできますか。 

Ａ ：障害のある生徒に対しては、その障害の状態や教育上必要な支援等に応じた適切な教育 

の場が選択されることが大切であり、それが年度の途中から必要となる場合も例外ではあ 

り ません。 

このため、校内委員会における検討や教育委員会による助言等を経て、当該生徒にとっ 

て通級による指導が適切であると判断されれば、年度途中であっても通級による指導を 

開始することは可能です。 

また、逆に、年度途中であっても、通級による指導により、障害による学習上又は生活 

上の困難が改善・克服され、通常の学級における授業のみで十分に学習や生活が可能であ 

ると、同様のプロセスにおいて判断されれば、通級による指導を終了することも可能です。 

このような場合の高等学校における単位認定については、単位認定の対象となる３５ 

 単位時間に満たない場合は単位の認定はできませんが、例えば、学年をまたいで実施した 

り、長期休業期間等に一部追加で指導を実施したりすることにより、３年間で３５単位  

時間以上を履修した場合には、単位認定の対象とすることが可能です。 

 

Ｑ６２：通級による指導を受けている生徒の指導要録には、どのような内容を記述すればよいの 

   でしょうか。 

Ａ ：高等学校においては、通級による指導を受けている生徒について、指導要録の様式１裏 

面の「各教科・科目等の修得単位数の記録」の総合的な学習の時間の次に自立活動の欄を 
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 設けて修得単位数の計を記載するとともに、様式２（指導に関する記録）の「総合所見及び 

指導上参考となる諸事項」の欄に、通級による指導を受けた学校名、通級による指導の授業 

    時数及び指導期間、指導の内容や結果等を記載することになります。 

指導要録への記載に当たっては、通級による指導の担当教師と通常の学級担任、特別支援 

教育コーディネーター、校長等の関係者が定期的に情報を交換した上で、記載内容を検討す 

ることが求められます。 

また、通級による指導の時間のみならず、他の授業の時間での当該生徒の状況の変化も 

踏まえて、その成果を把握する必要があります。 

 

Ｑ６３：通級による指導を受けていることの進路（進学・就職等）先への引継ぎに当たっては、 

   どのような配慮が必要でしょうか。 

Ａ ：生徒が通級による指導を受けたことによる、障害による学習上又は生活上の困難の改善・ 

克服に向けた成果を、進路（進学・就職等）先においても引き続き活用することができる 

    よう、進路（進学・就職等）先に個別の教育支援計画や個別の指導計画を確実に引き継ぐ 

ことが重要となります。 

なお、その際には、事前に保護者の同意を得るなど、個人情報の取扱いに十分留意する 

  必要があります。 

また、このほか、特別支援教育コーディネーターや就労支援コーディネーターと進路先 

の担当者が、当該生徒の状況や必要な支援の内容等について情報交換・相談を行う機会を 

設定することも有効です。 

なお、通級による指導を受けたことのみをもって、進学・就職等に当たって不利益な  

取扱いをすることは、障害を理由とする不当な差別的取扱いをすることは、障害を理由と 

   する不当な差別的取扱いであり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等に 

   より禁止されています。 
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研究指定

５．その他（「通級による指導」の研究指定・「通級による指導」の実施希望の場合）

特別の教育課程を編成

体制や準備が整ったら
実施に向けて

実施の届け出を作成・届け出

実施

特別支援教育課に相談

・別記第１号様式と別紙様式１－１、１－２
（Ｐ５６～５８参照）を特別支援教育課に提出

・翌年の分であれば６月までに学習指導課へ提出
・年度中に開始するときには、教育課程の変更の届け
が必要になるので学習指導課へ問合せする

○「通級による指導」の実施希望の場合

まずは、特別支援教育課に連絡をしてください。
その上で実施にあたっての準備を進める場合は、研究指定校と同様のことを進めて
もらうことになります。

・上記の内容等を研究

○「通級による指導」研究指定の場合

≪研究の意義≫
円滑な実施に向けて、通級による指導の体制や組織、自立活動の指導内容を研究する。
≪研究内容≫
・特別の教育課程について（教育課程の編成）
・単位認定方法
・校内体制について
・校内研修の実施
・校内委員会の設置 等

・特別支援教育課にまずは連絡をお願いします。
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